
令和４年度　後期　授業時間割表　【総合福祉学科】 令和4年9月29日現在

科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考 科目名 担当者 教室 備考

生活支援技術Ⅱ☆ 岡本真-(平山) 東355
月3水1（介護ク
ラスのみ）

スポーツ科学入門 小林 西121 老人福祉論Ⅰ 大野さ 西741

解剖学Ⅱ 古川 東451 解剖学Ⅰ★♦ 古川 西733
前期水２(臨工クラ
ス)

介護福祉論Ⅳ (宇佐見) 西213 介護クラスのみ

社会福祉援助技術論Ⅲ 柴崎 東520 ウェイト＆エアロビック・トレーニング 小林-大城 ダンススタジオ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ スポーツ実習Ⅲ(球技A）バレーボール (桑原) 西体育館 保健体育教員過程

呼吸療法装置学★ 金子 西721 前期月１ 医用材料工学★ 古川 東206 前期水1

社会福祉実習指導Ⅲ◆ 柴崎 東451 教職

精神保健福祉相談援助の基盤(専門) 田上 東404 精神障害リハビリテーション学Ⅱ 田上 東201 障害者スポーツ論Ⅱ 田中克 西221

臨床医学総論Ⅱ☆ (福井) 西221

認知症の理解Ⅰ (平山) 西221 介護福祉論Ⅱ 岩本 西213 介護クラスのみ 児童福祉論Ⅰ (眞口) 東210

保健医療サービス 大野さ 西733 社会福祉援助技術総論Ⅱ (千葉) 西771

スポーツ実習Ⅵ（器械運動） 大城 東体育館 保健体育教員過程

医用工学概論★ 金子 西721 前期月4 医用機械工学☆ 小田俊 東311 火2木2 情報科学 佐藤尊 東406 医用機械工学☆ 小田俊 東311 火2木2

介護過程Ⅲ 田中清 西213 介護クラスのみ 介護総合演習Ⅱ 岡本真-岩本 西213.東355 介護クラスのみ こころとからだのしくみⅡ (宇佐見) 西213

精神保健学Ⅱ 伊藤 西782 障害者福祉論Ⅱ 柴崎 東210

スポーツ実習Ⅳ(球技B）テニス 磯邉 西テニスコート 保健体育教員過
程

生化学☆ 小田俊 東311 水２木4 医用システム・制御工学★ 古川 西733 前期火2

介護総合演習Ⅲ★ 岡本真-岩本 西213.東355
前期火2（介護ク
ラスのみ）

社会福祉実習指導Ⅰ【特別】◆ 大野さ・柴崎 東451 R2入学介護クラ
ス

社会福祉援助技術演習Ⅴ 柴崎-大野さ 東520 ﾌｨｰﾙﾄﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ演習★ 白木由 東210 前期木2 コーチング論 大城 西733

臨床医学総論Ⅱ☆ (福井) 西221 血液浄化療法装置学演習 花隈 西731

生体機能代行装置学演習 古川 西733

生活支援技術Ⅱ☆ 岡本真-(平山) 西211
月3水1（介護ク
ラスのみ）

発達と老化の理解Ⅱ 田中清 西213

精神医学Ⅱ 伊藤 東202 医学一般 森田 西782

スポーツ実習Ⅷ（レクリエーション） (桑原) 西体育館 保健体育教員過程 解剖学Ⅰ★♦ 伊藤 西221 前期水３(臨工以外)

医用機器学概論★ 金子-古川-花隈 西721 前期月３ 衛生学♦ 世一 西731 臨工、福祉3資格 公衆衛生学 (福井) 西221 臨工

介護福祉論Ⅲ 岩本 西213 介護クラスのみ 社会福祉実習指導Ⅰ◆ 大野さ 西733 教職以外 医療的ケアⅠ 田中清 西213 生活支援技術Ⅳ☆ 田中清-(水野) 西211
木34限（介護ク
ラスのみ）

