
令和４年度（10月募集）科目等履修生向け開講科目一覧

21211042 英語講読ⅡＢ C.Summers N.D.パリー 後期 木曜1限 ○
22121027 実用英語Ｂ J.Drakos N.D.パリー 後期 水曜1限 ○
22131028 実用英語Ｂ J.Drakos N.D.パリー 後期 水曜2限 ○
21251052 英語（会話）Ｂ（グループＡ） J.Drakos N.D.パリー 後期 火曜1限 ○
21251053 英語（会話）Ｂ（グループＢ） J.Drakos N.D.パリー 後期 火曜2限 ○
22111026 実用英語Ｂ N.D.Parry 後期 金曜2限 × ×
22121035 英語講読ⅠＢ N.D.Parry 後期 火曜3限 × ×
21221043 英語講読ⅡＢ N.D.Parry 後期 金曜3限 × ×
423056 理学療法評価学 浅川育世 後期 前半金曜3限 ○ 理学療法士

21212024 社会サポートシステム論 綾部明江 後期 後半木曜4限 ○
21213039 災害看護学 市川睦 後期 後半月曜3限 ○ 看護師・保健師・助産師
22111034 英語講読ⅠＢ 一戸克夫 瀧澤英子 後期 水曜4限 ○
21233111 日常生活活動分析学 木口尚人 後期 木曜3限 ○ 作業療法士
22152006 生涯人間発達Ⅰ 中山智博 後期 前半木曜4限 ○
22152007 生涯人間発達Ⅱ 中山智博 後期 後半木曜4限 ○
21252038 小児期障害と対応 中山智博 後期 前半火曜4・5限 ○
452018 言語病理 宇野彰 橘　香織 後期 前半月曜1・2限 ○ 看護師，理学療法士，作業療法士

22151062 文章表現法（グループA） 海山宏之 後期 金曜3限 ×
22151063 文章表現法（グループB） 海山宏之 後期 火曜1限 ×
22151072 茨城学 海山宏之 後期 水曜3限 〇
22113004 ヘルスアセスメント 大江佳織 後期 前半水曜1・2限 ○ 看護師・保健師・助産師
413042 がん看護（R3カリ：がん看護アドバンス） 大江佳織 後期 前半金曜4限 ○ 看護師・保健師・助産師

20333087 作業療法管理学 大島隆一郎 後期 後半水曜3限 × ×
433117 研究エビデンスと実践 大島隆一郎 後期 前半水曜3限 × ×

21251055 仏語Ｂ 小川亮彦 N.D.パリー 後期 火曜2限 ○
21213011 ウィメンズヘルス看護学概論 加納尚美 後期 前半木曜2限 ○ 看護師・保健師・助産師
21213018 慢性期看護論 川波公香 後期 前半水曜2限　後半水曜1・2限 ○ 看護師・保健師・助産師
21242048 病態と画像Ⅰ 河野豊 後期 木曜3限 ○
22132046 運動学（作業療法） 木口尚人 後期 月曜3限　前半月曜4限 ○ 作業療法士
21251059 中国語Ｂ 金成姫 N.D.パリー 後期 火曜2限 ○
22111017 統計解析演習 倉本尚美 後期 火曜3限 ○
22121018 統計解析演習 倉本尚美 後期 水曜2限 ○
22131019 統計解析演習 倉本尚美 後期 水曜1限 ○
22141020 統計解析演習 倉本尚美 後期 木曜1限 ○
22152018 地域リハビリテーション 河野豊 後期 後半火曜5限 ○
433087 作業療法理論 齋藤さわ子 後期 火曜2限 ○ 作業療法士

21252004 臨床栄養学 坂本香織 山口　忍 後期 後半月曜5限 ○

22152004 代謝生化学 相良順一 後期 前半木曜5限 ○

22152010
22152011

病原微生物と免疫 桜井直美 後期 木曜3限　後半火曜2限または4限 ○ 講義部分のみ受講可

21212023 疫学・保健統計 桜井直美 後期 月曜4限 ○
22133103 基礎作業療法学演習(製作系) 佐々木剛 後期 金曜3限 ○ ○ 作業療法士

授業 科目名 開講の可否科目責任者 連絡教員 学期 時間割



授業 科目名 開講の可否科目責任者 連絡教員 学期 時間割
22151066 教育心理学 佐藤純 後期 月曜1限 ○
21252028 環境と放射線 佐藤斉 後期 月曜2限 ○
21243153 放射線安全管理学 佐藤斉 後期 水曜2限 ○ 診療放射線技師
20333108 高齢期障害作業療法治療学演習 真田育依 後期 後半月曜3・4限 × ×
22142055 放射化学 鹿野直人 後期 月曜4限 ○
21243147 核医学検査技術学Ⅱ 鹿野直人 後期 後半水曜3限 ○
423052 理学療法指導論 篠崎真枝 後期 月曜5限 ○ 理学療法士

21213035 誕生の自分史 島田智織 後期 後半水曜3限 × ×
21233114 身体障害作業療法治療学 白石英樹 後期 金曜1・2限 〇 ×
453077 ハンドセラピー 白石英樹 後期 前半火曜3限 × 〇 作業療法士

