
平成28年度保健学専攻博士前期課程　第１回目集合日時・場所（前期期間）

《博士前期課程》
時期 科目名

主任
教員

教員室 連絡先 １回目日時 集合場所 1回目担当教員 　備　　考

医療倫理学特論 安藤 １F102室 38-6302 4/11(月)18：30 1階211講義室 安藤 連絡はメールでando@med.tottori-u.ac.jpへ

看護学研究方法特論 深田 1F106室 38-6306 4/6(水)18：30 1階基礎看護学セミナー室117 深田 連絡はメールでmikafkd@med.tottori-u.ac.jpへ

看護理論 谷村 2F205室 38-6315 4/７(木）18：30 2階209号室 谷村 chika01@med.tottori-u.ac.jp

ストレス医療学特論 吉岡 4F403室 38-6333 4/12(火)18：30 4階地域・精神看護学研究室（408） 吉岡 連絡はメールでshiyoshi@med.tottori-u.ac.jpへ

リハビリテーション学特論 萩野 1F108室 38-6308 4/25(月)20：00 1階基礎看護学セミナー室117 萩野 連絡はメールでhagino@med.tottori-u.ac.jpへ

成人看護学特論 中條 2F204室 38-6314 4/５(火）18：30 2階209号室 中條 chujo@med.tottori-u.ac.jp

精神保健学特論 吉岡 4F403室 38-6333 4/15(金)18：30 4階地域・精神看護学研究室（408） 吉岡 連絡はメールでshiyoshi@med.tottori-u.ac.jpへ

高齢者看護学特論 山本 2F201室 38-6311 4/7(木)18：30 2階201号室 山本 連絡はメールでm-yamamoto@med.tottori-u.ac.jp

成育看護学特論Ⅰ(母性） 鈴木 3F306室 38-6326 4/7(木)18：30 3階313図書情報室 佐々木 連絡はメールでysuzuki@med.tottori-u.ac.jp

成育看護学特論Ⅱ(小児) 花木 3F302室 38-6322 4/7(木)18：30 3階313図書情報室 佐々木 連絡はメールでhanaki@med.tottori-u.ac.jp

神経病態・遺伝子疾患学特論 森 3F332室 38-6352 4/14(木)18：30 3階生体制御学セミナー室(327) 森 mori-te@med.tottori-u.ac.jp

病態細胞学特論 北村 4F432室 38-6381 4/14(木)20:10 4階438室ゼミナール室2 北村 nshyk@med.tottori-u.ac.jp

病態制御学特論 山田 4F427室 38-6388 4/8(金)18：30 4階438室ゼミナール室2 山田 連絡はメールでysadako@med.tottori-u.ac.jp

生体機能・情報解析学特論 廣岡 4F436室 38-6386 4/5(火)18：30 4階438室ゼミナール室2 廣岡 連絡はメールでyhirooka@med.tottori-u.ac.jp

環境科学特論 二宮 3F335室 38-6351 4/13(水)20：10 １階211講義室 二宮 連絡はメールでninomiya@med.tottori-u.ac.jp

認知症予防学特論 浦上 3F333室 38-6354 4/13（水）18時30分 ３階231講義室 浦上 連絡はメールでkurakami@med.tottori-u.ac.jp

緩和ケア特論Ⅰ 中條 2F204室 38-6314 4/４(月）10：30 ２階２１７号室 中條 chujo@med.tottori-u.ac.jp

がん治療支援に関わる　看護援助論 中條 2F204室 38-6314 4/６(水）8：40 ２階２１７号室 中條 chujo@med.tottori-u.ac.jp

がん看護に関する病態生理学 片岡 2F206室 38-6316 ４/６(水）10：30 ２階２１７号室 片岡 hkataoka@med.tottori-uac.jp

がん看護に関する理論 谷村 2F205室 38-6315 4/６（水）13:３0　3限 ２階２１７号室 谷村 chika01@med.tottori-u.ac.jp

