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科目名 教員 施設

春夏 255056 看護研究論 井上　智子 ８講 春夏 255011 保健学ゼミナール 三善　英知 ８講 年度跨り 255153 高精度外部放射線治療実習 沼崎　穂高 春夏 255090 母性ヘルスケア学特論I 松崎　政代 ３講 通年 255230
公衆衛生看護診断・活
動展開実習

岡本　玲子 ４講

春 329997 放射線制御・生物学特論I 沼崎　穂高 春夏 255087 看護実践開発科学特論III 荒尾　晴惠 春夏 255236 助産診断・技術学Ⅰ 松崎　政代 ３講 春夏 255183 医療政策とヘルスケアサービス 井上　智子 視聴覚 春夏 255257 分子ゲノム実習Ⅱ 山本　浩文

春夏 255148 放射線診断物理学 西尾　禎治 春夏 255254 分子ゲノムセミナーⅠ 山本　浩文 春夏 255216 生命機能解析学特論 尾路　祐介 ８講 春夏 255269
応用ライフサイエンス・医
療の倫理

加藤　和人 １講

春夏 255215 分子神経生理学特論 髙橋　正紀 ６講 春夏 255267 遺伝情報論演習 酒井　規夫 ５講 通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講
春 255232 助産学概論 松崎　政代 ７講 春夏 255272 遺伝カウンセリング講義 酒井　規夫 ５講

春夏 255700 医歯薬学の入門1（保健学） 三善　英知 ８講
春夏 255002 生涯保健学 酒井　規夫 ６講 春夏 255103 地域ヘルスケアシステム特論 小西　かおる ４講 春夏 255127 家族看護援助論 山崎　あけみ ８講 春夏 255008 生命情報学特論 木原　進士 ８講 春夏 255125 看護管理科学特論 井上　智子 視聴覚

春夏 255049 免疫機能解析学特論 渡邉　幹夫 ８講 春夏 255126 がん登録とがん予防 神出　計 視聴覚 年度跨り 255153 高精度外部放射線治療実習 沼崎　穂高 春夏 255090 母性ヘルスケア学特論I 松崎　政代 ３講 春夏 255132
分子イメージングによる創
薬支援特論

福地　一樹 ８講

春夏 255133 がんの病態生理学 小泉　雅彦 視聴覚 春夏 255145 がん検診と地域保健活動 神出　計 視聴覚 春夏 255237 助産診断・技術学Ⅱ 松崎　政代 通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講 通年 255230
公衆衛生看護診断・活
動展開実習

岡本　玲子 ４講

春夏 255204 がん看護実践特論Ⅱ 荒尾　晴惠 春夏 255255 分子ゲノムセミナーⅡ 山本　浩文 春夏 255701 医歯薬学の入門2（保健学） 木原　進士 ８講 春夏 255257 分子ゲノム実習Ⅱ 山本　浩文

春夏 255202 がん看護方法論Ⅳ（緩和ケア療養学荒尾　晴惠 春夏 255269
応用ライフサイエンス・医
療の倫理

加藤　和人 １講

春夏 255052 分子腫瘍医学特論 山本　浩文 ６講 春夏 255007 臨床病態解析学特論 三善　英知 ８講 春夏 255088 看護実践開発科学特論IV 清水　安子 ８講 春夏 255094 小児・家族看護学特論 山崎　あけみ ８講 通年 255231 公衆衛生看護管理実習 小出　恵子 ４講
春夏 255092 母性ヘルスケア学特論III 渡邊　浩子 ８講 春夏 255085 看護実践開発科学特論I 上野　高義 ７講 年度跨り 255153 高精度外部放射線治療実習 沼崎　穂高 春夏 255199 がん看護方法論Ⅰ（がん看護論） 荒尾　晴惠 視聴覚
春夏 255196 臨床薬理学 荒尾　晴惠 視聴覚 春夏 255147 放射線基礎物理学 西尾　禎治 通年 255222 公衆衛生看護実践開発演習 小出　恵子 ４講 通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講
春夏 255219 公衆衛生看護学原論 岡本　玲子 ４講 春夏 255155 病理細胞診断学特論Ｉ 山本　浩文 春 255239 周産期ハイリスク管理 松崎　政代 春夏 255157 分子病理学特論 山本　浩文

