
 

小林 恵子 Keiko Kobayashi 

 

職名 教授 

担当科目 
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プライマリケア看護学特論Ⅱ 看護学特別研究 プライマリケア看護学特別課題研究 
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放送大学 教養学部 卒業 
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学位 博士（看護学）  修士（教育学） 

主な職歴 新潟県庁 （保健師，主任） 

新潟県立看護短期大学・専攻科 地域看護学専攻 （講師） 

新潟県看護大学・大学院 （講師，助教授，准教授，教授，学部長） 

新潟大学医学部保健学科・大学院保健学研究科 （教授，専攻主任，副研究科長） 

佐久大学看護学部・大学院看護学研究科 （教授，研究科長） 現職 
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