開講
講義コード
年度

学

2019 1410030x00 看護

2019 1410060x00 看護

2019 1410070x00 看護

2019 1410080x00 看護

2019 1410090x00 看護

2019 1410100x00 看護

2019 1410110x00 看護

2019 1410120x00 看護

2019 1420010x00 看護

2019 1420040x00 看護

2019 1420060x00 看護

2019 1420070x00 看護

2019 1420090x00 看護

科

講義名称

心のしくみ

病理学

病態生理学

疾病と治療Ⅰ

疾病と治療Ⅱ

疾病と治療Ⅲ

感染症学

看護関係法規

看護学原論

看護技術論Ⅰ

看護技術論Ⅲ(看護過程)

基礎看護学実習Ⅰ

看護倫理

単位数 時間数 代表教員名

1

1

2

2

1

1

1

1

15 榊 惠子

主な職歴（実務経験）
1982年4月 慶應義塾大学病院（精神神経科病棟、内科病棟）
1997年4月 慶應義塾看護短期大学 講師（〜2002）
2002年4月 日本赤十字看護大学 講師（〜2004年3月）
2007年4月 北里大学看護学部 准教授（〜2008年9月）
2008年10月 昭和大学保健医療学部看護学科 准教授（〜2015年4月）
2015年4月 同上教授（〜2018年3月）
2018年3月 現職
2000年6月
2012年6月
2013年4月
2017年9月
2018年4月

東京大学医学部附属病院 内科研修医（〜2001年5月）
東京大学医学部附属病院 特任助教（非常勤）（〜2014年9月）
一橋大学保健センター 講師（〜2017年8月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部人間総合・専門基礎担当 准教授（〜2018年3月）
現職

30 福田 平

2000年6月
2012年6月
2013年4月
2017年9月
2018年4月

東京大学医学部附属病院 内科研修医（〜2001年5月）
東京大学医学部附属病院 特任助教（非常勤）（〜2014年9月）
一橋大学保健センター 講師（〜2017年8月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部人間総合・専門基礎担当 准教授（〜2018年3月）
現職

60 志村 華絵

2005年4月 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター初期研修(各科ローテーション)(至2007年3
月)
2007年4月 東京女子医科大学病院 血液内科 医療練士(至2012年3月)
2012年4月 東京女子医科大学病院 血液内科 助教(至2016年10月)
2014年11月 Department of Medicine, Hematology/Oncology, Johann Wolfgang Goethe University
(Frankfurt am Main, Germany) 客員研究員
2016年4月 School of Medicine, Department of Haematology Cardiff University (Cardiff, United Kingdom)
客員研究員
2017年2月 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 医学検査学科 准教授(大学院兼務)(至2019年3月)
2017年6月 医療法人社団 高邦会 高木病院 血液内科非常勤医師(至2019年3月)
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 人間総合科 准教授(現在に至る)
昭和女子大学 人間社会学部 非常勤講師(現在に至る)

30 福田 平

30 関 勝

30 関 勝

15 福田 平

1992年5月 慶應義塾大学医学部助手（リハビリテーション医学）
1996年5月 慶應義塾看護短期大学講師（兼担）（リハビリテーション医学）
2002年4月 静岡市立静岡病院リハビリテーション科科長・同訓練科科長
慶應義塾大学医学部講師（リハビリテーション医学）（非常勤）
2004年5月 国立成育医療センター第二専門診療部厚生労働技官
2005年8月 防衛医科大学校病院リハビリテーション部助教授・副部長（防衛省教官）
2007年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合・専門基礎担当）
2010年4月 慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科講師（非常勤）
（スポーツマネジメント専攻・リハビリテーション医学）
2013年4月 人間総合・専門基礎担当科長
神奈川県立保健福祉大学・実践教育センター講師（兼担）
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合科）
1992年5月 慶應義塾大学医学部助手（リハビリテーション医学）
1996年5月 慶應義塾看護短期大学講師（兼担）（リハビリテーション医学）
2002年4月 静岡市立静岡病院リハビリテーション科科長・同訓練科科長
慶應義塾大学医学部講師（リハビリテーション医学）（非常勤）
2004年5月 国立成育医療センター第二専門診療部厚生労働技官
2005年8月 防衛医科大学校病院リハビリテーション部助教授・副部長（防衛省教官）
2007年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合・専門基礎担当）
2010年4月 慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科講師（非常勤）
（スポーツマネジメント専攻・リハビリテーション医学）
2013年4月 人間総合・専門基礎担当科長
神奈川県立保健福祉大学・実践教育センター講師（兼担）
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合科）
2000年6月
2012年6月
2013年4月
2017年9月
2018年4月

東京大学医学部附属病院 内科研修医（〜2001年5月）
東京大学医学部附属病院 特任助教（非常勤）（〜2014年9月）
一橋大学保健センター 講師（〜2017年8月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部人間総合・専門基礎担当 准教授（〜2018年3月）
現職

1986年 聖路加国際病院 外科系病棟 看護師
1996年 同病院 外科系病棟ナースマネジャー
2006年 同病院 医療情報センターシステム企画室マネジャー
2007年 さいたま市立病院 副院長兼看護部長
15 渡邊 千登世 2011年 公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 看護部長
2017年 東京大学大学院 工学系研究科化学システム専攻 品質・医療社会システム工学寄付講座 特
任研究員
2018年 現職
1987年4月
1991年4月
1993年4月
1996年4月
1998年4月
2003年4月

北海道大学医学部附属病院 看護婦(1989年3月）
人工透析内科柴垣医院 非常勤看護婦(1993年3月）
札幌医科大学保健医療学部看護学科 助手(1996年3月）
東京都立医療技術短期大学看護学科 講師(1998年3月）
東京都立保健科学大学看護学科 講師(2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科
助教授(准教授）(2012年3月）
2012年4月 現職

2

30 水戸 優子

2

2005年4月 聖路加国際病院 看護師（2008年3月まで）
2010年6月 三宿病院 看護師（2011年9月まで）
60 佐々木 杏子 2016年10月 神奈川県立保健福祉大学 助教
2018年9月 現職
1987年4月
1991年4月
1993年4月
1996年4月
1998年4月
2003年4月

北海道大学医学部附属病院 看護婦(1989年3月）
人工透析内科柴垣医院 非常勤看護婦(1993年3月）
札幌医科大学保健医療学部看護学科 助手(1996年3月）
東京都立医療技術短期大学看護学科 講師(1998年3月）
東京都立保健科学大学看護学科 講師(2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科
助教授(准教授）(2012年3月）
2012年4月 現職

1

30 水戸 優子

1

2005年4月 聖路加国際病院 看護師（2008年3月まで）
2010年6月 三宿病院 看護師（2011年9月まで）
45 佐々木 杏子 2016年10月 神奈川県立保健福祉大学 助教
2018年9月 現職

1

15 水戸 優子

1 ページ

1987年4月
1991年4月
1993年4月
1996年4月
1998年4月
2003年4月

北海道大学医学部附属病院 看護婦(1989年3月）
人工透析内科柴垣医院 非常勤看護婦(1993年3月）
札幌医科大学保健医療学部看護学科 助手(1996年3月）
東京都立医療技術短期大学看護学科 講師(1998年3月）
東京都立保健科学大学看護学科 講師(2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科
助教授(准教授）(2012年3月）
2012年4月 現職

開講
講義コード
年度

学

2019 1430010x00 看護

2019 1430030x00 看護

2019 1440020x00 看護

2019 1450010x00 看護

2019 1450020x00 看護

2019 1450030x00 看護

2019 1450040x00 看護

2019 1450050x00 看護

2019 1450060x00 看護

2019 1460011x00 看護

2019 1460021x00 看護

2019 1470010x00 看護

2019 1470020x00 看護

2019 1470030x00 看護

2019 1480010x00 看護

科

講義名称

リプロダクティブ・ヘルスケアⅠ

リプロダクティブ・ヘルスケア実習

小児看護学Ⅱ

成人看護学(急性期)Ⅰ

成人看護学(急性期)Ⅱ

成人看護学(急性期)実習

成人看護学(慢性期)Ⅰ

成人看護学（慢性期）Ⅱ

成人看護学(慢性期)実習

高齢者看護学Ⅰ

高齢者看護学Ⅱ

精神看護学Ⅰ

精神看護学Ⅱ

精神看護学実習

地域看護学Ⅰ

単位数 時間数 代表教員名

主な職歴（実務経験）
1985年4月
1995年4月
1999年4月
2003年4月
2004年4月
2007年4月
2013年4月
2017年4月

2

30 村上 明美

2

1992年4月
2007年4月
90 田辺 けい子 2008年4月
2018年4月

2

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

2

2

東京大学医学部附属病院文部技官 助産婦（師）（1995年 3月まで）
山梨県立看護短期大学 講師（1999年 3月まで）
日本赤十字看護大学看護学部 講師（2003年 3月まで）
日本赤十字看護大学 助教授（2004年 3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 助教授 （2007年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 教授 （現在に至る）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科長・教授 （2017年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 学部長（現在に至る）
社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 愛育病院 ほか 助産師（〜2002年3月）
北里大学看護学部看護学科 助手（〜2008年3月）
神奈川県立保健福祉大学 講師（〜2018年3月）
現職

1989年4月
1998年4月
2000年4月
2009年4月
2011年4月

筑波大学附属病院看護部（1994年3月）
茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 助手（2000年3月）
茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 非常勤（2008年3月）
昭和大学保健医療学部（2011年3月）
現職

15 野村 美香

1985年4月
1995年4月
2001年4月
2003年4月
2005年4月
2007年4月
2008年4月
2010年4月

筑波大学附属病院（1989年3月）
聖路加看護大学看護学部 助手（1998年3月）
日本赤十字広島看護大学看護学部 講師（2003年3月）
日本赤十字広島看護大学看護学部 准教授（2005年3月）
国際医療福祉大学小田原保健医療学部 准教授（2007年3月）
聖路加看護大学看護学部 准教授（2008年3月）
国際医療福祉大学小田原保健医療学部 教授（2010年3月）
現職

60 野村 美香

1985年4月
1995年4月
2001年4月
2003年4月
2005年4月
2007年4月
2008年4月
2010年4月

筑波大学附属病院（1989年3月）
聖路加看護大学看護学部 助手（1998年3月）
日本赤十字広島看護大学看護学部 講師（2003年3月）
日本赤十字広島看護大学看護学部 准教授（2005年3月）
国際医療福祉大学小田原保健医療学部 准教授（2007年3月）
聖路加看護大学看護学部 准教授（2008年3月）
国際医療福祉大学小田原保健医療学部 教授（2010年3月）
現職

1985年4月
1995年4月
2001年4月
2003年4月
2005年4月
2007年4月
2008年4月
2010年4月

筑波大学附属病院（1989年3月）
聖路加看護大学看護学部 助手（1998年3月）
日本赤十字広島看護大学看護学部 講師（2003年3月）
日本赤十字広島看護大学看護学部 准教授（2005年3月）
国際医療福祉大学小田原保健医療学部 准教授（2007年3月）
聖路加看護大学看護学部 准教授（2008年3月）
国際医療福祉大学小田原保健医療学部 教授（2010年3月）
現職

45 岡 澄子

135 野村 美香

聖路加国際病院外科病棟、内科系混合病棟、および岩手医科大学附属病院腎・泌尿器科病棟、消化器外
科病棟、クリニックにて勤務
平成10年4月 岩手県立看護大学看護学部専任助教授 （平成15年3月）
平成15年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科専任助教授(平成19年3月）
15 白水 眞理子
平成19年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科専任教授（現在に至る）
平成21年4月 神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉学研究科保健福祉学専攻長(平成27年3月）
平成27年4月 神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉学研究科長（平成31年3月）
聖路加国際病院外科病棟、内科系混合病棟、および岩手医科大学附属病院腎・泌尿器科病棟、消化器外
科病棟、クリニックにて勤務
平成10年4月 岩手県立看護大学看護学部専任助教授 （平成15年3月）
60 白水 眞理子 平成15年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科専任助教授(平成19年3月）
平成19年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科専任教授（現在に至る）
平成21年4月 神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉学研究科保健福祉学専攻長(平成27年3月）
平成27年4月 神奈川県立保健福祉大学大学院保健福祉学研究科長（平成31年3月）

135 安藤 里恵

2003年4月
2005年4月
2006年4月
2011年4月
2014年4月
2016年9月
2017年4月

15 間瀬 由記

・1987年4月
・1993年4月
・2001年4月
・2003年4月
・2008年4月
・2018年4月

北里大学東病院 看護部（〜1992年9月）
東京慈恵会医科大学医学部看護学科 助手（〜1997年3月）
東京慈恵会医科大学医学部看護学科 講師（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 講師（〜2008年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（〜2018年3月）
現職

30 間瀬 由記

・1987年4月
・1993年4月
・2001年4月
・2003年4月
・2008年4月
・2018年4月

北里大学東病院 看護部（〜1992年9月）
東京慈恵会医科大学医学部看護学科 助手（〜1997年3月）
東京慈恵会医科大学医学部看護学科 講師（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 講師（〜2008年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（〜2018年3月）
現職

15 榊 惠子

1982年4月 慶應義塾大学病院（精神神経科病棟、内科病棟）
1997年4月 慶應義塾看護短期大学 講師（〜2002）
2002年4月 日本赤十字看護大学 講師（〜2004年3月）
2007年4月 北里大学看護学部 准教授（〜2008年9月）
2008年10月 昭和大学保健医療学部看護学科 准教授（〜2015年4月）
2015年4月 同上教授（〜2018年3月）
2018年3月 現職

45 榊 惠子

1982年4月 慶應義塾大学病院（精神神経科病棟、内科病棟）
1997年4月 慶應義塾看護短期大学 講師（〜2002）
2002年4月 日本赤十字看護大学 講師（〜2004年3月）
2007年4月 北里大学看護学部 准教授（〜2008年9月）
2008年10月 昭和大学保健医療学部看護学科 准教授（〜2015年4月）
2015年4月 同上教授（〜2018年3月）
2018年3月 現職

90 榊 惠子

1982年4月 慶應義塾大学病院（精神神経科病棟、内科病棟）
1997年4月 慶應義塾看護短期大学 講師（〜2002）
2002年4月 日本赤十字看護大学 講師（〜2004年3月）
2007年4月 北里大学看護学部 准教授（〜2008年9月）
2008年10月 昭和大学保健医療学部看護学科 准教授（〜2015年4月）
2015年4月 同上教授（〜2018年3月）
2018年3月 現職

