
Ｑ１（前期前半）4月5日～6月3日，　インターバル期間：6月6日～6月9日

看　護

放　射

検　査

理　学

作　業

看　護

放　射

検　査

【45502】基礎作業学実習＊
理　学 戸出・前田・松居・中嶋・武田・菊池・太田（哲）

　 （2204）

【45502】基礎作業学実習
作　業 戸出・前田・松居・中嶋・武田・菊池・太田（哲）

　 （2204）

【45128】看護研究概論 【19006】学域ＧＳ言語科目Ⅱ 【45153】臨床実践看護学入門＊ 【45154】健康発達看護学入門＊
看　護 岡本(理)・谷口・鏡(真)・京田・ 藤野・加藤・多﨑・大江・大桑・ 津田・毎田・田淵・塚崎・表・

向井・正源寺・堀口  (1220) 田中(浩)・谷口・向井 岡本(理)・京田・鏡(真)
 (1220) （1220）  (1220)

　　

　
【45245】超音波検査技術学 【45220】電気工学実験

放　射 　 川島 中山・岡本（博）
 (1304) （3215・1304）

【45319】臨床化学特論 【45322】血清・免疫検査学 【45320】病原微生物学Ⅱ 【45316】病態生理学Ⅰ
検　査 本間・川井・澁谷 本多・杉谷・片桐・村居 本多・村居 本多・森下・大倉

（4102） （4102） （4102） （4102）

【45408】運動器系病理学 【45440】代謝障害理学療法学演習 【45427】日常生活活動学実習　
理　学 細 横川・間所 山崎・田中（正）・稲岡

（2101） （2101) （2202, 2203）

【45526】義肢装具学 【45408】運動器系病理学
作　業 西村 細

（5104） （2101）

【45141】公衆衛生看護管理論＊
看　護 表・高橋(裕）

（1220,4111,体育館）

放　射 【45248(集中)】卒業研究　　各教員

【45245】超音波検査技術学＊
検　査 川島  【45337】卒業研究　　各教員

（1304）

理　学 【45453(集中)】臨床実習Ⅳ　各教員

　

作　業 【45539(集中)】 総合臨床実習Ⅰ・【45543(集中)】 総合臨床実習Ⅱ・【45544(集中)】 総合臨床実習Ⅲ        各教員

3

エスピノザ

4

月

2

共通教育科目

共通教育科目

〔大学・社会生活論〕
稲津・他

（総合教育棟B1・他）

1

共通教育科目

稲津・他

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

（総合教育棟B1・他）

〔大学・社会生活論〕
稲津・他

（総合教育棟B1・他）

（総合教育棟B1・他）

〔大学・社会生活論〕
稲津・他

（総合教育棟B1・他）

〔大学・社会生活論〕

〔大学・社会生活論〕
稲津・他

5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）



Ｑ１（前期前半）4月5日～6月3日，　インターバル期間：6月6日～6月9日

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

【16004】国際コミュニケーション＊ 【13101】生体の構造 【23101】　栄養・生化学 【45101】看護学入門 【13102】生体の機能
看　護 エスピノザ・稲岡 藤野・向井・中谷 徳丸・大貝・田中（浩） 大江・渡邉 藤野・向井・中谷

（2101） (1220)  (1220)  (1220)  (1220)

【16004】国際コミュニケーション＊
放　射 エスピノザ・稲岡 【33001】医用物理学実験 岡本（博）　　　　　　（3215）

（2101）

【16004】国際コミュニケーション＊ 【33001】医用物理学実験＊ 岡本（博）　　　　　　（3215）
検　査 エスピノザ・稲岡 【33003】生命科学実験＊ 櫻井　　　　　 （3214）

（2101）

【16004】国際コミュニケーション＊ 【13402】生体の機能 【13401】生体の構造
理　学 エスピノザ・稲岡 杉本 細

（2101） （2101） （2101）

【16004】国際コミュニケーション＊ 【13402】生体の機能 【13401】生体の構造
作　業 エスピノザ・稲岡 杉本 細

（2101） （2101） （2101）

看　護

放　射

【33001】医用物理学実験＊ 岡本（博）　　　　　　（3215）
検　査 【33003】生命科学実験＊ 櫻井　　　　　 （3214）

理　学

作　業

【45129】成人看護技術演習 【45131】小児看護技術演習
看　護 大桑・多﨑・藤野・堀口・市橋 津田・斎藤

（3310, 3311, 3312, 4102,4111,1304,3304,体育館) （1219.1220,4102,4111,体育館）

【45231】放射線関係法規 【45228】放射線計測学実験Ⅰ
放　射 武村 川井 松原・川嶋

（4102） （4102） （1102～1106,4102）

【45357】臨床生理学Ⅱ 【45325】病原微生物学実習
検　査 稲津・本間 林・長屋 岡本(成）・杉谷

（1304） （1304） （1614,1304）

【45431】
　中枢神経系理学療法学 　【45432】中枢神経系理学療法学実習 【45418】機能診断学 　【45420】機能診断学実習

理　学 淺井 　　　淺井 　山崎 　山崎
（2102,2202,2203） 　　　（2102,2202,2203） （2102） 　（2102，2202，2203）

【45508】精神障害評価学演習 【45523】日常生活活動学 【45506】作業療法評価学 【45505】作業療法評価学実習
作　業 米田・菊池 西村 砂原・中嶋・武田・太田（哲） 砂原・中嶋・武田・太田（哲）

（5104） （5104） （4108,2501） （4108,2501）

看　護 塚崎・京田・板谷 【45146(集中)】看護研究　　各教員
（1220）

放　射 【45246(集中)】臨床実習Ⅰ　　各教員

検　査 【-】卒業研究　　各教員

理　学 【-】臨床実習Ⅳ　各教員

　

作　業 【-】総合臨床実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　　各教員

4

 【45143】在宅看護論

火

1

3

【45237】高精度放射線治療機器学

【45356】臨床化学Ⅱ

2

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目



Ｑ１（前期前半）4月5日～6月3日，　インターバル期間：6月6日～6月9日

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

【16005-1】アカデミックスキル 地域概論
稲津・１年クラス担任・他 稲津・１年クラス担任・他 データサイエンス基礎

看　護 総合教育棟B1・他，保健学類 総合教育棟B1・他，保健学類 藤野・大貝
（1201,1220,1221,1303,4108, （1201,1220,1221,1303,4108, 総合教育棟，保健学類（1220）
4号館2階会議室,体育館） 4号館2階会議室,体育館）

【16005-2】アカデミックスキル 地域概論 データサイエンス基礎
放　射 稲津・１年クラス担任・他 稲津・１年クラス担任・他 中山・林・水谷

総合教育棟B1・他，保健学類（1304） 総合教育棟B1・他，保健学類（1304） 総合教育棟，保健学類（1304）

【16005-3】アカデミックスキル 地域概論 データサイエンス基礎
検　査 稲津・１年クラス担任・他 稲津・１年クラス担任・他 関根・櫻井・杉谷

総合教育棟B1・他，保健学類（1218） 総合教育棟B1・他，保健学類（1218） 総合教育棟，保健学類（1218）

【16005-4】アカデミックスキル 地域概論 データサイエンス基礎
理　学 稲津・１年クラス担任・他 稲津・１年クラス担任・他 松﨑

総合教育棟B1・他，保健学類（2101） 総合教育棟B1・他，保健学類（2101） 総合教育棟，保健学類（2101）

【16005-5】アカデミックスキル 地域概論 データサイエンス基礎
作　業 稲津・１年クラス担任・他 稲津・１年クラス担任・他 武田・他

総合教育棟B1・他，保健学類（4109) 総合教育棟B1・他，保健学類（4109） 総合教育棟，保健学類（4109）

【45113】小児看護対象論 【45125】看護生態アセスメント演習 【45127（集中）】基礎看護実習
看　護 津田・斎藤 大桑・多﨑・大江・藤野・向井・堀口・浅田・市橋・北川 大江・向井・浅田・北川

（1220） （3311, 3312，体育館） (3312, 1220)

【45210】放射線物理学 【13202】生体の機能
放　射 林 稲津・本多・林（研）・毎田・河崎・他

（1218） （体育館）

【45355】生化学 【23306】医用工学概論 【13302】生体の機能
検　査 櫻井 大貝 稲津・本多・林（研）・毎田・河崎・他

（1304） （1304） （体育館）

【45405】神経病態学 【45424】運動療法学 【45425】運動療法学実習
理　学 中川 中川 横川 横川・間所

（2101） （2101） （2102,2202） （2102,2202,体育館)

【45405】神経病態学 【45424】運動療法学 【45425】運動療法学実習＊
作　業 中川 中川 横川 横川・間所

（2101） （2101） （2102,2202） （2102,2202,体育館）

【45133】精神看護技術演習 【-】小児看護技術演習
看　護 田中(浩)・河村・長田 津田・斎藤

（4111,1221,1220,1218,体育館） （1219.1220,4111,体育館）

【45240】医療統計学 【45232】放射線衛生管理学 【45239】放射線機器学実験Ⅱ
放　射 岡本（博）・関根 川井・水谷 小野口・川島・澁谷

（4102） （4102） （1108, 1109,1101,4102, 3107）

【-】臨床化学Ⅱ 【45323】血液検査学実習
検　査 稲津・本間 森下・長屋

（4111） （1602）

【45444】地域リハビリテーション論
理　学 淺井・松﨑

（2102）

　
【45536】地域作業療法学 【45522(集中)】身体障害作業療法学実習Ⅰ

作　業 砂原 柴田・西村・砂原・中嶋・武田・太田（哲）
（4108） （2501）

【45142】地域健康支援論 【45174】公衆衛生看護活動論＊ 【-】看護研究
看　護 塚崎・表・岡本（理） 表・岡本（理）・池内 各教員

（1220） （4111,1217,1201)

