
遠隔授業 遠隔・対面混合 対面授業

１０月１日～２月１９日

曜日 学年 学科

１年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

２年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

３年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

４年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

１年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

２年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

３年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

４年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

１年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

２年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

３年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

４年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

１年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

２年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

３年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

４年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

１年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

２年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

３年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

４年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

※ 注意 本表に含まれない春期集中講義の科目は，以下のとおりです。 ※注意　 下記科目は春期集中講義，または科目責任者と個別調整のうえ開講日を決定。 ※注意　 下記科目は本表の時間割のほか春期集中講義を行います。
作業療法体験実習（藤田） 英語SPⅠB（パリー），英語SPⅡB（パリー） ・１年次生：臨床体験実習Ⅰ（滝澤）

令和２年度後期時間割表（後期前半）

（後期）

１限（９：００～１０：３０） ２限（１０：４０～１２：１０） ３限（１３：１０～１４：４０） ４限（１４：５０～１６：２０） ５限（１６：３０～１８：００）

健康障害の成り立ちⅠ　馬場 他
運動学（作業療法）　藤田　多目的実習室４

教育心理学　佐藤（純）

保健・スポーツ（トリムコース）Ⅱ
岩井（浩）　体育館等

／憲法　間宮

運動学実習　橘　他　運動学実習室，物理治療実習室

人体の構造と機能実習（構造領域，8～12回）馬場 他　物理・生理学実習室

実用英語Ｂ　ドラコス　１４１ 放射化学 鹿野

月

リハビリテーション看護論
髙村 他　１１２

疫学・保健統計
桜井 他

医用画像情報学実験　阿部 他　画像情報工学実験室 他

スポーツ・コンディショニング理論
森（利）  １４１

環境と放射線
佐藤（斉）

臨床実習Ⅰ（グループＡ）　浅川 他　付属病院、動作分析・動作筋電図実習室 

臨床実習Ⅱ（グループＢ）　水上 他　付属病院，各実習施設

　　看護学実習　（川波 他「成人看護実習Ⅰ」・大江　他「同Ⅱ」，糸嶺 他「精神看護学実習」，土居岸 他「ウィメンズヘルス看護学実習」，笠井 他「小児看護学実習」，渡辺 他「老年看護学実習」，鶴見 他「看護学基礎実習Ⅲ」，中島 他「産業・学校保健実習」）