30 渡部 月子

1980年4月
1985年4月
1990年4月
1991年4月
1992年4月
1994年4月
2003年4月
2010年4月

2 ページ

昭和大学病院 救命救急センター看護師 (2005年3月まで)
済生会川口総合病院 内科病棟看護師 (2006年3月まで)
公立学校法人岩手県立大学看護学部助手(2011年3月まで)
公立学校法人岩手県立大学看護学部助教(2014年3月まで)
公立学校法人岩手県立大学看護学部講師(2016年3月まで)
関東学院大学 社会学部現代社会学科 非常勤講師 (2017年3月まで）
現職

神奈川県大和保健所（〜1985年3月）
神奈川県鎌倉保健所（〜1990年3月）
厚生省看護研修研究センター看護教育養成課程（保健師教員養成課程）派遣（〜1991年3月）
神奈川県鎌倉保健所・神奈川県立看護教育大学校兼務（1992年3月）
神奈川県立衛生短期大学 専攻科助手（〜1994年3月）
神奈川県立衛生短期大学 専攻科講師（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学 看護学科講師(2010年３月）
現職

開講
講義コード
年度

学

2019 1490010x00 看護

2019 1490020x00 看護

2019 1490030x00 看護

2019 1490080x00 看護

科

講義名称

看護管理学

終末期看護論

看護研究法

看護とキャリアディベロップメント

単位数 時間数 代表教員名

2

1

1

1

主な職歴（実務経験）

1986年 聖路加国際病院 外科系病棟 看護師
1996年 同病院 外科系病棟ナースマネジャー
2006年 同病院 医療情報センターシステム企画室マネジャー
2007年 さいたま市立病院 副院長兼看護部長
30 渡邊 千登世 2011年 公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 看護部長
2017年 東京大学大学院 工学系研究科化学システム専攻 品質・医療社会システム工学寄付講座 特
任研究員
2018年 現職

15 間瀬 由記

15 間瀬 由記

・1987年4月
・1993年4月
・2001年4月
・2003年4月
・2008年4月
・2018年4月

北里大学東病院 看護部（〜1992年9月）
東京慈恵会医科大学医学部看護学科 助手（〜1997年3月）
東京慈恵会医科大学医学部看護学科 講師（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 講師（〜2008年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（〜2018年3月）
現職

・1987年4月
・1993年4月
・2001年4月
・2003年4月
・2008年4月
・2018年4月

北里大学東病院 看護部（〜1992年9月）
東京慈恵会医科大学医学部看護学科 助手（〜1997年3月）
東京慈恵会医科大学医学部看護学科 講師（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 講師（〜2008年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（〜2018年3月）
現職

1986年 聖路加国際病院 外科系病棟 看護師
1996年 同病院 外科系病棟ナースマネジャー
2006年 同病院 医療情報センターシステム企画室マネジャー
2007年 さいたま市立病院 副院長兼看護部長
15 渡邊 千登世 2011年 公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 看護部長
2017年 東京大学大学院 工学系研究科化学システム専攻 品質・医療社会システム工学寄付講座 特
任研究員
2018年 現職
1989年4月 東京衛生病院・新庄徳洲会病院（〜2002年3月）
2004年4月 兵庫県立大学看護学部 助手（〜2006年3月）
2006年4月 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 助手（〜2006年3月）
2007年4月 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 助教（〜2012年9月）
2012年10月 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻 がん教育研究センター（がん看護高度実践看護
師コース）特任講師（〜2014年3月）
2014年4月 現職

2019 1490090x00 看護

臨床看護応用演習

2

45 小林 珠実

2019 1500010x00 看護

学校保健論Ⅰ

1

1993年
公立学校 養護教諭（〜2010年3月）
15 高橋 佐和子 2010年4月 聖隷クリストファー大学 看護学部養護教諭課程 助教（〜2018年3月）
2018年4月 現職

2019 1500011x00 看護

学校保健論Ⅰ

1

1993年
公立学校 養護教諭（〜2010年3月）
15 高橋 佐和子 2010年4月 聖隷クリストファー大学 看護学部養護教諭課程 助教（〜2018年3月）
2018年4月 現職

2019 1500020x00 看護

学校保健論Ⅱ

1

1993年
公立学校 養護教諭（〜2010年3月）
15 高橋 佐和子 2010年4月 聖隷クリストファー大学 看護学部養護教諭課程 助教（〜2018年3月）
2018年4月 現職

2019 1500030x00 看護

学校保健方法論

1

1993年
公立学校 養護教諭（〜2010年3月）
15 高橋 佐和子 2010年4月 聖隷クリストファー大学 看護学部養護教諭課程 助教（〜2018年3月）
2018年4月 現職

2019 1500040x00 看護

養護概説

2

1993年
公立学校 養護教諭（〜2010年3月）
30 高橋 佐和子 2010年4月 聖隷クリストファー大学 看護学部養護教諭課程 助教（〜2018年3月）
2018年4月 現職

2019 1500060x00 看護

教育心理学

2

2019 1500110x00 看護

総合演習（養護教諭）

1

2019 1500120x00 看護

教職実践演習（養護教諭）

2

2019 1500130x00 看護

養護実習Ⅰ

2

2019 1500140x00 看護

養護実習Ⅱ

3

2019 1510050x00 看護

2019 1520010x00 看護

2019 1520020x00 看護

2019 1520030x00 看護

2019 1520040x00 看護

公衆衛生看護活動演習Ⅱ

助産学概論

性と生殖の生理と病態

ウイメンズヘルスケア

ハイリスク母子の治療とケア

2

1

2

2

1

30 生田 倫子

2004年4月 武蔵野大学人間関係学部講師 （至 2008年3月）
2009年4月 慶応大学先導研究センター専任研究員 （至 2011年3月）
その他の職歴：国立療養所岩手病院神経内科所属心理療法士・心理判定士、宮城県教育委員会いじめ
自殺ホットライン相談員、宮城県スクールカウンセラー、児童養護施設心理士等

1993年
30 高橋 佐和子 2010年4月
2018年4月
1993年
60 高橋 佐和子 2010年4月
2018年4月
1993年
90 高橋 佐和子 2010年4月
2018年4月

公立学校 養護教諭（〜2010年3月）
聖隷クリストファー大学 看護学部養護教諭課程 助教（〜2018年3月）
現職
公立学校 養護教諭（〜2010年3月）
聖隷クリストファー大学 看護学部養護教諭課程 助教（〜2018年3月）
現職
公立学校 養護教諭（〜2010年3月）
聖隷クリストファー大学 看護学部養護教諭課程 助教（〜2018年3月）
現職

1993年
公立学校 養護教諭（〜2010年3月）
135 高橋 佐和子 2010年4月 聖隷クリストファー大学 看護学部養護教諭課程 助教（〜2018年3月）
2018年4月 現職

60 渡部 月子

1980年4月
1985年4月
1990年4月
1991年4月
1992年4月
1994年4月
2003年4月
2010年4月

神奈川県大和保健所（〜1985年3月）
神奈川県鎌倉保健所（〜1990年3月）
厚生省看護研修研究センター看護教育養成課程（保健師教員養成課程）派遣（〜1991年3月）
神奈川県鎌倉保健所・神奈川県立看護教育大学校兼務（1992年3月）
神奈川県立衛生短期大学 専攻科助手（〜1994年3月）
神奈川県立衛生短期大学 専攻科講師（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学 看護学科講師(2010年３月）
現職

15 村上 明美

1985年4月
1995年4月
1999年4月
2003年4月
2004年4月
2007年4月
2013年4月
2017年4月

東京大学医学部附属病院文部技官 助産婦（師）（1995年 3月まで）
山梨県立看護短期大学 講師（1999年 3月まで）
日本赤十字看護大学看護学部 講師（2003年 3月まで）
日本赤十字看護大学 助教授（2004年 3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 助教授 （2007年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 教授 （現在に至る）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科長・教授 （2017年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 学部長（現在に至る）

30 村上 明美

1985年4月
1995年4月
1999年4月
2003年4月
2004年4月
2007年4月
2013年4月
2017年4月

東京大学医学部附属病院文部技官 助産婦（師）（1995年 3月まで）
山梨県立看護短期大学 講師（1999年 3月まで）
日本赤十字看護大学看護学部 講師（2003年 3月まで）
日本赤十字看護大学 助教授（2004年 3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 助教授 （2007年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 教授 （現在に至る）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科長・教授 （2017年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 学部長（現在に至る）

1992年4月
2007年4月
30 田辺 けい子 2008年4月
2018年4月

15 村上 明美

3 ページ

1985年4月
1995年4月
1999年4月
2003年4月
2004年4月
2007年4月
2013年4月
2017年4月

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 愛育病院 ほか 助産師（〜2002年3月）
北里大学看護学部看護学科 助手（〜2008年3月）
神奈川県立保健福祉大学 講師（〜2018年3月）
現職
東京大学医学部附属病院文部技官 助産婦（師）（1995年 3月まで）
山梨県立看護短期大学 講師（1999年 3月まで）
日本赤十字看護大学看護学部 講師（2003年 3月まで）
日本赤十字看護大学 助教授（2004年 3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 助教授 （2007年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 教授 （現在に至る）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科長・教授 （2017年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 学部長（現在に至る）

開講
講義コード
年度

学

2019 1520050x00 看護

2019 1520060x00 看護

2019 1520080x00 看護

2019 1520090x00 看護

2019 1520100x00 看護

2019 1520110x00 看護

2019 1520120x00 看護

2019 1530020x00 看護

2019 1530060x00 看護

2019 1530090x00 看護

2019 1530100x00 看護

2019 1530150x00 看護

2019 1530190x00 看護

2019 1530200x00 看護

2019 1530210x00 看護

科

講義名称

助産診断技術学Ⅰ

助産診断技術学Ⅱ

助産診断技術学Ⅳ

地域母子保健

助産管理論Ⅰ

助産管理論Ⅱ

助産学実習

福祉行財政と福祉計画

ソーシャルワークⅢ

ソーシャルワーク演習Ⅰ

ソーシャルワーク演習Ⅱ

医療福祉論

ソーシャルワーク実習

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ

単位数 時間数 代表教員名

2

30 谷口 千絵

主な職歴（実務経験）
1992年4月
2002年4月
2004年4月
2005年4月
2007年4月
2014年4月

武蔵野赤十字病院（〜1995年3月）
東京女子医科大学看護学部 助手（〜2004年3月）
東京都立保健科学大学保健科学部看護学科 講師（〜2005年3月）
首都大学東京保健福祉学部看護学科 准教授（〜2007年3月）
日本赤十字看護大学 准教授（〜2014年3月）
現職

1985年4月
1995年4月
1999年4月
2003年4月
2004年4月
2007年4月
2013年4月
2017年4月

東京大学医学部附属病院文部技官 助産婦（師）（1995年 3月まで）
山梨県立看護短期大学 講師（1999年 3月まで）
日本赤十字看護大学看護学部 講師（2003年 3月まで）
日本赤十字看護大学 助教授（2004年 3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 助教授 （2007年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 教授 （現在に至る）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科長・教授 （2017年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 学部長（現在に至る）

3

45 村上 明美

1

1992年4月
2007年4月
30 田辺 けい子 2008年4月
2018年4月

1

15 谷口 千絵

1992年4月
2002年4月
2004年4月
2005年4月
2007年4月
2014年4月

武蔵野赤十字病院（〜1995年3月）
東京女子医科大学看護学部 助手（〜2004年3月）
東京都立保健科学大学保健科学部看護学科 講師（〜2005年3月）
首都大学東京保健福祉学部看護学科 准教授（〜2007年3月）
日本赤十字看護大学 准教授（〜2014年3月）
現職

15 村上 明美

1985年4月
1995年4月
1999年4月
2003年4月
2004年4月
2007年4月
2013年4月
2017年4月

東京大学医学部附属病院文部技官 助産婦（師）（1995年 3月まで）
山梨県立看護短期大学 講師（1999年 3月まで）
日本赤十字看護大学看護学部 講師（2003年 3月まで）
日本赤十字看護大学 助教授（2004年 3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 助教授 （2007年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 教授 （現在に至る）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科長・教授 （2017年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 学部長（現在に至る）

15 村上 明美

1985年4月
1995年4月
1999年4月
2003年4月
2004年4月
2007年4月
2013年4月
2017年4月

東京大学医学部附属病院文部技官 助産婦（師）（1995年 3月まで）
山梨県立看護短期大学 講師（1999年 3月まで）
日本赤十字看護大学看護学部 講師（2003年 3月まで）
日本赤十字看護大学 助教授（2004年 3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 助教授 （2007年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 教授 （現在に至る）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科長・教授 （2017年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 学部長（現在に至る）

495 谷口 千絵

1992年4月
2002年4月
2004年4月
2005年4月
2007年4月
2014年4月

武蔵野赤十字病院（〜1995年3月）
東京女子医科大学看護学部 助手（〜2004年3月）
東京都立保健科学大学保健科学部看護学科 講師（〜2005年3月）
首都大学東京保健福祉学部看護学科 准教授（〜2007年3月）
日本赤十字看護大学 准教授（〜2014年3月）
現職

1

1

11

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 愛育病院 ほか 助産師（〜2002年3月）
北里大学看護学部看護学科 助手（〜2008年3月）
神奈川県立保健福祉大学 講師（〜2018年3月）
現職

2

1985年4月
2003年4月
30 中村 美安子 2005年7月
2009年4月
2019年4月

2

30 岸川 学

1998年4月
2006年4月
2011年4月
2018年4月

60 高橋 恭子

1987年4月
1989年10月
2001年4月
2003年4月
2009年4月
2013年4月

ナトメック七里病院（〜1989年8月）
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院（〜2001年3月）
北海道浅井学園大学 講師（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学 講師（〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学 准教授（〜2013年3月）
現職

75 高橋 恭子

1987年4月
1989年10月
2001年4月
2003年4月
2009年4月
2013年4月

ナトメック七里病院（〜1989年8月）
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院（〜2001年3月）
北海道浅井学園大学 講師（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学 講師（〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学 准教授（〜2013年3月）
現職

30 高橋 恭子

1987年4月
1989年10月
2001年4月
2003年4月
2009年4月
2013年4月

ナトメック七里病院（〜1989年8月）
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院（〜2001年3月）
北海道浅井学園大学 講師（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学 講師（〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学 准教授（〜2013年3月）
現職