春夏 255197 ヘルスアセスメント論 神出　計 視聴覚 春夏 255271 遺伝カウンセリング概論 酒井　規夫 ５講
春 329999 臨床画像診断学特論I 沼崎　穂高 視聴覚

通年 255223 公衆衛生看護診断・活動展開学小出　恵子 ４講
春夏 255093 小児保健学特論 酒井　規夫 ８講 春夏 255158 病理細胞診断学実習Ｉ 山本　浩文 春夏 255089 看護実践開発科学特論V 武用　百子 ８講 春夏 255201 がん看護方法論Ⅲ（がん治療療養学荒尾　晴惠 視聴覚 春夏 255101 数理保健学特論 遠藤　誠之 ７講
春夏 255195 再生医療特論 三善　英知 ６講 春夏 255197 ヘルスアセスメント論 神出　計 視聴覚 年度跨り 255180 小線源治療実習 沼崎　穂高 通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講 通年 255231 公衆衛生看護管理実習 小出　恵子 ４講
春夏 255196 臨床薬理学 荒尾　晴惠 視聴覚 春夏 255218 医療経済学総論 河越　正明 ８講 通年 255222 公衆衛生看護実践開発演習 小出　恵子 ４講 春 255238 助産診断・技術学Ⅲ 松崎　政代 ３講 春夏 255259 肝疾患代謝学 鎌田　佳宏 ８講
春夏 255220 公衆衛生看護実践開発学Ⅰ 岡本　玲子 ４講 春夏 255258 脳機能画像解析学特論 小山内　実 ５講 春夏 255235 新生児生理病態学 酒井　規夫 ２講 春夏 255250 治療物理学 沼崎　穂高 春夏 255275 応用遺伝学講義 河原　行郎

通年 255223 公衆衛生看護診断・活動展開学小出　恵子 ４講 春夏 255262 ツインリサーチ特論 渡邉　幹夫 ７講
春夏 255160 病理細胞診断学実習ＩＩＩ 山本　浩文

春夏 255044 先端医用物理工学特論 西尾　禎治 春夏 255100 地域ヘルスプロモーション学特 神出　計 視聴覚 春夏 255005 保健情報論 遠藤　誠之 視聴覚 春夏 255010 国際疾病疫学 戸邉　亨 ８講 春夏 255234 周産期生理病態学 遠藤　誠之 ７講
春夏 255086 看護実践開発科学特論II 竹屋　泰 春夏 255110 感染制御学特論 戸邉　亨 ８講 春 255178 生体光学・医用画像工学特論Ⅰ近江　雅人 ７講 通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講 春夏 255275 応用遺伝学講義 河原　行郎
春夏 255177 看護工学Ⅰ 上野　高義 ７講 春夏 255150 高精度放射線治療 小泉　雅彦 ６講 年度跨り 255180 小線源治療実習 沼崎　穂高
春夏 255196 臨床薬理学 荒尾　晴惠 視聴覚 春夏 255161 臨床腫瘍学総論Ｉ 佐藤　太郎 A視聴覚（医） 春夏 255266 基礎臨床遺伝学演習 酒井　規夫 ５講
春夏 255221 公衆衛生看護実践開発学Ⅱ 小出　恵子 ４講 春夏 255258 脳機能画像解析学特論 小山内　実 ５講
春夏 255243 助産管理学 渡邊　浩子 ８講

春夏 255161 臨床腫瘍学総論Ｉ 佐藤　太郎 A視聴覚（医） 年度跨り 255180 小線源治療実習 沼崎　穂高 春 255270 応用臨床遺伝学 松﨑　秀夫 春 255270 応用臨床遺伝学 松﨑　秀夫
春 255208 知的財産入門 遠藤　誠之 視聴覚

開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設

年度跨り 255081 医療技術科学ゼミナールI 尾路　祐介
年度跨り 255082 医療技術科学ゼミナールII 尾路　祐介
年度跨り 255104 看護実践開発科学実験・実習 清水　安子
年度跨り 255105 看護実践開発科学特別研究 清水　安子
年度跨り 255106 生命育成看護科学実験・実習 酒井　規夫
年度跨り 255107 生命育成看護科学特別研究 酒井　規夫

