
 2019年度・「実務経験」のある教員が担当する授業科目一覧
（総合基礎科目、共通専門基礎科目）

（天理医療大学）

区
分

授業科目名
授業
形態

開講
年次

単
位

担当教員
(科目責任者)

実務経験「有」の内容 備考

1 生物学・遺伝学 講義 １前 1 増谷　弘 医師 新課程

2 化学 講義 １前 1 都築　英明 行政保健環境研究機関 新課程

3 物理学 講義 １前 1 都築　英明 行政保健環境研究機関 新課程

4 生命と科学 講義 １前 1 増谷　弘 医師 新課程

5 心理学 講義 １後 1 鎌田　道彦 臨床心理士 新課程

6 発達とライフサイクル 講義 １後 1 鎌田　道彦 臨床心理士 新課程

7 臨床心理学 講義 ２後 1 鎌田　道彦 臨床心理士 新課程

8 環境とくらし 講義 １後 1 都築　英明 行政保健環境研究機関 新課程

9 法律とくらし 講義 ２後 1 山口　昌之 弁護士 新課程

10 外国語学研修 実習 ３前 1 奥村　和夫 医師 旧課程

11 相互扶助論Ⅱ（援助・支援関係形成演習） 演習 ３前 1 稲本　俊 医師 旧課程

11

1 医療概論 講義 １前 1 稲本　俊 医師 新課程

2 感染とその防御 演習 １前 1 小松　方 臨床検査技師 新課程

3 生化学 講義 １前 1 近藤　明 薬剤師 新課程

4 生化学実験実習 実験 １後 1 近藤　明 薬剤師 新課程

5 薬理学 講義 １後 1 奥野　智之 薬剤師 新課程

6 臨床薬理学 講義 ２前 2 金井　恵理 医師 新課程

7 栄養学 講義 ２前 1 森川　久恵 栄養士、管理栄養士 新課程

8 臨床栄養学 講義 ２後 1 金井　恵理 医師 新課程

9 体のしくみと疾病の成り立ちⅠ（病態生理・骨格・神経・感覚） 講義 １前 2 稲本　俊 医師 新課程

10 体のしくみと疾病の成り立ちⅡ（呼吸・循環） 講義 １前 2 金井　恵理 医師 新課程

11 体のしくみと疾病の成り立ちⅢ（消化・吸収） 講義 １後 2 金井　恵理 医師 新課程

12 体のしくみと疾病の成り立ちⅣ（内分泌・代謝） 講義 １後 2 金井　恵理 医師 新課程

13 体のしくみと疾病の成り立ちⅤ（免疫・感染） 講義 ２前 2 増谷　弘 医師 新課程

14 体のしくみと疾病の成り立ちⅥ（腫瘍・血液・泌尿器・生殖器） 講義 ２前 2 稲本　俊 医師 新課程

15 体のしくみと疾病の成り立ちⅦ（発生分化・生育・再生） 講義 ２後 2 金井　恵理 医師 新課程

16 医療の歴史と現在 講義 １前 1 吉田　修 医師 新課程

17 フレッシュマン・セミナー 演習 １前 1 稲本　俊 医師 新課程

18 医療実践基礎実習 実習 １前 1 金井　恵理 医師 新課程

19 情報科学 講義 １前 1 山西　八郎 臨床検査技師 新課程

20 医療安全学 講義 １後 1 稲本　俊 医師 新課程

21 医療における科学的思考 講義 １後 1 稲本　俊 医師 新課程

22 保健統計学 講義 １後 1 都築　英明 行政保健環境研究機関 新課程

23 相互扶助論演習 演習 ２前 1 稲本　俊 医師 新課程

24 関係法規 講義 ２後 1 山口　昌之 弁護士 新課程

25 保健医療福祉行政論　 講義 ２後 1 次橋　幸男 医師 新課程

26 衛生管理学 講義 3後 2 次橋　幸男 医師 旧課程

27 障がい論 講義 3後 2 岡本　響子 看護師 旧課程

28 医療安全学Ⅱ（実践論） 講義 4後 1 稲本　俊 医師 旧課程

29 総合臨床演習 演習 4後 1 金井　恵理 医師 旧課程

39
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 2019年度・「実務経験」のある教員が担当する授業科目一覧
（看護専門科目）

