
上限人数 履修条件 上限人数 履修条件

保健医療福祉概論 2 講義 田口 孝行 本校 2-3名 なし 2-3名

国際保健医療福祉論 2 講義 伊藤 善典 本校

保健医療福祉学際英語 2 講義 中村 裕美 本校 5 5
英検3級レベルを最低
条件とする

看護理論 2 講義 常盤 文枝 本校
事例検討は学内の履
修生のみ。

看護研究 2 講義 飯岡 由紀子 本校

看護学教育論 2 講義 鈴木 康美 本校

看護管理システム論 2 講義 鈴木 康美 本校

基礎看護技術・看護工学 2 講義 鈴木 玲子 サテライト

広域看護学特論① 2 講義 田上 豊 本校

広域看護学特論② 2 講義 関　美雪 本校

フィジカルアセスメント 2 講義 鈴木 玲子 本校

病態生理学 2 講義 武田 美津代 本校
事例検討は学内の履
修生のみ。

地域ケア支援論 2 講義 林 裕栄 本校

在宅看護学特論 2 講義 林 裕栄 本校

精神科治療論Ⅰ 2 講義 森田 牧子 本校

精神科治療論Ⅱ 2 講義 秋山 美紀 本校

精神看護制度論 2 講義 秋山 美紀 本校

地域精神看護論 2 講義 秋山 美紀 本校

小児健康生活論 2 講義 平田 美佳 本校

小児看護学特論 2 講義 未定 本校

小児保健医療福祉論 2 講義 平田 美佳 本校

リプロダクティブヘルス論 2 講義 未定 本校

がん看護学概論 2 講義 飯岡 由紀子 本校

がん病態生理学 2 講義 飯岡 由紀子 本校

がん看護学援助論Ⅰ 2 講義 飯岡 由紀子 本校

精神看護援助法 4 演習 森田 牧子 本校

小児看護学演習 2 演習 未定 本校

がん看護学演習Ⅰ 2 演習 飯岡 由紀子 本校

精神実践看護実習Ⅰ 2 実習 秋山 美紀 本校

精神実践看護実習Ⅱ 2 実習 秋山 美紀 本校

精神実践看護実習Ⅲ 4 実習 秋山 美紀 本校

精神実践看護実習Ⅳ 2 実習 秋山 美紀 本校

小児実践看護実習Ⅰ 2 実習 櫻井 育穂 本校

小児実践看護実習Ⅱ 2 実習 櫻井 育穂 本校

リハビリテーション基盤実践学特論 2 講義 小栢 進也 本校

障害基礎解析学特論 2 講義 金村 尚彦 本校

運動解析学特論 2 講義 山崎 弘嗣 本校

障害予防学特論 2 講義 小栢 進也 本校 2 2

２０２３年度(前期)
埼玉県立大学大学院　科目等履修生及び聴講生

開講科目（博士前期課程）
※開講科目は募集開始時点のものになります。開講時期等変更することがあります。

授業科目の名称 単位数
授業
形態

科目責任者 開講場所
科目等履修生 聴講生

備考

別紙



運動器障害治療学特論 2 講義 高﨑 博司 本校

内部機能障害治療学特論 2 講義 木戸 聡史 本校

生活環境支援系理学療法学特論 2 講義 田口 孝行 本校 2

機能適用支援系作業療法学特論 2 講義 濱口 豊太 本校

行動神経作業療法学特論 2 講義 濱口 豊太 本校

地域包括ケア/地域共生社会論 2 講義 川越 雅弘 本校 若干名

病因病態検査学 2 講義 村井 美代 本校
臨床検査学を
学んできた方に
限る

臨床検査学を
学んできた方に
限る

生体情報評価学 2 講義 久保田 亮 本校
臨床検査学を
学んできた方に
限る

臨床検査学を
学んできた方に
限る

上限人数 履修条件 上限人数 履修条件

社会的排除とソーシャルワーク① 2 講義 伊藤 善典 本校

精神保健支援論① 2 講義 秋山 美紀 本校

次世代育成看護論① 2 講義 未定 本校

臨床看護開発論① 2 講義 飯岡 由紀子 本校

理学療法症候障害論① 2 講義 金村 尚彦 本校

心身機能作業療法論① 2 講義 濱口 豊太 本校

次世代育成看護演習① 4 演習 未定 本校

臨床看護開発論演習① 4 演習 飯岡 由紀子 本校

理学療法症候障害演習① 4 演習 金村 尚彦 本校

心身機能作業療法演習① 4 演習 濱口 豊太 本校

授業
形態

科目責任者 開講場所

２０２３年度(前期)
埼玉県立大学大学院　科目等履修生及び聴講生

開講科目（博士後期課程）
※開講科目は募集開始時点のものになります。開講時期等変更することがあります。

授業科目の名称 単位数
科目等履修生 聴講生

備考

別紙