フィジカルアセスメント特論 南前 3Ｆ３０１室 38-6321 4/11（月）13：00 ２階２１７号室 南前 連絡はメールでmikeiko@med.tottori-u.ac.jpへ

看護倫理学特論 山本 2F201室 38-6311 4/4(月）18：30 ２階201号室 山本 連絡はメールでm-yamamoto@med.tottori-u.ac.jp

臨床薬理学特論 網崎 3F331室 38-6353 4/12（火）13:00 ２階２１７号室 網崎 amisaki@med.tottori-u.ac.jp

看護コンサルテーション 深田 1F106室 38-6306 4月5日（火） 2階217号室 深田 連絡はメールでmikafkd@med.tottori-u.ac.jpへ

病態生理学特論 鈴木 3F306室 38-6326 4/14(木)14：50 ２階２１７号室 鈴木 連絡はメールでysuzuki@med.tottori-u.ac.jp

※各特別研究（通年）については、担当教員と相談のこと。がん看護専門看護師コースについては、中條教授に照会のこと。
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平成28年度保健学専攻博士前期課程　第１回目集合日時・場所（後期期間）

《博士前期課程》
時期 科目名

主任
教員

教員室 連絡先 １回目日時 集合場所 1回目担当教員 　備　　考

看護管理学特論 鈴木 3F306室 38-6326 10/4(火)18：30 3階セミナー室３ 鈴木 連絡はメールでysuzuki@med.tottori-u.ac.jp

看護教育学特論 深田 1F106室 38-6306 10/5(水)18：30 1階基礎看護学セミナー室117 深田 連絡はメールでmikafkd@med.tottori-u.ac.jpへ

看護教育学演習 深田 1F106室 38-6306 10/3 (月)18：30 1階基礎看護学セミナー室117 深田 連絡はメールでmikafkd@med.tottori-u.ac.jpへ

リハビリテーション学演習 萩野 1F108室 38-6308 「リハビリテーション学特論」で説明する 萩野 連絡はメールでhagino@med.tottori-u.ac.jpへ

保健医療学特論 片岡 2F206室 38-6316 10/６(木）18：30 2階209号室 片岡 hkataoka@med.tottori-uac.jp

腫瘍医療学特論 北村 4F432室 38-6381 10/3(月)18：30 4階438室ゼミナール室2 北村 nshyk@med.tottori-u.ac.jp

医療情報処理学特論 網﨑 3F331室 38-6353 10/5（水）18:30 3階231講義室 網﨑 amisaki@med.tottori-u.ac.jp

保健学研究方法特論 花木 3F302室 38-6322 10月初旬に日程調整のため電話かメールを。 花木 hanaki@med.tottori-u.ac.jp

成人看護学演習 谷村 2F205室 38-6315 10/４(火)18：30 2階209号室 谷村 chika01@med.tottori-u.ac.jp

精神保健学演習 吉岡 4F403室 38-6333 10/14(木)18：30 4階地域・精神看護学セミナー室（413） 吉岡 連絡はメールでshiyoshi@med.tottori-u.ac.jpへ

高齢者看護学演習 山本 2F201室 38-6311 10/14(金)18：30 2階201号室 山本 連絡はメールでm-yamamoto@med.tottori-u.ac.jp

成育看護学演習Ⅰ(母性） 佐々木 3F306室 38-6326 花木 ksasaki@med.tottori-u.ac.jp

成育看護学演習Ⅱ（小児） 南前 3F301室 38-6321 花木 mikeiko@med.tottori-u.ac.jp

地域看護学特論 松浦 4F406室 38-6336 10/３(月)18：30 ４階４１３号室セミナー室 松浦 連絡はメールでbmharu9@med.tottori-u.ac.jp

地域看護学演習 松浦 4F406室 38-6336 履修者と日程調整します。連絡ください。 松浦
履修者は4月末までにメール下さい
bmharu9@med.tottori-u.ac.jp

神経病態・遺伝子疾患学演習 森 3F332室 38-6352 10/4(火)18：30 3階生体制御学セミナー室(327) 森 mori-te@med.tottori-u.ac.jp