年度跨り 255108
総合ヘルスプロモーション科学実
験・実習

神出　計

年度跨り 255109
総合ヘルスプロモーション科学特
別研究

神出　計

春夏 255139 コンサルテーション論 小西　かおる
春夏 255168 がん看護実践実習Ⅰ 荒尾　晴惠

年度跨り 255248 総合管理・継続実習 松崎　政代
年度跨り 255268 遺伝カウンセリング特別研究Ⅰ 酒井　規夫
年度跨り 255274 遺伝カウンセリング実習 酒井　規夫 ５講
春夏 255275 応用遺伝学講義 河原　行郎
集中 255276 応用遺伝学演習 酒井　規夫

年度跨り 255279 遺伝カウンセリング特別研究Ⅱ 髙橋　正紀
春夏 255627 麻酔学総論 上野　高義
春夏 255628 周麻酔薬理学 上野　高義
春夏 255629 周麻酔生理学 上野　高義
春夏 255630 麻酔器と麻酔管理 上野　高義
春夏 255631 周術期管理学 上野　高義
通年 255169 がん看護実践実習Ⅱ 荒尾　晴惠
通年 255170 がん看護実践実習Ⅲ 荒尾　晴惠

6時限
(18:30

医学系研究科保健学専攻　博士前期課程
2021年度　春学期

月

その他

金木水火

1時限
(08:50
～

10:20)

2時限
(10:30
～

12:00)

3時限
(13:30
～

15:00)

4時限
(15:10
～

16:40)

5時限
(16:50
～

18:20)
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科目名 教員 施設 開講区分
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科目名 教員 施設 開講区分
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ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設 開講区分
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ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設 開講区分
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科目名 教員 施設

春夏 255056 看護研究論 井上　智子 ８講 春夏 255011 保健学ゼミナール 三善　英知 ８講 年度跨り 255153 高精度外部放射線治療実習 沼崎　穂高 春夏 255090 母性ヘルスケア学特論I 松崎　政代 ３講 通年 255230
公衆衛生看護診断・活
動展開実習

岡本　玲子 ４講

夏 329996 放射線制御・生物学特論II 高橋　豊 春夏 255087 看護実践開発科学特論III 荒尾　晴惠 春夏 255236 助産診断・技術学Ⅰ 松崎　政代 ３講 春夏 255183 医療政策とヘルスケアサービス 井上　智子 視聴覚 春夏 255257 分子ゲノム実習Ⅱ 山本　浩文

春夏 255148 放射線診断物理学 西尾　禎治 春夏 255254 分子ゲノムセミナーⅠ 山本　浩文 春夏 255216 生命機能解析学特論 尾路　祐介 ８講 春夏 255269
応用ライフサイエンス・医
療の倫理

加藤　和人 １講

春夏 255215 分子神経生理学特論 髙橋　正紀 ６講 春夏 255267 遺伝情報論演習 酒井　規夫 ５講 通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講
夏 255233 ウィメンズヘルス 渡邊　浩子 ７講 春夏 255272 遺伝カウンセリング講義 酒井　規夫 ５講

春夏 255700 医歯薬学の入門1（保健学） 三善　英知 ８講
春夏 255002 生涯保健学 酒井　規夫 ６講 春夏 255103 地域ヘルスケアシステム特論 小西　かおる ４講 春夏 255127 家族看護援助論 山崎　あけみ ８講 春夏 255008 生命情報学特論 木原　進士 ８講 春夏 255125 看護管理科学特論 井上　智子 視聴覚

春夏 255049 免疫機能解析学特論 渡邉　幹夫 ８講 春夏 255126 がん登録とがん予防 神出　計 視聴覚 年度跨り 255153 高精度外部放射線治療実習 沼崎　穂高 春夏 255090 母性ヘルスケア学特論I 松崎　政代 ３講 春夏 255132
分子イメージングによる創
薬支援特論

福地　一樹 ８講

春夏 255133 がんの病態生理学 小泉　雅彦 視聴覚 春夏 255145 がん検診と地域保健活動 神出　計 視聴覚 春夏 255237 助産診断・技術学Ⅱ 松崎　政代 通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講 通年 255230
公衆衛生看護診断・活
動展開実習