　　診療放射線技術学実習（1～10回）　中島（光）

理学療法指導論　大橋 他　運動治療実習室

　　作業療法評価実習　中村 他（1～4回）　／　地域統合支援実習　伊藤 他（5～7回）

臨床実習Ⅱ（グループＡ）　水上 他　付属病院，各実習施設　　　

言語病理
宇野

総合放射線治療技術学　藤崎 他

セクシャリティと健康　加納　他 基礎理学療法学特論　滝澤 生活支援理学療法学特論　水上

英語講読ⅠＢ ドラコス １４３

保健・スポーツⅡ　岩井 (浩） 他　体育館等
統計解析演習　萬代

生物学実習（ｸﾞﾙｰﾌﾟＡ）
大西 他

化学・生物学実習室

社会サポートシステム論
（5～8回）綾部 他　１４３

文章表現法（グループＢ）
　海山　１３５

保健・スポーツⅡ　岩井（浩） 他　体育館等
英語講読ⅠＢ　パリｰ  １４１

英語（会話）Ｂ（グループＡ）
ドラコス　１３４

／仏語Ｂ　小川（亮）　１３１

英語（会話）Ｂ（グループＢ）
ドラコス　１３４

／独語Ｂ　鈴木　１２５

／中国語Ｂ　金　１３１

セクシャリティと健康　加納 他

計算機科学(講義)　門間

生物学実習（ｸﾞﾙｰﾌﾟＡ）
大西 他

化学・生物学実習室

保健医療と
チームワーク演習

精神障害と対応　山川

老年看護学Ⅰ　髙村

 小児期障害と対応　岩﨑（信）

社会サポートシステム論
（1～7回） 綾部 他　１４３

学生研究Ⅱ　唯根

地域在宅理学療法学特論　松田（智）他

総合画像技術学（1～12回）　中島（光） 他　情報処理実習室

呼吸ケア特論　冨田

セクシャリティと健康　加納　他
ハンドセラピー　白石

　　作業療法評価実習　中村 他（1～4回）　／　地域統合支援実習　伊藤 他（5～7回）

理学療法計画論　大橋 他　運動治療実習室，物理治療実習室
内部障害と対応　山口（直） 他

英語講読ⅡＢ　ドラコス　１４１

看護学基礎実習Ⅰ（１～１０回）　笠井 他　１１１ 英語講読ⅡＢ　パリー　１１１

実用英語Ｂ　ドラコス １３５ 統計解析演習　萬代

茨城学
（12：40～14：10 又は 13：10～14：40）

海山

放射線医学概論　中島（光）

作業療法研究法　大島

人体の構造と機能実習（機能領域，1～6回）　角友起 他　物理・生理学実習室

　　看護学実習　（川波 他「成人看護実習Ⅰ」・大江　他「同Ⅱ」，糸嶺 他「精神看護学実習」，土居岸 他「ウィメンズヘルス看護学実習」，笠井 他「小児看護学実習」，渡辺 他「老年看護学実習」，鶴見 他「看護学基礎実習Ⅲ」，中島 他「産業・学校保健実習」）

　　診療放射線技術学実習（1～10回）　中島（光）

地域在宅理学療法学特論　松田（智）他
理学療法研究Ⅱ　大橋 他

動作分析・動作筋電図実習室

芸術

髙井　１１１

統計解析演習　萬代 実用英語Ｂ　ドラコス １３５

英語講読ⅠＢ　一戸　１３５

医用工学　門間 英語講読ⅠＢ　光野　１３６ 放射線医学概論　中島（光）

英語講読ⅡＢ　光野　１３６ 放射線安全管理学　佐藤（斉） 他

地域理学療法学実習　上岡 他　各実習施設 臨床実習Ⅱ（グループＣ）　水上 他　付属病院，各実習施設

　　看護学実習　（川波 他「成人看護実習Ⅰ」・大江　他「同Ⅱ」，糸嶺 他「精神看護学実習」，土居岸 他「ウィメンズヘルス看護学実習」，笠井 他「小児看護学実習」，渡辺 他「老年看護学実習」，鶴見 他「看護学基礎実習Ⅲ」，中島 他「産業・学校保健実習」）

　　診療放射線技術学実習（1～10回）　中島（光）

核医学検査技術学Ⅰ　對間

応用臨床実習　滝澤 他　各実習施設
理学療法研究Ⅱ　大橋 他

動作分析・動作筋電図実習室
臨床理学療法学特論Ⅱ　坂本 他　運動治療実習室

　　作業療法評価実習　中村 他（1～4回）　／　地域統合支援実習　伊藤 他（5～7回）

健康障害と治療Ⅱ　山口（直） 他

放射線治療技術学Ⅱ　藤井（義）

理学療法研究Ⅰ　大橋 他　動作分析・動作筋電図実習室

応用数学　福田　１３６

人体の構造実習　馬場 他　人体構造標本室

理学療法検査・測定法
坂本　運動治療実習室

臨床実習Ⅰ（グループＣ）　浅川 他　付属病院、動作分析・動作筋電図実習室 英語講読ⅡＢ　パリー　１４１

日常生活活動演習　唯根　多目的実習室２，３，４，付属病院

ウィメンズヘルス看護学Ⅰ　加納 他

スポーツ理学療法学  岩本 他　運動・物理治療実習室
※後期後半は，水曜または金曜１-２限で実施

社会サポートシステム論
（1～8回） 綾部 他　１４３

社会サポートシステム論
（5～8回）綾部 他　１４３

がん看護　大江 他看護と意思決定論　角智美 他

基礎作業療法学演習（製作系）
佐々木 他　多目的実習室１,２,３

実用英語Ｂ パリｰ １３５
文章表現法（グループA）

　海山　１３５

　　診療放射線技術学実習（1～10回）　中島（光）

研究エビデンスと実践　坪井

家族看護学　藤岡 他

小児臨床とイメージ論　中村（勇）

磁気共鳴診断画像技術学　門間 他

理学療法学総括演習　上岡　１２５，１２６

作業療法学総括演習　真田　１３５

看護学総括演習　学科長　１１１

放射線技術科学総括演習　学科長　１４３

放射線計測学実験　佐藤　高エネ放射室 他

地域理学療法学実習  上岡 他　各実習施設 臨床実習Ⅱ（グループＤ）　水上 他　付属病院，各実習施設

　　看護学実習　（川波 他「成人看護実習Ⅰ」・大江　他「同Ⅱ」，糸嶺 他「精神看護学実習」，土居岸 他「ウィメンズヘルス看護学実習」，笠井 他「小児看護学実習」，渡辺 他「老年看護学実習」，鶴見 他「看護学基礎実習Ⅲ」，中島 他「産業・学校保健実習」）