180 小林 正稔

1979年7月
1981年6月
1984年4月
1989年4月
1994年4月
1995年4月
2003年4月
2007年4月
2007年4月
2009年4月

神奈川県立中井やまゆり園 生活指導員 （〜1981年5月）
神奈川県立国府実修学校 教護（寮長） （〜1984年3月）
神奈川県小田原児童相談所 心理判定員 （〜1989年3月）
神奈川県中央児童相談所 心理判定員 （〜1994年3月）
神奈川県厚木児童相談所心理判定員 （〜1995年3月）
神奈川県立栄養短期大学 助教授 （〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教授 （〜2007年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授 （〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授 （〜2009年3月）
現職

30 小林 正稔

1979年7月
1981年6月
1984年4月
1989年4月
1994年4月
1995年4月
2003年4月
2007年4月
2007年4月
2009年4月

神奈川県立中井やまゆり園 生活指導員 （〜1981年5月）
神奈川県立国府実修学校 教護（寮長） （〜1984年3月）
神奈川県小田原児童相談所 心理判定員 （〜1989年3月）
神奈川県中央児童相談所 心理判定員 （〜1994年3月）
神奈川県厚木児童相談所心理判定員 （〜1995年3月）
神奈川県立栄養短期大学 助教授 （〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教授 （〜2007年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授 （〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授 （〜2009年3月）
現職

1979年7月
1981年6月
1984年4月
1989年4月
1994年4月
1995年4月
2003年4月
2007年4月
2007年4月
2009年4月

神奈川県立中井やまゆり園 生活指導員 （〜1981年5月）
神奈川県立国府実修学校 教護（寮長） （〜1984年3月）
神奈川県小田原児童相談所 心理判定員 （〜1989年3月）
神奈川県中央児童相談所 心理判定員 （〜1994年3月）
神奈川県厚木児童相談所心理判定員 （〜1995年3月）
神奈川県立栄養短期大学 助教授 （〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教授 （〜2007年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授 （〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授 （〜2009年3月）
現職

2

2

2

4

1

2

60 小林 正稔
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社会福祉法人城山町社会福祉協議会（〜2000年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科助手（〜2005年6月）
厚生労働省社会・援護局地域福祉専門官（〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科准教授（〜2019年3月）
現職
社会福祉法人横須賀たんぽぽの郷 援助職員（〜2006年3月）
社会福祉法人横須賀たんぽぽの郷 主任（〜2011年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科 助教（〜2018年3月）
現職

開講
講義コード
年度

学

2019 2010065x00 栄養

2019 2010230x00 栄養

2019 2010240x00 栄養

2019 2010260x00 栄養

2019 2010270x00 栄養

2019 2020100x00 栄養

2019 2020110x00 栄養

2019 2020130x00 栄養

2019 2020140x00 栄養

2019 2020150x00 栄養

2019 2020160x00 栄養

2019 2020195x00 栄養

2019 2020205x00 栄養

科

講義名称

臨床医学概論

調理学

調理学実習

公衆衛生学Ⅰ

公衆衛生学Ⅱ

栄養教育各論Ⅱ

栄養教育論実習

臨床栄養学総論

臨床栄養学各論Ⅰ

臨床栄養学各論Ⅱ

臨床検査学概論

臨床栄養学実習Ⅰ

臨床栄養学実習Ⅱ

単位数 時間数 代表教員名

3

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

1

2

主な職歴（実務経験）

45 福田 平

2000年6月
2012年6月
2013年4月
2017年9月
2018年4月

30 藤谷 朝実

1979年4月
1984年4月
1991年10月
1999年11月
2004年4月
2006年4月
2007年4月
2007年4月
2016年4月

聖マリアンナ医科大学病院栄養部（〜1981年10月）
国際製菓専門学校非常勤講師（栄養学）（〜1987年10月）
新宿石川病院栄養部係長（〜1999年10月）
御殿場石川病院栄養管理室室長(〜2006年3月)
愛国学園短期大学非常勤講師（臨床栄養学）（〜2017年3月）
済生会横浜市東部病院準備室・神奈川県病院栄養部兼務(〜2007年3月)
済生会横浜市東部病院栄養部課長兼副部長(〜2017年3月）
横浜市医師会看護専門学校非常勤講師（臨床栄養学）（〜現在）
千葉県立保健医療大学非常勤講師（障害者栄養・国際栄養）(〜現在）

1979年4月
1984年4月
1991年10月
1999年11月
2004年4月
2006年4月
2007年4月
2007年4月
2016年4月

聖マリアンナ医科大学病院栄養部（〜1981年10月）
国際製菓専門学校非常勤講師（栄養学）（〜1987年10月）
新宿石川病院栄養部係長（〜1999年10月）
御殿場石川病院栄養管理室室長(〜2006年3月)
愛国学園短期大学非常勤講師（臨床栄養学）（〜2017年3月）
済生会横浜市東部病院準備室・神奈川県病院栄養部兼務(〜2007年3月)
済生会横浜市東部病院栄養部課長兼副部長(〜2017年3月）
横浜市医師会看護専門学校非常勤講師（臨床栄養学）（〜現在）
千葉県立保健医療大学非常勤講師（障害者栄養・国際栄養）(〜現在）

60 藤谷 朝実

東京大学医学部附属病院 内科研修医（〜2001年5月）
東京大学医学部附属病院 特任助教（非常勤）（〜2014年9月）
一橋大学保健センター 講師（〜2017年8月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部人間総合・専門基礎担当 准教授（〜2018年3月）
現職

30 佐野 喜子

1979年4月
2002年4月
2002年8月
2002年9月
2013年4月
2018年4月

東京都中野区保健所･保健相談所・教育委員会（2002年3月）
（学）古屋学園・二葉栄養専門学校 管理栄養士科 教授（2013年3月）
（株）ニュートリート 代表取締役社長(2013年3月)
（独）国立病院機構京都医療センター臨床研究センター 予防医学研究部研究員（現在に至る)
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 准教授
現職

30 田中 和美

2011年4月
2015年4月
2016年4月
2018年4月

大和市役所健康福祉部 健康づくり推進課
千葉県立保健医療大学 健康科学部 栄養学科 非常勤講師（現在に至る）
大和市役所健康福祉部 健康づくり推進課 係長
現職
国立健康・栄養研究所 研修生（〜2003年3月）
オーストラリア シドニー中央地区ヘルスサービス（ＣＳＡＨＳ）における臨床栄養研修（〜2001

30 五味 郁子

1999年1月
2001年7月
年12月）
2002年9月
2003年4月
2007年4月
2014年3月
2016年4月
1999年1月
2001年7月
年12月）
2002年9月
2003年4月
2007年4月
2014年3月
2016年4月

国立健康・栄養研究所 研修生（〜2003年3月）
オーストラリア シドニー中央地区ヘルスサービス（ＣＳＡＨＳ）における臨床栄養研修（〜2001

30 外山 健二

1977年4月
1984年5月
1989年4月
1992年4月
1997年4月
2002年4月
2012年4月
2016年4月

聖マリアンナ医科大学病院栄養部栄養士
自治医科大学附属病院栄養部主任栄養士
自治医科大学附属大宮医療センター主任栄養士
西南女学院短期大学食物栄養科助教授
西南女学院短期大学食物栄養科教授
西南女学院大学保健福祉学部栄養学科教授
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科准教授
現職

45 中島 啓

1990年6月 防衛医科大学校付属病院研修医
1994年6月 防衛医科大学校付属病院専門研修医
1997年10月 防衛医科大学校医学研究科
2006年4月 さいたま北部医療センター 内科・健診センター部長
2007年4月 城西大学薬学部医療栄養学科 臨床栄養学研究室教授
さいたま北部医療センター 内科非常勤医師
2015年4月 JA埼玉厚生連久喜総合病院 代謝糖尿病内科・総合診療科医長
2016年4月 現職
埼玉医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科客員教授
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学研究科副研究科長
神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科教授

30 外山 健二

1977年4月
1984年5月
1989年4月
1992年4月
1997年4月
2002年4月
2012年4月
2016年4月

15 中島 啓

1990年6月 防衛医科大学校付属病院研修医
1994年6月 防衛医科大学校付属病院専門研修医
1997年10月 防衛医科大学校医学研究科
2006年4月 さいたま北部医療センター 内科・健診センター部長
2007年4月 城西大学薬学部医療栄養学科 臨床栄養学研究室教授
さいたま北部医療センター 内科非常勤医師
2015年4月 JA埼玉厚生連久喜総合病院 代謝糖尿病内科・総合診療科医長
2016年4月 現職
埼玉医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科客員教授
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学研究科副研究科長
神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科教授

30 外山 健二

1977年4月
1984年5月
1989年4月
1992年4月
1997年4月
2002年4月
2012年4月
2016年4月

聖マリアンナ医科大学病院栄養部栄養士
自治医科大学附属病院栄養部主任栄養士
自治医科大学附属大宮医療センター主任栄養士
西南女学院短期大学食物栄養科助教授
西南女学院短期大学食物栄養科教授
西南女学院大学保健福祉学部栄養学科教授
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科准教授
現職

60 外山 健二

1977年4月
1984年5月
1989年4月
1992年4月
1997年4月
2002年4月
2012年4月
2016年4月

聖マリアンナ医科大学病院栄養部栄養士
自治医科大学附属病院栄養部主任栄養士
自治医科大学附属大宮医療センター主任栄養士
西南女学院短期大学食物栄養科助教授
西南女学院短期大学食物栄養科教授
西南女学院大学保健福祉学部栄養学科教授
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科准教授
現職

60 五味 郁子
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慈恵医科大学付属病院栄養部（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学 助手
神奈川県立保健福祉大学 講師
ベトナムハノイ医科大学 客員教授
現職

慈恵医科大学付属病院栄養部（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学 助手
神奈川県立保健福祉大学 講師
ベトナムハノイ医科大学 客員教授
現職

聖マリアンナ医科大学病院栄養部栄養士
自治医科大学附属病院栄養部主任栄養士
自治医科大学附属大宮医療センター主任栄養士
西南女学院短期大学食物栄養科助教授
西南女学院短期大学食物栄養科教授
西南女学院大学保健福祉学部栄養学科教授
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科准教授
現職

開講
講義コード
年度

学

2019 2020210x00 栄養

2019 2020220x00 栄養

科

講義名称

公衆栄養学Ⅰ

公衆栄養学Ⅱ

単位数 時間数 代表教員名

2

2

主な職歴（実務経験）
1979年4月
2002年4月
2002年8月
2002年9月
2013年4月
2018年4月

東京都中野区保健所･保健相談所・教育委員会（2002年3月）
（学）古屋学園・二葉栄養専門学校 管理栄養士科 教授（2013年3月）
（株）ニュートリート 代表取締役社長(2013年3月)
（独）国立病院機構京都医療センター臨床研究センター 予防医学研究部研究員（現在に至る)
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 准教授
現職

30 佐野 喜子

1979年4月
2002年4月
2002年8月
2002年9月
2013年4月
2018年4月

東京都中野区保健所･保健相談所・教育委員会（2002年3月）
（学）古屋学園・二葉栄養専門学校 管理栄養士科 教授（2013年3月）
（株）ニュートリート 代表取締役社長(2013年3月)
（独）国立病院機構京都医療センター臨床研究センター 予防医学研究部研究員（現在に至る)
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 准教授
現職
東京都中野区保健所･保健相談所・教育委員会（2002年3月）
（学）古屋学園・二葉栄養専門学校 管理栄養士科 教授（2013年3月）
（株）ニュートリート 代表取締役社長(2013年3月)
（独）国立病院機構京都医療センター臨床研究センター 予防医学研究部研究員（現在に至る)
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 准教授
現職

30 佐野 喜子

2019 2020230x00 栄養

公衆栄養学実習

1

30 佐野 喜子

1979年4月
2002年4月
2002年8月
2002年9月
2013年4月
2018年4月

2019 2020255x00 栄養

給食経営管理論Ⅰ

2

30 駿藤 晶子

2004年4月 聖隷沼津病院栄養管理課 管理栄養士（〜2007年4月）
2007年5月 神奈川県立保健福祉大学 助教（〜2015年3月）
2015年4月 現職

2019 2020265x00 栄養

給食経営管理論Ⅱ

1

15 駿藤 晶子

2004年4月 聖隷沼津病院栄養管理課 管理栄養士（〜2007年4月）
2007年5月 神奈川県立保健福祉大学 助教（〜2015年3月）
2015年4月 現職

2019 2020275x00 栄養

給食経営管理論Ⅲ

1

15 駿藤 晶子

2004年4月 聖隷沼津病院栄養管理課 管理栄養士（〜2007年4月）
2007年5月 神奈川県立保健福祉大学 助教（〜2015年3月）
2015年4月 現職

2019 2020285x00 栄養

給食経営管理論実習

2

60 駿藤 晶子

2004年4月 聖隷沼津病院栄養管理課 管理栄養士（〜2007年4月）
2007年5月 神奈川県立保健福祉大学 助教（〜2015年3月）
2015年4月 現職

2019 2020295x00 栄養

2019 2020305x00 栄養

2019 2020325x00 栄養

臨床栄養学臨地実習Ⅰ

臨床栄養学臨地実習Ⅱ

公衆栄養学臨地実習Ⅰ

3

3

1

135 外山 健二

1977年4月
1984年5月
1989年4月
1992年4月
1997年4月
2002年4月
2012年4月
2016年4月

聖マリアンナ医科大学病院栄養部栄養士
自治医科大学附属病院栄養部主任栄養士
自治医科大学附属大宮医療センター主任栄養士
西南女学院短期大学食物栄養科助教授
西南女学院短期大学食物栄養科教授
西南女学院大学保健福祉学部栄養学科教授
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科准教授
現職

135 外山 健二

1977年4月
1984年5月
1989年4月
1992年4月
1997年4月
2002年4月
2012年4月
2016年4月

聖マリアンナ医科大学病院栄養部栄養士
自治医科大学附属病院栄養部主任栄養士
自治医科大学附属大宮医療センター主任栄養士
西南女学院短期大学食物栄養科助教授
西南女学院短期大学食物栄養科教授
西南女学院大学保健福祉学部栄養学科教授
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科准教授
現職

45 佐野 喜子

1979年4月
2002年4月
2002年8月
2002年9月
2013年4月
2018年4月

東京都中野区保健所･保健相談所・教育委員会（2002年3月）
（学）古屋学園・二葉栄養専門学校 管理栄養士科 教授（2013年3月）
（株）ニュートリート 代表取締役社長(2013年3月)
（独）国立病院機構京都医療センター臨床研究センター 予防医学研究部研究員（現在に至る)
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 准教授
現職
東京都中野区保健所･保健相談所・教育委員会（2002年3月）
（学）古屋学園・二葉栄養専門学校 管理栄養士科 教授（2013年3月）
（株）ニュートリート 代表取締役社長(2013年3月)
（独）国立病院機構京都医療センター臨床研究センター 予防医学研究部研究員（現在に至る)
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 准教授
現職