岡本　玲子 ４講

春夏 255204 がん看護実践特論Ⅱ 荒尾　晴惠 春夏 255255 分子ゲノムセミナーⅡ 山本　浩文 春夏 255701 医歯薬学の入門2（保健学） 木原　進士 ８講 春夏 255257 分子ゲノム実習Ⅱ 山本　浩文
春夏 255202 がん看護方法論Ⅳ（緩和ケア療養学荒尾　晴惠

春夏 255052 分子腫瘍医学特論 山本　浩文 ６講 春夏 255007 臨床病態解析学特論 三善　英知 ８講 春夏 255088 看護実践開発科学特論IV 清水　安子 ８講 春夏 255094 小児・家族看護学特論 山崎　あけみ ８講 通年 255231 公衆衛生看護管理実習 小出　恵子 ４講
春夏 255092 母性ヘルスケア学特論III 渡邊　浩子 ８講 春夏 255085 看護実践開発科学特論I 上野　高義 ７講 年度跨り 255153 高精度外部放射線治療実習 沼崎　穂高 春夏 255199 がん看護方法論Ⅰ（がん看護論） 荒尾　晴惠 視聴覚

春夏 255196 臨床薬理学 荒尾　晴惠 視聴覚 春夏 255147 放射線基礎物理学 西尾　禎治 通年 255222 公衆衛生看護実践開発演習 小出　恵子 ４講 通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講
春夏 255219 公衆衛生看護学原論 岡本　玲子 ４講 春夏 255155 病理細胞診断学特論Ｉ 山本　浩文 夏 255240 女性と母子の薬理 遠藤　誠之 春夏 255157 分子病理学特論 山本　浩文

春夏 255197 ヘルスアセスメント論 神出　計 視聴覚 春夏 255271 遺伝カウンセリング概論 酒井　規夫 ５講
通年 255223 公衆衛生看護診断・活動展開学小出　恵子 ４講

春夏 255093 小児保健学特論 酒井　規夫 ８講 春夏 255158 病理細胞診断学実習Ｉ 山本　浩文 春夏 255089 看護実践開発科学特論V 武用　百子 ８講 春夏 255201 がん看護方法論Ⅲ（がん治療療養学荒尾　晴惠 視聴覚 春夏 255101 数理保健学特論 遠藤　誠之 ７講
春夏 255195 再生医療特論 三善　英知 ６講 春夏 255197 ヘルスアセスメント論 神出　計 視聴覚 年度跨り 255180 小線源治療実習 沼崎　穂高 通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講 通年 255231 公衆衛生看護管理実習 小出　恵子 ４講
春夏 255196 臨床薬理学 荒尾　晴惠 視聴覚 春夏 255218 医療経済学総論 河越　正明 ８講 通年 255222 公衆衛生看護実践開発演習 小出　恵子 ４講 夏 255242 地域・国際母子保健学 松崎　政代 ３講 春夏 255259 肝疾患代謝学 鎌田　佳宏 ８講
春夏 255220 公衆衛生看護実践開発学Ⅰ 岡本　玲子 ４講 春夏 255258 脳機能画像解析学特論 小山内　実 ５講 春夏 255235 新生児生理病態学 酒井　規夫 ２講 春夏 255250 治療物理学 沼崎　穂高 春夏 255275 応用遺伝学講義 河原　行郎

通年 255223 公衆衛生看護診断・活動展開学小出　恵子 ４講 春夏 255262 ツインリサーチ特論 渡邉　幹夫 ７講
春夏 255160 病理細胞診断学実習ＩＩＩ 山本　浩文

春夏 255044 先端医用物理工学特論 西尾　禎治 春夏 255100 地域ヘルスプロモーション学特論神出　計 視聴覚 春夏 255005 保健情報論 遠藤　誠之 視聴覚 春夏 255010 国際疾病疫学 戸邉　亨 ８講 春夏 255234 周産期生理病態学 遠藤　誠之 ７講
春夏 255086 看護実践開発科学特論II 竹屋　泰 春夏 255110 感染制御学特論 戸邉　亨 ８講 夏 255179 生体光学・医用画像工学特論Ⅱ石田　隆行 ７講 通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講 春夏 255275 応用遺伝学講義 河原　行郎
春夏 255177 看護工学Ⅰ 上野　高義 ７講 春夏 255150 高精度放射線治療 小泉　雅彦 ６講 年度跨り 255180 小線源治療実習 沼崎　穂高
春夏 255196 臨床薬理学 荒尾　晴惠 視聴覚 春夏 255161 臨床腫瘍学総論Ｉ 佐藤　太郎 A視聴覚（医） 春夏 255266 基礎臨床遺伝学演習 酒井　規夫 ５講
春夏 255221 公衆衛生看護実践開発学Ⅱ 小出　恵子 ４講 255258 脳機能画像解析学特論 小山内　実 ５講
春夏 255243 助産管理学 渡邊　浩子 ８講

