
保健体育Ⅱ 20 1 20 川村協平 実習 NPO法人山梨幼児野外教育研究会代表
保健体育Ⅲ 20 1 20 川村協平 実習 NPO法人山梨幼児野外教育研究会代表
薬理学 30 1 30 白倉洋朗 講義 薬剤師 病院・薬局薬剤師
栄養学 30 1 30 森澤健太 講義・演習 管理栄養士 病院管理栄養士

16 内藤恵一 講義 医師 病院外科医師
10 三井一義 講義 医師 病院整形外科医師
4 浅川英一 講義 医師 病院循環器医師
4 鈴木美緒 講義 看護師 共立高等看護学院/専任教員

4 渡邉幸子 講義
看護師

糖尿病看護認定看護師
病院看護師

14 瀧瀬康弘 講義 医師 病院医師
8 森澤朋子 講義 医師 病院医師
6 大坪優太 講義 医師 病院医師
4 滝田俊大 講義 理学療法士 病院理学療法士
4 石原香織 講義 作業療法士 病院作業療法士
2 小池和樹 講義 言語聴覚士 病院言語聴覚士
2 菊原悠雅 講義 言語聴覚士 病院言語聴覚士

看護師 脳卒中
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ認定看護師

看護学概論Ⅱ 20 1 20 梶原奈津子 講義・演習 看護師 共立高等看護学院/専任教員
基礎看護技術Ⅳ与薬 20 1 20 酒井茉莉耶 講義・校内実習 看護師 共立高等看護学院/専任教員
基礎看護技術Ⅵ-2看護過程総論 15 1 15 成島美里 講義・演習 看護師 共立高等看護学院/専任教員

8 浅川かほり 講義 看護師 病院看護師
3 萩原 誠 講義 システムエンジニア 病院システムエンジニア
4 押領司 民 講義・演習 看護師 共立高等看護学院/専任教員（博士）

成人看護総論Ⅱ 15 1 15 酒井茉莉耶 講義・演習 看護師 共立高等看護学院/専任教員

病院看護師

リハビリテーション学

講義野澤由季12

130

実務経験のある教員等による授業科目の一覧表（旧カリキュラム）              2022年度

担当科目名 科目
時間数

科目
単位

担当
時間 教授者名 授業の方法 資格 職種（経歴）

病理学Ⅱー3 30 1

病理学Ⅱ−4

基礎看護技術Ⅶ 看護情報学 15 1

130



12 酒井茉莉耶 講義 看護師 共立高等看護学院/専任教員

8 小池賀津江 講義
看護師

がん看護専門看護師
地域医療連携センター看護師･がん相談

4 渡辺由海 講義
看護師

緩和ケア認定看護師
病院看護師

2 小澤直子 講義 看護師 病院健診センター看護師
4 冨永弘徳 講義 社会保険労務士 社会保険労務士事務所

8 新藤裕治 講義 看護師･保健師（看護学博士） 病院看護師

8 成島美里 講義 看護師 共立高等看護学院/専任教員
6 鈴木美緒 講義 看護師・保健師・養護教諭 共立高等看護学院/専任教員

6 小泉京子 講義 看護師 病院看護師・元看護学校副学院長

2 林 幸恵 講義
看護師

皮膚排泄ケア認定看護師
病院看護師

2 白井涼子 講義 看護師 病院看護師
4 齋藤嘉章 講義 看護師 病院看護師
2 深澤周平 講義 看護師 病院看護師
2 高橋加奈 講義 看護師 病院看護師
4 中村京子 講義 看護師 病院看護師
12 山田章子 講義 看護師 病院看護師
2 松土聡司 講義 作業療法士 病院作業療法士

病院看護師

成人臨床看護Ⅲ

成人臨床看護Ⅳ 30 1

看護師･保健師
造血細胞移植コーディネーター

30 1

2 大島智恵 講義

資格 職種（経歴）

成人看護総論Ⅲ 30 1

担当科目名 科目
時間数

科目
単位

担当
時間 教授者名 授業の方法



小児看護総論Ⅱ 30 1 30 藤本未央 講義 演習 看護師・保健師 共立高等看護学院/専任教員
7 福田紗帆 講義 看護師 病院看護師
4 永井敬二 講義 医師 病院小児科医師
6 鎌田康弘 講義 医師 病院小児科医師

3 上嶋准嗣 講義 医師 病院小児科医師
4 鶴田 真 講義 医師 病院小児科医師
2 内藤典子 講義 医師 病院小児科医師
14 藤本未央 講義 看護師・保健師 共立高等看護学院/専任教員
4 高橋加奈 講義 看護師 病院看護師
4 小田切李奈 講義 看護師 病院看護師
2 橋本笑子 講義 看護師 病院看護師
2 曽根真奈美 講義 看護師 病院看護師

4 伊藤慎吾 講義
理学療法士

発達障害認定理学療法士
病院理学療法士

母性看護総論Ⅱ 30 1 30 河野朝呼 講義・当事者授業 助産師 共立高等看護学院/専任教員
8 鶴田統子 講義 医師 病院産婦人科医師
8 林 怜 講義 医師 病院産婦人科医師
8 松上まどか 講義 医師 病院産婦人科医師
6 河野朝呼 講義 助産師 共立高等看護学院/専任教員
10 河野朝呼 講義 助産師 共立高等看護学院/専任教員
12 小澤彩夏 講義 助産師 病院助産師
8 樋泉祐麻 講義 助産師 病院助産師

地域看護活動論Ⅰ 30 1 30 鈴木美緒 講義 看護師 共立高等看護学院/専任教員
地域看護活動論Ⅱ 30 1 30 宮川江里 講義 看護師・保健師・養護教諭 共立高等看護学院/専任教員
精神保健Ⅱ 30 1 30 斉藤徳仁 講義 臨床心理士･精神保健福祉士 病院臨床心理士

職種（経歴）

小児臨床看護Ⅰ 30 1 4 大島智恵 講義 看護師･保健師
造血細胞移植コーディネーター

担当科目名 科目
時間数

科目
単位

担当
時間 教授者名

病院看護師

母性臨床看護Ⅰ 30 1

資格

小児臨床看護Ⅱ

130母性臨床看護Ⅱ

授業の方法

130



18 佐藤琢也 講義 医師 病院精神科医師
2 中島 望 講義 医師 病院精神科医師
2 渡辺茉衣子 講義 医師 病院精神科医師
2 山下 徹 講義 医師 病院精神科医師
2 瀬戸恵理 講義 医師 病院精神科医師
4 野田北斗 講義 医師 病院精神科医師

16 押領司 民 講義 看護師 共立高等看護学院/専任教員（博士）
10 石原恵子 講義 看護師 病院看護師

4 齊藤公子 講義
看護師

精神看護専門看護師
病院・訪問看護看護師

2 根津あき子 講義
看護師

認定看護管理者
病院看護師

4 角野加世子 講義
看護師

認定看護管理者
病院看護師

14 村松裕子 講義
看護師

認定看護管理者
病院看護師

4 宮本和子 講義 看護師・保健師 病院看護師
市町村保健師

4 小畑 恵介 講義・演習 看護師 病院看護師

藤本佳由 看護師 病院看護師

望月ひとみ 看護師
集中ケア認定看護師

病院看護師

合計 730 28 730
 

看護管理学 120

災害看護・国際看護学 15 1

精神臨床看護Ⅰ

担当科目名 科目
時間数

科目
単位

精神臨床看護Ⅱ

資格 所属/職位（職種）

30 1

30 1

担当
時間

7 講義・演習

教授者名 授業の方法