（天理医療大学）

区
分

授業科目名
授業
形態

開講
年次

単
位

担当教員
(科目責任者)

実務経験「有」の内容 備考

1 看護学概論 講義 １前 2 三毛　美恵子 看護師 新課程

2 看護技術論 講義 １前 1 三毛　美恵子 看護師 新課程

3 日常生活を支える看護演習 演習 １前 2 三毛　美恵子 看護師 新課程

4 生きることを支える看護演習 演習 １後 2 三毛　美恵子 看護師 新課程

5 ヘルスアセスメント 講義 ２前 1 森嶋道子 看護師 新課程

6 ヘルスアセスメント演習 演習 ２前 2 森嶋道子 看護師 新課程

7 健康の回復過程を支える看護 講義 ２前 1 林　みよ子 看護師 新課程

8 健康の回復過程を支える看護演習 演習 ２後 1 林　みよ子 看護師 新課程

9 高齢者の生活を支える看護 講義 ２前 1 川喜田　恵美 看護師 新課程

10 高齢者の生活を支える看護演習 演習 ２前 1 川喜田　恵美 看護師 新課程

11 治療過程にある高齢者の看護 講義 ２後 1 川喜田　恵美 看護師 新課程

12 治療過程にある高齢者の看護演習 演習 ２後 1 川喜田　恵美 看護師 新課程

13 子どもの成長発達を支える看護 講義 ２前 1 溝口　幸枝 看護師 新課程

14 子どもの成長発達を支える看護演習 演習 ２後 1 溝口　幸枝 看護師 新課程

15 女性のライフサイクルと健康を支える看護 講義 ２前 1 江南　宣子 助産師 新課程

16 女性のライフサイクルと健康を支える看護演習 演習 ２後 1 江南　宣子 助産師 新課程

17 こころの健康を支える看護 講義 ２前 1 岡本　響子 看護師 新課程

18 こころの健康を支える看護演習 演習 ２後 1 岡本　響子 看護師 新課程

19 地域に生きる人々を支える看護 講義 ２前 1 奥田　眞紀子 看護師、保健師 新課程

20 地域に生きる人々を支える看護演習 演習 ２後 1 奥田　眞紀子 看護師、保健師 新課程

21 看護基盤実習 実習 １前 1 三毛　美恵子 看護師 新課程

22 看護過程展開基礎実習 実習 ２後 2 三毛　美恵子 看護師 新課程

23 看護研究方法論 講義 ２後 1 林　みよ子 看護師 新課程

24 共通基盤看護学実践論Ⅲ（急性期療養過程を支える看護） 演習 3前 2 林　みよ子 看護師 旧課程

25 共通基盤看護学実習Ⅲ（セルフケアを支える看護） 実習 3前 2 溝口　幸枝 看護師 旧課程

26 共通基盤看護学実習Ⅳ（急性期療養過程を支える看護） 実習 3後 2 林　みよ子 看護師 旧課程

27 老年看護学実践論Ⅱ（高齢者の生活を支える看護） 演習 3前 1 川喜田　恵美 看護師 旧課程

28 老年看護学実践論Ⅲ（特徴的疾患と看護） 演習 3後 1 川喜田　恵美 看護師 旧課程

29 老年看護学実習Ⅰ（生活の場の変化と健康） 実習 4通 2 川喜田　恵美 看護師 旧課程

30 老年看護学実習Ⅱ（健康レベルの変化に応じた看護） 実習 4通 2 川喜田　恵美 看護師 旧課程

31 母性看護学実践論Ⅱ（周産期の看護） 演習 3前 2 江南　宣子 助産師 旧課程

32 母性看護学実習 実習 4通 2 江南　宣子 助産師 旧課程