6時限
(18:30
～

20:00)

春夏 255161 臨床腫瘍学総論Ｉ 佐藤　太郎 A視聴覚（医） 年度跨り 255180 小線源治療実習 沼崎　穂高

開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設

年度跨り 255081 医療技術科学ゼミナールI 尾路　祐介
年度跨り 255082 医療技術科学ゼミナールII 尾路　祐介
年度跨り 255104 看護実践開発科学実験・実習 清水　安子
年度跨り 255105 看護実践開発科学特別研究 清水　安子
年度跨り 255106 生命育成看護科学実験・実習 酒井　規夫
年度跨り 255107 生命育成看護科学特別研究 酒井　規夫

年度跨り 255108
総合ヘルスプロモーション科学実
験・実習

神出　計

年度跨り 255109
総合ヘルスプロモーション科学特
別研究

神出　計

春夏 255139 コンサルテーション論 小西　かおる
春夏 255168 がん看護実践実習Ⅰ 荒尾　晴惠
夏 255241 周産期技術演習 遠藤　誠之

年度跨り 255248 総合管理・継続実習 松崎　政代
集中 255264 人類遺伝学 酒井　規夫

年度跨り 255268 遺伝カウンセリング特別研究Ⅰ 酒井　規夫
年度跨り 255274 遺伝カウンセリング実習 酒井　規夫 ５講
春夏 255275 応用遺伝学講義 河原　行郎
集中 255276 応用遺伝学演習 酒井　規夫

年度跨り 255279 遺伝カウンセリング特別研究Ⅱ 髙橋　正紀
春夏 255627 麻酔学総論 上野　高義
春夏 255628 周麻酔薬理学 上野　高義
春夏 255629 周麻酔生理学 上野　高義
春夏 255630 麻酔器と麻酔管理 上野　高義
春夏 255631 周術期管理学 上野　高義
通年 255169 がん看護実践実習Ⅱ 荒尾　晴惠
通年 255170 がん看護実践実習Ⅲ 荒尾　晴惠

1時限
(08:50
～

10:20)

2時限
(10:30
～

12:00)

3時限
(13:30
～

15:00)

4時限
(15:10
～

16:40)

5時限
(16:50
～

18:20)

医学系研究科保健学専攻　博士前期課程
2021年度　夏学期

月

その他

金木水火



曜日

時限 開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設 開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設 開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設 開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設 開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設

秋冬 255198 臨床病態生理学総論 荒尾　晴惠 視聴覚 通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習小出　恵子 ４講 年度跨り 255153 高精度外部放射線治療実習 西尾　禎治 秋冬 255203 がん看護実践特論Ⅰ 荒尾　晴惠 視聴覚 秋冬 255051 分子代謝病態学特論 木原　進士 ８講
通年 255222 公衆衛生看護実践開発演習 小出　恵子 ４講 通年 255231 公衆衛生看護管理実習 小出　恵子 ４講 集中 255181 中医看護学 遠藤　誠之 ５講 秋冬 255273 遺伝カウンセリング演習 酒井　規夫 ５講 秋冬 255138 看護倫理 白石　三恵

通年 255223
公衆衛生看護診断・活動展開
学

小出　恵子 ４講 秋冬 255253 国際保健医療サイエンス特論 三善　英知 １講 集中 255209 中医学概論 遠藤　誠之 ５講

通年 255230 公衆衛生看護診断・活動展開実習 岡本　玲子 ４講
秋冬 255249 高度専門看護職教育とヘルスケアサービ清水　安子 視聴覚
秋冬 255252 細胞分子遺伝学特論 辻川　元一 ８講

