
                                                 　　　　　　　　　　　　　  
No. 書籍名 出版社 主に使用する授業
1 リハビリテーション看護論 [第2版] HIROKAWA リハビリテーション学

2 系統看護学講座 疾病のなり立ちと回復の促進［1］病理学[2015年改定] 医学書院 病理学

3 系統看護学講座 疾病のなり立ちと回復の促進［2］病態生理学[2018年改訂] 医学書院 解剖生理学Ⅰ・Ⅱ、解剖生理学演習

4 系統看護学講座 疾病のなり立ちと回復の促進［3］薬理学[2018年改訂] 医学書院 薬理学

5 系統看護学講座疾病の成り立ちと回復の促進［4］微生物学[2018年改訂] 医学書院 微生物学

6 系統看護学講座 人体の構造と機能［1］ 解剖生理学 [第9版] 医学書院 解剖生理学Ⅰ・Ⅱ、解剖生理学演習

7 系統看護学講座 別巻 臨床放射線医学[2016年改定] 医学書院 成人臨床看護Ⅰ放射線医学

8 系統看護学講座 別巻 臨床検査　 [2019年改訂第8版] 医学書院 成人臨床看護Ⅰ臨床検査

9 検査値の読み方・考え方[ﾎﾟｹｯﾄﾌﾞｯｸ] 総合医学社 成人臨床看護Ⅰ(臨床検査）基礎看護技術Ⅵ-1、Ⅵ-2看護過程　解剖生理学演習

10 系統看護学講座 母性看護学［1］ 母性看護学概論　[2016年改定] 医学書院 母性看護総論Ⅰ・Ⅱ

11 系統看護学講座 小児看護学［1］小児看護学概論/小児臨床看護総論[2015年改定]動画付 医学書院 小児看護総論Ⅰ

12 系統看護学講座 成人看護学［2］ 呼吸器     [2019年改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ1（呼吸器疾患）、成人臨床看護Ⅱ（呼吸器疾患看護）

病理学Ⅱｰ2（循環器疾患）、成人臨床看護Ⅱ（循環器看護）

病理学Ⅱｰ3（心・脈管系疾患の外科的治療）

14 系統看護学講座 成人看護学［4］ 血液・造血器 [2019年改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ2（血液疾患）、　成人臨床看護Ⅲ（血液疾患看護）

15 系統看護学講座 成人看護学［5］ 消化器   　 　[2019年改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ1（消化器疾患）、成人臨床看護Ⅱ（消化器疾患看護）

16 系統看護学講座 成人看護学［6］ 内分泌・代謝  [2019年改訂] 　動画付 医学書院 病理学Ⅱｰ4（代謝疾患）、成人臨床看護Ⅲ（内分泌疾患看護）

17 系統看護学講座 成人看護学［7］ 脳・神経　　　[2019年改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ4（脳・神経疾患）、成人臨床看護Ⅲ（脳・神経疾患看護）

18 系統看護学講座 成人看護学［8］ 腎・泌尿器 　  [2019年改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ2（腎・泌尿器疾患）、成人臨床看護Ⅲ（腎疾患看護）

19 系統看護学講座 成人看護学［1］ 成人看護学総論  [2018年改訂] 医学書院 成人看護総論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

20 系統看護学講座 基礎看護学［1］ 看護学概論       [2016年改訂] 医学書院 看護学概論Ⅰ・Ⅱ　　災害看護学・国際看護学

21 新訂 目でみるからだのメカニズム 医学書院 解剖生理学Ⅰ・Ⅱ、解剖生理学演習

22 系統看護学講座 老年看護学                       [2018年改訂] 医学書院 老年看護総論Ⅰ・Ⅱ

23 系統看護学講座 老年看護病態・疾患論          [2018年改訂] 医学書院 老年臨床看護

24 系統看護学講座 臨床外科看護総論                 [2017年改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ3（外科的治療）、成人臨床看護Ⅳ（外科看護、周手術期看護）

25 系統看護学講座 臨床外科看護各論                 [2017年改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ3（外科的治療）、成人臨床看護Ⅳ（外科看護、周手術期看護）