33 小児看護学実践論Ⅰ（健康な子どもの発達と看護） 演習 3前 1 溝口　幸枝 看護師 旧課程

34 小児看護学実践論Ⅱ（治療過程にある子どもと看護） 演習 3前 1 溝口　幸枝 看護師 旧課程

35 小児看護学実践論Ⅲ（子どもの特徴的疾患と看護） 演習 3後 1 溝口　幸枝 看護師 旧課程

36 小児看護学実習Ⅰ（健康な子どもの発育と看護） 実習 3後 1 溝口　幸枝 看護師 旧課程

37 小児看護学実習Ⅱ（治療過程にある子どもと看護） 実習 4通 2 溝口　幸枝 看護師 旧課程

38 精神看護学実践論Ⅰ（こころの健康を支える） 演習 3前 1 岡本　響子 看護師 旧課程

39 精神看護学実践論Ⅱ（生活の場における看護） 演習 3前 1 高橋　里沙 看護師 旧課程

40 精神看護学実践論Ⅲ（治療過程での看護） 演習 3後 1 岡本　響子 看護師 旧課程

41 精神看護学実習Ⅰ（地域の支援と看護） 実習 3後 1 高橋　里沙 看護師 旧課程

42 精神看護学実習Ⅱ（医療施設における看護） 実習 4通 1 高橋　里沙 看護師 旧課程

43  広域発展看護学実践論Ⅱ（地域連携と社会システム） 演習 3前 1 奥田　眞紀子 看護師、保健師 旧課程

44  広域発展看護学実践論Ⅲ（在宅療養を支える看護） 演習 3後 1 奥田　眞紀子 看護師、保健師 旧課程

45  広域発展看護学実習Ⅰ（療養生活と看護の実際） 実習 3後 1 奥田　眞紀子 看護師、保健師 旧課程

46   広域発展看護学実習Ⅱ（在宅療養を支える看護の実際） 実習 4通 1 奥田　眞紀子 看護師、保健師 旧課程

47 災害看護論　 講義 4前 1 林　みよ子 看護師 旧課程

48 国際看護論　 講義 4前 1 高橋　里沙 看護師 旧課程

49 看護生涯学習論　 講義 4前 1 林　みよ子 看護師 旧課程

50 がん看護論 講義 4前 1 松井　利江 看護師 旧課程

51 パブリックヘルスケア論　 講義 4前 1 高橋　晶 看護師、保健師 旧課程

52 ウィメンズヘルスケア論　 講義 4前 1 江南　宣子 助産師 旧課程

53 健康支援方法論　 講義 4後 1 奥田　眞紀子 看護師、保健師 旧課程

54 クリティカルケア論　 講義 4後 1 林　みよ子 看護師 旧課程

55 メンタルヘルスケア論　 講義 4後 1 岡本　響子 看護師 旧課程

56 緩和ケア論　 講義 4後 1 山中　政子 看護師 旧課程

57 看護研究方法論 演習 3後 1 江南　宣子 助産師 旧課程

58 看護研究演習Ⅰ 演習 4前 1 林　みよ子 看護師 旧課程

59 看護研究演習Ⅱ 演習 4後 1 林　みよ子 看護師 旧課程

60 看護実践能力の探究 演習 4後 1 三毛　美恵子 看護師 旧課程

61 看護管理論 講義 4前 1 溝口　幸枝 看護師 旧課程

62 総合実習 実習 4後 2 林　みよ子 看護師 旧課程
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 2019年度・「実務経験」のある教員が担当する授業科目一覧
（臨床検査専門科目）

（天理医療大学）

区
分

授業科目名
授業
形態

開講
年次

単
位

担当教員
(科目責任者)

