
実務経験のある教員等による授業科目一覧表
【看護学部看護学科】

授業科目名 区分 単位数 担当者名 備考
1 関係法規 教養 1 榎久仁裕
2 権利擁護と成年後見 教養 2 榎久仁裕
3 社会福祉原論 教養 2 大塚文

4 社会保障論（Ⅰ） 教養 2 榎久仁裕
5 公的扶助論 教養 2 榎久仁裕
6 ジェンダー論 教養 2 横山美栄子
7 病態微生物学 専門 2 中村哲
8 病理学総論 専門 1 中村哲
9 疾病・治療論各論Ⅰ（A） 専門 2 久保敬二
10 疾病・治療論各論Ⅰ（C） 専門 2 久保敬二
11 疾病・治療論各論Ⅰ（E） 専門 2 河瀬成穂
12 疾病・治療論各論Ⅰ（B） 専門 2 豊田秀三
13 疾病・治療論各論Ⅱ（D） 専門 2 栗栖薫，北村健
14 疾病・治療論各論Ⅱ（A） 専門 2 笹重善朗
15 疾病・治療論各論Ⅱ（B） 専門 2 豊田秀三
16 疾病・治療論各論Ⅱ（C） 専門 2 松林滋
17 疾病・治療論各論Ⅱ（E） 専門 2 田地豪
18 疾病・治療論各論Ⅲ（C） 専門 1 早川浩
19 疾病・治療論各論Ⅲ（B） 専門 1 坂野尭
20 精神疾病・治療論各論 専門 1 早川浩，佐々木高伸
21 疫学 専門 2 中村哲
22 公衆衛生学 専門 1 中村哲

23 職業選択と職業的アイデンティティ 教養 2
山内京子，石川孝則，佐藤敦子，
浅香真由巳

24 広島県地域の時事問題 教養 1 枡田勲
25 看護学原論Ⅰ 専門 2 佐々木秀美，石川孝則
26 看護学原論Ⅱ 専門 2 石川孝則，佐々木秀美，

27 援助方法論Ⅰ 専門 2
石川孝則，迫田千加子，
新川雅子，川田綾子，香川明花,
武智朋子

28 援助方法論Ⅱ 専門 2
新川雅子，石川孝則，
迫田千加子，川田綾子，香川明
花,

30 援助方法論Ⅲ 専門 2
迫田千加子，石川孝則，
新川雅子，川田綾子，香川明花,
武智朋子

32 基礎看護学実習Ⅰ 専門 1
新川雅子，石川孝則，
迫田千加子，川田綾子，香川明

34 基礎看護学実習Ⅱ 専門 2
新川雅子，石川孝則，
迫田千加子，川田綾子，香川明

35 公衆衛生看護学概論 専門 2
藤原芳美，大野泰子，岩崎俊輔，
尾原寿子，新庄敬子

36 在宅看護論 専門 2 岩崎俊輔,大山好美,岩本凌

37 保健医療福祉論 専門 1
藤原芳美，中村哲，
大塚文,仲野真由美

38 公衆衛生看護方法論Ⅰ 専門 2
藤原芳美，山内京子,
中原恵美子,小山比呂美

39 公衆衛生看護方法論Ⅱ 専門 2 藤原芳美,小山比呂美

40 公衆衛生看護活動展開論Ⅰ 専門 2
藤原芳美,山内京子,進藤美樹,
出田聡子,藤尾順子,上林聡子,
小山比呂美

41 公衆衛生看護活動展開論Ⅱ 専門 2 大野泰子，尾原寿子
42 保健統計学 専門 2 中村哲

43 公衆衛生看護論 専門 2
藤原芳美,山内京子,大野泰子,
中村哲,前信由美,尾原寿子,
新庄敬子,仲野真由美

44 公衆衛生看護学実習Ⅰ 専門 1 藤原芳美,新庄敬子,小山比呂美
45 公衆衛生看護学実習Ⅱ 専門 1 藤原芳美,中原恵美子,小山比呂
46 公衆衛生看護学実習Ⅲ 専門 3 藤原芳美,新庄敬子,小山比呂美