放　射 【-】臨床実習Ⅰ　　各教員

検　査 【-】卒業研究　　各教員
（2101）

理　学 【-】臨床実習Ⅳ　　　各教員

　

作　業 【-】総合臨床実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ        各教員

水

2

【33004】リハビリテーション医学概論

【33004】リハビリテーション医学概論

4

3

【33004】リハビリテーション医学概論*
中川

1

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目



Ｑ１（前期前半）4月5日～6月3日，　インターバル期間：6月6日～6月9日

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

看　護

放　射

検　査

理　学

作　業

【45109】日常生活援助論 【45110】療養行動援助論 【45126】基礎看護技術演習 【45152】看護基礎統計＊
看　護 大江・向井・浅田・北川 多﨑・大桑 大江・向井・浅田・北川 野村，板谷

(1220) (1220) （3312,3311,4108,4109,体育館） （4111,4109）

【-】生体の機能 【45219】電気工学 【45235】放射線機器学 【23201】臨床医学入門
放　射 稲津・本多・毎田・河崎・他 中山 松原 　　　小林（聡）

（体育館） （4111） （4111） 　　　（1218）（4111）

【-】生体の機能 【45305】微生物学総論 【－】生化学 【45338】臨床医学入門
検　査 稲津・本多・毎田・河崎・他 岡本（成） 　櫻井　 林(研)・本多

（体育館） （1304） （1304） （1220）

【45513】作業療法管理学＊ 【23408】人間発達学 【23406】基礎運動学 【45456】栄養・薬理学 【45402】臨床医学入門
理　学 柴田・砂原・菊池 杉本 染矢・三秋・西村 杉本 林(研)・本多

（2102） （2101） （2101） （2101） (1220)

【45513】作業療法管理学 【23408】人間発達学 【23406】基礎運動学 【45456】栄養・薬理学 【45402】臨床医学入門
作　業 柴田・砂原・菊池 杉本 染矢・三秋・西村 杉本 林(研)・本多

（2102） （2101） （2101） （2101） (1220)

　 　
【45132】母性看護技術演習

看　護 田淵・毎田・鏡(真)・南・太田（良）・小西
（1217ア，1220, 1221,1419, 1420, 1421, 1422, 1303,1402,4111,体育館）

　 　
【45243】核医学検査技術学 【45241】Ｘ線ＣＴ技術学 【45211】医学放射線物理学 【45255】Ｘ線ＣＴ情報学＊

放　射 小野口・澁谷 市川 大野・宮地 　　　　小林（聡）
（4102） （4102） （4102） （4102）

　

【45317】寄生虫学演習 【-】病原微生物学実習
検　査 所・村居・及川・岡澤 岡本(成）・杉谷

（3214） （1614,1218）

【45428】
【45430】神経・筋系理学療法学演習 【45423】高次脳機能障害学＊　 　骨・関節系理学療法学 　　【45429】骨・関節系理学療法学実習　 【45443】障害者環境論

理　学 三秋 砂原 久保田 　　　　　久保田 山崎・田中(正)・稲岡
（2101） （1218） （2102,2202,2203） 　　　　　（2102,2202,2203） （2102）

　
【45509】高次脳機能障害評価学

作　業 砂原
（1218）

【45175】公衆衛生看護技術演習＊ 【45144】地域アセスメント技術演習＊
看　護 表・岡本（理）・池内・髙橋（裕）・板谷 岡本（理）・板谷・髙橋（裕）・池内

（3310,4317,1303） （3310）

放　射 【-】臨床実習Ⅰ　　各教員

検　査 【-】卒業研究　　各教員

理　学 【-】臨床実習Ⅳ　　各教員

　

作　業 【-】 総合臨床実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ        各教員

木

共通教育科目

4

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

2

3

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕

1

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

共通教育科目



Ｑ１（前期前半）4月5日～6月3日，　インターバル期間：6月6日～6月9日

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

【16001】医薬保健学基礎Ⅰ＊
看　護 西村・他

（総合教育棟B10・他）

【16001】医薬保健学基礎Ⅰ＊
放　射 西村・他

（総合教育棟B10・他）

【16001】医薬保健学基礎Ⅰ＊
検　査 西村・他

（総合教育棟B10・他）
　　　

【16001】医薬保健学基礎Ⅰ＊
理　学 西村・他

（総合教育棟B10・他）

【16001】医薬保健学基礎Ⅰ＊
作　業 西村・他

（総合教育棟B10・他）

【45105】疫学・保健統計学 【45122】地域看護概論
看　護 京田 塚崎・表

（1220） （1220）

【13201】生体の構造 【45212】放射化学 【45214】放射線画像形成学
放　射 川島 林 市川

(1218)  (1218)  (1218)

【13301】生体の構造 【23303】解剖学実習 【45304】血液学
検　査 笠島・尾崎 笠島・尾崎 森下・片桐

（1304） （1602） （4102）

【23402】人体構造学実習 【23405】人体機能学実習
理　学 細・松﨑・間所・武田・太田（哲）・尾﨑（紀） 杉本・田中（正）・菊池

（2401） （2202, 2302）

　
【23402】人体構造学実習 【23405】人体機能学実習

作　業 細・松﨑・間所・武田・太田（哲）・尾﨑（紀） 杉本・田中（正）・菊池
（2401） 　 （2202, 2302） 　

【45130】老年・リハビリテーション看護技術演習 【-】小児看護技術演習
看　護 加藤・谷口・正源寺 津田・斎藤

（1220,3312,4108,4111,4109,1303,1309,4号館会議室） （1219,1220,4111,体育館)

☆理系一括入学者用
【45224】診療撮影技術学Ⅱ 【16001】医薬保健学基礎Ⅰ＊

放　射 松原・田中（利） 西村・他
（1304） （総合教育棟B10・他）

【23309】薬物代謝学演習 【23310】病理学Ⅱ 【45314】臨床生理学演習Ⅰ
検　査 　　　　稲津 笠島 林(研)・長屋

（4102） （1304） （1523 ,1526,1304）

【-】感覚運動器系病態学 【45433】スポーツ障害理学療法学演習
理　学 染矢 三秋

（2101） （2102,2203）

【-】感覚運動器系病態学 【19005】学域GS言語科目Ⅰ 【45535】生活適応能力学
作　業 染矢 エスピノザ 柴田

（2101） （2101） （2101）

看　護 表・岡本（理）・髙橋（裕）・池内・京田・板谷
 (4111,3310,4317,1217ア)

放　射 【-】卒業研究　　各教員

検　査 【-】卒業研究　　各教員

理　学 【-】臨床実習Ⅳ　各教員

　

作　業 【-】 総合臨床実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ        各教員

Ｑ１（前期前半）時間割表欄外記載事項
① 1年次のみ，6月7日（火）は補講日とする。
② 原則として，専門教育科目は鶴間キャンパスの保健学類校舎で，共通教育科目は，角間キャンパスの総合教育棟で授業を行う。
③ 授業科目欄の【 】内の数字は，時間割コードを示す。なお，学務情報サービス（システム）における分類のため，数字の他にアルファベットを付す場合もある。

また，（集中）の記載のある科目は，履修登録画面では，「集中等」の枠から登録すること。共通教育科目については，別途「共通教育科目履修案内・授業時間割表2022」を参照すること。
④ 授業科目欄の【-】は，前学期・区分からの継続科目又は同一週で分割して行う授業を示し，最初に開講掲載されている科目に時間割コードが示されている。

この場合の科目は，途中からの登録はできない。また単位の分割もできないので注意すること。
⑤ 授業科目の＊印の表示は，該当専攻の選択科目を示す。
⑥ 各専攻の実習・実験の履修方法等は，各専攻の指示に従うこと。
⑦ 各専攻4年次対象の選択科目の履修は，臨床（地）実習，卒業研究の関連があるので各専攻の指示に従うこと。
⑧ 各専攻4年次対象の臨床（地）実習，卒業研究の履修方法等は，各専攻の指示に従うこと。

〈連絡事項〉看護学専攻
・ 看護学専攻2年次の【45127】基礎看護実習は，9月に集中して行うため，日程は専攻の指示に従うこと。
・ 看護学専攻4年次の【45141】公衆衛生看護管理論，【45142】地域健康支援論，【45143】在宅看護論，【45144】地域アセスメント技術演習，【45174】公衆衛生看護活動論，【45175】公衆衛生看護技術演習の履修方法は，専攻の指示に従うこと。
・ 看護学専攻2年次以上の【45101】看護学入門の履修方法（日程）は，専攻の指示に従うこと。

（連絡事項）理学療法学専攻
・ ２年次前期【45450】臨床実習Ⅰは，夏季休業中に開講する（後日通知）。

（連絡事項）作業療法学専攻
・ ２年次前期【45533】リハビリテーション医学実習は，夏季休業中に開講する（後日通知）。
・ ３年次前期【45542】発達期作業療法学は，夏季休業中に開講する（後日通知）。