実務経験「有」の内容 備考

1 臨床検査学総論 講義 １前 1 畑中　徳子 臨床検査技師 新課程

2 臨床検査基礎実習 実験 １前 1 小松　方 臨床検査技師 新課程

3 血液検査学Ⅰ（生理・分析技術） 演習 １前 1 堀江　修 臨床検査技師 新課程

4 血液検査学Ⅱ（病態・形態診断） 演習 １後 1 堀江　修 臨床検査技師 新課程

5 血液検査学実習 実験 ２前 1 堀江　修 臨床検査技師 新課程

6 病理学総論 演習 ２後 1 戸田　好信 臨床検査技師 新課程

7 病理検査学Ⅰ（組織検査） 演習 ２前 1 戸田　好信 臨床検査技師 新課程

8 病理検査学実習Ⅰ(標本作成) 実験 ２後 1 戸田　好信 臨床検査技師 新課程

9 臨床化学総論 演習 １後 1 山西　八郎 臨床検査技師 新課程

10 臨床化学Ⅰ（蛋白・酵素） 演習 ２前 1 近藤　明 薬剤師 新課程

11 臨床化学Ⅱ（脂質・無機質） 演習 ２後 1 近藤　明 薬剤師 新課程

12 臨床化学実習 実験 ２後 1 近藤　明 薬剤師 新課程

13 尿・体液検査学 講義 １前 1 山西　八郎 臨床検査技師 新課程

14 尿・体液検査学実習 実験 １後 1 山西　八郎 臨床検査技師 新課程

15 臨床微生物学総論 演習 １後 1 小松　方 臨床検査技師 新課程

16 臨床微生物学Ⅰ（細菌） 演習 ２前 1 小松　方 臨床検査技師 新課程

17 臨床微生物学Ⅱ（ウイルス・リケッチア・クラミジア） 演習 ２後 1 小松　方 臨床検査技師 新課程

18 免疫検査学 演習 ２前 1 畑中　徳子 臨床検査技師 新課程

19 免疫検査学実習 実験 ２後 1 畑中　徳子 臨床検査技師 新課程

20 基礎生体機能検査学 講義 １後 1 堀江　修 臨床検査技師 新課程

21 呼吸機能検査学 講義 ２前 1 堀江　修 臨床検査技師 新課程

22 循環機能検査学 演習 ２前 1 堀江　修 臨床検査技師 新課程

23 神経機能検査学 演習 ２前 1 和田晋一 臨床検査技師 新課程

24 超音波検査学 演習 ２前 1 和田晋一 臨床検査技師 新課程

25 生体機能検査学実習 実験 ２後 2 堀江　修 臨床検査技師 新課程

26 臨床病理学総論Ⅰ 演習 4前 1 畑中　徳子 臨床検査技師 旧課程

27 臨床病理学総論Ⅱ 演習 4後 1 畑中　徳子 臨床検査技師 旧課程

28 臨床病理学演習（実例解読） 演習 4後 1 畑中　徳子 臨床検査技師 旧課程

29 病理学Ⅱ（各論） 演習 3前 1 戸田　好信 臨床検査技師 旧課程

30 病理組織検査学実習Ⅱ（鏡検) 実験 3前 1 戸田　好信 臨床検査技師 旧課程

31 細胞診学 演習 3後 1 戸田　好信 臨床検査技師 旧課程

32 形態検査学特論 演習 4後 1 戸田　好信 臨床検査技師 旧課程

33 環境検査学実習 実習 3後 1 中村　彰宏 臨床検査技師 旧課程

34 放射性同位元素検査学 演習 3前 1 御前　隆 医師 旧課程

35 分子生物学実習 実験 3前 1 中村　彰宏 臨床検査技師 旧課程

36 生物化学分析検査学特論 演習 4後 1 近藤　明 薬剤師 旧課程

37 微生物検査学実習 実験 3前 2 小松　方 臨床検査技師 旧課程

38 輸血・移植検査学 演習 3前 1 中村　彰宏 臨床検査技師 旧課程

39 輸血・移植検査学実習 実験 3前 1 畑中　徳子 臨床検査技師 旧課程

40 病因・生体防御検査学特論 演習 4後 1 小松　方 臨床検査技師 旧課程

41 生体機能検査学特論 演習 4後 1 堀江　修 臨床検査技師 旧課程

42 検査管理学総論 演習 4前 1 畑中　徳子 臨床検査技師 旧課程

43 検査管理学演習 演習 4後 1 山本　慶和 臨床検査技師 旧課程

44 検査精度保証学 演習 3前 1 畑中　徳子 臨床検査技師 旧課程

45 検査情報システム学 演習 3後 1 山本　慶和 臨床検査技師 旧課程

46 検査機器学 講義 3前 1 山本　慶和 臨床検査技師 旧課程

47 医用基礎工学 演習 4前 1 曽山　奉教 臨床検査技師、臨床工学技師 旧課程

48 医用生体工学 演習 4後 1 曽山　奉教 臨床検査技師、臨床工学技師 旧課程

49 医用工学実習 実験 4後 1 曽山　奉教 臨床検査技師、臨床工学技師 旧課程

50 検査管理学特論 演習 4後 1 山本　慶和 臨床検査技師 旧課程

51 臨地実習 実習 3後 10 戸田　好信 臨床検査技師 旧課程

52 卒業研究 実習 4前 7 戸田　好信 臨床検査技師 旧課程

53 臨床研究論セミナー 演習 4前 1 戸田　好信 臨床検査技師 旧課程

54 臨床検査体験実習 実習 4後 2 近藤　明 薬剤師 旧課程
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