26 系統看護学講座 成人看護学［10］ 運動器          [2019年度改訂] 医学書院 病理学Ⅱｰ3（運動器疾患と外科的治療）

27 クリステｨ‐ンのやさしい看護英会話　　知念クリスティーン　上瀧真紀恵 医学書院 外国語ⅠⅡⅢ

28 系統看護学講座 基礎看護学［2］ 基礎看護技術I   [2019年改訂]    動画付 医学書院 基礎看護技術全般

29 系統看護学講座 基礎看護学［3］ 基礎看護技術Ⅱ  [2017年改訂]　　動画付 医学書院 基礎看護技術全般

30 ナーシング・グラフィカ看護の統合と実践(2)：医療安全[2016年改訂] メディカ出版 医療安全

31 ﾅｰｼﾝｸﾞｸﾞﾗﾌｨｶ　健康支援と社会保障②　公衆衛生 ﾒﾃﾞｯｨｶ出版 地域看護総論Ⅰ・Ⅱ　地域看護活動論Ⅰ・Ⅱ

32 ナーシング・グラフィカ　在宅看護論　地域療養を支えるｹｱ ﾒﾃﾞｨｶ出版 地域看護総論Ⅰ・Ⅱ　地域看護活動論Ⅰ・Ⅱ

33 看護過程に沿った対症看護 [第5版] 学研 基礎看護技術Ⅵ-1、Ⅵ-2看護過程

34 看護に必要なやりなおし数学・物理 照林社 物理学

35 新体系看護学講座　健康支援と社会保障制度①　現代医療論[第3版] ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ 保健医療論Ⅰ・Ⅱ

36 看護技術プラクティス[第3版] 学研 基礎看護技術　全般

37 フィジカルアセスメント　ガイドブック[第2版] 医学書院 基礎看護技術Ⅲ（ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ）

38 看護覚え書[第7版] 現代社 看護学概論Ⅰ・Ⅱ

39 はじめての看護理論 医学書院 看護学概論Ⅰ看護理論

40 ナースのためマナー＆接遇術　看護の心とセンスを磨く 中央法規 基礎看護技術Ⅰコミュニケーション

医学書院13 系統看護学講座 成人看護学［3］ 循環器     [2019年改訂]