2

3

4

【45147(集中)】公衆衛生看護実習＊　　

金

1

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目 共通教育科目

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目 共通教育科目

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目 共通教育科目

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目 共通教育科目

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目 共通教育科目



Ｑ２（前期後半）6月10日～8月5日

看　護

放　射

検　査

理　学

作　業

看　護

放　射

検　査

【-】基礎作業学実習＊
理　学 戸出・前田・松居・中嶋・武田・菊池・太田（哲）

（2204）

【-】基礎作業学実習
作　業 戸出・前田・松居・中嶋・武田・菊池・太田（哲）

（2204）

【45167(集中)】
　看護サービスの組織化演習 【45134(集中)】急性･周手術期看護実習　　大桑・市橋

看　護 多﨑・他 【45135(集中)】慢性・終末期看護実習　　多﨑・藤野・堀口 （1217,1221,1303,1402,4109,4305）
(1220, 1217,1218,1219,
 CPDｾﾝﾀｰ，体育館）

　
【-】超音波検査技術学 【-】電気工学実験

放　射 　 川島 中山・岡本（博）
 (1304) （3215,1304）

【-】臨床化学特論 【-】病原微生物学Ⅱ　 【-】病態生理学Ⅰ
検　査 本間・川井・澁谷 本多・村居 本多・森下・大倉

（4102） （4102） （4102）

【-】運動器系病理学 【-】代謝障害理学療法学演習 【-】日常生活活動学実習
理　学 細 横川・間所 山崎・田中（正）・稲岡

（2101） （2101） （2202, 2203）

【-】義肢装具学 【-】運動器系病理学
作　業 西村 細

（5104） （2101）

看　護 表・岡本（理）・髙橋（裕）・池内・京田・板谷
（4317）

放　射 【-】卒業研究　　各教員

【-】超音波検査技術学＊
検　査 川島 【-】卒業研究　　各教員

 (1304)

理　学 【-】臨床実習Ⅳ　各教員

　

作　業 【-】 総合臨床実習Ⅰ・【-】 総合臨床実習Ⅱ・【-】 総合臨床実習Ⅲ        各教員

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

1

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

2

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

3

4

【-】公衆衛生看護実習＊　

月

共通教育科目

共通教育科目



Ｑ２（前期後半）6月10日～8月5日

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

【-】生体の構造 【-】栄養・生化学 【23102】精神健康論 【-】生体の機能
看　護 藤野・向井・中谷 徳丸・大貝・大桑 田中(浩)・長田 藤野・向井・中谷

 (1220)  (1220)  (1220)  (1220)

放　射 【-】医用物理学実験 岡本（博）　　　　　　 （3215）

【-】医用物理学実験＊ 岡本（博）　　　　　　 （3215）
検　査 【-】生命科学実験＊ 櫻井　　　　　 （3214）

【-】生体の機能 【-】生体の構造
理　学 杉本 細

（2101） （2101）

【-】生体の機能 【-】生体の構造
作　業 杉本 細

（2101） （2101）

看　護

放　射

【-】医用物理学実験＊ 岡本（博）　　　　　　 （3215）
検　査 【-】生命科学実験＊ 櫻井　　　　　 （3214）

理　学

作　業

【-】成人看護技術演習　　
大桑・多﨑・藤野・堀口・市橋 【-】急性･周手術期看護実習　　大桑・市橋　　　　　　　　　　　【-】慢性・終末期看護実習　　多﨑・藤野・堀口　　　　　　
（3310,3311,3312,4102,4111, 【45140(集中)】精神看護実習　　田中（浩）・河村・長田　　　 　【45136(集中)】老年・リハビリテーション看護実習　　加藤・谷口・正源寺
　1304,3304,1220,体育館)

【-】 精神看護技術演習 （1217,1221,1303,1402,4109,4305）
田中(浩)・河村・長田
（1220,体育館）

【-】放射線関係法規 【-】放射線計測学実験Ⅰ
放　射 武村 川井 松原・川嶋

（4102） （4102） （1102～1106,4102）

【45318】病理検査学　 【-】臨床生理学Ⅱ 【-】血清・免疫検査学
検　査 笠島・尾崎 林・長屋 本多・杉谷・片桐・村居

（1304） （1304） （1304）

【-】

　中枢神経系理学療法学 【-】中枢神経系理学療法学実習 【-】機能診断学 　【-】機能診断学実習
理　学 淺井 　　　淺井 山崎 　山崎

（2102, 2202, 2203) 　　　（2201,2202,2203） （2102） 　（2102，2202，2203）

【-】精神障害評価学演習 【-】作業療法評価学 【-】作業療法評価学実習
作　業 米田・菊池 砂原・中嶋・武田・太田（哲） 砂原・中嶋・武田・太田（哲）

（5104） （4108,2501） （4108,2501）

【-】公衆衛生看護実習＊　 　【45171(集中)】　ヘルスプロモーション実習
看　護 表・岡本（理）・髙橋（裕）・池内・京田・板谷 塚崎・京田・板谷・髙橋（裕）・池内

（4317） （1220）

放　射 【-】臨床実習Ⅰ　　各教員

検　査 【-】卒業研究　　各教員

理　学 【-】臨床実習Ⅳ　各教員

　

作　業 【-】 総合臨床実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ        各教員

2

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

火

1

共通教育科目

3

看　護

【-】高精度放射線治療機器学

4



Ｑ２（前期後半）6月10日～8月5日

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

【16006-1】

看　護 １年クラス担任・他
（1201,1220,1221,1303,1218,

4号館2階会議室,体育館）

【16006-2】

放　射 １年クラス担任・他
（1304）

【16006-3】

検　査 １年クラス担任・他
（1218）

【16006-4】

理　学 １年クラス担任・他
（2101）

【16006-5】

作　業 １年クラス担任・他
（4109）

【45112】老年看護対象論 【45114】母性看護対象論 【-】看護生態アセスメント演習 【-】基礎看護実習
看　護 加藤・谷口・正源寺 田淵・鏡(真)・小西・南 大桑・多﨑・大江・藤野・向井・堀口・浅田・市橋・北川 大江・向井・浅田・北川

（1220,4111） （1220） （3311,3312,体育館） (3312, 1220,体育館)

【45207】公衆衛生学 【-】放射線物理学
放　射 小林(正)・川島・小林(聡)・松原・ 林

田中(利) （1218）
（1218）

【45330】分子生物学演習 【-】医用工学概論
検　査 櫻井 大貝

（1304） （1304）

【-】神経病態学 【-】人体機能学実習
理　学 中川 中川 杉本・田中（正）・菊池

（2101） （2101） （2202，2302）

【-】神経病態学 【-】人体機能学実習
作　業 中川 中川 杉本・田中（正）・菊池

（2101） （2101） （2202，2302）

【-】母性看護技術演習
　 田淵・毎田・鏡(真)・南・太田(良)・ 【-】老年・リハビリテーション看護実習　　

小西（1220） 加藤・谷口・正源寺
【-】老年・リハビリテーション看護技術演習 （1217,1221,1303,1402,4109,4305）

加藤・谷口・正源寺

（3312,1304,1219,1221,4111）

【-】医療統計学 【-】放射線衛生管理学 【-】放射線機器学実験Ⅱ
放　射 岡本（博）・関根 川井・水谷 小野口・川島・澁谷

（4102） （4102） （1108,1109,1101,4102,3107）

【-】病理学Ⅱ 【-】血液検査学実習
検　査 　　笠島 森下・長屋

（4111） （1602）

【-】高次脳機能障害学＊ 【19004】学域GS言語科目Ⅰ
理　学 砂原 稲岡

（5104） （4108）

　
【-】高次脳機能障害評価学 【45540(集中)】身体障害作業療法学実習Ⅱ

作　業 砂原 柴田・西村・砂原・中嶋・武田・太田（哲）
（5104） （2102, 2501）

【-】看護研究
看　護 表・岡本（理）・髙橋（裕）・池内・京田・板谷 各教員

（4317）

放　射 【-】臨床実習Ⅰ　　各教員

【-】卒業研究　
検　査 各教員

（2101）

理　学 【-】臨床実習Ⅳ　各教員

　

作　業 【-】 総合臨床実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ        各教員

2

共通教育科目

水

4

【-】公衆衛生看護実習＊　

【-】リハビリテーション医学概論*
中川

プレゼン・ディベート論
共通教育科目

1

3

看　護

プレゼン・ディベート論
共通教育科目

プレゼン・ディベート論
共通教育科目

プレゼン・ディベート論

【-】リハビリテーション医学概論

【-】リハビリテーション医学概論

プレゼン・ディベート論
共通教育科目



Ｑ２（前期後半）6月10日～8月5日

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

看　護

放　射

検　査

理　学

作　業

【-】日常生活援助論 【45111】成人看護対象論 【-】基礎看護技術演習 【-】看護基礎統計＊
看　護 大江・向井・浅田・北川 大桑・多﨑 大江・向井・浅田・北川 野村，板谷

（1220） （1220） （3312,3311,3310,1218） （4109,4111）

【-】電気工学 【-】放射線機器学 【-】臨床医学入門　
放　射 中山 松原 　　　小林（聡）

（4111） （4111） 　　　（1218）（4111）

【45310】遺伝子解析学演習 【45311】病原微生物学Ⅰ 【-】臨床医学入門
検　査 　櫻井　 　岡本（成） 林(研)・本多

（1304） （1304） (1220)