2019 2020335x00 栄養

公衆栄養学臨地実習Ⅱ

1

45 佐野 喜子

1979年4月
2002年4月
2002年8月
2002年9月
2013年4月
2018年4月

2019 2020345x00 栄養

給食経営管理論臨地実習Ⅰ

1

45 駿藤 晶子

2004年4月 聖隷沼津病院栄養管理課 管理栄養士（〜2007年4月）
2007年5月 神奈川県立保健福祉大学 助教（〜2015年3月）
2015年4月 現職

2019 2020355x00 栄養

給食経営管理論臨地実習Ⅱ

1

45 駿藤 晶子

2004年4月 聖隷沼津病院栄養管理課 管理栄養士（〜2007年4月）
2007年5月 神奈川県立保健福祉大学 助教（〜2015年3月）
2015年4月 現職

30 田中 和美

2011年4月
2015年4月
2016年4月
2018年4月

大和市役所健康福祉部 健康づくり推進課
千葉県立保健医療大学 健康科学部 栄養学科 非常勤講師（現在に至る）
大和市役所健康福祉部 健康づくり推進課 係長
現職

30 田中 和美

2011年4月
2015年4月
2016年4月
2018年4月

大和市役所健康福祉部 健康づくり推進課
千葉県立保健医療大学 健康科学部 栄養学科 非常勤講師（現在に至る）
大和市役所健康福祉部 健康づくり推進課 係長
現職

30 生田 倫子

2004年4月 武蔵野大学人間関係学部講師 （至 2008年3月）
2009年4月 慶応大学先導研究センター専任研究員 （至 2011年3月）
その他の職歴：国立療養所岩手病院神経内科所属心理療法士・心理判定士、宮城県教育委員会いじめ
自殺ホットライン相談員、宮城県スクールカウンセラー、児童養護施設心理士等

80 田中 和美

2011年4月
2015年4月
2016年4月
2018年4月

大和市役所健康福祉部 健康づくり推進課
千葉県立保健医療大学 健康科学部 栄養学科 非常勤講師（現在に至る）
大和市役所健康福祉部 健康づくり推進課 係長
現職

1979年4月
1984年4月
1991年10月
1999年11月
2004年4月
2006年4月
2007年4月
2007年4月
2016年4月

聖マリアンナ医科大学病院栄養部（〜1981年10月）
国際製菓専門学校非常勤講師（栄養学）（〜1987年10月）
新宿石川病院栄養部係長（〜1999年10月）
御殿場石川病院栄養管理室室長(〜2006年3月)
愛国学園短期大学非常勤講師（臨床栄養学）（〜2017年3月）
済生会横浜市東部病院準備室・神奈川県病院栄養部兼務(〜2007年3月)
済生会横浜市東部病院栄養部課長兼副部長(〜2017年3月）
横浜市医師会看護専門学校非常勤講師（臨床栄養学）（〜現在）
千葉県立保健医療大学非常勤講師（障害者栄養・国際栄養）(〜現在）

2019 2020360x00 栄養

2019 2020370x00 栄養

2019 2020390x00 栄養

2019 2020450x00 栄養

2019 2210250x00 栄養

2019 2220240x00 栄養

2019 2220440x00 栄養

学校栄養教諭論

食教育実践論

教育心理学

栄養教育実習

比較食文化論

エビデンス・ベースド・ヘルスケア

総合演習（栄養教諭）

2

2

2

2

1

1

1

15 藤谷 朝実

国立健康・栄養研究所 研修生（〜2003年3月）
オーストラリア シドニー中央地区ヘルスサービス（ＣＳＡＨＳ）における臨床栄養研修（〜2001

15 五味 郁子

1999年1月
2001年7月
年12月）
2002年9月
2003年4月
2007年4月
2014年3月
2016年4月

30 田中 和美

2011年4月
2015年4月
2016年4月
2018年4月

大和市役所健康福祉部 健康づくり推進課
千葉県立保健医療大学 健康科学部 栄養学科 非常勤講師（現在に至る）
大和市役所健康福祉部 健康づくり推進課 係長
現職
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慈恵医科大学付属病院栄養部（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学 助手
神奈川県立保健福祉大学 講師
ベトナムハノイ医科大学 客員教授
現職

開講
講義コード
年度

学

2019 2220445x00 栄養

2019 2323230x00 社福

科

講義名称

教職実践演習（栄養教諭）

精神保健福祉援助技術各論

単位数 時間数 代表教員名

主な職歴（実務経験）
2011年4月
2015年4月
2016年4月
2018年4月

大和市役所健康福祉部 健康づくり推進課
千葉県立保健医療大学 健康科学部 栄養学科 非常勤講師（現在に至る）
大和市役所健康福祉部 健康づくり推進課 係長
現職

2

60 田中 和美

4

1993年5月
2001年3月
2002年4月
60 行實 志都子 2005年4月
2007年4月
2013年4月

平成医療法人北斗会 さわ病医院(2001年2月）
財団法人精神障害者社会復帰促進協会（2002年3月）
越谷市役所（2005年3月）
東京福祉大学 専任講師（2007年3月）
文京学院大学 准教授（2013年3月）
現職

1985年4月
2003年4月
2005年7月
15 中村 美安子 2009年4月
2019年4月

社会福祉法人城山町社会福祉協議会（〜2000年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科助手（〜2005年6月）
厚生労働省社会・援護局地域福祉専門官（〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科准教授（〜2019年3月）
現職

2019 3210050x00 社福

地域型社会福祉の理解

1

2019 3220010x00 社福

社会福祉の法と制度

2

30 西村 淳

2

1985年4月
2003年4月
30 中村 美安子 2005年7月
2009年4月
2019年4月

2

30 岸川 学

1998年4月
2006年4月
2011年4月
2018年4月

30 松田 愛美

平成21年4月
平成25年4月
平成27年4月
平成28年4月
専任教員
平成30年4月

社会福祉法人伸こう福祉会特別養護老人ホームクロスハート 野七里・栄 介護職
特別養護老人ホームクロスハート栄・横浜 介護職
特別養護老人ホームクロスハート幸・川崎 介護職
学校法人大原学園大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校専門課程教務部介護福祉課

平成21年4月
平成25年4月
平成27年4月
平成28年4月
専任教員
平成30年4月

社会福祉法人伸こう福祉会特別養護老人ホームクロスハート 野七里・栄 介護職
特別養護老人ホームクロスハート栄・横浜 介護職
特別養護老人ホームクロスハート幸・川崎 介護職
学校法人大原学園大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校専門課程教務部介護福祉課

平成21年4月
平成25年4月
平成27年4月
平成28年4月
専任教員
平成30年4月

社会福祉法人伸こう福祉会特別養護老人ホームクロスハート 野七里・栄 介護職
特別養護老人ホームクロスハート栄・横浜 介護職
特別養護老人ホームクロスハート幸・川崎 介護職
学校法人大原学園大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校専門課程教務部介護福祉課

2019 3220020x00 社福

2019 3230030x00 社福

2019 3230160x00 社福

2019 3230170x00 社福

2019 3230180x00 社福

2019 3230220x00 社福

2019 3230240x00 社福

2019 3230250x00 社福

2019 3240060x00 社福

2019 3240080x00 社福

2019 3250010x00 社福

2019 3250030x00 社福

2019 3250040x00 社福

福祉行財政と福祉計画

ソーシャルワークⅢ

介護総合演習Ⅰ

介護総合演習Ⅱ

介護総合演習Ⅲ

精神保健福祉援助技術総論

精神保健福祉援助演習

精神保健福祉援助技術演習

医療福祉論

地域福祉論

ソーシャルワーク実習

ソーシャルワーク実習指導Ⅰ

ソーシャルワーク実習指導Ⅱ

1

1

1

30 松田 愛美

30 松田 愛美

厚生労働省（政策企画官、企業年金国民年金基金課長、社会統計課長、大臣官房参事官等）
2014年9月 北海道大学公共政策大学院教授
2017年4月 現職
社会福祉法人城山町社会福祉協議会（〜2000年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科助手（〜2005年6月）
厚生労働省社会・援護局地域福祉専門官（〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科准教授（〜2019年3月）
現職
社会福祉法人横須賀たんぽぽの郷 援助職員（〜2006年3月）
社会福祉法人横須賀たんぽぽの郷 主任（〜2011年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科 助教（〜2018年3月）
現職

現職

現職

現職

2

1993年5月
2001年3月
2002年4月
30 行實 志都子 2005年4月
2007年4月
2013年4月

平成医療法人北斗会 さわ病医院(2001年2月）
財団法人精神障害者社会復帰促進協会（2002年3月）
越谷市役所（2005年3月）
東京福祉大学 専任講師（2007年3月）
文京学院大学 准教授（2013年3月）
現職

2

1993年5月
2001年3月
2002年4月
60 行實 志都子 2005年4月
2007年4月
2013年4月

平成医療法人北斗会 さわ病医院(2001年2月）
財団法人精神障害者社会復帰促進協会（2002年3月）
越谷市役所（2005年3月）
東京福祉大学 専任講師（2007年3月）
文京学院大学 准教授（2013年3月）
現職

1

1993年5月
2001年3月
2002年4月
15 行實 志都子 2005年4月
2007年4月
2013年4月

平成医療法人北斗会 さわ病医院(2001年2月）
財団法人精神障害者社会復帰促進協会（2002年3月）
越谷市役所（2005年3月）
東京福祉大学 専任講師（2007年3月）
文京学院大学 准教授（2013年3月）
現職

1987年4月
1989年10月
2001年4月
2003年4月
2009年4月
2013年4月

ナトメック七里病院（〜1989年8月）
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院（〜2001年3月）
北海道浅井学園大学 講師（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学 講師（〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学 准教授（〜2013年3月）
現職

2

30 高橋 恭子

2

1985年4月
2003年4月
30 中村 美安子 2005年7月
2009年4月
2019年4月

4

180 小林 正稔

1979年7月
1981年6月
1984年4月
1989年4月
1994年4月
1995年4月
2003年4月
2007年4月
2007年4月
2009年4月

神奈川県立中井やまゆり園 生活指導員 （〜1981年5月）
神奈川県立国府実修学校 教護（寮長） （〜1984年3月）
神奈川県小田原児童相談所 心理判定員 （〜1989年3月）
神奈川県中央児童相談所 心理判定員 （〜1994年3月）
神奈川県厚木児童相談所心理判定員 （〜1995年3月）
神奈川県立栄養短期大学 助教授 （〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教授 （〜2007年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授 （〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授 （〜2009年3月）
現職

30 小林 正稔

1979年7月
1981年6月
1984年4月
1989年4月
1994年4月
1995年4月
2003年4月
2007年4月
2007年4月
2009年4月

神奈川県立中井やまゆり園 生活指導員 （〜1981年5月）
神奈川県立国府実修学校 教護（寮長） （〜1984年3月）
神奈川県小田原児童相談所 心理判定員 （〜1989年3月）
神奈川県中央児童相談所 心理判定員 （〜1994年3月）
神奈川県厚木児童相談所心理判定員 （〜1995年3月）
神奈川県立栄養短期大学 助教授 （〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教授 （〜2007年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授 （〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授 （〜2009年3月）
現職

60 小林 正稔

1979年7月
1981年6月
1984年4月
1989年4月
1994年4月
1995年4月
2003年4月
2007年4月
2007年4月
2009年4月

神奈川県立中井やまゆり園 生活指導員 （〜1981年5月）
神奈川県立国府実修学校 教護（寮長） （〜1984年3月）
神奈川県小田原児童相談所 心理判定員 （〜1989年3月）
神奈川県中央児童相談所 心理判定員 （〜1994年3月）
神奈川県厚木児童相談所心理判定員 （〜1995年3月）
神奈川県立栄養短期大学 助教授 （〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教授 （〜2007年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授 （〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授 （〜2009年3月）
現職

1

2
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社会福祉法人城山町社会福祉協議会（〜2000年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科助手（〜2005年6月）
厚生労働省社会・援護局地域福祉専門官（〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科准教授（〜2019年3月）
現職

開講
講義コード
年度

学

2019 3250050x00 社福

2019 3250060x00 社福

2019 3250080x00 社福

2019 3250090x00 社福

2019 3250100x00 社福

2019 3260010x00 社福

2019 3260020x00 社福

2019 3260100x00 社福

2019 3260130x00 社福

2019 3260140x00 社福

2019 3260150x00 社福

2019 3260160x00 社福

2019 3270010x00 社福

2019 3270040x00 社福

科

講義名称

介護福祉実習Ⅰ

介護福祉実習Ⅱ

精神保健福祉援助実習

精神保健福祉援助実習指導Ⅰ

精神保健福祉援助実習指導Ⅱ

臨床心理学

臨床家族心理学

人体の構造と機能及び疾病

精神保健学Ⅰ

精神保健学Ⅱ

精神科リハビリテーション学

リハビリテーション概論

社会福祉基礎演習Ⅰ

社会福祉専門演習Ⅱ

単位数 時間数 代表教員名

2

4

90 松田 愛美

120 松田 愛美

主な職歴（実務経験）
平成21年4月
平成25年4月
平成27年4月
平成28年4月
専任教員
平成30年4月

社会福祉法人伸こう福祉会特別養護老人ホームクロスハート 野七里・栄 介護職
特別養護老人ホームクロスハート栄・横浜 介護職
特別養護老人ホームクロスハート幸・川崎 介護職
学校法人大原学園大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校専門課程教務部介護福祉課

平成21年4月
平成25年4月
平成27年4月
平成28年4月
専任教員
平成30年4月

社会福祉法人伸こう福祉会特別養護老人ホームクロスハート 野七里・栄 介護職
特別養護老人ホームクロスハート栄・横浜 介護職
特別養護老人ホームクロスハート幸・川崎 介護職
学校法人大原学園大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校専門課程教務部介護福祉課

現職

現職

4

1993年5月
2001年3月
2002年4月
180 行實 志都子 2005年4月
2007年4月
2013年4月

平成医療法人北斗会 さわ病医院(2001年2月）
財団法人精神障害者社会復帰促進協会（2002年3月）
越谷市役所（2005年3月）
東京福祉大学 専任講師（2007年3月）
文京学院大学 准教授（2013年3月）
現職

