
実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

はり灸・スポーツトレーナー学科
学年 科目名 単位数 教員名 実務経験を有する資格
1年 鍼灸理論Ⅰ（基礎） 1 木村　研一 はり師、きゅう師
1年 東洋医学総論Ⅱ 2 中吉　隆之 はり師、きゅう師

吉田　隆紀
理学療法士、
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、
日本トレーニング指導者

中尾　哲哉
理学療法士、
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、
日本トレーニング指導者

内田　靖之
はり師、きゅう師、
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、
日本トレーニング指導者

寺岡　祐助
はり師、きゅう師、
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、
日本トレーニング指導者

増田　研一 医師、日本スポーツ協会公認ドクター
鍋田　理恵 はり師、きゅう師
中吉　隆之 はり師、きゅう師
坂口　俊二 はり師、きゅう師
山﨑　寿也 はり師、きゅう師
近藤　哲哉 医師
小河　健一 医師
坂口　俊二 はり師、きゅう師
王　財源 はり師、きゅう師
谷　万喜子 はり師、きゅう師
山本　博司 はり師、きゅう師
中吉　隆之 はり師、きゅう師
山﨑　寿也 はり師、きゅう師
池藤　仁美 はり師、きゅう師
北川　洋志 はり師、きゅう師
百合　邦子 はり師、きゅう師
東内　あすか はり師、きゅう師
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理学療法学科
学年 科目名 単位数 教員名 実務経験を有する資格

東藤　真理奈 理学療法士
山﨑　航 理学療法士

1年 理学療法概論 1 文野　佳文 理学療法士
2年 運動療法概論Ⅱ 1 谷埜　予士次 理学療法士
2年 運動療法概論実習 1 谷埜　予士次 理学療法士

文野　佳文 理学療法士
谷埜　予士次 理学療法士
山﨑　航 理学療法士
福本　悠樹 理学療法士

吉田　隆紀
理学療法士、
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、
日本トレーニング指導者

山﨑　航 理学療法士
鈴木　俊明 理学療法士
福本　悠樹 理学療法士

3年 脳血管障害理学療法学Ⅲ 2 鈴木　俊明 理学療法士
鈴木　俊明 理学療法士
後藤　淳 理学療法士
米田　浩久 理学療法士
守安　久尚 理学療法士
田中　健司 理学療法士
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2年 アスレティックトレーナーの役割 2

2鍼灸基礎実習Ⅲ（鍼灸応用1）2年

鍼灸診察法Ⅰ3年 2

3年 臨床医学Ⅲ（内科系） 2

2鍼灸治療所実習Ⅰ4年

1評価学総論Ⅰ1年

合計単位数

1評価学実習Ⅰ2年

2骨関節疾患理学療法学Ⅲ3年

神経筋疾患理学療法学Ⅰ 13年

1神経難病理学療法学特論4年

2地域理学療法各論4年

合計単位数



作業療法学科
学年 科目名 単位数 教員名 実務経験を有する資格

木村　大介 作業療法士
大歳　太郎 作業療法士
伊藤　恵美 作業療法士
岩井　和子 作業療法士
大歳　太郎 作業療法士
木村　大介 作業療法士
森本　かえで 作業療法士
備前　宏紀 作業療法士
吉弘　奈央 作業療法士
大歳　太郎 作業療法士
備前　宏紀 作業療法士
吉弘　奈央 作業療法士
藤井　啓介 作業療法士
木村　大介 作業療法士
大歳　太郎 作業療法士
備前　宏紀 作業療法士
吉弘　奈央 作業療法士

2年 神経内科学 1 若山　育郎 医師
2年 身体障害作業療法評価学 1 伊藤　恵美 作業療法士
2年 精神障害作業療法評価学 1 森本　かえで 作業療法士
2年 老年期障害作業療法評価学 1 木村　大介 作業療法士
2年 日常生活活動作業療法評価学 1 藤井　啓介 作業療法士
2年 国際リハビリテーション学各論 2 森本　かえで 作業療法士
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ヘルスプロモーション整復学科
学年 科目名 単位数 教員名 実務経験を有する資格
1年 包帯学Ⅰ 1 髙岸　美和 柔道整復師
2年 整形外科学 1 金井　成行 医師
2年 内科診断学 2 津田　和志 医師
2年 包帯学Ⅱ 1 髙岸　美和 柔道整復師
2年 頭部・胸部・上肢帯整復学 2 井口　理 柔道整復師
2年 脊柱・上肢近位部整復学 2 藤原　清治 柔道整復師
3年 柔道整復関係法規 2 廣岡　聡 柔道整復師
4年 健康スポーツ理論 2 相澤　慎太 健康運動指導士、スポーツプログラマー
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臨床検査学科
学年 科目名 単位数 教員名 実務経験を有する資格
1年 血液検査学Ⅰ 2 近藤　弘 臨床検査技師

鍵弥　朋子 臨床検査技師
近藤　弘 臨床検査技師
矢野　恵子 臨床検査技師
上田　一仁 臨床検査技師
大瀧　博文 臨床検査技師
後藤　きよみ 臨床検査技師
上北　宏美 臨床検査技師
竹田　知広 臨床検査技師

2年 画像検査学 2 後藤　きよみ 臨床検査技師

2年 病理診断学 2 矢野　恵子
臨床検査技師、細胞検査士、国際細胞検査士、
二級病理技術士（病理学）

上田　一仁 臨床検査技師
中島　康仁 臨床検査技師

3年 微生物検査学Ⅱ 2 大瀧　博文 臨床検査技師
竹田　知広 臨床検査技師
上田　一仁 臨床検査技師
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1年 基礎運動学Ⅰ 1

2作業療法学概論1年

1年 基礎作業学 1

1作業療法安全管理学1年

1基礎運動学Ⅱ2年

1臨床検査学の基礎1年

2臨床化学検査学Ⅰ2年

2免疫検査学Ⅱ3年

合計単位数

合計単位数

合計単位数



保健看護学部
学年 科目名 単位数 教員名 実務経験を有する資格
1年 看護学概論 2 辻　幸代 看護師、保健師
2年 看護過程論 2 中納　美智保 看護師

平尾　恭子 保健師
室谷　牧子 保健師
西井　崇之 保健師
前久保　恵 看護師
上北　智子 看護師
鹿島　英子 看護師
岩井　惠子 看護師
森岡　朋子 看護師
川添　英利子 看護師
神戸　美輪子 看護師
兒嶋　章仁 看護師
阿部　香織 看護師
吉井　輝子 看護師
今井　幸子 看護師
津島　和美 看護師
三浦　美知代 看護師
和田　幸子 看護師
川端　明雄 看護師

2年 母性看護方法論Ⅰ 1 田中　靜枝 助産師
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2ライフサイクルと保健活動2年

1在宅看護方法論Ⅰ

2年 老年看護方法論Ⅰ 1

1

2年 精神看護方法論Ⅰ 1

2年 成人看護方法論Ⅱ（急性期） 1

1成人看護方法論Ⅰ（慢性期）2年

合計単位数

2年 小児看護方法論Ⅰ

2年