【-】作業療法管理学＊ 【45404】発生発達病態学 【-】基礎運動学 【-】栄養・薬理学 【-】臨床医学入門
理　学 柴田・砂原・菊池 杉本 染矢・三秋・西村 杉本 林(研)・本多

（2102） （2101） （2101） （2101） (1220)

【-】作業療法管理学 【45404】発生発達病態学 【-】基礎運動学 【-】栄養・薬理学 【-】臨床医学入門
作　業 柴田・砂原・菊池 杉本 染矢・三秋・西村 杉本 林(研)・本多

（2102） （2101） （2101） （2101） (1220)

　 　
【-】看護サービスの組織化演習 【45138(集中)】母性看護実習　　田淵・毎田・鏡(真)・南・太田（良）・小西　　　【45139(集中)】小児看護実習　　津田・斎藤

看　護 多﨑・他 【-】精神看護実習　　田中(浩)・河村・長田　　　　【-】老年・リハビリテーション看護実習　　加藤・谷口・正源寺
(1220, 1217,1218,1219, （1217,1221,1303,1402,4109,4305）
 CPDｾﾝﾀｰ，体育館，宝ホール）

　 　
【-】核医学検査技術学 【-】Ｘ線ＣＴ技術学 【-】医学放射線物理学 【-】Ｘ線ＣＴ情報学＊

放　射 小野口・澁谷 市川 大野・宮地 　　　　小林（聡）
（4102） （4102） （4102） （4102）

　
　 　 　 　 　

【-】臨床生理学演習Ⅰ 【45315】臨床化学実習
検　査 林(研)・長屋 稲津・本間

（1523 ,1526,1304） （3213,3214）

【-】 　 　
【-】神経・筋系理学療法学演習 【45434】義肢装具学 　骨・関節系理学療法学 　　【-】骨・関節系理学療法学実習　

理　学 三秋 久保田 久保田 　　　　　久保田
（2101） （2102,2202) 　（2102,2202,2203） 　　　　　（2102,2202,2203）

作　業

看　護 表・岡本（理）・髙橋（裕）・池内・京田・板谷
（4317）

放　射 【-】臨床実習Ⅰ　　各教員

【-】卒業研究
検　査 各教員

理　学 【-】臨床実習Ⅳ　各教員

　

作　業 【-】 総合臨床実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ        各教員

4

【-】公衆衛生看護実習＊

木

1

2

3

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目



Ｑ２（前期後半）6月10日～8月5日

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

【16002】医薬保健学基礎Ⅱ＊
看　護 西村・他

（総合教育棟B10・他，
　自然科学講義棟大講義室A・B）

【16002】医薬保健学基礎Ⅱ＊
放　射 西村・他

（総合教育棟B10・他，
　自然科学講義棟大講義室A・B）

【16002】医薬保健学基礎Ⅱ＊
検　査 西村・他

（総合教育棟B10・他，
　自然科学講義棟大講義室A・B）

【16002】医薬保健学基礎Ⅱ＊
理　学 西村・他

（総合教育棟B10・他，
　自然科学講義棟大講義室A・B）

【16002】医薬保健学基礎Ⅱ＊
作　業 西村・他

（総合教育棟B10・他，
　自然科学講義棟大講義室A・B）

【-】疫学・保健統計学 【-】地域看護概論 【45103】保健医療福祉概論
看　護 京田 塚崎・表 岡本（理）・板谷・池内

（1220） （1220） （1220）

【-】生体の構造 【-】放射化学 【-】放射線画像形成学
放　射 川島 林 市川

(1218) (1218)  (1218)

【-】生体の構造 【-】解剖学実習 【-】血液学
検　査 笠島・尾崎 笠島・尾崎 森下・片桐

（1304） （1602） （4102）

【-】人体構造学実習 【-】運動療法学 【-】運動療法学実習
理　学 細・松﨑・間所・武田・太田（哲）・尾﨑（紀） 横川 横川・間所

（2401） （2102,2202,体育館） （2102,2202,体育館）

　
【-】人体構造学実習 【-】運動療法学 【-】運動療法学実習＊

作　業 細・松﨑・間所・武田・太田（哲）・尾﨑（紀） 横川 横川・間所
（2401） （2102,2202,体育館） （2102,2202,体育館）

【-】小児看護技術演習
看　護 【-】母性看護実習　　田淵・毎田・鏡(真)・小西・南・太田（良）　　　【-】小児看護実習　　津田・斎藤 （1217,1221,1303,1402,4109,4305） 津田・斎藤

（4111,1219,1220,体育館）

☆理系一括入学者用
【-】診療撮影技術学Ⅱ 【16002】医薬保健学基礎Ⅱ＊

放　射 松原・田中（利） 西村・他
（4111） （総合教育棟B10・他，

　自然科学講義棟大講義室A・B）

【45321】医療安全管理学演習 【-】臨床化学実習
検　査 岡本(成)・杉谷 　　　　 　　稲津・本間

（1601，4102） 　　（3213,3214）
　　　

【-】感覚運動器系病態学 【-】スポーツ障害理学療法学演習
理　学 染矢 三秋

（2101） （2102, 2203）

　  
【-】感覚運動器系病態学 【19010】学域GS言語科目Ⅱ 【45524】生活適応能力学演習 【45545】脳内情報伝達障害学

作　業 染矢 ｴｽﾋﾟﾉｻﾞ 柴田 米田・他
（2101） （2101） （2101，2501） （2101）

看　護 表・岡本（理）・髙橋（裕）・池内・京田・板谷
（4317）

【-】卒業研究　　各教員
放　射

検　査 【-】卒業研究　　各教員

理　学 【-】臨床実習Ⅳ　各教員

　

作　業 【-】 総合臨床実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ        各教員

Ｑ２（前期後半）時間割表欄外記載事項
① 7月15日（金）は月曜日の振替日とする。
② 1年次のみ，6月7日（火）は補講日とする。
③ 原則として，専門教育科目は鶴間キャンパスの保健学類校舎で，共通教育科目は，角間キャンパスの総合教育棟で授業を行う。
④ 授業科目欄の【 】内の数字は，時間割コードを示す。なお，学務情報サービス（システム）における分類のため，数字の他にアルファベットを付す場合もある。

また，（集中）の記載のある科目は，履修登録画面では，「集中等」の枠から登録すること。共通教育科目については，別途「共通教育科目履修案内・授業時間割表2022」を参照すること。
⑤ 授業科目欄の【-】は，前学期・区分からの継続科目又は同一週で分割して行う授業を示し，最初に開講掲載されている科目に時間割コードが示されている。

この場合の科目は，途中からの登録はできない。また単位の分割もできないので注意すること。
⑥ 授業科目の＊印の表示は，該当専攻の選択科目を示す。
⑦ 各専攻の実習・実験の履修方法等は，各専攻の指示に従うこと。
⑧ 各専攻4年次対象の選択科目の履修は，臨床（地）実習，卒業研究の関連があるので各専攻の指示に従うこと。
⑨ 各専攻4年次対象の臨床（地）実習，卒業研究の履修方法等は，各専攻の指示に従うこと。

〈連絡事項〉看護学専攻
・ 看護学専攻2年次の【45127】基礎看護実習は，9月に集中して行うため，日程は専攻の指示に従うこと。
・ 看護学専攻3年次の【45167】看護サービスの組織化演習の履修方法（日程）は，専攻の指示に従うこと。
・ 看護学専攻4年次の【45141】公衆衛生看護管理論，【45142】地域健康支援論，【45143】在宅看護論，【45144】地域アセスメント技術演習，【45174】公衆衛生看護活動論，【45175】公衆衛生看護技術演習の履修方法は，専攻の指示に従うこと。
・ 看護学専攻4年次の【45171】ヘルスプロモーション実習は9月に集中して行うため，日程は専攻の指示に従うこと。
・ 看護学専攻2年次以上の【45101】看護学入門の履修方法（日程）は，専攻の指示に従うこと。

（連絡事項）理学療法学専攻
・ ２年次前期【45450】臨床実習Ⅰは，夏季休業中に開講する（後日通知）。

（連絡事項）作業療法学専攻
・ ２年次前期【45533】リハビリテーション医学実習は，夏季休業中に開講する（後日通知）。
・ ３年次前期【45542】発達期作業療法学は，夏季休業中に開講する（後日通知）。

【-】公衆衛生看護実習＊

共通教育科目

金

1

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

4

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目 共通教育科目

2

3

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目 共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目



Ｑ３（後期前半）10月3日～12月2日，インターバル期間：12月5日～12月8日

【23105】臨床薬学論 物理学実験* 岡本（博） (3215)
看　護 　　　　崔・嶋田 化学実験* 関根 (3213)

　　　　（1220）

放　射

検　査

理　学

作　業

【45176】小児疾病論 【-】基礎看護実習
看　護 多賀 大江・向井・浅田・北川

 (1220) (3312, 1220,体育館)

