
 ２０２１年度　春学期　健康マネジメント研究科　時間割【2021/4/09更新】 【別紙１０】

★注意★　今後、変更点は赤字で更新していく予定です。最新版を必ずご確認ください。

　　　　　　　詳細な日程はシラバスを確認してください。博士課程科目の講義日程は教員の指示に従ってください。

　　　　　　　

1（9:25～10:55） 2（11:10～12:40） 3（13:00～14:30） 4（14:45～16:15） 5（16:30～18:00） 6（18:10～19:40）

月 看護学 老年看護論 オンライン 高齢者・家族援助論 オンライン 精神の健康生活評価法 301 精神看護論 301 看護理論 206

307

207

在宅看護学演習Ⅰ（休講） 304 →→→（前半） 304

在宅看護学演習Ⅱ（休講） 304 →→→（後半） 304

火 分析 健康スポーツ経営論 信演4他 →→→（後半） 信演4他 クオリティマネジメント オンライン →→→（後半） オンライン

看護学 公衆衛生看護学 308・309 在宅看護論 308･309 看護研究 オンライン他 →→→【特定集中】 オンライン他

304

304

臨床遺伝特論（通年） 信演3 遺伝看護論 信演3 緩和ケア演習 信演2

看護学教育演習Ⅰ 信演2 →→→（前半） 信演2

看護学教育演習Ⅱ 信演2 →→→（後半） 信演2

公衆衛生・スポーツ
費用対効果評価演習
【6･7時限】・特定集中

信401他

水 導入 高齢社会デザイン論 信405他 →→→（後半）【特定集中】 信405

社会保障論 信401 →→→（後半） 信401 健康マネジメント概論 オンライン →→→【特定集中】 オンライン

看護学

遺伝医療・社会制度論（隔年） 信演2

→→→（前半） 306

→→→（後半） 306

木 導入 臨床入門（前半） 信401

分析 精神保健医療福祉制度論（休講） 信301 質的研究法 オンライン →→→（前半） オンライン

看護学 フィジカルアセスメント オンライン 小児看護学 オンライン →→→（後半） オンライン がん看護論 信301 がん病態生理学 信301 成人看護学 信301

国際保健看護論 信演1 精神保健医療福祉制度論（休講） 信301 →→→（前半） 信301 遺伝看護展開論 信演2他 看護管理・政策学 信演4 看護管理論 信302

精神保健医療福祉制度
論

信301 →→→（前半） 信301

精神看護介入演習 信301 →→→（後半） 信301

看護学教育論 307

医療経済学Ⅰ（前半） オンライン
運動生理学（学期前半
／前半）

信401 →→→（学期前半／前半） 信401 精神保健学 オンライン →→→（前半） オンライン

運動疫学（学期前半／
後半）

信401 →→→（学期前半／後半） 信401

医療政策・管理学 予防 →→→（後半） 予防 公衆衛生マネジメント 予防 →→→（後半） 予防
老年医学・高齢者ス
ポーツ医学

信401 →→→（後半） 信401

健康スポーツ産業論（後
半）

信302
健康スポーツプロモー
ション（後半）

信302 医事法学 オンライン →→→（前半） オンライン
データ対話型病院経営
論Ⅰ【6･7時限】・隔週

予防

医薬経済学【6･7時限】・
隔週

予防

病院経営論【休講】 製薬産業論（後半） 信302
居宅サービス経営論
（後半）

信302 医療機能評価論（前半） オンライン

金 導入 ヘルスケア倫理学 信302

分析 基礎生物統計学Ⅰ 予防 →→→（前半） 予防 基礎疫学 予防 →→→（前半） 予防

基礎生物統計学Ⅱ 予防 →→→（後半） 予防

看護学 臨床病態学 オンライン 老年看護実践演習（休講） 310

遺伝リスク評価法 信演2 がん遺伝看護論 信演2 小児看護学演習Ⅰ 信301 →→→（前半） 信301

小児看護学演習Ⅱ 信301 →→→（後半） 信301

公衆衛生・スポーツ ヘルスサービス経営倫理学 信302
感染症疫学・サーベイラ
ンス

信401 →→→（前半） 信401 生活習慣病疫学 予防 →→→（後半） 予防

2年次設置 信→信濃町孝養舎(教室番号)
博士科目 予防→予防講堂

導入 水曜
水・土曜

土曜
看護学 火曜

―
―
夏期
―
―
―

公衆衛生・スポーツ ―
―
夏期
夏期

水・土

水・土

木

水
水
火
土
土 信濃町　405

インターンシップ 夏期
通年

土曜
通年

看護学 臨床遺伝特論、がん専門看護実習、精神専門看護実習、遺伝専門看護実習　：特定期間集中
特別研究 特別研究：特定期間集中

【ＳＦＣ】 １時限　9:25-10:55 ４時限　14:45-16:15 【信濃町】 １時限　9:00-10:30 ４時限　14:45-16:15
２時限　11:10-12:40 ５時限　16:30-18:00 ２時限　10:45-12:15 ５時限　16:30-18:00
３時限　13:00-14:30 ６時限　18:10-19:40 ３時限　13:00-14:30 ６時限　18:10-19:40

