
保健看護学部 保健看護学科 履修モデル 
 
 （１）看護の「現場」に通用する実践力と判断力、チーム医療に求められる総合力に加えて、保健師とし

ての知識、技術を習得し、地域医療に対して貢献することができる人材 
 

区  分 分野・科目名、必修・選択別単位数 
 
総合教育科目 

科学的思考の基盤（選択６単位以上） 
科学の基礎（選択１単位） 統計学の基礎（選択１単位） 
生命のしくみ（選択２単位）情報科学（選択 2単位） 

人間と生活（必修２単位＋選択８単位以上） 
 生命倫理（必修２単位） 

スポーツと健康（選択２単位） 

日本国憲法（法の基礎知識）（選択 2単位） 
社会福祉論教育学（選択２単位）  教育学（選択２単位） 

言語とコミュニケーション（必修４単位＋選択３単位以上） 
英語表現法Ⅰ（必修１単位） 英語表現法Ⅱ（必修１単位） 
英語表現法Ⅲ（必修１単位） コミュニケーション学（必修１単位） 
英語表現法Ⅲ（選択１単位） 国語表現法（選択１単位）  

手話（選択１単位） 
東洋医療の基礎・導入教育（必修 1単位） 

 
専門教育科目 

■看護専門基礎（必修２１単位＋選択４単位以上） 
 ○看護にいかす心と体のしくみ 
  人体の構造Ⅰ（必修１単位） 人体の構造Ⅱ（必修１単位） 

 人体の機能Ⅰ（必修１単位） 人体の機能Ⅱ（必修１単位） 
 生体を構成する物質とはたらき（必修１単位） 

 人間の発達（必修１単位） 
 ○看護にいかす疾病の成り立ちと回復の促進 
  看護にいかす病因・病態学（必修１単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅰ（慢性）（必修２単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅱ（急性）（必修２単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅲ（精神）（必修１単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅳ（母性・小児）（必修１単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅴ（老年）（必修１単位） 
  看護とくすり（必修１単位） 
 ○看護にいかす生活と保健 
  保健・医療・福祉制度論（必修２単位） 保健統計学（必修２単位） 
  公衆衛生学（必修２単位） 
  疫学（選択２単位※）  保健統計学演習（選択２単位※） 
  保健医療福祉政策論（選択２単位※） 
 
（「看護専門」「看護の統合と専門展開」で必修７２単位＋選択７単位以上） 
■看護専門 
 ○基礎看護学分野 
  看護学概論（必修２単位）  看護活動と理論（必修１単位） 
  フィジカルアセスメント（必修１単位）  看護過程論（必修２単位） 
  基礎看護技術論Ⅰ（共通技術）（必修１単位） 
  基礎看護技術論Ⅱ（日常生活援助技術）（必修１単位） 
  基礎看護技術論Ⅲ（診療の補助技術）（必修１単位） 
  臨床看護実践論（必修１単位）  基礎看護学実習Ⅰ（必修１単位） 
  基礎看護学実習Ⅱ（必修２単位） 
 ○成育看護学分野 
  女性の健康と看護（必修１単位）  母性看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  母性看護方法論Ⅱ（必修１単位）  母性看護展開論（必修１単位） 
  子どもの健康と看護（必修１単位） 小児看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  小児看護方法論Ⅱ（必修１単位）  小児看護展開論（必修１単位） 



  母性看護学実習（必修２単位）   小児看護学実習（必修２単位） 
 ○臨床実践看護学分野 
  成人期の健康と看護（必修１単位） 
  成人看護方法論Ⅰ（慢性期）（必修１単位） 
  成人看護方法論Ⅱ（急性期）（必修１単位） 
  成人看護方法論Ⅲ（回復期）（必修１単位） 
  成人看護方法論Ⅳ（終末期）（必修１単位） 
  成人看護展開論（必修１単位）  心の健康と看護（必修１単位） 
  精神看護方法論Ⅰ（必修１単位） 精神看護方法論Ⅱ（必修１単位） 
  精神看護展開論（必修１単位）  成人看護学実習Ⅰ（必修３単位） 
  成人看護学実習Ⅱ（必修３単位） 精神看護学実習（必修２単位） 
 ○老年・在宅実践看護学分野 
  老年期の健康と看護（必修１単位） 老年看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  老年看護方法論Ⅱ（必修１単位）  老年看護展開論（必修１単位） 
  老年看護学実習Ⅰ（必修２単位）  老年看護学実習Ⅱ（必修２単位） 
  在宅療養と看護（必修１単位）   在宅看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  在宅看護方法論Ⅱ（必修１単位）  在宅看護展開論（必修１単位） 
  在宅看護学実習（必修２単位）   公衆衛生看護学概論（必修２単位） 
   健康教育論（必修１単位）   ライフサイクルと保健活動（必修２単