【45209】放射線腫瘍学 【45223】診療撮影技術学Ⅰ 【45238】放射線機器学実験Ⅰ
放　射 武村 市川・川嶋 大野・宮地

（4111） （4111） （1105～1107）

【45307】臨床化学Ⅰ 【23304】公衆衛生学 【－】病原微生物学Ⅰ 【45312】免疫学
検　査 稲津・本間 検査教員 岡本（成） 岡本（成）・森下・片桐

（1304） （1304） （1304） （1304）

【-】人体構造学実習 【45426】日常生活活動学 【45410】精神障害学　 【45501】作業療法画像評価学
理　学 　細・松﨑・間所・武田・太田（哲）・尾﨑（紀） 山崎・田中（正）・稲岡 米田・他 柴田・他

（1602） （4102） （4102） （4102）

 
【-】人体構造学実習 【45426】日常生活活動学＊ 【45410】精神障害学　 【45501】作業療法画像評価学

作　業 　細・松﨑・間所・武田・太田（哲）・尾﨑（紀） 山崎・田中（正）・稲岡 米田・他 柴田・他
（1602） （4102） （4102） （4102）

【-】急性・周手術期看護実習　　大桑・市橋
看　護 【-】慢性・終末期看護実習　　多﨑・藤野・堀口　 （1217,1221,1303,1402,4109,4305）

【-】老年・リハビリテーション看護実習　　加藤・谷口・正源寺

　

放　射

【19003】学域GS言語科目Ⅰ 【45329】輸血検査学　
検　査 荒磯 森下・山崎・片桐

（1218） （1218）

【45436】物理療法学 【45437】物理療法学実習 【45421】理学療法学セミナーⅠ
理　学 　 三秋 三秋 各教員

（4102） （5104）

　
【45537(集中)】評価学実習Ⅱ

作　業 柴田・西村・砂原・米田・中嶋・武田・菊池・太田（哲）
（1201）

　
【45145】在宅看護技術演習

看　護 京田・板谷・髙橋（裕）・池内
（3310, 4111,1220,4317）

放　射 【-】卒業研究 各教員

　(集中)
【45344】微生物遺伝子学＊

検　査 本多
(4108)

（5104)

【45445】福祉行政経営演習 【45449】医療福祉オペレーションズリサーチ演習＊ 【45422】理学療法学セミナーⅡ
理　学 山下 山下 各教員

（4108） （4108） （5104）

　

作　業

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

月

1

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

2

3

【45213(集中)】放射化学実験　林・水谷・小阪　　【45229(集中)】放射線計測学実験Ⅱ　林・水谷・小阪　　【45233(集中)】放射線衛生管理学実験　川井・小林（正）・水谷　（アイソトープ総合研究施設）

4

【45148(集中)】在宅看護実習　　塚崎・京田・岡本（理）・板谷・髙橋（裕）・池内　　【45149(集中)】看護総合実習　　多﨑・他 （1220, 3310, 3312）

【45346】検体検査学・免疫学臨地実習　【45347】血液・輸血検査学臨地実習　　
【45348】病理検査学臨地実習　　　　　【45349】臨床生理学臨地実習　　         
【45350】病原微生物学臨地実習　　　　【45351】臨床化学臨地実習　　　　



Ｑ３（後期前半）10月3日～12月2日，インターバル期間：12月5日～12月8日

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

【23106】病理学 【23103】人体機能学 【45180】看護学原論 【23104】感染学

看　護 笠島 藤野・毎田・向井・中谷 大江 藤野・向井・岩田・材木・
（1220） （1220） （1220） 高橋（芳）

（1220）

【23206】応用数学A＊ 【45203】生化学
放　射 岡本（博） 櫻井 【33001】医用物理学実験 岡本（博）　　　　　　 （3215）

（1218） (1218)

【23308】病理学総論 【45301】情報管理学 【33001】医用物理学実験＊ 岡本（博）　　　　　　 （3215）
検　査 笠島 関根・大貝・長屋 【33002】生体物質化学実験＊ 関根　　 （3213）

（1304） （1304）

【45412】理学療法学概論 【23403】人体機能学演習 【23401】人体構造学演習
理　学 淺井 杉本・少作 細

（5104） （5104） （4102）

【45412】理学療法学概論 【23403】人体機能学演習 【23401】人体構造学演習
作　業 淺井 杉本・少作 細

（5104） （5104） （4102）

　 　 　

看　護

【45221】医用電子工学 【45230】放射性薬品学 【45215】放射線画像形成学実験
放　射 中山 川井・水谷 市川・川嶋

（4102） （4102） （1102～1105，1108）

【45313】組み換えDNA演習＊ 【23308】病理学Ⅰ 【33001】医用物理学実験＊ 岡本（博）　　　　　　 （3215）
検　査 櫻井・村居 笠島 【33002】生体物質化学実験＊ 関根　　 （3213）

（1304） （1304）

【45451】臨床実習Ⅱ-1
理　学 各教員

（1201）

作　業

看　護 （1217,1221,1303,1402,4109,4305）
【-】老年・リハビリテーション看護実習　　加藤・谷口・正源寺

【45254】ＭＲＩ情報学＊ 【45218】放射線画像評価学 【45242】ＭＲＩ技術学 【45217】放射線画像処理学
放　射 小林（聡） 市川・田中（利）・川嶋 大野・宮地 田中（利）

（4111） （4111） （4111） （4111）

【45324】病理検査学実習 【45333】臨床細胞学実習＊
検　査 　　　　笠島・尾崎 　　　　笠島・尾崎

　　　　（1602） 　　　　（5104）

【45438】呼吸器系理学療法学演習 【45525】社会関連活動学
理　学 横川 砂原

（4108,体育館） （1218）

【45534】老年期作業療法学 【45515】作業療法プログラム学 【45530】クリニカルリーズニング 【45525】社会関連活動学
作　業 西村・太田（哲） 西村 柴田 砂原 砂原・中嶋・武田・能登谷

（5104） （5104） （4108） （1218） （1218）

　
【-】看護研究

看　護 各教員
【19001(集中)】学域GS言語科目Ⅰ
　　　各教員

放　射 【45247(集中)】臨床実習Ⅱ　　　各教員

【45242】ＭＲＩ技術学＊
検　査 大野・宮地

（4111）
(1201,4108)

　 　 　
【45446】理学療法管理論

理　学 久保田
（4号館2階会議室）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

作　業

火

1

2

3

【-】急性・周手術期看護実習　　大桑・市橋
【-】慢性・終末期看護実習　　多﨑・藤野・堀口　　

【45519】高次脳機能障害演習Ⅰ

4

【-】在宅看護実習　　塚崎・京田・岡本（理）・板谷・髙橋（裕）・池内　　【-】看護総合実習　　多﨑・他 （1220, 3310, 3312）

【-】検体検査学・免疫学臨地実習　　　【-】血液・輸血検査学臨地実習　　
【-】病理検査学臨地実習　　　　　　  【-】臨床生理学臨地実習　　        
【-】病原微生物学臨地実習　　　　　  【-】臨床化学臨地実習　　　　



Ｑ３（後期前半）10月3日～12月2日，インターバル期間：12月5日～12月8日

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

看　護

放　射

検　査

理　学

作　業

【45170】地域診断と看護活動 【45121】精神看護論 【45120】母性看護論 【45106】成人疾病論
看　護 表・髙橋（裕） 田中(浩)・河村・長田 田淵・鏡（真）・小西・南 藤野・二上・松本

（1220） （1220） （1220） （1220）
　

【45226】放射線計測学 【45208】放射線生物作用学
放　射 松原，小林（正） 川井・武村・水谷

（4102） （4102）

【45328】検体検査概論
検　査 本多・尾崎

（1218）

【45409】老年期病態学 【45411】外科病態学 【45520】基礎作業学
理　学 中川 中川 柴田・西村・砂原・米田・中嶋・武田・菊池・太田（哲）

（1304） （1304） 　

【45409】老年期病態学 【45411】外科病態学 【45520】基礎作業学
作　業 中川 中川 柴田・西村・砂原・米田・中嶋・武田・菊池・太田（哲）

（1304） （1304） 　

看　護 （1217,1221,1303,1402,4109,4305）

【19002】学域GS言語科目Ⅰ 【45252】核医学検査情報学＊ 【45222】医用電子工学実験
放　射 小林（正） 小野口 中山・岡本（博）

（4111） （4111） （3215,4102）

【-】病理検査学実習 【45331】ウイルス学特論
検　査 　　　　笠島・尾崎 本多・村居

（1602） （1614,1601,1602,1304）

【45454】医療画像情報学 【45413】医療統計学
理　学 淺井，中瀬，中川，影近 田中

（2101） （4102）

 
【45413】医療統計学

作　業 田中
（4102）

　
【-】看護研究

看　護 各教員

【-】 臨床実習Ⅱ 各教員
放　射

【45328】検体検査概論*
 　本多・尾崎・他（1218）

検　査
（5104）

【19009】学域GS言語科目Ⅱ
理　学 ｴｽﾋﾟﾉｻﾞ

（4108）

            
【45503(集中)】卒業研究

作　業 各教員

共通教育科目

共通教育科目

2

【-】臨床生理学臨地実習　　　　　　　　　【-】病原微生物学臨地実習　       　　 【-】臨床化学臨地実習
【-】検体検査学・免疫学臨地実習　　　　　【-】血液・輸血検査学臨地実習　　　　　【-】病理検査学臨地実習　　　　　