　　診療放射線技術学実習（1～10回）　中島（光）

公衆衛生看護活動論Ⅰ　山口(忍) 他 精神看護学Ⅱ　中村(博) 他

病態と画像Ⅰ　河野 他

生涯人間発達Ⅰ
岩﨑（信） 他

代謝生化学
相良

小児看護学Ⅰ　藤岡

核医学検査技術学Ⅰ　對間

看護情報論　富田 他

放射線治療技術学Ⅰ　藤崎

人体の代謝と薬理
田口 他計算機科学（演習）

門間　情報処理実習室

作業療法理論　齋藤 他

看護研究　学科長　他

放射線技術科学研究　学科長 他

理学療法研究Ⅰ　大橋 他　動作分析・動作筋電図実習室

学生研究Ⅱ　唯根

チーム医療演習
吉良 他

　　作業療法評価実習　中村 他（1～4回）　／　地域統合支援実習　伊藤 他（5～7回）

　臨床理学療法学特論Ⅰ　岩本 他

火

水

木

金

　　作業療法評価実習　中村 他（1～4回）　／　地域統合支援実習　伊藤 他（5～7回）

Ｘ線検査技術学Ⅰ　森（浩） 他

生物学実習（ｸﾞﾙｰﾌﾟＢ）
大西 他

化学・生物学実習室

放射線技術科学研究　学科長 他

理学療法評価学　浅川 他

　　看護学実習　（川波 他「成人看護実習Ⅰ」・大江　他「同Ⅱ」，糸嶺 他「精神看護学実習」，土居岸 他「ウィメンズヘルス看護学実習」，笠井 他「小児看護学実習」，渡辺 他「老年看護学実習」，鶴見 他「看護学基礎実習Ⅲ」，中島 他「産業・学校保健実習」）

統計解析演習　萬代 放射線生物学　藤井（義）  他

脳血管障害理学療法学　橘 他　運動治療実習室 臨床実習Ⅰ（グループＢ）　浅川 他　付属病院、動作分析・動作筋電図実習室

人体の機能実習(1～12回）　角友起 他　１１２，物理・生理学実習室

病原微生物と免疫
桜井　他

作業療法評価学演習　齋藤 他　１３５，多目的実習室２

看護学基礎演習Ⅰ　高橋 他　看護学実習室２



遠隔授業 遠隔・対面混合 対面授業

１０月１日～２月１９日

曜日 学年 学科

１年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

２年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

３年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

４年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

１年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

２年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

３年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

４年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

１年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

２年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

３年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

４年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

１年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

２年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

３年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

４年 ＰＴ
チーム医療演習
吉良 他

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

１年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

２年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

３年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

４年 ＰＴ

ＯＴ

ＮＳ

ＲＳ

※ 注意 本表に含まれない春期集中講義の科目は，以下のとおりです。 ※注意　 下記科目は春期集中講義，または科目責任者と個別調整のうえ開講日を決定。 ※注意　 下記科目は本表の時間割のほか春期集中講義を行います。
作業療法体験実習（藤田） 英語SPⅠB（パリー），英語SPⅡB（パリー） ・１年次生：臨床体験実習Ⅰ（滝澤）

健康障害の成り立ちⅡ
山口（直） 他

運動学（作業療法）　藤田　多目的実習室４

臨床栄養学　坂本

作業療法管理学　大島 他

実用英語Ｂ　ドラコス　１４１ 放射化学　鹿野

スポーツ・コンディショニング理論
森（利）  １４１

環境と放射線
佐藤（斉）

臨床実習Ⅰ（グループＡ）　浅川 他　付属病院、動作分析・動作筋電図実習室 

リハビリテーション看護論
髙村 他　112

疫学・保健統計　桜井　他

医用画像情報学実験　阿部 他　画像情報工学実験室 他

水

木

金

健康障害と治療Ⅱ　山口（直） 他

放射線治療技術学Ⅱ　藤井（義）

理学療法研究Ⅰ　大橋 他　動作分析・動作筋電図実習室

　　看護学実習　（川波 他「成人看護実習Ⅰ」・大江　他「同Ⅱ」，糸嶺 他「精神看護学実習」，土居岸 他「ウィメンズヘルス看護学実習」，笠井 他「小児看護学実習」，渡辺 他「老年看護学実習」，鶴見 他「看護学基礎実習Ⅲ」，中島 他「産業・学校保健実習」）