2

1993年5月
2001年3月
2002年4月
60 行實 志都子 2005年4月
2007年4月
2013年4月

平成医療法人北斗会 さわ病医院(2001年2月）
財団法人精神障害者社会復帰促進協会（2002年3月）
越谷市役所（2005年3月）
東京福祉大学 専任講師（2007年3月）
文京学院大学 准教授（2013年3月）
現職

1

1993年5月
2001年3月
2002年4月
30 行實 志都子 2005年4月
2007年4月
2013年4月

平成医療法人北斗会 さわ病医院(2001年2月）
財団法人精神障害者社会復帰促進協会（2002年3月）
越谷市役所（2005年3月）
東京福祉大学 専任講師（2007年3月）
文京学院大学 准教授（2013年3月）
現職

2

2

30 小林 正稔

30 小林 正稔

1979年7月
1981年6月
1984年4月
1989年4月
1994年4月
1995年4月
2003年4月
2007年4月
2007年4月
2009年4月

神奈川県立中井やまゆり園 生活指導員 （〜1981年5月）
神奈川県立国府実修学校 教護（寮長） （〜1984年3月）
神奈川県小田原児童相談所 心理判定員 （〜1989年3月）
神奈川県中央児童相談所 心理判定員 （〜1994年3月）
神奈川県厚木児童相談所心理判定員 （〜1995年3月）
神奈川県立栄養短期大学 助教授 （〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教授 （〜2007年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授 （〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授 （〜2009年3月）
現職

1979年7月
1981年6月
1984年4月
1989年4月
1994年4月
1995年4月
2003年4月
2007年4月
2007年4月
2009年4月

神奈川県立中井やまゆり園 生活指導員 （〜1981年5月）
神奈川県立国府実修学校 教護（寮長） （〜1984年3月）
神奈川県小田原児童相談所 心理判定員 （〜1989年3月）
神奈川県中央児童相談所 心理判定員 （〜1994年3月）
神奈川県厚木児童相談所心理判定員 （〜1995年3月）
神奈川県立栄養短期大学 助教授 （〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教授 （〜2007年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授 （〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授 （〜2009年3月）
現職

2005年4月 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター初期研修(各科ローテーション)(至2007年3
月)
2007年4月 東京女子医科大学病院 血液内科 医療練士(至2012年3月)
2012年4月 東京女子医科大学病院 血液内科 助教(至2016年10月)
2014年11月 Department of Medicine, Hematology/Oncology, Johann Wolfgang Goethe University
(Frankfurt am Main, Germany) 客員研究員
2016年4月 School of Medicine, Department of Haematology Cardiff University (Cardiff, United Kingdom)
客員研究員
2017年2月 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 医学検査学科 准教授(大学院兼務)(至2019年3月)
2017年6月 医療法人社団 高邦会 高木病院 血液内科非常勤医師(至2019年3月)
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 人間総合科 准教授(現在に至る)
昭和女子大学 人間社会学部 非常勤講師(現在に至る)

2

30 志村 華絵

2

1993年5月
2001年3月
2002年4月
30 行實 志都子 2005年4月
2007年4月
2013年4月

2

4

2

2

2

30 高橋 恭子

1987年4月
1989年10月
2001年4月
2003年4月
2009年4月
2013年4月

60 井上 夏子

2006年2月
2008年4月
2012年5月
2017年4月
2018年4月
2019年4月

30 関 勝

ナトメック七里病院（〜1989年8月）
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院（〜2001年3月）
北海道浅井学園大学 講師（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学 講師（〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学 准教授（〜2013年3月）
現職
町田市役所 障害福祉課 福祉係（〜2008年3月）
医療法人丹沢病院 総合サービス部地域連携室（〜2012年4月）
医療法人社団正心会よしの病院 ソーシャルワーカー室（〜2015年2月）
川崎市立川崎病院 精神科 相談室（〜2019年3月）
東海大学健康科学部社会福祉学科 非常勤講師（〜現在）
現職

1992年5月 慶應義塾大学医学部助手（リハビリテーション医学）
1996年5月 慶應義塾看護短期大学講師（兼担）（リハビリテーション医学）
2002年4月 静岡市立静岡病院リハビリテーション科科長・同訓練科科長
慶應義塾大学医学部講師（リハビリテーション医学）（非常勤）
2004年5月 国立成育医療センター第二専門診療部厚生労働技官
2005年8月 防衛医科大学校病院リハビリテーション部助教授・副部長（防衛省教官）
2007年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合・専門基礎担当）
2010年4月 慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科講師（非常勤）
（スポーツマネジメント専攻・リハビリテーション医学）
2013年4月 人間総合・専門基礎担当科長
神奈川県立保健福祉大学・実践教育センター講師（兼担）
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合科）

60 岸川 学

1998年4月
2006年4月
2011年4月
2018年4月

60 高橋 恭子

1987年4月
1989年10月
2001年4月
2003年4月
2009年4月
2013年4月
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平成医療法人北斗会 さわ病医院(2001年2月）
財団法人精神障害者社会復帰促進協会（2002年3月）
越谷市役所（2005年3月）
東京福祉大学 専任講師（2007年3月）
文京学院大学 准教授（2013年3月）
現職

社会福祉法人横須賀たんぽぽの郷 援助職員（〜2006年3月）
社会福祉法人横須賀たんぽぽの郷 主任（〜2011年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科 助教（〜2018年3月）
現職
ナトメック七里病院（〜1989年8月）
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院（〜2001年3月）
北海道浅井学園大学 講師（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学 講師（〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学 准教授（〜2013年3月）
現職

開講
講義コード
年度

学

科

2019 3340140x00 社福

2019 4010050x00 リハビリテーション

2019 4010080x00 リハビリテーション

講義名称

精神障害者の生活支援システム

生理学Ⅰ

人間発達学

単位数 時間数 代表教員名

2

1

1

30 井上 夏子

2006年2月
2008年4月
2012年5月
2017年4月
2018年4月
2019年4月

30 志村 華絵

2005年4月 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター初期研修(各科ローテーション)(至2007年3
月)
2007年4月 東京女子医科大学病院 血液内科 医療練士(至2012年3月)
2012年4月 東京女子医科大学病院 血液内科 助教(至2016年10月)
2014年11月 Department of Medicine, Hematology/Oncology, Johann Wolfgang Goethe University
(Frankfurt am Main, Germany) 客員研究員
2016年4月 School of Medicine, Department of Haematology Cardiff University (Cardiff, United Kingdom)
客員研究員
2017年2月 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 医学検査学科 准教授(大学院兼務)(至2019年3月)
2017年6月 医療法人社団 高邦会 高木病院 血液内科非常勤医師(至2019年3月)
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 人間総合科 准教授(現在に至る)
昭和女子大学 人間社会学部 非常勤講師(現在に至る)

30 関 勝

2019 4010090x01 リハビリテーション（PT)

運動学Ⅰ

1

30 米津 亮

2019 4010090x02 リハビリテーション（OT)

運動学Ⅰ

1

30 長山 洋史

2019 4010100x00 リハビリテーション（PT)

運動学Ⅱ

1

30 鈴木 智高

2019 4010110x00 リハビリテーション（PT)

運動学演習

1

30 鈴木 智高

2019 4010120x00 リハビリテーション（PT)

動作解析学

1

30 鈴木 智高

2019 4010130x00 リハビリテーション（OT)

2019 4010145x00 リハビリテーション（OT)

2019 4020010x00 リハビリテーション

2019 4020030x00 リハビリテーション

2019 4020060x00 リハビリテーション

2019 4020070x00 リハビリテーション

作業運動学

運動学演習

臨床心理学

一般臨床医学

内科学Ⅰ

内科学Ⅱ

1

2

1

1

1

1

主な職歴（実務経験）

30 白濱 勲二

45 玉垣 努

30 小林 正稔

30 関 勝

町田市役所 障害福祉課 福祉係（〜2008年3月）
医療法人丹沢病院 総合サービス部地域連携室（〜2012年4月）
医療法人社団正心会よしの病院 ソーシャルワーカー室（〜2015年2月）
川崎市立川崎病院 精神科 相談室（〜2019年3月）
東海大学健康科学部社会福祉学科 非常勤講師（〜現在）
現職

1992年5月 慶應義塾大学医学部助手（リハビリテーション医学）
1996年5月 慶應義塾看護短期大学講師（兼担）（リハビリテーション医学）
2002年4月 静岡市立静岡病院リハビリテーション科科長・同訓練科科長
慶應義塾大学医学部講師（リハビリテーション医学）（非常勤）
2004年5月 国立成育医療センター第二専門診療部厚生労働技官
2005年8月 防衛医科大学校病院リハビリテーション部助教授・副部長（防衛省教官）
2007年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合・専門基礎担当）
2010年4月 慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科講師（非常勤）
（スポーツマネジメント専攻・リハビリテーション医学）
2013年4月 人間総合・専門基礎担当科長
神奈川県立保健福祉大学・実践教育センター講師（兼担）
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合科）
・1996年4月 社会福祉法人 愛徳福祉会 南大阪療育園 訓練部
就職（2003年3月退職）
・2003年4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部リハビリテーション学科 理学療法学専攻 入職
（2009年3月退職）
・2009年4月 公立大学法人 大阪府立大学総合リハビリテーション学科 理学療法学専攻 入職（2017年3月
退職）
・2017年4月 現職
2001年4月 東京都リハビリテーション病院 作業療法科（2007年3月）
2007年4月 介護老人保健施設能見台パートリア（2009年3月）
2009年4月 北里大学医療衛生学部 助教（2013年9月）
2013年10月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 助教
2015年4月 同 講師
2019年4月 同 准教授
2008年４月 社会保険蒲田総合病院リハビリテーション科
2009年９月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教
2017年10月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（現職）
2008年４月
2009年９月
2017年10月
2008年４月
2009年９月
2017年10月

社会保険蒲田総合病院リハビリテーション科
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（現職）
社会保険蒲田総合病院リハビリテーション科
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（現職）

医療法人社団 高邦会 柳川リハビリテーション病院 診療技術部
社会福祉法人 平成福祉会 老人保健施設ハイムゾンネ・身体障害者療護施設シャイン
医療法人 新生会 いしい ケア・クリニック リハビリ課
医療法人 新生会 介護老人保健施設 桜の園 リハビリ課
昭和58年4月〜平成17年4月 神奈川県総合リハビリテーション事業団 神奈川リハビリテーション病院 作
業療法科
平成19年4月〜平成21年３月 神奈川県リハビリテーション支援センター
平成21年4月〜平成23年９月 目白大学保健医療学部作業療法学科 准教授
平成23年10月
現職
1979年7月
1981年6月
1984年4月
1989年4月
1994年4月
1995年4月
2003年4月
2007年4月
2007年4月
2009年4月

神奈川県立中井やまゆり園 生活指導員 （〜1981年5月）
神奈川県立国府実修学校 教護（寮長） （〜1984年3月）
神奈川県小田原児童相談所 心理判定員 （〜1989年3月）
神奈川県中央児童相談所 心理判定員 （〜1994年3月）
神奈川県厚木児童相談所心理判定員 （〜1995年3月）
神奈川県立栄養短期大学 助教授 （〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教授 （〜2007年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授 （〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授 （〜2009年3月）
現職

1992年5月 慶應義塾大学医学部助手（リハビリテーション医学）
1996年5月 慶應義塾看護短期大学講師（兼担）（リハビリテーション医学）
2002年4月 静岡市立静岡病院リハビリテーション科科長・同訓練科科長
慶應義塾大学医学部講師（リハビリテーション医学）（非常勤）
2004年5月 国立成育医療センター第二専門診療部厚生労働技官
2005年8月 防衛医科大学校病院リハビリテーション部助教授・副部長（防衛省教官）
2007年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合・専門基礎担当）
2010年4月 慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科講師（非常勤）
（スポーツマネジメント専攻・リハビリテーション医学）
2013年4月 人間総合・専門基礎担当科長
神奈川県立保健福祉大学・実践教育センター講師（兼担）
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合科）

30 志村 華絵

2005年4月 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター初期研修(各科ローテーション)(至2007年3
月)
2007年4月 東京女子医科大学病院 血液内科 医療練士(至2012年3月)
2012年4月 東京女子医科大学病院 血液内科 助教(至2016年10月)
2014年11月 Department of Medicine, Hematology/Oncology, Johann Wolfgang Goethe University
(Frankfurt am Main, Germany) 客員研究員
2016年4月 School of Medicine, Department of Haematology Cardiff University (Cardiff, United Kingdom)
客員研究員
2017年2月 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 医学検査学科 准教授(大学院兼務)(至2019年3月)
2017年6月 医療法人社団 高邦会 高木病院 血液内科非常勤医師(至2019年3月)
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 人間総合科 准教授(現在に至る)
昭和女子大学 人間社会学部 非常勤講師(現在に至る)

30 志村 華絵

2005年4月 独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター初期研修(各科ローテーション)(至2007年3
月)
2007年4月 東京女子医科大学病院 血液内科 医療練士(至2012年3月)
2012年4月 東京女子医科大学病院 血液内科 助教(至2016年10月)
2014年11月 Department of Medicine, Hematology/Oncology, Johann Wolfgang Goethe University
(Frankfurt am Main, Germany) 客員研究員
2016年4月 School of Medicine, Department of Haematology Cardiff University (Cardiff, United Kingdom)
客員研究員
2017年2月 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 医学検査学科 准教授(大学院兼務)(至2019年3月)
2017年6月 医療法人社団 高邦会 高木病院 血液内科非常勤医師(至2019年3月)
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 人間総合科 准教授(現在に至る)
昭和女子大学 人間社会学部 非常勤講師(現在に至る)
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開講
講義コード
年度

学

科

2019 4020080x00 リハビリテーション

2019 4020090x00 リハビリテーション

2019 4020100x00 リハビリテーション

2019 4020120x00 リハビリテーション

2019 4020130x00 リハビリテーション

2019 4030010x00 リハビリテーション

2019 4110010x00 リハビリテーション（PT)

2019 4110020x00 リハビリテーション（PT)