【-】在宅看護実習　　塚崎・京田・岡本（理）・板谷・髙橋（裕）・池内　　【-】看護総合実習　　多﨑・他 （1220, 3310, 3312,1304）

水

1

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

3

【-】母性看護実習　　田淵・毎田・鏡(真）・南・太田（良）・小西
【-】小児看護実習　　津田・斎藤

【-】精神看護実習　  田中(浩)・河村・長田

4



Ｑ３（後期前半）10月3日～12月2日，インターバル期間：12月5日～12月8日

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

看　護

放　射

検　査

理　学

作　業

【45123】家族看護論 【45117】老年・リハビリテーション看護論 【45116】慢性・終末期看護論 【45115】急性・周手術期看護論 【-】基礎看護実習
看　護 塚崎 加藤・谷口・正源寺 多﨑・堀口 大桑・市橋 大江・向井・浅田・北川

（1220） （1220） （1220） （1220） (3312, 1220)

【45216】医用情報工学 【45236】核医学機器学 【45204】病理学
放　射 田中（利） 小野口・澁谷 　　　小林（聡）

（4102） （4102） （4102）

【23307】医用工学概論実習 【45306】生化学実習　
検　査 大貝 櫻井・本間・永島田

（3214,3215） （3213,3214）

【45507】精神障害評価学 【23407】運動学実習 【45403】呼吸循環器病態学
理　学 米田・菊池 稲岡・中嶋 藤野

（1218） （4102）

【45507】精神障害評価学 【23407】運動学実習 【45403】呼吸循環器病態学
作　業 米田・菊池 稲岡・中嶋 藤野

（1218） （4102）

看　護 （1217,1221,1303,1402,4109,4305）

【45227】
　線量評価・リスクコミュニケーション学 【45244】高エネルギー治療技術学 【45225】診療撮影技術学実験

放　射 松原 武村 小野口・田中（利）・澁谷
（4111） （4111） （1102～1104,1108,4111,3107）

【45334】臨床生理学演習Ⅱ
検　査 川井・他 林(研)・長屋

（1304） （1523 ,1526,1304）

【45435】義肢装具学演習
理　学 久保田

（4108）

   
【45517】精神障害作業療法学 【-】高次脳機能障害演習Ⅰ 【45529】発達期作業療法学演習

作　業 米田・菊池 砂原・中嶋・武田・能登谷 太田（哲）
（4108） （4108） （4108）

　 【45166(集中)】
　看護サービスの組織化概論

看　護 田中(浩)・岡本(理)
（1217ア, 1220, 1221）

放　射 【-】　　　卒業研究 各教員

検　査 【-】臨床生理学臨地実習　　　　　　　　　【-】病原微生物学臨地実習　       　　 【-】臨床化学臨地実習
（5104）

【45416】理学療法学研究セミナー
理　学 　　　各教員

作　業

【-】放射性同位元素検査技術学演習

1

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

2

3

【-】母性看護実習　　田淵・毎田・鏡(真)・南・太田（良）・小西
【-】小児看護実習　　津田・斎藤
【-】精神看護実習　  田中(浩)・河村・長田

木

4

【-】在宅看護実習　　塚崎・京田・岡本（理）・板谷・髙橋（裕）・池内　　【-】看護総合実習　　多﨑・他 （1220, 3310, 3312）

【-】検体検査学・免疫学臨地実習　　　　　【-】血液・輸血検査学臨地実習　　　　　【-】病理検査学臨地実習　　　　　



Ｑ３（後期前半）10月3日～12月2日，インターバル期間：12月5日～12月8日

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

看　護

放　射

検　査

理　学

作　業

【45124】保健統計演習 【45165】社会保障論 【45108】精神老年運動器疾病論 【-】基礎看護実習
看　護 岡本（理）・板谷・髙橋（裕）・池内 京田 藤野・田中(浩)・中川・内藤・ 大江・向井・浅田・北川

（1220） （1220） 坪本・佐野 (3312, 1220)
（1220）

　
【45205】画像解剖学

放　射 川島
（4102）

　 　
【45308】検査機器概論 【-】臨床化学Ⅰ 【45309】血液検査学 【45326】臨床生理学Ⅰ

検　査 荒磯・関根 稲津・本間 森下・長屋 　　　　未定林(研)・長屋
（1304） （1304） （1304） （1304）

　
【45406】感覚運動器系病態学 【-】老年期病態学 【45407】基礎病態学

理　学 未定 藤野 細
（5104） （4102） （4102）

　
【45406】感覚運動器系病態学 【-】老年期病態学 【45407】基礎病態学

作　業 未定 藤野 細
（5104） （4102） （4102）

　
【-】急性・周手術期看護実習　　大桑・市橋

看　護 【-】慢性・終末期看護実習　　多﨑・藤野・堀口 （1217,1221,1303,1402,4109,4305）
【-】老年・リハビリテーション看護実習　　加藤・谷口・正源寺

　

放　射

【45342】遺伝子診断学 【45327】病態生理学Ⅱ 【45335】血清・免疫検査学実習　
検　査 渡邉・櫻井・村居 稲津・米田 杉谷・片桐

（4111） （4111） （1601）
　　

【-】呼吸器系理学療法学演習 【45442】運動学習理学療法学演習 【45441】小児理学療法学実習
理　学 横川 淺井 冨田・間所

（4108，体育館） （4108） （4108）

【45541】作業療法臨床セミナーⅠ
作　業 柴田・西村・砂原・米田・中嶋・武田・菊池・太田（哲）

（5104）
　

【-】在宅看護技術演習
看　護 京田・板谷・髙橋（裕）・池内

（3310, 4111,1220）

放　射 【-】卒業研究 各教員

検　査
（1218）

理　学

　
【-】卒業研究 【45528】作業療法臨床セミナーⅡ

作　業 各教員 各教員
（5104）

Ｑ３（後期前半）時間割表欄外記載事項
① 11月1日（火）は月曜日の振替日とする。
② 原則として，専門教育科目は鶴間キャンパスの保健学類校舎で，共通教育科目は，角間キャンパスの総合教育棟で授業を行う。
③ 授業科目欄の【 】内の数字は，時間割コードを示す。なお，学務情報サービス（システム）における分類のため，数字の他にアルファベットを付す場合もある。

また，（集中）の記載のある科目は，履修登録画面では，「集中等」の枠から登録すること。共通教育科目については，別途「共通教育科目履修案内・授業時間割表2022」を参照すること。
④ 授業科目欄の【-】は，前学期・区分からの継続科目又は同一週で分割して行う授業を示し，最初に開講掲載されている科目に時間割コードが示されている。

この場合の科目は，途中からの登録はできない。また単位の分割もできないので注意すること。
⑤ 授業科目の＊印の表示は，該当専攻の選択科目を示す。
⑥ 各専攻の実習・実験の履修方法等は，各専攻の指示に従うこと。
⑦ 各専攻4年次対象の選択科目の履修は，臨床（地）実習，卒業研究の関連があるので各専攻の指示に従うこと。
⑧ 各専攻4年次対象の臨床（地）実習，卒業研究の履修方法等は，各専攻の指示に従うこと。

〈連絡事項〉看護学専攻
・ 看護学専攻4年次の【45145】在宅看護技術演習，【45166】看護サービスの組織化概論は9月に集中講義を行うので，日程は専攻の指示に従うこと。
・ 看護学専攻4年次の【45149】看護総合実習は9月と12月に集中して行うので，日程は専攻の指示に従うこと。
・ 看護学専攻4年次の【19001】学域GS言語科目Ⅰは一部集中して行うので，日程は専攻の指示に従うこと。
・ 看護学専攻4年次の【45166】看護サービスの組織化概論は夏季休業中に集中して行うので，日程は専攻の指示に従うこと。
・ 看護学専攻2年次以上の【45169】リプロダクティブ・ヘルス入門の履修方法（日程）は，専攻の指示に従うこと。
・ 看護学専攻2年次以上の【45102】看護学原論演習の履修方法（日程）は，専攻の指示に従うこと。

〈連絡事項〉診療放射線技術学専攻
・ 診療放射線技術学専攻3年次対象の【45213】放射化学実験，【45229】放射線計測学実験Ⅱ，【45233】放射線衛生管理学実験は，疾患モデル総合研究センター，アイソトープ総合研究施設（ＲＩ研究室）において，集中形式で行う。

（連絡事項）検査技術科学専攻
・ 検査技術科学専攻編入生は4年次後期（Q3・Q4）に【45399】特別研究を履修すること。

（連絡事項）理学療法学専攻
・ ２年次後期【45447】社会貢献論演習は，夏季休業中に開講する（後日通知）。
・ ２年次後期【45457】臨床実習Ⅱ－２は，春季休業中に開講する（後日通知）。
・ ３年次後期【45452】臨床実習Ⅲは，春季休業中に開講する（後日通知）。

〈連絡事項〉作業療法学専攻
・ 作業療法学専攻4年次対象の【45503】卒業研究の時間割は，各指導教員と相談して決めること。

金

1

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

4
【-】検体検査学・免疫学臨地実習　　　　　【-】血液・輸血検査学臨地実習　　　　　【-】病理検査学臨地実習　　　　　
【-】臨床生理学臨地実習　　　　　　　　　【-】病原微生物学臨地実習　       　　 【-】臨床化学臨地実習

2

3

【-】放射化学実験　　林・水谷・小阪　　　【-】放射線計測学実験Ⅱ　　林・水谷・小阪　　　　【-】放射線衛生管理学実験　　　川井・小林（正）・水谷　　（アイソトープ総合研究施設）　　