　　診療放射線技術学実習（1～10回）　中島（光）

在宅看護学　鶴見 他

人体の構造実習　馬場 他　人体構造標本室

理学療法検査・測定法
坂本　運動治療実習室

臨床実習Ⅰ（グループＣ）　浅川 他　付属病院、動作分析・動作筋電図実習室 英語講読ⅡＢ　パリー　１４１

日常生活活動演習　唯根　多目的実習室２，３，４，付属病院

スポーツ理学療法学  岩本 他　運動・物理治療実習室
※後期後半は，水曜または金曜１-２限で実施

理学療法研究Ⅰ　大橋 他　動作分析・動作筋電図実習室

学生研究Ⅱ　唯根

放射線技術科学研究　学科長 他

基礎作業療法学演習（製作系）
佐々木 他　多目的実習室１,２,３

実用英語Ｂ パリｰ １３５
文章表現法（グループA）

　海山　１３５
応用数学　福田　１３６

Ｘ線検査技術学Ⅱ　森（浩） 他 超音波検査技術学　中島（光）

精神障害作業療法治療学演習　塩原 他
１４３，多目的実習室２

　　看護学実習　（川波 他「成人看護実習Ⅰ」・大江　他「同Ⅱ」，糸嶺 他「精神看護学実習」，土居岸 他「ウィメンズヘルス看護学実習」，笠井 他「小児看護学実習」，渡辺 他「老年看護学実習」，鶴見 他「看護学基礎実習Ⅲ」，中島 他「産業・学校保健実習」）

　　診療放射線技術学実習（1～10回）　中島（光）

作業療法評価学演習　齋藤 他　１３５，多目的実習室２

公衆衛生看護活動論Ⅰ　山口(忍) 他 精神看護学Ⅱ　中村(博) 他

病態と画像Ⅰ　河野 他

身体障害作業療法治療学演習　伊藤 他
多目的教室１～４，１３５

音楽活動演習　郡司
多目的実習室３

地域理学療法学実習  上岡 他　各実習施設 臨床実習Ⅱ（グループＤ）　水上 他　付属病院，各実習施設

臨床実習Ⅱ（グループＣ）　水上 他　付属病院，各実習施設

　　看護学実習　（川波 他「成人看護実習Ⅰ」・大江　他「同Ⅱ」，糸嶺 他「精神看護学実習」，土居岸 他「ウィメンズヘルス看護学実習」，笠井 他「小児看護学実習」，渡辺 他「老年看護学実習」，鶴見 他「看護学基礎実習Ⅲ」，中島 他「産業・学校保健実習」）