病態細胞学演習 北村 4F432室 38-6381 10/7(金)18：30 4階438室ゼミナール室2 北村 nshyk@med.tottori-u.ac.jp

病態制御学演習 山田 4F427室 38-6388 病態制御学特論において詳細説明します 山田 連絡はメールでysadako@med.tottori-u.ac.jp

生体機能・情報解析学演習 網﨑 3F331室 38-6353 10/4（火）18:30 3階共用セミナー室337（生体制御） 網﨑 amisaki@med.tottori-u.ac.jp

環境科学演習 二宮 3F335室 38-6351 環境科学特論において詳細説明します 二宮 連絡はメールでninomiya@med.tottori-u.ac.jp

認知症予防学演習 浦上 3F333室 38-6354 認知症予防学特論において詳細説明します 浦上 連絡はメールでkurakami@med.tottori-u.ac.jp

緩和ケア演習Ⅰ 中條 2F204室 38-6314 後日履修者に連絡 ２階２１７号室 中條 chujo@med.tottori-u.ac.jp

緩和ケア演習Ⅱ 中條 2F204室 38-6314 後日履修者に連絡 ２階２１７号室 中條 chujo@med.tottori-u.ac.jp

緩和ケア特論Ⅱ 中條 2F204室 38-6314 後日履修者に連絡 ２階２１７号室 中條 chujo@med.tottori-u.ac.jp

がん看護学実習Ⅰ 中條 2F204室 38-6314 後日履修者に連絡 後日履修者に連絡 中條 chujo@med.tottori-u.ac.jp

がん看護学実習Ⅱ 中條 2F204室 38-6314 後日履修者に連絡 後日履修者に連絡 中條 chujo@med.tottori-u.ac.jp

がん看護学実習Ⅲ 中條 2F204室 38-6314 後日履修者に連絡 後日履修者に連絡 中條 chujo@med.tottori-u.ac.jp

※各特別研究（通年）については、担当教員と相談のこと。がん看護専門看護師コースについては、中條教授に照会のこと。

成育看護特論Ⅰ（母性）で説明します

成育看護特論Ⅱ（小児）で説明します
後期
期間
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平成28年度保健学専攻博士後期課程　第１回目集合日時・場所

《博士後期課程》
時期 科目名

主任
教員

教員室 連絡先 １回目日時 集合場所 1回目担当教員 備　　考

統合保健学研究方法特論 浦上 3F333室 38-6354 4/12（火）18：30 ３階２３１講義室 浦上 kurakami@med.tottori-u.ac.jp

成育保健学特論 花木 3F302室 38-6322 4/7(木)18：30 ３階３１３：図書情報処理室 花木 hanaki@med.tottori-u.ac.jp

成人・高齢者保健学特論 片岡 2F206室 38-6316 4/４(月)18：30 2階209室 片岡 hkataoka@med.tottori-uac.jp

地域保健学特論 吉岡 4F403室 38-6333 4/11(月)18：30 4階地域・精神看護学研究室（408） 吉岡 連絡はメールでshiyoshi@med.tottori-u.ac.jpへ

先進保健学特論 森 3F332室 38-6352 4/15(金)18：30 3階生体制御学セミナー室(327) 森 mori-te@med.tottori-u.ac.jp

成育保健学演習 花木 3F302室 38-6322 成育保健学特論花木の回にお尋ね下さい。 花木 hanaki@med.tottori-u.ac.jp

成人・高齢者保健学演習 片岡 2F206室 38-6316 10/３(月)18：30 2階209室 片岡 hkataoka@med.tottori-uac.jp

地域保健学演習 吉岡 4F403室 38-6333 10/3(月)18：30 4階地域・精神看護学セミナー室（413） 吉岡 連絡はメールでshiyoshi@med.tottori-u.ac.jpへ

先進保健学演習 森 3F332室 38-6352 先端保健学特論において詳細説明します

※各特別研究（通年）については、担当教員と相談のこと。
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