講義名称

整形外科学Ⅰ

整形外科学Ⅱ

神経内科学

脳神経外科学

リハビリテーション医学

リハビリテーション概論

理学療法学概論

理学療法学概論演習

単位数 時間数 代表教員名

1

1

1

1

1

1

1

1

30 関 勝

30 関 勝

30 関 勝

30 関 勝

30 関 勝

30 関 勝

主な職歴（実務経験）
1992年5月 慶應義塾大学医学部助手（リハビリテーション医学）
1996年5月 慶應義塾看護短期大学講師（兼担）（リハビリテーション医学）
2002年4月 静岡市立静岡病院リハビリテーション科科長・同訓練科科長
慶應義塾大学医学部講師（リハビリテーション医学）（非常勤）
2004年5月 国立成育医療センター第二専門診療部厚生労働技官
2005年8月 防衛医科大学校病院リハビリテーション部助教授・副部長（防衛省教官）
2007年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合・専門基礎担当）
2010年4月 慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科講師（非常勤）
（スポーツマネジメント専攻・リハビリテーション医学）
2013年4月 人間総合・専門基礎担当科長
神奈川県立保健福祉大学・実践教育センター講師（兼担）
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合科）
1992年5月 慶應義塾大学医学部助手（リハビリテーション医学）
1996年5月 慶應義塾看護短期大学講師（兼担）（リハビリテーション医学）
2002年4月 静岡市立静岡病院リハビリテーション科科長・同訓練科科長
慶應義塾大学医学部講師（リハビリテーション医学）（非常勤）
2004年5月 国立成育医療センター第二専門診療部厚生労働技官
2005年8月 防衛医科大学校病院リハビリテーション部助教授・副部長（防衛省教官）
2007年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合・専門基礎担当）
2010年4月 慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科講師（非常勤）
（スポーツマネジメント専攻・リハビリテーション医学）
2013年4月 人間総合・専門基礎担当科長
神奈川県立保健福祉大学・実践教育センター講師（兼担）
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合科）
1992年5月 慶應義塾大学医学部助手（リハビリテーション医学）
1996年5月 慶應義塾看護短期大学講師（兼担）（リハビリテーション医学）
2002年4月 静岡市立静岡病院リハビリテーション科科長・同訓練科科長
慶應義塾大学医学部講師（リハビリテーション医学）（非常勤）
2004年5月 国立成育医療センター第二専門診療部厚生労働技官
2005年8月 防衛医科大学校病院リハビリテーション部助教授・副部長（防衛省教官）
2007年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合・専門基礎担当）
2010年4月 慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科講師（非常勤）
（スポーツマネジメント専攻・リハビリテーション医学）
2013年4月 人間総合・専門基礎担当科長
神奈川県立保健福祉大学・実践教育センター講師（兼担）
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合科）
1992年5月 慶應義塾大学医学部助手（リハビリテーション医学）
1996年5月 慶應義塾看護短期大学講師（兼担）（リハビリテーション医学）
2002年4月 静岡市立静岡病院リハビリテーション科科長・同訓練科科長
慶應義塾大学医学部講師（リハビリテーション医学）（非常勤）
2004年5月 国立成育医療センター第二専門診療部厚生労働技官
2005年8月 防衛医科大学校病院リハビリテーション部助教授・副部長（防衛省教官）
2007年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合・専門基礎担当）
2010年4月 慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科講師（非常勤）
（スポーツマネジメント専攻・リハビリテーション医学）
2013年4月 人間総合・専門基礎担当科長
神奈川県立保健福祉大学・実践教育センター講師（兼担）
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合科）
1992年5月 慶應義塾大学医学部助手（リハビリテーション医学）
1996年5月 慶應義塾看護短期大学講師（兼担）（リハビリテーション医学）
2002年4月 静岡市立静岡病院リハビリテーション科科長・同訓練科科長
慶應義塾大学医学部講師（リハビリテーション医学）（非常勤）
2004年5月 国立成育医療センター第二専門診療部厚生労働技官
2005年8月 防衛医科大学校病院リハビリテーション部助教授・副部長（防衛省教官）
2007年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合・専門基礎担当）
2010年4月 慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科講師（非常勤）
（スポーツマネジメント専攻・リハビリテーション医学）
2013年4月 人間総合・専門基礎担当科長
神奈川県立保健福祉大学・実践教育センター講師（兼担）
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合科）
1992年5月 慶應義塾大学医学部助手（リハビリテーション医学）
1996年5月 慶應義塾看護短期大学講師（兼担）（リハビリテーション医学）
2002年4月 静岡市立静岡病院リハビリテーション科科長・同訓練科科長
慶應義塾大学医学部講師（リハビリテーション医学）（非常勤）
2004年5月 国立成育医療センター第二専門診療部厚生労働技官
2005年8月 防衛医科大学校病院リハビリテーション部助教授・副部長（防衛省教官）
2007年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合・専門基礎担当）
2010年4月 慶應義塾大学大学院・健康マネジメント研究科講師（非常勤）
（スポーツマネジメント専攻・リハビリテーション医学）
2013年4月 人間総合・専門基礎担当科長
神奈川県立保健福祉大学・実践教育センター講師（兼担）
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学教授（人間総合科）

30 米津 亮

・1996年4月 社会福祉法人 愛徳福祉会 南大阪療育園 訓練部
就職（2003年3月退職）
・2003年4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部リハビリテーション学科 理学療法学専攻 入職
（2009年3月退職）
・2009年4月 公立大学法人 大阪府立大学総合リハビリテーション学科 理学療法学専攻 入職（2017年3月
退職）
・2017年4月 現職

15 米津 亮

・1996年4月 社会福祉法人 愛徳福祉会 南大阪療育園 訓練部
就職（2003年3月退職）
・2003年4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部リハビリテーション学科 理学療法学専攻 入職
（2009年3月退職）
・2009年4月 公立大学法人 大阪府立大学総合リハビリテーション学科 理学療法学専攻 入職（2017年3月
退職）
・2017年4月 現職

2019 4110030x00 リハビリテーション（PT)

理学療法管理学

1

30 内田 賢一

1989年4月
2003年4月
2005年4月
2007年4月
2009年4月

2019 4110040x00 リハビリテーション（PT)

臨床運動学

1

15 鈴木 智高

2008年４月 社会保険蒲田総合病院リハビリテーション科
2009年９月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教
2017年10月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（現職）

15 高木 峰子

1998年4月
2003年1月
2004年7月
2005年8月
2012年4月
2015年4月

30 菅原 憲一

1990年4月 慶應義塾大学月ヶ瀬リハビリテーションセンター 理学療法士（〜1995年3月）
1995年4月 広島県立保健福祉短期大学理学療法学科助手 （〜1999年3月）
1999年4月 川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科講師（〜2003年3月）
2003年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 助教授
（2008年3月）
2008年4月 同 教授 （現在）
2011年4月 同 リハビリテーション学科理学療法学専攻長（〜2019年3月）
2019年4月 同 保健福祉学研究科 研究科長

2019 4110050x00 リハビリテーション（PT)

2019 4110060x00 リハビリテーション（PT)

理学療法学研究法

理学療法学研究法演習

1

2
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藤沢市民病院リハビリテーション科（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助手（〜2005年3月）
同 講師（〜2009年3月）
同 大学院保健福祉学研究科 講師（兼務 〜2009年3月）
現職

湘南鎌倉総合病院リハビリテーション科 勤務
葉山ハートセンター 勤務
ソフィア訪問看護ステーション 非常勤
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 助手
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 講師
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 准教授

開講
講義コード
年度

学

科

講義名称

単位数 時間数 代表教員名

主な職歴（実務経験）

2019 4120010x00 リハビリテーション（PT)

機能障害診断学総論

1

30 米津 亮

・1996年4月 社会福祉法人 愛徳福祉会 南大阪療育園 訓練部
就職（2003年3月退職）
・2003年4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部リハビリテーション学科 理学療法学専攻 入職
（2009年3月退職）
・2009年4月 公立大学法人 大阪府立大学総合リハビリテーション学科 理学療法学専攻 入職（2017年3月
退職）
・2017年4月 現職

2019 4120020x00 リハビリテーション（PT)

中枢神経系機能障害診断学

1

30 黒澤 千尋

2008年4月 医療法人社団 慶泉会 町田慶泉病院 リハビリテーション科
2013年4月 国際医療福祉大学三田病院 リハビリテーション室
2014年4月 現職

2019 4120030x00 リハビリテーション（PT)

筋・骨格系機能障害診断学

1

30 鈴木 智高

2008年４月 社会保険蒲田総合病院リハビリテーション科
2009年９月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教
2017年10月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（現職）

30 高木 峰子

1998年4月
2003年1月
2004年7月
2005年8月
2012年4月
2015年4月

30 菅原 憲一

1990年4月 慶應義塾大学月ヶ瀬リハビリテーションセンター 理学療法士（〜1995年3月）
1995年4月 広島県立保健福祉短期大学理学療法学科助手 （〜1999年3月）
1999年4月 川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科講師（〜2003年3月）
2003年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 助教授
（2008年3月）
2008年4月 同 教授 （現在）
2011年4月 同 リハビリテーション学科理学療法学専攻長（〜2019年3月）
2019年4月 同 保健福祉学研究科 研究科長
1990年4月 慶應義塾大学月ヶ瀬リハビリテーションセンター 理学療法士（〜1995年3月）
1995年4月 広島県立保健福祉短期大学理学療法学科助手 （〜1999年3月）
1999年4月 川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科講師（〜2003年3月）
2003年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 助教授
（2008年3月）
2008年4月 同 教授 （現在）
2011年4月 同 リハビリテーション学科理学療法学専攻長（〜2019年3月）
2019年4月 同 保健福祉学研究科 研究科長

2019 4120040x00 リハビリテーション（PT)

2019 4120050x00 リハビリテーション（PT)

機能診断学演習

電気生理診断特論

1

1

2019 4130010x00 リハビリテーション（PT)

基礎運動療法学

1

30 菅原 憲一

2019 4130020x00 リハビリテーション（PT)

筋・骨格系運動療法学

1

30 鈴木 智高

2019 4130030x00 リハビリテーション（PT)

成人中枢神経系運動療法学

1

30 島津 尚子

2019 4130040x00 リハビリテーション（PT)

2019 4130050x00 リハビリテーション（PT)

2019 4130060x00 リハビリテーション（PT)

2019 4130070x00 リハビリテーション（PT)

2019 4130080x00 リハビリテーション（PT)

2019 4130090x00 リハビリテーション（PT)

2019 4130100x00 リハビリテーション（PT)

2019 4130110x00 リハビリテーション（PT)

2019 4130120x00 リハビリテーション（PT)

2019 4130130x00 リハビリテーション（PT)

2019 4130140x00 リハビリテーション（PT)

小児中枢神経系運動療法学

内部疾患系運動療法学

中枢神経系運動療法学演習

筋・骨格系運動療法学演習

物理療法学

物理療法学演習

スポーツ理学療法学特論

日常生活活動学

日常生活活動学演習

義肢装具学

義肢装具学演習

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

湘南鎌倉総合病院リハビリテーション科 勤務
葉山ハートセンター 勤務
ソフィア訪問看護ステーション 非常勤
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 助手
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 講師
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 准教授

2008年４月 社会保険蒲田総合病院リハビリテーション科
2009年９月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教
2017年10月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（現職）
1998年4月 横浜市立大学医学部附属病院リハビリテーション科（1999年3月まで）
1999年4月 横浜市立脳血管医療センターリハビリテーション部（2003年3月まで）
2003年4月 横浜市立大学附属病院リハビリテーション科（2014年3月まで）
2014年4月 現職

30 米津 亮

・1996年4月 社会福祉法人 愛徳福祉会 南大阪療育園 訓練部
就職（2003年3月退職）
・2003年4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部リハビリテーション学科 理学療法学専攻 入職
（2009年3月退職）
・2009年4月 公立大学法人 大阪府立大学総合リハビリテーション学科 理学療法学専攻 入職（2017年3月
退職）
・2017年4月 現職

30 内田 賢一

1989年4月
2003年4月
2005年4月
2007年4月
2009年4月

藤沢市民病院リハビリテーション科（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助手（〜2005年3月）
同 講師（〜2009年3月）
同 大学院保健福祉学研究科 講師（兼務 〜2009年3月）
現職

30 島津 尚子

1998年4月
1999年4月
2003年4月
2014年4月

横浜市立大学医学部附属病院リハビリテーション科（1999年3月まで）
横浜市立脳血管医療センターリハビリテーション部（2003年3月まで）
横浜市立大学附属病院リハビリテーション科（2014年3月まで）
現職

30 内田 賢一

1989年4月
2003年4月
2005年4月
2007年4月
2009年4月

藤沢市民病院リハビリテーション科（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助手（〜2005年3月）
同 講師（〜2009年3月）
同 大学院保健福祉学研究科 講師（兼務 〜2009年3月）
現職

30 高木 峰子

1998年4月
2003年1月
2004年7月
2005年8月
2012年4月
2015年4月

湘南鎌倉総合病院リハビリテーション科 勤務
葉山ハートセンター 勤務
ソフィア訪問看護ステーション 非常勤
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 助手
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 講師
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 准教授

30 高木 峰子

1998年4月
2003年1月
2004年7月
2005年8月
2012年4月
2015年4月

湘南鎌倉総合病院リハビリテーション科 勤務
葉山ハートセンター 勤務
ソフィア訪問看護ステーション 非常勤
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 助手
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 講師
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 准教授

30 内田 賢一

1989年4月
2003年4月
2005年4月
2007年4月
2009年4月

藤沢市民病院リハビリテーション科（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助手（〜2005年3月）
同 講師（〜2009年3月）
同 大学院保健福祉学研究科 講師（兼務 〜2009年3月）
現職

30 隆島 研吾

30 隆島 研吾

昭和53年4月 横浜市立大学医学部病院リハビリテーション科
平成10年4月 川崎市社会福祉事業団れいんぼう川崎医務課
リハビリテーション係 係長
平成17年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部
リハビリテーション学科理学療法学専攻准教授
平成24年4月 同教授
平成29年４月 同学科長（平成31年3月まで）
＜＊27年間の臨床活動で急性期医療から地域在宅リハビリテーションまで
経験した。現在大学教員として勤務しながらも地域リハ活動を続けている＞
昭和53年4月 横浜市立大学医学部病院リハビリテーション科
平成10年4月 川崎市社会福祉事業団れいんぼう川崎医務課
リハビリテーション係 係長
平成17年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部
リハビリテーション学科理学療法学専攻准教授
平成24年4月 同教授
平成29年４月 同学科長（平成31年3月まで）
＜＊27年間の臨床活動で急性期医療から地域在宅リハビリテーションまで
経験した。現在大学教員として勤務しながらも地域リハ活動を続けている＞