　　診療放射線技術学実習（1～10回）　中島（光）

応用地域作業療法学　坪井

核医学検査技術学Ⅱ　鹿野

応用臨床実習　滝澤 他　各実習施設ｽﾎﾟｰﾂ理学療法学 岩本 他　運動・物理治療実習室

薬理学　田口 他

核医学検査技術学Ⅱ　鹿野 放射線治療技術学Ⅰ　藤崎

作業療法理論　齋藤 他

看護研究　学科長　他

放射線技術科学研究　学科長 他

人体の代謝と薬理　田口 他
計算機科学（演習）

門間　情報処理実習室
統計解析演習　萬代 放射線生物学　藤井（義）  他　

脳血管障害理学療法学　橘 他　運動治療実習室 臨床実習Ⅰ（グループＢ）　浅川 他　付属病院、動作分析・動作筋電図実習室

生涯人間発達Ⅱ
岩﨑（信） 他

人体の機能実習(1～12回）　角友起 他　１１２，物理・生理学実習室

病原微生物と免疫
桜井　他

理学療法研究Ⅱ　大橋 他
動作分析・動作筋電図実習室

英語講読ⅡＢ　光野　１３６

理学療法計画論　大橋 他　運動治療実習室，物理治療実習室
内部障害と対応　山口（直） 他

英語講読ⅡＢ　ドラコス　１４１

看護学基礎実習Ⅰ（１～１０回）　笠井 他　１１１ 英語講読ⅡＢ　パリー　１１１

実用英語Ｂ　ドラコス １３５ 統計解析演習　萬代

茨城学
（12：40～14：10 又は 13：10～14：40）

海山

放射線医学概論　中島（光）

精神障害と対応　山川

看護学基礎実習Ⅰ（９・１０回）　笠井 他　１１１

統計解析演習　萬代 実用英語Ｂ　ドラコス １３５

英語講読ⅠＢ　一戸　１３５

医用工学　門間

　　看護学実習　（川波 他「成人看護実習Ⅰ」・大江　他「同Ⅱ」，糸嶺 他「精神看護学実習」，土居岸 他「ウィメンズヘルス看護学実習」，笠井 他「小児看護学実習」，渡辺 他「老年看護学実習」，鶴見 他「看護学基礎実習Ⅲ」，中島 他「産業・学校保健実習」）

　　診療放射線技術学実習（1～10回）　中島（光）

看護学基礎演習Ⅰ
髙橋 他　看護実習室２

芸術

髙井　１１１

放射線安全管理学　佐藤（斉） 他

地域理学療法学実習　上岡 他　各実習施設

令和２年度後期時間割表（後期後半）

（後期）

１限（９：００～１０：３０） ２限（１０：４０～１２：１０） ３限（１３：１０～１４：４０） ４限（１４：５０～１６：２０） ５限（１６：３０～１８：００）

文章表現法（グループＢ）
　海山　１３５

保健・スポーツⅡ　岩井（浩） 他　体育館等
英語講読ⅠＢ　パリｰ  １４１

　　看護学実習　（川波 他「成人看護実習Ⅰ」・大江　他「同Ⅱ」，糸嶺 他「精神看護学実習」，土居岸 他「ウィメンズヘルス看護学実習」，笠井 他「小児看護学実習」，渡辺 他「老年看護学実習」，鶴見 他「看護学基礎実習Ⅲ」，中島 他「産業・学校保健実習」）

　　診療放射線技術学実習（1～10回）　中島（光）

理学療法指導論　大橋 他　運動治療実習室

教育心理学　佐藤（純）

保健・スポーツ（トリムコース）Ⅱ
岩井（浩）　体育館等

／憲法　間宮　１４１

臨床実習Ⅱ（グループＢ）　水上 他　付属病院，各実習施設

運動学実習　橘　他　運動学実習室，物理治療実習室

人体の構造と機能実習（構造領域，8～12回）馬場 他　物理・生理学実習室

臨床実習Ⅱ（グループＡ）　水上 他　付属病院，各実習施設　　　

病原微生物と免疫
桜井 他

化学・生物学実習室英語講読ⅠＢ ドラコス １４３

月

火

臨床体験実習Ⅰ　滝澤 １４３

学生研究Ⅰ　佐々木 他
小児期障害作業療法治療学演習

中村 他　多目的実習室２～４，１３６

基礎理学療法学特論　滝澤

地域リハビリテーション　四津

老年期障害作業療法治療学演習　真田　他　１４３，多目的実習室１，２

物理学実習
阿部 他

物理・生理学実習室

ヘルスアセスメント　吽野 他　１４３

保健・スポーツⅡ　岩井 (浩） 他　体育館等
統計解析演習　萬代病原微生物と免疫

桜井 他
化学・生物学実習室 医療と放射線技術　森（浩）　１４３

英語（会話）Ｂ（グループＡ）
ドラコス　１３４

／仏語Ｂ　小川（亮）　１３１

英語（会話）Ｂ（グループＢ）
ドラコス　１３４

／独語Ｂ　鈴木　１２５

／中国語Ｂ　金　１３１

生活支援理学療法学特論　水上

保健医療と
チームワーク演習

馬場 他

地域在宅理学療法学特論　松田 他
理学療法研究Ⅱ　大橋 他

動作分析・動作筋電図実習室

学生研究Ⅱ　唯根

地域在宅理学療法学特論　松田 他

総合画像技術学（1～12回）　中島（光） 他　情報処理実習室

英語講読ⅠＢ　光野　１３６ 放射線医学概論　中島（光）