秋冬 255134 がんの病態生理学各論 山本　浩文 視聴覚 秋冬 255091 母性ヘルスケア学特論II 遠藤　誠之 視聴覚 秋冬 255140 看護教育論 井上　智子 視聴覚 秋冬 255200 がん看護方法論Ⅱ（がん看護援助論荒尾　晴惠 視聴覚 秋冬 255138 看護倫理 白石　三恵
通年 255222 公衆衛生看護実践開発演習 小出　恵子 ４講 通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習小出　恵子 ４講 年度跨り 255153 高精度外部放射線治療実習 西尾　禎治 秋冬 255225 公衆衛生看護管理学 小西　かおる ４講

通年 255223
公衆衛生看護診断・活動展開
学

小出　恵子 ４講 通年 255231 公衆衛生看護管理実習 小出　恵子 ４講 集中 255181 中医看護学 遠藤　誠之 ５講 秋冬 255277 応用生命工学講義 戸邉　亨 ７講

集中 255209 中医学概論 遠藤　誠之 ５講
通年 255230 公衆衛生看護診断・活動展開実習 岡本　玲子 ４講

秋冬 255211 公衆衛生看護学特論 岡本　玲子 ４講 秋冬 255167 放射線基礎物理学実習 福田　光宏 秋冬 255141 看護管理・政策論 井上　智子 視聴覚 秋冬 255156 病理細胞診断学特論ＩＩ 山本　浩文
通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習小出　恵子 ４講 年度跨り 255153 高精度外部放射線治療実習 西尾　禎治 秋冬 255278 応用生命工学演習 戸邉　亨 ７講
通年 255231 公衆衛生看護管理実習 小出　恵子 ４講 通年 255230 公衆衛生看護診断・活動展開実習 岡本　玲子 ４講
秋 329995 核医学特論I 福地　一樹

秋冬 255137 看護理論 清水　安子 視聴覚 秋冬 255129 医療経営学総論 河越　正明 視聴覚 年度跨り 255180 小線源治療実習 西尾　禎治 秋冬 255159 病理細胞診断学実習ＩＩ 山本　浩文
通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習小出　恵子 ４講 通年 255230 公衆衛生看護診断・活動展開実習 岡本　玲子 ４講 秋冬 255278 応用生命工学演習 戸邉　亨
通年 255231 公衆衛生看護管理実習 小出　恵子 ４講 秋冬 255256 分子ゲノム実習Ⅰ 山本　浩文
秋冬 255251 再生発生医学特論 辻川　元一 ５講

秋冬 255137 看護理論 清水　安子 視聴覚 秋冬 255152 粒子線治療 小泉　雅彦 ８講 年度跨り 255180 小線源治療実習 西尾　禎治 秋冬 255124 病原微生物学特論 戸邉　亨 ８講 秋 255263 応用基礎人類遺伝学 酒井　規夫 １講
秋冬 255162 臨床腫瘍学総論ＩＩ 佐藤　太郎 A視聴覚（医） 通年 255230 公衆衛生看護診断・活動展開実習 岡本　玲子 ４講 秋冬 255278 応用生命工学演習 戸邉　亨
通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習小出　恵子 ４講 秋冬 255256 分子ゲノム実習Ⅰ 山本　浩文
通年 255231 公衆衛生看護管理実習 小出　恵子 ４講

6時限
(18:30
～

20:00)

秋冬 255162 臨床腫瘍学総論ＩＩ 佐藤　太郎 A視聴覚（医） 年度跨り 255180 小線源治療実習 西尾　禎治 秋冬 255226 予防対策病態論 神出　計 ４講

開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設

年度跨り 255081 医療技術科学ゼミナールI 尾路　祐介
年度跨り 255082 医療技術科学ゼミナールII 尾路　祐介
年度跨り 255104 看護実践開発科学実験・実習 清水　安子
年度跨り 255105 看護実践開発科学特別研究 清水　安子
年度跨り 255106 生命育成看護科学実験・実習 酒井　規夫
年度跨り 255107 生命育成看護科学特別研究 酒井　規夫

年度跨り 255108
総合ヘルスプロモーション科学実
験・実習

神出　計

年度跨り 255109
総合ヘルスプロモーション科学特
別研究

神出　計

秋冬 255205 がん治療看護実践実習Ⅰ 荒尾　晴惠
秋冬 255206 がん治療看護実践実習Ⅱ 荒尾　晴惠
秋冬 255224 地域健康危機管理学 小西　かおる
秋冬 255244 周産期助産学実習Ⅰ 松崎　政代
秋冬 255245 周産期助産学実習Ⅱ 松崎　政代
秋冬 255246 ウィメンズヘルス・NICU実習 渡邊　浩子
秋冬 255247 助産マネジメント実習 松崎　政代