位） 
■看護の統合と専門展開 
 ○総合実践看護学分野 
  看護倫理学（必修１単位）      看護マネジメント論（必修１単位）

  リスクマネジメント論（必修１単位） 災害・国際看護論（必修１単位） 
  研究方法論基礎（必修２単位）    総合看護学演習（必修２単位） 
  総合看護学実習（必修２単位） 
 ○公衆衛生看護学分野 
  障害者と感染症の保健活動（選択２単位※） 
  家族看護論（選択１単位※）  公衆衛生看護支援論（選択１単位※） 
  公衆衛生看護計画論（選択２単位※） 
  学校保健論（選択１単位※）  産業保健論（選択１単位※） 
  公衆衛生看護管理論（選択１単位※） 
  公衆衛生看護学実習（選択５単位※） 
  公衆衛生看護学研究（選択２単位） 
 ○看護学専門展開分野 
  子育て支援論（選択１単位※） 
 
※ 学則上は「選択科目」だが、保健師課程は必修となる科目 
 

 
 
 
 
 
  



 （２）女性の尊厳と権利を擁護して対象にやさしい助産実践ができ、女性の生涯にわたる健康を 
    守るために創造的思考力と実践力を持ち、母子保健に貢献することができる助産師 
 

区  分 分野・科目名、必修・選択別単位数 
 
総合教育科目 

科学的思考の基盤（選択６単位以上） 
生命のしくみ（選択２単位） 物質と自然のしくみ（選択２単位） 
生命の化学（選択２単位）  

人間と生活（必修２単位＋選択８単位以上） 
 生命倫理（必修２単位） 

スポーツと健康（選択２単位）   社会学（選択２単位） 
社会福祉論教育学（選択２単位）  教育学（選択２単位） 

言語とコミュニケーション（必修４単位＋選択３単位以上） 
英語表現法Ⅰ（必修１単位） 英語表現法Ⅱ（必修１単位） 
英語表現法Ⅲ（必修１単位） コミュニケーション学（必修１単位） 
英語表現法Ⅲ（選択１単位） 国語表現法（選択１単位） 手話（選択１単

位） 
東洋医療の基礎・導入教育（必修 1単位） 

 
専門教育科目 

■看護専門基礎（必修２１単位＋選択４単位以上） 
 ○看護にいかす心と体のしくみ 
  人体の構造Ⅰ（必修１単位） 人体の構造Ⅱ（必修１単位） 

 人体の機能Ⅰ（必修１単位） 人体の機能Ⅱ（必修１単位） 
 生体を構成する物質とはたらき（必修１単位） 人間の発達（必修１単

位） 
 ○看護にいかす疾病の成り立ちと回復の促進 
  看護にいかす病因・病態学（必修１単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅰ（慢性）（必修２単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅱ（急性）（必修２単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅲ（精神）（必修１単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅳ（母性・小児）（必修１単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅴ（老年）（必修１単位） 
  看護とくすり（必修１単位） 
 ○看護にいかす生活と保健 
  保健・医療・福祉制度論（必修２単位） 保健統計学（必修２単位） 
  公衆衛生学（必修２単位） 
  食生活と健康（選択２単位）  疫学（選択２単位） 
 
 （「看護専門」「看護の統合と専門展開」で必修７２単位＋選択７単位以

上） 
■看護専門 
 ○基礎看護学分野 
  看護学概論（必修２単位）  看護活動と理論（必修１単位） 
  フィジカルアセスメント（必修１単位）  看護過程論（必修２単位） 
  基礎看護技術論Ⅰ（共通技術）（必修１単位） 
  基礎看護技術論Ⅱ（日常生活援助技術）（必修１単位） 
  基礎看護技術論Ⅲ（診療の補助技術）（必修１単位） 
  臨床看護実践論（必修１単位）  基礎看護学実習Ⅰ（必修１単位） 
  基礎看護学実習Ⅱ（必修２単位） 
 ○成育看護学分野 
  女性の健康と看護（必修１単位）  母性看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  母性看護方法論Ⅱ（必修１単位）  母性看護展開論（必修１単位） 
  子どもの健康と看護（必修１単位） 小児看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  小児看護方法論Ⅱ（必修１単位）  小児看護展開論（必修１単位） 
  母性看護学実習（必修２単位）   小児看護学実習（必修２単位） 
 ○臨床実践看護学分野 
  成人期の健康と看護（必修１単位） 