【-】在宅看護実習　　塚崎・京田・岡本（理）・板谷・髙橋（裕）・池内　　【-】看護総合実習　　多﨑・他 （1220, 3310, 3312）



Ｑ４（後期後半）12月9日～2月13日

【-】臨床薬学論 物理学実験* 岡本（博） (3215)
看　護 　　 崔・嶋田 化学実験* 関根 (3213)

　　　　（1220）

放　射

検　査

理　学

作　業

【45150】生命・医療倫理＊ 【45119】小児看護論 【-】基礎看護実習
看　護 田中(浩)・谷口・塚崎・田淵・表・ 津田・斎藤 大江・向井・浅田・北川

多﨑・津田 (1220) （1220,体育館）
（1220）

【-】放射線腫瘍学 【-】診療撮影技術学Ⅰ 【-】放射線機器学実験Ⅰ
放　射 武村 市川・川嶋 大野・宮地

（4111） （4111） （1105～1107）

【-】公衆衛生学 【-】免疫学
検　査 検査教員 岡本（成）・森下・片桐

（1304） （1304）
　　

【-】人体構造学実習
理　学 　細・松﨑・間所・武田・太田（哲）・尾﨑（紀）

（1602）

【-】人体構造学実習
作　業 　細・松﨑・間所・武田・太田（哲）・尾﨑（紀）

（1602）

【-】急性・周手術期看護実習　　大桑・市橋
看　護 【-】慢性・終末期看護実習　　多﨑・藤野・堀口　　　　　 （1217,1221,1303,1402,4109,4305）

【-】老年・リハビリテーション看護実習　　加藤・谷口・正源寺

　

放　射

【19008】学域GS言語科目Ⅱ
検　査 ｴｽﾋﾟﾉｻﾞ 【45337】卒業研究　　各教員

（1218）

【-】物理療法学 【-】物理療法学実習 【-】理学療法学セミナーⅠ
理　学 　 三秋 三秋 各教員

（4102） （4102）

　
【-】評価学実習Ⅱ

作　業 柴田・西村・砂原・米田・中嶋・武田・菊池・太田（哲）

　
【-】在宅看護技術演習

看　護 京田・板谷・髙橋（裕）・池内
（3310, 4111,1220）

放　射 【-】卒業研究 各教員

【-】微生物遺伝子学＊
検　査 本多

（4108）
（5104）

【-】福祉行政経営演習 【-】医療福祉オペレーションズリサーチ演習＊ 【-】理学療法学セミナーⅡ
理　学 山下 山下 各教員

（4108） （4108） （4102）

　

作　業

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

1

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

4
【-】検体検査学・免疫学臨地実習　【-】血液・輸血検査学臨地実習　　
【-】病理検査学臨地実習　　　　　【-】臨床生理学臨地実習　　         
【-】病原微生物学臨地実習　　　　【-】臨床化学臨地実習　　　　

【-】在宅看護実習　　塚崎・京田・岡本（理）・板谷・髙橋（裕）・池内　　【-】看護総合実習　　多﨑・他 （1220, 3310, 3312）

月

共通教育科目

2

3

【-】放射化学実験　　林・水谷・小阪　　　【-】放射線計測学実験Ⅱ　　林・水谷・小阪　　　【-】放射線衛生管理学実験　　　川井・小林（正）・水谷　　（アイソトープ総合研究施設）　　



Ｑ４（後期後半）12月9日～2月13日

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

【-】病理学 【-】感染学
看　護 笠島 藤野・毎田・向井・中谷 　藤野・向井・岩田・材木・高橋（芳）

（1220） （1220） （1220）

【23207】応用数学B＊ 【-】生化学
放　射 岡本（博） 櫻井 【-】医用物理学実験 岡本（博）　　　　　　 （3215）

（1218） （1218）

【-】病理学総論 【-】情報管理学 【-】医用物理学実験＊ 岡本（博）　　　　　　 （3215）
検　査 笠島 関根・大貝・長屋 【-】生体物質化学実験＊ 関根　　 （3213）

（1304） （1304）

【-】理学療法学概論 【-】人体機能学演習 【-】人体構造学演習 【45512】作業療法学概論
理　学 淺井 杉本・少作 細 砂原・菊池

（5104） （5104） （5104） （5104）

【-】理学療法学概論 【-】人体機能学演習 【-】人体構造学演習 【45512】作業療法学概論
作　業 淺井 杉本・少作 細 砂原・菊池

（5104） （5104） （5104） （5104）

　 　 　

看　護

【-】医用電子工学 【-】放射性薬品学 【-】放射線画像形成学実験
放　射 中山 川井・水谷 市川・川嶋

（4102） （4102） （1102～1105, 1108）

【-】組み換えDNA演習＊ 【-】病理学Ⅰ 【-】医用物理学実験＊ 岡本（博）　　　　　　 （3215）
検　査 　　櫻井・村居 笠島 【-】生体物質化学実験＊ 関根　　 （3213）

（1304） （1304）

【-】臨床実習Ⅱ-1
理　学 各教員

（1201）

作　業

看　護 （1217,1221,1303,1402,4109,4305）
【-】老年・リハビリテーション看護実習　　加藤・谷口・正源寺

【-】ＭＲＩ情報学＊ 【-】放射線画像評価学 【-】ＭＲＩ技術学 【-】放射線画像処理学 【19007】学域GS言語科目Ⅱ
放　射 小林（聡） 市川・田中（利）・川嶋 大野・宮地 田中（利） ｴｽﾋﾟﾉｻﾞ

（4111） （4111） （4111） （4111） （4111）

検　査 【-】卒業研究　　各教員

【-】社会関連活動学
理　学 砂原

（1218）

【-】老年期作業療法学 【-】作業療法プログラム学 【-】クリニカルリーズニング 【-】社会関連活動学 【45511】高次脳機能障害演習Ⅱ
作　業 西村・太田（哲） 西村 柴田 砂原 砂原・中嶋・武田

（4108） （4108） （4108） （1218） （1218）

　

看　護

放　射 【-】臨床実習Ⅱ　　　各教員

【-】ＭＲＩ技術学＊
検　査 大野・宮地

（4111）
(1201)

理　学

　 　 　 　 　 　 　 　 　

作　業

火

1

【-】人体機能学

3

【-】急性・周手術期看護実習　　大桑・市橋
【-】慢性・終末期看護実習　　多﨑・藤野・堀口　　　　

4

【-】在宅看護実習　　塚崎・京田・岡本（理）・板谷・髙橋（裕）・池内　　【-】看護総合実習　　多﨑・他 （1220, 3310, 3312）

【-】検体検査学・免疫学臨地実習　　　【-】血液・輸血検査学臨地実習　　
【-】病理検査学臨地実習　　　　　　  【-】臨床生理学臨地実習　　        
【-】病原微生物学臨地実習　　　　　  【-】臨床化学臨地実習　　　　

2



Ｑ４（後期後半）12月9日～2月13日

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

看　護

放　射

検　査

理　学

作　業

【45168】地域看護活動基礎実習 【-】成人疾病論
看　護 　 表・岡本（理）・京田・板谷・池内・髙橋（裕） 藤野・二上・松本

（1220） （1220）

【-】放射線計測学 【-】放射線生物作用学
放　射 松原，小林（正） 川井・武村・水谷

（4102） （4102）

【45332】検体検査学実習
検　査 本多・尾崎

（1602）

【-】外科病態学 【45521】基礎作業学演習
理　学 中川 柴田・西村・砂原・米田・中嶋・武田・菊池・太田（哲）

（1218） 　

【-】外科病態学 【45521】基礎作業学演習
作　業 中川 柴田・西村・砂原・米田・中嶋・武田・菊池・太田（哲）

（1218） 　

看　護 （1217,1221,1303,1402,4109,4305）

【-】核医学検査情報学＊ 【-】医用電子工学実験
放　射 小野口 中山・岡本（博）

（4111） （3215,4102）

【45339】検査管理学 【-】ウイルス学特論
検　査 本間・稲津・竹本・前河・中出 本多・村居

（1304） （1614,1601,1602,1304）

【45455】ライフサイクル理学療法学 【45439】循環器系理学療法学演習 【-】医療統計学
理　学 毎田，正源寺，細，間所，稲岡 横川 田中

（4108） （4108，体育館） （4102）

   
【-】医療統計学

作　業 田中
（4102）

　
【-】看護研究

看　護 各教員

放　射 【-】 臨床実習Ⅱ 各教員

検　査
（1201,1218）

【45415(集中)】卒業研究
理　学 各教員

            
【-】卒業研究

作　業 各教員

【-】小児看護実習　　津田・斎藤

【-】精神看護実習　  田中(浩)・河村・長田

4

【-】在宅看護実習　　塚崎・京田・岡本（理）・板谷・髙橋（裕）・池内　　【-】看護総合実習　　多﨑・他 （1220, 3310, 3312）

【-】検体検査学・免疫学臨地実習　　　　　【-】血液・輸血検査学臨地実習　　　　　【-】病理検査学臨地実習　　　　　
【-】臨床生理学臨地実習　　　　　　　　　【-】病原微生物学臨地実習　       　　 【-】臨床化学臨地実習