30 島津 尚子

1998年4月
1999年4月
2003年4月
2014年4月

横浜市立大学医学部附属病院リハビリテーション科（1999年3月まで）
横浜市立脳血管医療センターリハビリテーション部（2003年3月まで）
横浜市立大学附属病院リハビリテーション科（2014年3月まで）
現職

30 島津 尚子

1998年4月
1999年4月
2003年4月
2014年4月

横浜市立大学医学部附属病院リハビリテーション科（1999年3月まで）
横浜市立脳血管医療センターリハビリテーション部（2003年3月まで）
横浜市立大学附属病院リハビリテーション科（2014年3月まで）
現職
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開講
講義コード
年度

学

科

2019 4130175x00 リハビリテーション

2019 4130190x00 リハビリテーション

2019 4130210x00 リハビリテーション

講義名称

中枢神経系疾患アプローチ特論

産業リハビリテーション特論

園芸療法

単位数 時間数 代表教員名

1

1

1

15 島津 尚子

1998年4月
1999年4月
2003年4月
2014年4月

横浜市立大学医学部附属病院リハビリテーション科（1999年3月まで）
横浜市立脳血管医療センターリハビリテーション部（2003年3月まで）
横浜市立大学附属病院リハビリテーション科（2014年3月まで）
現職

15 奥原 孝幸

1993年3月
2000年3月
2002年4月
2006年4月
2015年4月
2019年4月

富士見台病院作業療法科科長（〜2000年2月）
福山仁風荘病院作業療法室室長（〜2002年2月）
横浜ＹＭＣＡ学院専門学校作業療法科 専任講師（〜2006年3月）
昭和大学保健医療学部作業療法学科 講師（〜2015年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（〜2019年3月）
現職

15 奥原 孝幸

1993年3月
2000年3月
2002年4月
2006年4月
2015年4月
2019年4月

富士見台病院作業療法科科長（〜2000年2月）
福山仁風荘病院作業療法室室長（〜2002年2月）
横浜ＹＭＣＡ学院専門学校作業療法科 専任講師（〜2006年3月）
昭和大学保健医療学部作業療法学科 講師（〜2015年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（〜2019年3月）
現職

1979年4月
年3月）
2004年4月
2006年3月
2011年4月
2016年4月
2018年4月
1998年4月
2003年1月
2004年7月
2005年8月
2012年4月
2015年4月

神奈川県総合リハビリテーションセンター神奈川リハビリテーション病院 作業療法士（〜2000
国際医療福祉大学保健学部作業療法学科 講師（〜2006年3月）
国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科 准教授（〜2011年3月）
杏林大学保健学部作業療法学科 教授（〜2016年3月）
国際医療福祉大学保健医療学部 教授（〜2018年3月）
現職
湘南鎌倉総合病院リハビリテーション科 勤務
葉山ハートセンター 勤務
ソフィア訪問看護ステーション 非常勤
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 助手
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 講師
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 准教授

30 高木 峰子

1998年4月
2003年1月
2004年7月
2005年8月
2012年4月
2015年4月

湘南鎌倉総合病院リハビリテーション科 勤務
葉山ハートセンター 勤務
ソフィア訪問看護ステーション 非常勤
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 助手
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 講師
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 准教授

30 白濱 勲二

医療法人社団 高邦会 柳川リハビリテーション病院 診療技術部
社会福祉法人 平成福祉会 老人保健施設ハイムゾンネ・身体障害者療護施設シャイン
医療法人 新生会 いしい ケア・クリニック リハビリ課
医療法人 新生会 介護老人保健施設 桜の園 リハビリ課

15 高木 峰子

1998年4月
2003年1月
2004年7月
2005年8月
2012年4月
2015年4月

2019 4130220x00 リハビリテーション

ハンドセラピー

1

15 森田 千晶

2019 4130240x00 リハビリテーション（PT)

理学療法過程論

1

15 高木 峰子

2019 4130260x00 リハビリテーション（PT)

2019 4130270x00 リハビリテーション（PT)

2019 4130280x00 リハビリテーション（PT)

2019 4140010x00 リハビリテーション（PT)

2019 4140020x00 リハビリテーション（PT)

2019 4140030x00 リハビリテーション（PT)

2019 4140040x00 リハビリテーション

2019 4150010x00 リハビリテーション（PT)

2019 4150020x00 リハビリテーション（PT)

2019 4150030x00 リハビリテーション（PT)

2019 4210010x00 リハビリテーション（OT)

理学療法事例検討論

高次脳障害論

特定疾患理学療法特論

地域理学療法学

地域理学療法学演習

生活環境学

リハビリテーション工学（福祉機器を含む）

評価学実習

総合臨床実習Ⅰ

総合臨床実習Ⅱ

作業療法概論

1

1

1

1

1

1

1

4

7

7

1

主な職歴（実務経験）

30 隆島 研吾

30 隆島 研吾

湘南鎌倉総合病院リハビリテーション科 勤務
葉山ハートセンター 勤務
ソフィア訪問看護ステーション 非常勤
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 助手
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 講師
神奈川県立保健福祉大学リハビリテーション学科 准教授

昭和53年4月 横浜市立大学医学部病院リハビリテーション科
平成10年4月 川崎市社会福祉事業団れいんぼう川崎医務課
リハビリテーション係 係長
平成17年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部
リハビリテーション学科理学療法学専攻准教授
平成24年4月 同教授
平成29年４月 同学科長（平成31年3月まで）
＜＊27年間の臨床活動で急性期医療から地域在宅リハビリテーションまで
経験した。現在大学教員として勤務しながらも地域リハ活動を続けている＞
昭和53年4月 横浜市立大学医学部病院リハビリテーション科
平成10年4月 川崎市社会福祉事業団れいんぼう川崎医務課
リハビリテーション係 係長
平成17年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部
リハビリテーション学科理学療法学専攻准教授
平成24年4月 同教授
平成29年４月 同学科長（平成31年3月まで）
＜＊27年間の臨床活動で急性期医療から地域在宅リハビリテーションまで
経験した。現在大学教員として勤務しながらも地域リハ活動を続けている＞

30 内田 賢一

1989年4月
2003年4月
2005年4月
2007年4月
2009年4月

30 玉垣 努

昭和58年4月〜平成17年4月 神奈川県総合リハビリテーション事業団 神奈川リハビリテーション病院 作
業療法科
平成19年4月〜平成21年３月 神奈川県リハビリテーション支援センター
平成21年4月〜平成23年９月 目白大学保健医療学部作業療法学科 准教授
平成23年10月
現職

180 菅原 憲一

藤沢市民病院リハビリテーション科（〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助手（〜2005年3月）
同 講師（〜2009年3月）
同 大学院保健福祉学研究科 講師（兼務 〜2009年3月）
現職

1990年4月 慶應義塾大学月ヶ瀬リハビリテーションセンター 理学療法士（〜1995年3月）
1995年4月 広島県立保健福祉短期大学理学療法学科助手 （〜1999年3月）
1999年4月 川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科講師（〜2003年3月）
2003年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 助教授
（2008年3月）
2008年4月 同 教授 （現在）
2011年4月 同 リハビリテーション学科理学療法学専攻長（〜2019年3月）
2019年4月 同 保健福祉学研究科 研究科長

315 菅原 憲一

1990年4月 慶應義塾大学月ヶ瀬リハビリテーションセンター 理学療法士（〜1995年3月）
1995年4月 広島県立保健福祉短期大学理学療法学科助手 （〜1999年3月）
1999年4月 川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科講師（〜2003年3月）
2003年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 助教授
（2008年3月）
2008年4月 同 教授 （現在）
2011年4月 同 リハビリテーション学科理学療法学専攻長（〜2019年3月）
2019年4月 同 保健福祉学研究科 研究科長

315 菅原 憲一

1990年4月 慶應義塾大学月ヶ瀬リハビリテーションセンター 理学療法士（〜1995年3月）
1995年4月 広島県立保健福祉短期大学理学療法学科助手 （〜1999年3月）
1999年4月 川崎医療福祉大学医療技術学部リハビリテーション学科講師（〜2003年3月）
2003年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 助教授
（2008年3月）
2008年4月 同 教授 （現在）
2011年4月 同 リハビリテーション学科理学療法学専攻長（〜2019年3月）
2019年4月 同 保健福祉学研究科 研究科長

30 森田 千晶
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1979年4月
年3月）
2004年4月
2006年3月
2011年4月
2016年4月
2018年4月

神奈川県総合リハビリテーションセンター神奈川リハビリテーション病院 作業療法士（〜2000
国際医療福祉大学保健学部作業療法学科 講師（〜2006年3月）
国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科 准教授（〜2011年3月）
杏林大学保健学部作業療法学科 教授（〜2016年3月）
国際医療福祉大学保健医療学部 教授（〜2018年3月）
現職

開講
講義コード
年度

学

科

2019 4210020x00 リハビリテーション（OT)

講義名称

作業療法管理運営

単位数 時間数 代表教員名

1

15 奥原 孝幸

2019 4210030x00 リハビリテーション（OT)

作業療法理論

1

15 森田 千晶

2019 4210045x00 リハビリテーション（OT)

基礎作業学実習

1

45 杉村 直哉

2019 4210055x00 リハビリテーション（OT)

臨床作業療法学実習

2

60 池田 公平

2019 4210070x00 リハビリテーション（OT)

作業療法研究法

1

15 森田 千晶

2019 4220010x00 リハビリテーション（OT)

評価学概論

1

30 池田 公平

2019 4220015x00 リハビリテーション（OT)

2019 4220025x00 リハビリテーション（OT)

2019 4220030x00 リハビリテーション（OT)

2019 4220040x00 リハビリテーション（OT)

2019 4230010x00 リハビリテーション（OT)

2019 4230020x00 リハビリテーション（OT)

2019 4230035x00 リハビリテーション（OT)

2019 4230045x00 リハビリテーション（OT)

2019 4230055x00 リハビリテーション（OT)

2019 4230060x00 リハビリテーション（OT)

2019 4230090x00 リハビリテーション（OT)

2019 4230100x00 リハビリテーション（OT)

評価学演習

精神機能評価学

身体機能評価学Ⅰ

身体機能評価学Ⅱ

精神障害作業療法学

精神障害作業療法学演習

身体障害作業療法学Ⅰ

身体障害作業療法学Ⅱ

身体作業療法学演習

高次神経障害作業療法学

老年期作業療法学

老年期作業療法学演習

主な職歴（実務経験）
1993年3月
2000年3月
2002年4月
2006年4月
2015年4月
2019年4月

富士見台病院作業療法科科長（〜2000年2月）
福山仁風荘病院作業療法室室長（〜2002年2月）
横浜ＹＭＣＡ学院専門学校作業療法科 専任講師（〜2006年3月）
昭和大学保健医療学部作業療法学科 講師（〜2015年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（〜2019年3月）
現職

1979年4月 神奈川県総合リハビリテーションセンター神奈川リハビリテーション病院 作業療法士（〜2000
年3月）
2004年4月 国際医療福祉大学保健学部作業療法学科 講師（〜2006年3月）
2006年3月 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科 准教授（〜2011年3月）
2011年4月 杏林大学保健学部作業療法学科 教授（〜2016年3月）
2016年4月 国際医療福祉大学保健医療学部 教授（〜2018年3月）
2018年4月 現職
平成15年4月 医療法人清泰会 メンタルサポートそよかぜ病院（前 滝澤病院）
平成18年7月 いぬお病院
平成23年4月 医療法人蜻蛉会 南信病院
平成29年9月 現職
2009年4月1日 医療法人社団明芳会 イムス横浜狩場脳神経外科病院リハビリテーション科 副主任（〜
2018年3月31日）
2018年4月1日〜現職
2019年3月18日〜 医療法人横浜柏提会 よこすか浦賀病院 リハビリテーション科（非常勤）
1979年4月 神奈川県総合リハビリテーションセンター神奈川リハビリテーション病院 作業療法士（〜2000
年3月）
2004年4月 国際医療福祉大学保健学部作業療法学科 講師（〜2006年3月）
2006年3月 国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科 准教授（〜2011年3月）
2011年4月 杏林大学保健学部作業療法学科 教授（〜2016年3月）
2016年4月 国際医療福祉大学保健医療学部 教授（〜2018年3月）
2018年4月 現職
2009年4月1日 医療法人社団明芳会 イムス横浜狩場脳神経外科病院リハビリテーション科 副主任（〜
2018年3月31日）
2018年4月1日〜現職
2019年3月18日〜 医療法人横浜柏提会 よこすか浦賀病院 リハビリテーション科（非常勤）

30 長山 洋史

2001年4月 東京都リハビリテーション病院 作業療法科（2007年3月）
2007年4月 介護老人保健施設能見台パートリア（2009年3月）
2009年4月 北里大学医療衛生学部 助教（2013年9月）
2013年10月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 助教
2015年4月 同 講師
2019年4月 同 准教授

30 奥原 孝幸

1993年3月
2000年3月
2002年4月
2006年4月
2015年4月
2019年4月

30 長山 洋史

2001年4月 東京都リハビリテーション病院 作業療法科（2007年3月）
2007年4月 介護老人保健施設能見台パートリア（2009年3月）
2009年4月 北里大学医療衛生学部 助教（2013年9月）
2013年10月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 助教
2015年4月 同 講師
2019年4月 同 准教授

30 長山 洋史

2001年4月 東京都リハビリテーション病院 作業療法科（2007年3月）
2007年4月 介護老人保健施設能見台パートリア（2009年3月）
2009年4月 北里大学医療衛生学部 助教（2013年9月）
2013年10月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 助教
2015年4月 同 講師
2019年4月 同 准教授

30 奥原 孝幸

1993年3月
2000年3月
2002年4月
2006年4月
2015年4月
2019年4月

富士見台病院作業療法科科長（〜2000年2月）
福山仁風荘病院作業療法室室長（〜2002年2月）
横浜ＹＭＣＡ学院専門学校作業療法科 専任講師（〜2006年3月）
昭和大学保健医療学部作業療法学科 講師（〜2015年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（〜2019年3月）
現職

30 奥原 孝幸

1993年3月
2000年3月
2002年4月
2006年4月
2015年4月
2019年4月

富士見台病院作業療法科科長（〜2000年2月）
福山仁風荘病院作業療法室室長（〜2002年2月）
横浜ＹＭＣＡ学院専門学校作業療法科 専任講師（〜2006年3月）
昭和大学保健医療学部作業療法学科 講師（〜2015年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（〜2019年3月）
現職