1年次　41期生　教科書一覧



No. 書籍名 出版社 主に使用する授業
1 系統看護学講座　　母性看護学〔２〕母性看護学各論 医学書院 母性臨床看護ⅠⅡ

2 系統看護学講座　　成人看護学〔１１〕アレルギー　膠原病　感染症 医学書院 病理学Ⅱｰ4　感染症・膠原病･ｱﾚﾙｷﾞｰ

3 系統看護学講座　　成人看護学〔９〕　女性生殖器 [2019年度改訂] 医学書院 母性臨床看護Ⅰ

4 系統看護学講座　　小児看護学〔２〕　小児臨床看護各論 医学書院 小児臨床看護Ⅰ・Ⅱ

5 系統看護学講座　　別巻　栄養食事療法 医学書院 栄養学

6 系統看護学講座　　別巻　がん看護学　〔2017年改訂] 医学書院 成人看護総論Ⅱ

7 周手術期看護論 HIROKAWA 成人臨床看護Ⅳ（外科看護、周手術期看護）

8 精神看護学１　精神看護学概論、精神保健 ﾒﾁﾞｶﾙﾌﾚﾝﾄﾞ社 精神保健Ⅱ

9 系統看護学講座　　別巻　看護研究　 [2016年度新刊] 医学書院 看護研究

10 系統看護学講座　　別巻　看護情報学〔2017年改訂] 医学書院 基礎看護技術Ⅶ（看護情報学）

No. 書籍名 出版社 主に使用する授業
1 系統看護学講座　　精神看護学〔１〕　精神看護の基礎 医学書院 精神臨床看護Ⅰ・Ⅱ

2 系統看護学講座　　精神看護学〔２〕　精神看護の展開 医学書院 精神臨床看護Ⅰ･Ⅱ

3 明日を拓く社会保障 全日本民医連 社会福祉

4 系統看護学講座　　基礎分野　社会学 医学書院 社会学

5 系統看護学講座　　看護の統合と実践〔１〕看護管理〔2018年改訂〕 医学書院 看護管理

2年次　40期生教科書一覧

3年次　39期生教科書一覧



氏　名(資格） 専門領域
臨床
経験 担当科目 時間数 総時間

保健医療論Ⅰ 6
病理学Ⅱー３外科的治療 8

看護学概論Ⅰ 12
保健医療論Ⅰ 7
保健医療論Ⅱ 4
基礎看護技術Ⅰ文章表現 8
成人看護総論Ⅰ退院支援 2
看護管理 20
看護学概論Ⅰ 18
基礎看護技術Ⅰ　技術チェック 8
解剖生理学Ⅰ呼吸器 8
成人臨床看護Ⅱ　呼吸器看護 10
看護学概論Ⅱ 20
基礎看護技術Ⅰ 12
基礎看護技術Ⅳ-1　看護過程総論　 15
解剖生理学Ⅰ循環系 8
解剖生理学演習　ﾌｨｼﾞｶﾙ脱水・浮腫等 4
基礎看護技術Ⅵｰ２看護過程各論 15
看護学概論Ⅰ看護理論〔1年〕 15
精神保健Ⅰ　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾀﾞｲﾅﾐｯｸｽｾﾐﾅｰ〔1年〕 15
解剖生理学Ⅰ血液 6
基礎看護技術Ⅰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・再構成 6
病理学Ⅱー２　血液 6
基礎看護技術Ⅶ看護情報学 4
成人臨床看護Ⅲ血液看護　 8
成人臨床看護Ⅳ周手術期看護 4
成人臨床看護総論Ⅱ 4
看護研究（卒業研究含む） 30
精神保健Ⅱ 4
精神臨床看護Ⅱ 10
解剖生理学Ⅰ生殖器 8
基礎看護技術Ⅱｰ1運動活動休息・ボディﾒｶ 12
母性看護総論Ⅰ 15
母性看護総論Ⅱ 30
母性臨床看護Ⅰ 6
母性臨床看護Ⅱ 10
社会福祉 45
小児看護総論Ⅰ 15
解剖生理学演習 22
基礎看護技術Ⅱｰ2　食事 16
小児看護総論Ⅱ 30
小児臨床看護Ⅱ 14
地域看護総論Ⅰ 15
基礎看護技術Ⅴ感染予防・導尿・検査 30
医療安全 15
看護技術演習 15
地域看護活動論Ⅱ 30

23年看護の統合と実践
小泉京子
（看護師）

副学院長 53

64

54

112
教育活動
調整者

押領司民
(看護師）

精神看護学 6年

河西光子
（看護師）

成人看護学 8年

実習調整者
梶原奈津子
（看護師）

基礎看護学 8年

教務主任

専任教員
藤本未央
（保健師）

小児看護学 5年 97

12610年
教育活動
調整者

河野朝呼
(助産師）

母性看護学

専任教員
宮川江里
（看護師）

在宅看護論 8年 105

学院長
内藤恵一
(医師）

14

数字の単位=時間

教員一覧･担当授業科目及び時間数



氏　名(資格） 専門領域
臨床
経験 担当科目 時間数 総時間

解剖生理学Ⅱ外部環境からの防御 2
基礎看護技術Ⅲ　ﾌｨｼﾞｶﾙ･観察記録報告バイタル 20
成人看護総論Ⅰ 20
成人看護総論Ⅲ 30
基礎看護技術Ⅱ－１　環境 20
老年臨床看護 30
老年看護総論Ⅱ　演習 30
解剖生理学Ⅱ内蔵機能の調節 8
看護学概論Ⅲ　演習　戴帽式 30
地域看護総論Ⅱ 30
病理学Ⅱ-４　内分泌・代謝疾患 8
成人臨床看護Ⅲ　内分泌・代謝看護 6
地域看護活動論Ⅰ 30
基礎看護技術Ⅱｰ1　清潔　 28
基礎看護技術Ⅱｰ2　排泄 14
成人臨床看護Ⅱ　消化器看護　 12
基礎看護技術Ⅳ　与薬 20

合　　計

専任教員
塩澤詩穂
(看護師）

成人看護学 7年 72

専任教員
岩波美和
(看護師）

老年看護学 9年 80

専任教員

専任教員

963

鈴木美緒
（保健師）

在宅看護論 6年 112

酒井茉莉耶
(看護師）

基礎看護学 7年 74

時間