水

1

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

共通教育科目

2

3

【-】母性看護実習　　田淵・毎田・鏡（真）・南・太田（良）・小西



Ｑ４（後期後半）12月9日～2月13日

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

看　護

放　射

検　査

理　学

作　業

【-】看護生態アセスメント演習 【45177】母性疾病論
看　護 大桑・多﨑・大江・藤野・向井・堀口・浅田・市橋・北川 毎田・鏡（京）

（3311, 3312, 1218) （1220）

【-】医用情報工学 【-】核医学機器学 【-】病理学
放　射 田中（利） 小野口・澁谷 　　 小林（聡）

（4102） （4102） 　 （4102）

【-】医用工学概論実習 【-】病原微生物学Ⅰ 【23305】環境衛生学実習　
検　査 大貝 岡本(成)・杉谷 　　　稲津・本間・荒磯

（3214,3215） （1218） （3213,3214）

【45419】機能診断学演習 【-】運動学実習 【-】呼吸循環器病態学
理　学 山崎 稲岡・中嶋 藤野

（5104） （4102）

【45419】機能診断学演習＊ 【-】運動学実習 【-】呼吸循環器病態学
作　業 山崎 稲岡・中嶋 藤野

（5104） （4102）

看　護 （1217,1221,1303,1402,4109,4305）

【-】線量評価・リスクコミュニケーション学 【-】高エネルギー治療技術学 【-】診療撮影技術学実験
放　射 松原 武村 小野口・田中（利）・澁谷

（4111） （4111） （1102～1104,1108,3107）

【-】臨床生理学演習Ⅱ
検　査 川井・他 林(研)・長屋

（1304） （1523）

理　学

   
【45516】身体障害作業療法学 【-】精神障害作業療法学 【-】高次脳機能障害演習Ⅱ 【-】発達期作業療法学演習

作　業 砂原・中嶋・武田・太田（哲） 米田・菊池 砂原・中嶋・武田 太田（哲）
（4108） （4108） （4108） （4108）

　

看　護

放　射 【-】　　　卒業研究 各教員

検　査 【-】臨床生理学臨地実習　　　　　　　　　【-】病原微生物学臨地実習　       　　 【-】臨床化学臨地実習
（1201,1304）

【-】卒業研究
理　学 各教員

作　業

【-】在宅看護実習　　塚崎・京田・岡本（理）・板谷・髙橋（裕）・池内　　【-】看護総合実習　　多﨑・他 （1220, 3310, 3312）

【-】放射性同位元素検査技術学演習

共通教育科目

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

木

1

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

共通教育科目 〔ＧＳ言語科目〕

2

3

【-】母性看護実習　　田淵・毎田・鏡（真）・南・太田（良）・小西
【-】小児看護実習　　津田・斎藤
【-】精神看護実習　  田中(浩)・河村・長田

4
【-】検体検査学・免疫学臨地実習　　　　　【-】血液・輸血検査学臨地実習　　　　　【-】病理検査学臨地実習　　　　　



Ｑ４（後期後半）12月9日～2月13日

令和4（2022）年度　授業時間割表
金沢大学医薬保健学域保健学類

曜日 年次 専攻

1　　　　　　限 2　　　　　　限 3　　　　　　限 4　　　　　　限 5　　　　　　限
8：45～10：15 10：30～12：00 13：00～14：30 14：45～16：15 16：30～18：00

【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名 【時間割コード】授業科目名

担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等） 担当教員（講義室等）

看　護

放　射

検　査

理　学

作　業

【45172】疫学演習＊ 【45173】保健医療福祉行政論＊ 【45104】健康教育論 【-】精神老年運動器疾病論
看　護 京田・板谷・髙橋（裕）・池内 岡本（理）・板谷・池内 塚崎・表 藤野・田中(浩)・中川・内藤・

（1220） （1220） (1220) 坪本・佐野
(1220)

　
【-】画像解剖学

放　射 川島
（4102）

　
【-】検査機器概論 【-】血液検査学 【45326】臨床生理学Ⅰ

検　査 荒磯・関根 森下・長屋 　　　　未定林(研)・長屋
（1304） （1304） （1304）

　
【-】感覚運動器系病態学 【-】精神障害評価学 【-】精神障害学 【45407】基礎病態学

理　学 未定 米田・菊池 米田・他 細
（1218） （1218） （4102） （4102）

　
【-】感覚運動器系病態学 【-】精神障害評価学 【-】精神障害学 【45407】基礎病態学

作　業 未定 米田・菊池 米田・他 細
（1218） （1218） （4102） （4102）

　

看　護 （1217,1221,1303,1402,4109,4305）
【-】老年・リハビリテーション看護実習　　加藤・谷口・正源寺

　

放　射

【-】遺伝子診断学 【-】病態生理学Ⅱ 【-】血清・免疫検査学実習　
検　査 渡邉・櫻井・村居 稲津・米田 杉谷・片桐

（4111） （4111） （1601，1218）
　　

【-】循環器系理学療法学演習 【-】運動学習理学療法学演習 【-】小児理学療法学実習
理　学 横川 淺井 冨田・間所

（4108） （4108） （4108）

【-】作業療法臨床セミナーⅠ
作　業 柴田・西村・砂原・米田・中嶋・武田・菊池・太田（哲）

（5104）

【-】在宅看護技術演習
看　護 京田・板谷・髙橋（裕）・池内

（3310, 4111,1220）

放　射 【-】卒業研究 各教員

検　査
（1304）

【-】卒業研究
理　学 　　　各教員

　
【-】卒業研究 【-】作業療法臨床セミナーⅡ

作　業 各教員 各教員
（5104）

Ｑ４（後期後半）時間割表欄外記載事項
① 原則として，専門教育科目は鶴間キャンパスの保健学類校舎で，共通教育科目は角間キャンパスの総合教育棟で授業を行う。
② 授業科目欄の【 】内の数字は，時間割コードを示す。なお，学務情報サービス（システム）における分類のため，数字の他にアルファベットを付す場合もある。

また，（集中）の記載のある科目は，履修登録画面では，「集中等」の枠から登録すること。共通教育科目については，別途「共通教育科目履修案内・授業時間割表2022」を参照すること。
③ 授業科目欄の【-】は，前学期・区分からの継続科目又は同一週で分割して行う授業を示し，最初に開講掲載されている科目に時間割コードが示されている。

この場合の科目は，途中からの登録はできない。また単位の分割もできないので注意すること。
④ 授業科目の＊印の表示は，該当専攻の選択科目を示す。
⑤ 各専攻の実習・実験の履修方法等は，各専攻の指示に従うこと。
⑥ 各専攻4年次対象の選択科目の履修は，臨床（地）実習，卒業研究の関連があるので各専攻の指示に従うこと。
⑦ 各専攻4年次対象の臨床（地）実習，卒業研究の履修方法等は，各専攻の指示に従うこと。

〈連絡事項〉看護学専攻
・ 看護学専攻4年次の【45145】在宅看護技術演習，【45166】看護サービスの組織化概論は9月に集中講義を行うので，日程は専攻の指示に従うこと。
・ 看護学専攻4年次の【45149】看護総合実習は9月と12月に集中して行うので，日程は専攻の指示に従うこと。
・ 看護学専攻2年次以上の【45151】看護とヒューマンセクシュアリティの履修方法（日程）は，専攻の指示に従うこと。
・ 看護学専攻2年次以上の【45102】看護学原論演習の履修方法（日程）は，専攻の指示に従うこと。

〈連絡事項〉診療放射線技術学専攻
・ 診療放射線技術学専攻3年次対象の【45213】放射化学実験，【45229】放射線計測学実験Ⅱ，【45233】放射線衛生管理学実験は，疾患モデル総合研究センター，アイソトープ総合研究施設（ＲＩ研究室）において，集中形式で行う。

（連絡事項）検査技術科学専攻
・ 検査技術科学専攻編入生は4年次後期（Q3・Q4）に【45399】特別研究を履修すること。

（連絡事項）理学療法学専攻
・ ２年次後期【45447】社会貢献論演習は，夏季休業中に開講する（後日通知）。
・ ２年次後期【45457】臨床実習Ⅱ－２は，春季休業中に開講する（後日通知）。
・ ３年次後期【45452】臨床実習Ⅲは，春季休業中に開講する（後日通知）。

〈連絡事項〉作業療法学専攻
・ 作業療法学専攻4年次対象の【45503】卒業研究の時間割は，各指導教員と相談して決めること。
・ ２年次Q4【45546】評価学実習Ⅰは，春季休業中に開講する（後日通知）。
・ ３年次Q4【45538】評価学実習Ⅲは，春季休業中に開講する（後日通知）。

【-】放射線衛生管理学実験　　　川井・小林（正）・水谷　　（アイソトープ総合研究施設）　　

金

1

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

4

【-】在宅看護実習　　塚崎・京田・岡本（理）・板谷・髙橋（裕）・池内　　【-】看護総合実習　　多﨑・他 （1220, 3310, 3312）

【-】検体検査学・免疫学臨地実習　　　　　【-】血液・輸血検査学臨地実習　　　　　【-】病理検査学臨地実習　　　　　
【-】臨床生理学臨地実習　　　　　　　　　【-】病原微生物学臨地実習　       　　 【-】臨床化学臨地実習

〔ＧＳ言語科目〕 共通教育科目

2

3

【-】急性・周手術期看護実習　　大桑・市橋
【-】慢性・終末期看護実習　　多﨑・藤野・堀口