21251057 独語Ｂ 鈴木満 N.D.パリー 後期 火曜2限 ○
21243146 核医学検査技術学Ⅰ 須田匡也 後期 前半水曜3限　前半木曜4限 ○ 診療放射線技師
413035 看護と意思決定論 富田美加 後期 前半水曜2限 ○ 看護師・保健師・助産師

22113003 生活援助論 髙橋由紀 後期 木曜1・2限 × ×
22113002 地域の健康と看護 髙村祐子 後期 金曜1限 × ×
21213020 老年看護学概論 髙村祐子 後期 前半火曜3限 ○ 看護師・保健師・助産師
22141029 実用英語Ｂ 瀧澤英子 後期 月曜3限 ○
22131036 英語講読ⅠＢ 瀧澤英子 後期 火曜3限 ○
21231044 英語講読ⅡＢ 瀧澤英子 後期 水曜1限 ○
20323083 基礎理学療法学特論 滝澤恵美 後期 金曜3限 ○ 理学療法士
22152005 薬理学 田口典子 後期 後半木曜5限 ○
22123061 運動学実習 橘香織 後期 月曜3・4限 × ×
21213023 在宅看護学概論 鶴見三代子 後期 後半木曜2限 ○ ○ 看護師・保健師・助産師
423082 呼吸ケア特論 冨田和秀 後期 前半火曜2限 ○ ○ 理学療法士

21213032 看護情報学 富田美加 後期 前半水曜3限 ○ 看護師・保健師・助産師
22152042 放射線医学概論 中島光太郎 後期 水曜4限 ○
21243140 超音波検査技術学 中島光太郎 後期 後半金曜3・4限 ○
443148 総合画像技術学 中島光太郎 後期 火曜1・2限 ○ 診療放射線技師
433109 小児臨床とイメージ論 中村勇 後期 前半金曜4限 ○ ○ 作業療法士

20333112 小児期障害作業療法治療学演習 中村勇 後期 後半火曜3・4限 ○ 作業療法士
21213014 精神看護学援助論 中村博文 後期 金曜2限 ○ 看護師・保健師・助産師
22152012 健康障害の成り立ちⅠ 馬場健 後期 前半月曜5限 ○
22142049 応用数学 福田賢一 阿部　慎司 後期 金曜1・2限 ○
22142053 放射線生物学 藤﨑達也 後期 木曜4限 ×
21243152 放射線治療技術学Ⅱ 藤﨑達也 後期 金曜5限 ○ 診療放射線技師
21213016 小児看護学概論 藤岡寛 後期 前半月曜3限 ○ ○ 看護師・保健師・助産師

413039 家族看護学 藤岡寛 後期 後半木曜3限 ○ ○ 看護師・保健師・助産師

21243151 放射線治療技術学Ⅰ 藤﨑達也 後期 木曜5限 ○ 診療放射線技師
443149 総合放射線治療技術学 藤﨑達也 後期 前半月曜1・2限 ○ 診療放射線技師

21233107 作業療法評価学演習（小児期・高齢期障害） 藤田好彦 後期 木曜2限 〇 ○ 作業療法士
21233110 作業療法評価学演習（高次脳機能障害） 高崎友香 後期 前半金曜3・4限 ○
453033 地域在宅理学療法学特論 松田智行 後期 火曜4限 〇 〇 理学療法士

22151070 医工連携の最先端 松村明 後期 後半月曜5限 ○ ○
22151071 憲法 間宮瑠美 海山　宏之 後期 月曜2限 ○



授業 科目名 開講の可否科目責任者 連絡教員 学期 時間割
21223069 理学療法計画論 水上昌文 後期 木曜1・2限 × ○ 理学療法士
22141037 英語講読ⅠＢ 未定 瀧澤英子 後期 水曜2限 ○
21241045 英語講読ⅡＢ 未定 瀧澤英子 後期 水曜1限 ○
21233109 作業療法評価学演習（精神障害） 佐々木剛 後期 木曜1限 × 〇 作業療法士
20333110 精神障害作業療法治療学演習 石井大典 後期 後半金曜1・2限 × ×
21243138 Ｘ線検査技術学Ⅰ 森浩一 後期 前半金曜1・2限 ○ 診療放射線技師
21243139 Ｘ線検査技術学Ⅱ 森浩一 後期 後半金曜1・2限 ○ 診療放射線技師
21251089 スポーツ･コンディショニング理論 森利雄 岩井　浩一 後期 月曜1限 ○
22142050 計算機科学 門間正彦 後期 （講義）前半火曜2限　（演習）木曜1限 ○
22142051 医用工学 門間正彦 後期 水曜1限 ○
21243142 磁気共鳴診断画像技術学 門間正彦 後期 前半金曜3・4限 ○ 診療放射線技師
21222034 精神問題と対応 山川百合子 後期 前半火曜3限 ○
21232043 精神障害と対応 山川百合子 後期 前半火曜3限　後半水曜4限 ○
21213046 公衆衛生看護学概論 山口忍 後期 前半木曜4限 ○ ○ 看護師・保健師・助産師
22152013 健康障害の成り立ちⅡ 山口直人 後期 後半月曜5限 ○
21212016 健康障害と治療Ⅱ 山口直人 後期 金曜1限 〇
21252036 内部障害と対応 山口直人 後期 水曜3限 ○
20333119 応用地域作業療法学 若山修一 後期 後半水曜４限 ○ ○ 作業療法士