30 白濱 勲二

医療法人社団 高邦会 柳川リハビリテーション病院 診療技術部
社会福祉法人 平成福祉会 老人保健施設ハイムゾンネ・身体障害者療護施設シャイン
医療法人 新生会 いしい ケア・クリニック リハビリ課
医療法人 新生会 介護老人保健施設 桜の園 リハビリ課

30 白濱 勲二

医療法人社団 高邦会 柳川リハビリテーション病院 診療技術部
社会福祉法人 平成福祉会 老人保健施設ハイムゾンネ・身体障害者療護施設シャイン
医療法人 新生会 いしい ケア・クリニック リハビリ課
医療法人 新生会 介護老人保健施設 桜の園 リハビリ課

30 玉垣 努

昭和58年4月〜平成17年4月 神奈川県総合リハビリテーション事業団 神奈川リハビリテーション病院 作
業療法科
平成19年4月〜平成21年３月 神奈川県リハビリテーション支援センター
平成21年4月〜平成23年９月 目白大学保健医療学部作業療法学科 准教授
平成23年10月
現職

1

30 白濱 勲二

医療法人社団 高邦会 柳川リハビリテーション病院 診療技術部
社会福祉法人 平成福祉会 老人保健施設ハイムゾンネ・身体障害者療護施設シャイン
医療法人 新生会 いしい ケア・クリニック リハビリ課
医療法人 新生会 介護老人保健施設 桜の園 リハビリ課

1

2001年 4月 長崎北病院 総合リハビリテーション部（〜2003年1月）
2003年 1月 和仁会病院 リハビリテーション科（〜2005年3月）
2004年 7月 秋櫻醫院 通所・訪問リハビリ （非常勤〜2009年3月）
30 小河原 格也 2005年 3月 介護老人保健施設 フォスター島原（〜2009年3月）
2009年 4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 助教
（〜2012年8月）
2012年 9月 現職

1

2001年 4月 長崎北病院 総合リハビリテーション部（〜2003年1月）
2003年 1月 和仁会病院 リハビリテーション科（〜2005年3月）
2004年 7月 秋櫻醫院 通所・訪問リハビリ （非常勤〜2009年3月）
30 小河原 格也 2005年 3月 介護老人保健施設 フォスター島原（〜2009年3月）
2009年 4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 助教
（〜2012年8月）
2012年 9月 現職

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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富士見台病院作業療法科科長（〜2000年2月）
福山仁風荘病院作業療法室室長（〜2002年2月）
横浜ＹＭＣＡ学院専門学校作業療法科 専任講師（〜2006年3月）
昭和大学保健医療学部作業療法学科 講師（〜2015年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（〜2019年3月）
現職

開講
講義コード
年度

学

科

2019 4230110x00 リハビリテーション（OT)

2019 4230115x00 リハビリテーション（OT)

講義名称

日常生活援助論

日常生活援助論演習

単位数 時間数 代表教員名

1

1

主な職歴（実務経験）

30 玉垣 努

昭和58年4月〜平成17年4月 神奈川県総合リハビリテーション事業団 神奈川リハビリテーション病院 作
業療法科
平成19年4月〜平成21年３月 神奈川県リハビリテーション支援センター
平成21年4月〜平成23年９月 目白大学保健医療学部作業療法学科 准教授
平成23年10月
現職

30 玉垣 努

昭和58年4月〜平成17年4月 神奈川県総合リハビリテーション事業団 神奈川リハビリテーション病院 作
業療法科
平成19年4月〜平成21年３月 神奈川県リハビリテーション支援センター
平成21年4月〜平成23年９月 目白大学保健医療学部作業療法学科 准教授
平成23年10月
現職

2019 4230120x00 リハビリテーション（OT)

義肢装具学

1

30 森田 千晶

1979年4月
年3月）
2004年4月
2006年3月
2011年4月
2016年4月
2018年4月

2019 4230140x00 リハビリテーション（OT)

作業適用学

1

30 中村 拓人

2012年4月 のぞみサポートセンター木更津 主任（〜2015年2月）
2015年3月 地域療育センターあおば（〜2018年3月）
2018年4月 現職

15 奥原 孝幸

1993年3月
2000年3月
2002年4月
2006年4月
2015年4月
2019年4月

2019 4240020x00 リハビリテーション（OT)

2019 4240040x00 リハビリテーション（OT)

2019 4240050x00 リハビリテーション（OT)

2019 4250010x00 リハビリテーション（OT)

2019 4250036x00 リハビリテーション（OT)

就業援助論

地域作業療法学

地域作業療法学演習

臨床見学

評価学実習Ⅰ

1

1

神奈川県総合リハビリテーションセンター神奈川リハビリテーション病院 作業療法士（〜2000
国際医療福祉大学保健学部作業療法学科 講師（〜2006年3月）
国際医療福祉大学小田原保健医療学部作業療法学科 准教授（〜2011年3月）
杏林大学保健学部作業療法学科 教授（〜2016年3月）
国際医療福祉大学保健医療学部 教授（〜2018年3月）
現職

富士見台病院作業療法科科長（〜2000年2月）
福山仁風荘病院作業療法室室長（〜2002年2月）
横浜ＹＭＣＡ学院専門学校作業療法科 専任講師（〜2006年3月）
昭和大学保健医療学部作業療法学科 講師（〜2015年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授（〜2019年3月）
現職

2001年 4月 長崎北病院 総合リハビリテーション部（〜2003年1月）
2003年 1月 和仁会病院 リハビリテーション科（〜2005年3月）
2004年 7月 秋櫻醫院 通所・訪問リハビリ （非常勤〜2009年3月）
2005年 3月 介護老人保健施設 フォスター島原（〜2009年3月）
30 小河原 格也
2009年 4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 助教
（〜2012年8月）
2012年 9月 現職

1

2001年 4月 長崎北病院 総合リハビリテーション部（〜2003年1月）
2003年 1月 和仁会病院 リハビリテーション科（〜2005年3月）
2004年 7月 秋櫻醫院 通所・訪問リハビリ （非常勤〜2009年3月）
30 小河原 格也 2005年 3月 介護老人保健施設 フォスター島原（〜2009年3月）
2009年 4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 助教
（〜2012年8月）
2012年 9月 現職

1

2001年 4月 長崎北病院 総合リハビリテーション部（〜2003年1月）
2003年 1月 和仁会病院 リハビリテーション科（〜2005年3月）
2004年 7月 秋櫻醫院 通所・訪問リハビリ （非常勤〜2009年3月）
45 小河原 格也 2005年 3月 介護老人保健施設 フォスター島原（〜2009年3月）
2009年 4月 神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 助教
（〜2012年8月）
2012年 9月 現職

2

90 杉村 直哉

平成15年4月 医療法人清泰会 メンタルサポートそよかぜ病院（前 滝澤病院）
平成18年7月 いぬお病院
平成23年4月 医療法人蜻蛉会 南信病院
平成29年9月 現職

2019 4250037x00 リハビリテーション（OT)

評価学実習Ⅱ

4

180 杉村 直哉

平成15年4月 医療法人清泰会 メンタルサポートそよかぜ病院（前 滝澤病院）
平成18年7月 いぬお病院
平成23年4月 医療法人蜻蛉会 南信病院
平成29年9月 現職

2019 4250040x00 リハビリテーション（OT)

総合臨床実習Ⅰ

8

360 中村 拓人

2012年4月 のぞみサポートセンター木更津 主任（〜2015年2月）
2015年3月 地域療育センターあおば（〜2018年3月）
2018年4月 現職

360 池田 公平

2009年4月1日 医療法人社団明芳会 イムス横浜狩場脳神経外科病院リハビリテーション科 副主任（〜
2018年3月31日）
2018年4月1日〜現職
2019年3月18日〜 医療法人横浜柏提会 よこすか浦賀病院 リハビリテーション科（非常勤）

2019 4250050x00 リハビリテーション（OT)

2019 5010010x00 共通

2019 5010020x00 共通

2019 6210050x00 共通

2019 6210060x00 共通

2019 6210070x00 共通

総合臨床実習Ⅱ

ヒューマンサービス論Ⅰ

ヒューマンサービス論Ⅱ

心理学

発達心理学

人間関係とコミュニケーションⅠ

8

1

1

2

1

1

15 村上 明美

15 村上 明美

1985年4月
1995年4月
1999年4月
2003年4月
2004年4月
2007年4月
2013年4月
2017年4月

東京大学医学部附属病院文部技官 助産婦（師）（1995年 3月まで）
山梨県立看護短期大学 講師（1999年 3月まで）
日本赤十字看護大学看護学部 講師（2003年 3月まで）
日本赤十字看護大学 助教授（2004年 3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 助教授 （2007年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 教授 （現在に至る）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科長・教授 （2017年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 学部長（現在に至る）

1985年4月
1995年4月
1999年4月
2003年4月
2004年4月
2007年4月
2013年4月
2017年4月

東京大学医学部附属病院文部技官 助産婦（師）（1995年 3月まで）
山梨県立看護短期大学 講師（1999年 3月まで）
日本赤十字看護大学看護学部 講師（2003年 3月まで）
日本赤十字看護大学 助教授（2004年 3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 助教授 （2007年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科 教授 （現在に至る）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 看護学科長・教授 （2017年3月まで）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 学部長（現在に至る）

30 生田 倫子

2004年4月 武蔵野大学人間関係学部講師 （至 2008年3月）
2009年4月 慶応大学先導研究センター専任研究員 （至 2011年3月）
その他の職歴：国立療養所岩手病院神経内科所属心理療法士・心理判定士、宮城県教育委員会いじめ
自殺ホットライン相談員、宮城県スクールカウンセラー、児童養護施設心理士等

15 生田 倫子

2004年4月 武蔵野大学人間関係学部講師 （至 2008年3月）
2009年4月 慶応大学先導研究センター専任研究員 （至 2011年3月）
その他の職歴：国立療養所岩手病院神経内科所属心理療法士・心理判定士、宮城県教育委員会いじめ
自殺ホットライン相談員、宮城県スクールカウンセラー、児童養護施設心理士等

15 小林 正稔

1979年7月
1981年6月
1984年4月
1989年4月
1994年4月
1995年4月
2003年4月
2007年4月
2007年4月
2009年4月
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神奈川県立中井やまゆり園 生活指導員 （〜1981年5月）
神奈川県立国府実修学校 教護（寮長） （〜1984年3月）
神奈川県小田原児童相談所 心理判定員 （〜1989年3月）
神奈川県中央児童相談所 心理判定員 （〜1994年3月）
神奈川県厚木児童相談所心理判定員 （〜1995年3月）
神奈川県立栄養短期大学 助教授 （〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教授 （〜2007年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授 （〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授 （〜2009年3月）
現職

開講
講義コード
年度

学

科

講義名称

2019 6210080x00 共通

単位数 時間数 代表教員名

人間関係とコミュニケーションⅡ

2019 6220040x00 共通

ボランティア・市民活動論

1

1

30 小林 正稔

1979年7月
1981年6月
1984年4月
1989年4月
1994年4月
1995年4月
2003年4月
2007年4月
2007年4月
2009年4月

30 生田 倫子

2004年4月 武蔵野大学人間関係学部講師 （至 2008年3月）
2009年4月 慶応大学先導研究センター専任研究員 （至 2011年3月）
その他の職歴：国立療養所岩手病院神経内科所属心理療法士・心理判定士、宮城県教育委員会いじめ
自殺ホットライン相談員、宮城県スクールカウンセラー、児童養護施設心理士等
1998年4月
2006年4月
2011年4月
2018年4月

2019 6260020x00 共通

保健医療福祉論Ⅰ

2

45 岸川 学

2019 6260040x00 共通

保健医療福祉論Ⅱ

2

30 西村 淳

2019 6270020x01 共通

カウンセリング論

1

30 小林 正稔

2019 6270050x00 共通

救命・救急学概論

学科専門科目
合
計
単
位
数

共通科目

14

1

単位数

主な職歴（実務経験）
神奈川県立中井やまゆり園 生活指導員 （〜1981年5月）
神奈川県立国府実修学校 教護（寮長） （〜1984年3月）
神奈川県小田原児童相談所 心理判定員 （〜1989年3月）
神奈川県中央児童相談所 心理判定員 （〜1994年3月）
神奈川県厚木児童相談所心理判定員 （〜1995年3月）
神奈川県立栄養短期大学 助教授 （〜2003年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教授 （〜2007年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授 （〜2009年3月）
神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授 （〜2009年3月）
現職

社会福祉法人横須賀たんぽぽの郷 援助職員（〜2006年3月）
社会福祉法人横須賀たんぽぽの郷 主任（〜2011年3月）
神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科 助教（〜2018年3月）
現職

厚生労働省（政策企画官、企業年金国民年金基金課長、社会統計課長、大臣官房参事官等）
2014年9月 北海道大学公共政策大学院教授
2017年4月 現職
1979年7月 神奈川県立中井やまゆり園 生活指導員 （〜1981年5月）
1981年6月 神奈川県立国府実修学校 教護（寮長） （〜1984年3月）
1984年4月 神奈川県小田原児童相談所 心理判定員 （〜1989年3月）
1989年4月 神奈川県中央児童相談所 心理判定員 （〜1994年3月）
1994年4月 神奈川県厚木児童相談所心理判定員 （〜1995年3月）
1995年4月 神奈川県立栄養短期大学 助教授 （〜2003年3月）
2003年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 助教授 （〜2007年3月）
2007年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部 准教授 （〜2009年3月）
2007年4月 神奈川県立保健福祉大学大学院 准教授 （〜2009年3月）
2009年4月 現職
1990年6月 防衛医科大学校付属病院研修医
1994年6月 防衛医科大学校付属病院専門研修医
1997年10月 防衛医科大学校医学研究科
2006年4月 さいたま北部医療センター 内科・健診センター部長
2007年4月 城西大学薬学部医療栄養学科 臨床栄養学研究室教授
さいたま北部医療センター 内科非常勤医師
2015年4月 JA埼玉厚生連久喜総合病院 代謝糖尿病内科・総合診療科医長
2016年4月 現職
埼玉医科大学総合医療センター内分泌・糖尿病内科客員教授
2019年4月 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学研究科副研究科長
神奈川県立保健福祉大学ヘルスイノベーション研究科教授

15 中島 啓

合計

※講義名称欄の色付きは、課程選択者が履修する科目（合計単位数には含まない）

看護学科

52

66

栄養学科

47

61

社会福祉学科

49

63

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科（理学療法専攻）（PT)

72

86

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科（作業療法専攻）（OT)

71

85
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