学校保健 世一 東404 社会福祉実習指導Ⅰ◆ 柴崎 東520 教職 社会福祉援助技術論Ⅳ (千葉) 東404 社会福祉援助技術演習Ⅲ (北嶋) 東206

精神保健福祉支援論 田上 東201 スポーツ技術論 (生島) 西731・西体育館

薬理学☆ 古川-(竹中) 西221 火水３限 薬理学☆ 古川-(竹中) 西221 火水３限 医用治療機器学 金子 西721

スポーツ栄養学 木村 西741 社会福祉実習指導Ⅲ◆ 大野さ 西733 教職以外 精神保健福祉援助演習Ⅰ 大野さ 西741 体外循環装置学演習 花隈 西731

生体物性工学★ 小田俊 東311 前期月1 医用機器安全管理学★ 古川 西733 前期金１

4年

生理学 古川 西731 臨工クラス 公衆衛生学♦ 伊藤 西121 臨工以外 介護過程Ⅰ 岩本 西213 介護クラスのみ

情報科学演習 佐藤尊 東210

障害の理解Ⅱ 伊藤 西213 介護過程Ⅳ 岩本 西213 介護クラスのみ 生活支援技術Ⅳ☆ 田中清-(水野) 西211
木34限（介護ク
ラスのみ）

運動生理学 (内藤) 東405 社会保障論Ⅱ 神谷和 西121 精神保健福祉の原理 田上 西731 地域福祉論Ⅱ (千葉) 東404

医療事務総論 遠藤雅 東406

生体計測装置学Ⅰ 金子 西721 画像診断学 古川 西221 生化学☆ 小田俊 東311 水2木4 免疫学 多和田 西741

精神保健福祉援助実習指導Ⅱ 田上 東201 更生保護制度 神谷和 東452 (前半)

精神保健福祉援助演習Ⅱ 田上 東201

生理学 (大野通) 東404 病理学★ (川崎) 東202 前期水５

医療秘書概論 遠藤雅 東406 表計算応用演習 佐藤尊 東210 社会福祉援助技術演習Ⅱ (西本) 東406

4年

【集中講義】 【実習】

開講年次 担当者名

2～3 柴崎 開講年次 担当者名

2～3 大野さ 1 （小出）

3 柴崎 1 （小出）

【特別集中講義】 3 大野さ 2 （小出）

科目名 曜日 時間 担当者名 3～4 田上 2 （小出）

体外循環装置学実習 火曜・水曜 １～5時限 金子 3～4 田上

血液浄化療法装置学実習 火曜・水曜 １～5時限 金子 2 岡本真-岩本

医用治療機器学実習 火曜・水曜 １～5時限 金子 3 岡本真-岩本

生体計測装置学実習 火曜・水曜 １～5時限 金子 4 古川-花隈-金子

医用機器安全管理学実習 火曜・水曜 １～5時限 金子

【集中講義】

【卒業研究】

開講年次

4

4

4

金

1
時
限

1年

2年

3年

4年

時間学年
月 火 水 木

2
時
限

1年

2年

3年

4年

3
時
限

1年

2年

3年

4
時
限

1年

2年

3年

4年

5
時
限

1年

2年

3年

★・・・通年科目    ☆・・・連続開講科目    ◆・・・複数開講科目    【特別】・・・特別開講科目

開講年次 科目名 担当者名 科目名 備考 【土曜日開講科目】

備考

社会福祉実習（240時間）★<令和3年度以降入学者対象＞ 教職以外 医用電気工学Ⅱ 土曜日１限

2 コンピュータネットワーク 未定 社会福祉実習（240時間）★<令和3年度以降入学者対象＞ 科目名

開講年次 精神保健福祉援助実習★<令和２年度入学者対象> 医用電子工学演習Ⅱ 土曜日４限

3 精神保健福祉援助実習★<平成31年度入学者対象>

社会福祉実習★<令和２年度入学者対象＞ 医用電気工学演習Ⅱ 土曜日２限

社会福祉実習★<令和２年度入学者対象＞ 教職以外 医用電子工学Ⅱ 土曜日３限

3 臨床実習Ⅱ★

3

開講年次 科目名 担当者名

3 介護実習Ⅰ－２ 介護クラスのみ

3 介護実習Ⅱ★ 介護クラスのみ

4 呼吸療法装置学実習【特別】★ 花隈-古川-金子 科目名 担当者名

4 生体計測装置学実習【特別】★ 花隈-古川-金子 卒業研究★ 岡本真

4 血液浄化療法装置学実習【特別】★ 花隈-古川-金子

4 医用治療機械学実習【特別】★ 花隈-古川-金子

4 医用機器安全管理学実習【特別】★ 花隈-古川-金子 卒業研究★ 小田俊

4 体外循環装置学実習【特別】★ 花隈-古川-金子 卒業研究★ 遠藤雅