年度跨り 255248 総合管理・継続実習 松崎　政代
秋冬 255265 臨床遺伝学講義 岡田　随象 E講堂（医）

年度跨り 255268 遺伝カウンセリング特別研究Ⅰ 酒井　規夫
年度跨り 255274 遺伝カウンセリング実習 酒井　規夫 ５講
年度跨り 255279 遺伝カウンセリング特別研究Ⅱ 髙橋　正紀
秋冬 255632 麻酔学各論 上野　高義
秋冬 255633 麻酔管理実践 上野　高義
秋冬 255634 周術期管理実践 上野　高義
秋冬 255635 外科手術と実践 上野　高義
秋冬 255166 がん看護実践研究 荒尾　晴惠
通年 255169 がん看護実践実習Ⅱ 荒尾　晴惠
通年 255170 がん看護実践実習Ⅲ 荒尾　晴惠

1時限
(08:50
～

10:20)

2時限
(10:30
～

12:00)

3時限
(13:30
～

15:00)
4時限
(15:10
～

16:40)
5時限
(16:50
～

18:20)

医学系研究科保健学専攻　博士前期課程
2021年度　秋学期

月

その他

金木水火



曜日

時限 開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設 開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設 開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設 開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設 開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設

秋冬 255198 臨床病態生理学総論 荒尾　晴惠 視聴覚 通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講 年度跨り 255153 高精度外部放射線治療実習 西尾　禎治 秋冬 255203 がん看護実践特論Ⅰ 荒尾　晴惠 視聴覚 冬 255001 生命倫理・医療文化論 白石　三恵 ４講
通年 255222 公衆衛生看護実践開発演習 小出　恵子 ４講 通年 255231 公衆衛生看護管理実習 小出　恵子 ４講 通年 255230 公衆衛生看護診断・活動展開実習 岡本　玲子 ４講 秋冬 255273 遺伝カウンセリング演習 酒井　規夫 ５講 秋冬 255051 分子代謝病態学特論 木原　進士 ８講

通年 255223
公衆衛生看護診断・活動展開
学

小出　恵子 ４講 秋冬 255253 国際保健医療サイエンス特論 三善　英知 １講 秋冬 255249 高度専門看護職教育とヘルスケアサービ清水　安子 視聴覚 秋冬 255138 看護倫理 白石　三恵

秋冬 255252 細胞分子遺伝学特論 辻川　元一 ８講
秋冬 255134 がんの病態生理学各論 山本　浩文 視聴覚 秋冬 255091 母性ヘルスケア学特論II 遠藤　誠之 視聴覚 秋冬 255140 看護教育論 井上　智子 視聴覚 秋冬 255200 がん看護方法論Ⅱ（がん看護援助論荒尾　晴惠 視聴覚 冬 255001 生命倫理・医療文化論 白石　三恵
通年 255222 公衆衛生看護実践開発演習 小出　恵子 ４講 通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講 年度跨り 255153 高精度外部放射線治療実習 西尾　禎治 秋冬 255225 公衆衛生看護管理学 小西　かおる ４講 秋冬 255138 看護倫理 白石　三恵

通年 255223
公衆衛生看護診断・活動展開
学

小出　恵子 ４講 通年 255231 公衆衛生看護管理実習 岡本　玲子 ４講 通年 255230 公衆衛生看護診断・活動展開実習 岡本　玲子 ４講 秋冬 255277 応用生命工学講義 戸邉　亨 ７講

秋冬 255211 公衆衛生看護学特論 岡本　玲子 ４講 秋冬 255167 放射線基礎物理学実習 福田　光宏 秋冬 255141 看護管理・政策論 井上　智子 視聴覚 秋冬 255156 病理細胞診断学特論ＩＩ 山本　浩文
通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講 年度跨り 255153 高精度外部放射線治療実習 西尾　禎治 秋冬 255278 応用生命工学演習 戸邉　亨 ７講
通年 255231 公衆衛生看護管理実習 岡本　玲子 ４講 通年 255230 公衆衛生看護診断・活動展開実習 岡本　玲子 ４講
冬 329994 核医学特論II 木村　敦臣