47 精神看護学概論 専門 2
佐藤敦子，浅香真由巳，
後藤尚子,棚田芳彦



49 精神看護援助論Ⅰ 専門 1
佐藤敦子，浅香真由巳，後藤尚
子
棚田芳彦，馬明康宏，

50 精神看護援助論Ⅱ 専門 1
佐藤敦子，浅香真由巳，後藤尚
子

51 精神保健福祉に関する制度とサービスⅠ 専門 2 大塚文

52 母性看護学概論Ⅰ 専門 1
山内京子，飯塚陽子，上林聡子，
進藤美樹，出田聡子，藤尾順子，
加納美雪

53 母性看護学概論Ⅱ 専門 1 松林滋，山内京子

54 母性看護援助論Ⅰ 専門 1
山内京子，上林聡子，進藤美樹，
出田聡子，藤尾順子，
加納美雪，前田しおり

55 母性看護援助論Ⅱ 専門 1
山内京子，上林聡子，進藤美樹，
出田聡子，藤尾順子，
加納美雪，前田しおり

56 母性看護学実習 専門 1
山内京子，上林聡子，
加納美雪，前田しおり

57 小児看護学概論 専門 2
進藤美樹，出田聡子，
藤尾順子，岡本陽子，
坂野堯

58 小児看護援助論Ⅰ 専門 1
出田聡子，進藤美樹，
藤尾順子，森麻美

59 小児看護援助論Ⅱ 専門 1
藤尾順子，進藤美樹，出田聡子，
遠藤しのぶ

60 小児看護学実習 専門 2
進藤美樹，出田聡子，
藤尾順子

61 成人看護学概論 専門 2
前信由美，岩本由美，
田村和恵

63 成人看護援助論Ⅰ 専門 1

岩本由美,平岡正史
岡田京子,田村和恵
前信由美,高橋登志枝
藤本和恵,佐々木由紀
塩田愛子

64 成人看護援助論Ⅱ 専門 1
田村和恵，高橋登志枝，
岡田京子，佐々木由紀

65 成人看護援助論Ⅲ 専門 2

平岡正史，前信由美，田村和恵，
藤本和恵，高橋登志枝，
岩本由美，佐々木由紀，岡田京
子，

66 成人看護援助論Ⅳ 専門 1 前信由美，藤本和恵

67 成人看護学実習Ⅰ 専門 2

田村和恵，岩本由美，
高橋登志枝，藤本和恵，
平岡正史，岡田京子，
佐々木由紀，塩田愛子，
前信由美，内藤美香,藤健二郎

68 成人看護学実習Ⅱ 専門 3

田村和恵，岩本由美，
高橋登志枝，藤本和恵，
平岡正史，岡田京子，
佐々木由紀，塩田愛子，
前信由美，内藤美香,藤健二郎

69 成人看護学実習Ⅲ 専門 3

田村和恵，岩本由美，
藤本和恵，高橋登志枝，
平岡正史，岡田京子，
佐々木由紀，塩田愛子，
前信由美，内藤美香,藤健二郎

70 成人看護技術演習Ⅰ 専門 1 藤本和恵，平岡正史，塩田愛子

71 成人看護技術演習Ⅱ 専門 1

藤本和恵，岩本由美，
田村和恵，高橋登志枝，平岡正
史，佐々木由紀,前信由美,岡田
京子，

72 救急看護実習Ⅰ 専門 1
藤本和恵，前信由美
平岡正史，塩田愛子



73 救急看護実習Ⅱ 専門 2

岩本由美，前信由美，
高橋登志枝，藤本和恵，
平岡正史，岡田京子，
塩田愛子

74 高齢者看護学概論 専門 2
棚崎由紀子，今坂鈴江，
古屋敷智恵美

76 老年看護援助論Ⅰ 専門 1
今坂鈴江，棚埼由紀子，
古屋敷智恵美

77 老年看護援助論Ⅱ 専門 1
今坂鈴江，棚埼由紀子，
古屋敷智恵美

78 老年看護援助論Ⅲ 専門 1 棚崎由紀子，今坂鈴江

79 老年看護学実習Ⅰ 専門 2
棚崎由紀子，今坂鈴江，
古屋敷智恵美

80 老年看護学実習Ⅱ 専門 2
棚崎由紀子，今坂鈴江，
古屋敷智恵美

81 認知症看護援助論 専門 1 今坂鈴江，棚崎由紀子
82 認知症看護演習 専門 1 今坂鈴江，棚崎由紀子
83 老年看護学実習Ⅲ 専門 3 今坂鈴江，棚崎由紀子，加藤重
84 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護論 専門 1 浅香真由巳，豊田章宏
85 救急救命看護論 専門 1 岩本由美
86 先端医療看護論 専門 1 前信由美，赤木由紀夫
87 生殖技術看護論 専門 1 山内京子，下西さよ子
88 ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ論 専門 1 田村和恵
89 看護行政論 専門 1 馬庭恭子，古屋敷智恵美
90 危機管理 専門 1 古屋敷智恵美
91 看護・福祉連携活動論 専門 1 林君江，松井富子
92 看護情報論 専門 1 新川雅子，金澤寛
93 国際看護論 専門 1 岩本由美

94 災害看護論 専門 2
石川孝則，前信由美，
平岡正史

95 リーダーシップ論 専門 1 山内　京子

96 看護方法論Ⅱ 専門 1
岩本由美，前信由美，
田村和恵，藤本和江,塩田愛子

97 看護方法論Ⅲ 専門 1
前信由美，田村和恵，
岩本由美，佐々木由紀

98 看護方法論Ⅳ 専門 1
山内京子，上林聡子，加納美雪，
進藤美樹，出田聡子，藤尾順子

99 看護方法論Ⅴ 専門 1

浅香真由巳，佐藤敦子，
棚田芳彦，今坂鈴江，
棚崎由紀子，後藤尚子,
古屋敷智恵美

100 人間発生・発達学 専門 1 山内京子
145単位数合計