春

先端看護学演習Ⅰa →→→（前半）

先端看護学演習Ⅱ→→→（後半）

公衆衛生・スポーツ

（感染症サーベイ）複数日配当あり←--

研究科の定める科目：
ヘルスケア情報プラットフォーム、ヘルスケア領域のグローバルアントレプレナーシップ基礎講座、データ対話型病院経営論Ⅰ・Ⅱ、病院経営のためのケース教育習得法、病院経営Ⅰ・Ⅱ、
医療政策提言・アドボカシー、薬局経営管理論、労務管理論、ヘルステクノロジーアセスメント、レギュラトリーサイエンス、薬剤疫学・データサイエンス、医療制度とレギュラトリーサイエンス、費用対
効果評価演習、経済評価モデル分析演習、

健康マネジメント概論※ 4/7、4/21、5/12、5/26、6/9、6/16、6/23、6/30、7/7（5･6限） オンライン

看護管理・政策学演習Ⅰ→→→（前半）

看護管理・政策学演習Ⅱ→→→（後半）

公衆衛生看護活動計画・評価
論Ⅰ
公衆衛生看護活動計画・評価
論Ⅱ

★詳細はシラバスを確認のこと オンライン他（5/11,18　SFC207）
がん治療看護論 履修者と調整

特定期間集中： 高齢社会デザイン論 6/2（水）3・4限、6/9（水）3・4限、6/12（土）1・2限、6/19（土）1・2限、6/26（土）1・2限、6/30（水）3・4限 信濃町　405他
※印は、特定開講日のあ
る春学期／通年科目です

経営戦略論 4/10 1-4時限、4/24 1-3時限 オンライン
看護研究 4/13、4/27、5/11、5/18、5/25、6/1、6/8、6/15

基礎看護学演習ⅠⅡ（前半・後半） 履修者と調整

基礎看護学 履修者と調整
コンサルテーション論（隔年） 8/27　1-5時限、31　1-5時限 信濃町202他

健康マネジメント合同演習 履修者と調整　★詳細はメールを確認すること
地域保健学 9/24 3-4時限、9/27 3-4時限、9/28 2-4時限、9/29 2-4時限、9/30 3-4時限 信濃町　401他

看護学特論Ⅱ 履修者と調整
看護学合同演習 履修者と調整
健康マネジメント特論Ⅰ 履修者と調整　★詳細はメールを確認すること

病院経営Ⅱ
9/4（水）、9/8（水）、9/15（水）、9/22（水）、10/2（土）　、10/9（土）　※水・・6･7時限、土・・1-4時
限

日吉　協生館
信濃町　予防講堂

データ対話型病院経営論Ⅰ※ 4/8, 4/22, 5/13, 5/27, 6/10, 6/24, 7/8 オンライン

バイオメカニクス・動作解析 7/13 　5-6限、7/15　 4-6限、7/19　4-5限　 信濃町　401、日吉

病院経営Ⅰ 4/14(水)、4/28（水）、5/15（土）、5/19（水）、5/29（土）、6/2（水）　※水・・6･7時限、土・・1-5時限
日吉　協生館
信濃町　予防講堂

費用対効果評価演習 5/25（1コマ）、6/1、6/8、6/15、6/22、6/29、7/6 信濃町　5/25のみ401、405
経済評価モデル分析演習 7/3、 10 1-4時限 信濃町　405

レギュラトリーサイエンス 5/29、6/5、6/12、6/19　6･7時限 芝キャンパス151講義室
薬剤疫学・データサイエンス 6/26、 7/3、7/10、7 /17　6,･7時限 芝キャンパス151講義室、0405PC

薬局経営管理論 調整中
労務管理論 調整中
民間保険経営論 調整中

応用経済評価モデル分析演習 9/11、18 1-4時限
運動・体力評価法 7/14 1-4時限、7/21 2-3時限 日吉・スポーツ医学研究センター
公衆衛生実践 9/13, 14, 15, 16, 21, 22のいずれか2日、3限ずつ 川崎市

休講： 母性看護学、母性看護学演習ⅠⅡ、先端看護学概論、成人看護学演習ⅠⅡ、老年看護実践演習、老年専門看護実習、病院経営論、看護学特論Ⅰ（博士）

通年科目：

医療政策提言・アドボカシー 8/19（土）1・2限、9/9（木）1・2限、9/30（木）1・2限 信濃町　マルチメディアカンファレンスルーム他