秋冬 255137 看護理論 清水　安子 視聴覚 秋冬 255129 医療経営学総論 河越　正明 視聴覚 年度跨り 255180 小線源治療実習 西尾　禎治 秋冬 255159 病理細胞診断学実習ＩＩ 山本　浩文
通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講 通年 255230 公衆衛生看護診断・活動展開実習 岡本　玲子 ４講 秋冬 255278 応用生命工学演習 戸邉　亨
通年 255231 公衆衛生看護管理実習 岡本　玲子 ４講 秋冬 255256 分子ゲノム実習Ⅰ 山本　浩文
秋冬 255251 再生発生医学特論 辻川　元一 ５講

秋冬 255137 看護理論 清水　安子 視聴覚 秋冬 255152 粒子線治療 小泉　雅彦 ８講 年度跨り 255180 小線源治療実習 西尾　禎治 秋冬 255124 病原微生物学特論 戸邉　亨 ８講
秋冬 255162 臨床腫瘍学総論ＩＩ 佐藤　太郎 A視聴覚（医） 通年 255230 公衆衛生看護診断・活動展開実習 岡本　玲子 ４講 秋冬 255278 応用生命工学演習 戸邉　亨
通年 255229 公衆衛生看護実践開発実習 小出　恵子 ４講 秋冬 255256 分子ゲノム実習Ⅰ 山本　浩文
通年 255231 公衆衛生看護管理実習 岡本　玲子 ４講

6時限
(18:30
～

20:00)

秋冬 255162 臨床腫瘍学総論ＩＩ 佐藤　太郎 A視聴覚（医） 年度跨り 255180 小線源治療実習 西尾　禎治 秋冬 255226 予防対策病態論 神出　計 ４講

開講区分
時間割
ｺｰﾄﾞ

科目名 教員 施設

年度跨り 255081 医療技術科学ゼミナールI 尾路　祐介
年度跨り 255082 医療技術科学ゼミナールII 尾路　祐介
年度跨り 255104 看護実践開発科学実験・実習 清水　安子
年度跨り 255105 看護実践開発科学特別研究 清水　安子
年度跨り 255106 生命育成看護科学実験・実習 酒井　規夫
年度跨り 255107 生命育成看護科学特別研究 酒井　規夫

年度跨り 255108
総合ヘルスプロモーション科学実
験・実習

神出　計

年度跨り 255109
総合ヘルスプロモーション科学特
別研究

神出　計

秋冬 255205 がん治療看護実践実習Ⅰ 荒尾　晴惠
秋冬 255206 がん治療看護実践実習Ⅱ 荒尾　晴惠
秋冬 255224 地域健康危機管理学 小西　かおる
秋冬 255244 周産期助産学実習Ⅰ 松崎　政代
秋冬 255245 周産期助産学実習Ⅱ 松崎　政代
秋冬 255246 ウィメンズヘルス・NICU実習 渡邊　浩子
秋冬 255247 助産マネジメント実習 松崎　政代

年度跨り 255248 総合管理・継続実習 松崎　政代
集中 255264 人類遺伝学 酒井　規夫
秋冬 255265 臨床遺伝学講義 岡田　随象 E講堂（医）

年度跨り 255268 遺伝カウンセリング特別研究Ⅰ 酒井　規夫
年度跨り 255274 遺伝カウンセリング実習 酒井　規夫 ５講
年度跨り 255279 遺伝カウンセリング特別研究Ⅱ 髙橋　正紀
秋冬 255632 麻酔学各論 上野　高義
秋冬 255633 麻酔管理実践 上野　高義
秋冬 255634 周術期管理実践 上野　高義
秋冬 255635 外科手術と実践 上野　高義
秋冬 255166 がん看護実践研究 荒尾　晴惠
通年 255169 がん看護実践実習Ⅱ 荒尾　晴惠
通年 255170 がん看護実践実習Ⅲ 荒尾　晴惠

1時限
(08:50
～

10:20)

2時限
(10:30
～

12:00)
3時限
(13:30
～

15:00)
4時限
(15:10
～

16:40)
5時限
(16:50
～

18:20)

医学系研究科保健学専攻　博士前期課程
2021年度　冬学期

月

その他

金木水火
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