  成人看護方法論Ⅰ（慢性期）（必修１単位） 
  成人看護方法論Ⅱ（急性期）（必修１単位） 
  成人看護方法論Ⅲ（回復期）（必修１単位） 
  成人看護方法論Ⅳ（終末期）（必修１単位） 
  成人看護展開論（必修１単位）  心の健康と看護（必修１単位） 
  精神看護方法論Ⅰ（必修１単位） 精神看護方法論Ⅱ（必修１単位） 
  精神看護展開論（必修１単位）  成人看護学実習Ⅰ（必修３単位） 
  成人看護学実習Ⅱ（必修３単位） 精神看護学実習（必修２単位） 
 ○老年・在宅実践看護学分野 
  老年期の健康と看護（必修１単位） 老年看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  老年看護方法論Ⅱ（必修１単位）  老年看護展開論（必修１単位） 
  老年看護学実習Ⅰ（必修２単位）  老年看護学実習Ⅱ（必修２単位） 
  在宅療養と看護（必修１単位）   在宅看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  在宅看護方法論Ⅱ（必修１単位）  在宅看護展開論（必修１単位） 
  在宅看護学実習（必修２単位）   公衆衛生看護学概論（必修２単位） 
   健康教育論（必修１単位）   ライフサイクルと保健活動（必修２単

位） 
■看護の統合と専門展開 
 ○総合実践看護学分野 
  看護倫理学（必修１単位）      看護マネジメント論（必修１単

位） 
  リスクマネジメント論（必修１単位） 災害・国際看護論（必修１単位） 
  研究方法論基礎（必修２単位）    総合看護学演習（必修２単位） 
  総合看護学実習（必修２単位） 
 ○助産学分野 
  助産学概論（選択１単位※） 
  助産診断・技術学Ⅰ（妊娠期）（選択２単位※） 
  助産診断・技術学Ⅱ（分娩期）（選択２単位※） 
  助産診断・技術学Ⅲ（産褥期）（選択２単位※） 
   助産診断演習（選択１単位※） 助産技術演習（選択１単位※） 
   助産管理Ⅰ（選択１単位※）  助産管理Ⅱ（選択１単位※） 
   助産学実習（選択１１単位※） 助産学研究（選択２単位） 
 ○看護学専門展開分野 
  子育て支援論（選択１単位※） 
 
※ 学則上は「選択科目」だが、助産師課程は必修となる科目 
 

 
 
 
 
 
  



 （３）看護の「現場」に通用する実践力と判断力、チーム医療に求められる総合力に加えて、東洋医学に

視点を置いた知識、技術を習得した看護師 

区  分 分野・科目名、必修・選択別単位数 
 
総合教育科目 

科学的思考の基盤（選択６単位以上） 
科学の基礎（選択１単位） 統計学の基礎（選択１単位） 
生命のしくみ（選択２単位）情報科学（選択 2単位） 

人間と生活（必修２単位＋選択８単位以上） 
 生命倫理（必修２単位） 

スポーツと健康（選択２単位） 

日本国憲法（法の基礎知識）（選択 2単位） 
社会福祉論教育学（選択２単位）  教育学（選択２単位） 

言語とコミュニケーション（必修４単位＋選択３単位以上） 
英語表現法Ⅰ（必修１単位） 英語表現法Ⅱ（必修１単位） 
英語表現法Ⅲ（必修１単位） コミュニケーション学（必修１単位） 
英語表現法Ⅲ（選択１単位） 国語表現法（選択１単位） 

手話（選択１単位） 
東洋医療の基礎・導入教育（必修 1単位） 

 
専門教育科目 

■看護専門基礎（必修２１単位＋選択４単位以上） 
 ○看護にいかす心と体のしくみ 
  人体の構造Ⅰ（必修１単位） 人体の構造Ⅱ（必修１単位） 

 人体の機能Ⅰ（必修１単位） 人体の機能Ⅱ（必修１単位） 
 生体を構成する物質とはたらき（必修１単位）人間の発達（必修１単位） 

 ○看護にいかす疾病の成り立ちと回復の促進 
  看護にいかす病因・病態学（必修１単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅰ（慢性）（必修２単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅱ（急性）（必修２単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅲ（精神）（必修１単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅳ（母性・小児）（必修１単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅴ（老年）（必修１単位） 
  看護とくすり（必修１単位） 
 ○看護にいかす生活と保健 
  保健・医療・福祉制度論（必修２単位） 保健統計学（必修２単位） 
  公衆衛生学（必修２単位） 

 
  食生活と健康（選択２単位）  環境と健康（選択２単位） 
 
（「看護専門」「看護の統合と専門展開」で必修７２単位＋選択７単位以上） 
■看護専門 
 ○基礎看護学分野 
  看護学概論（必修２単位）  看護活動と理論（必修１単位） 
  フィジカルアセスメント（必修１単位）  看護過程論（必修２単位） 
  基礎看護技術論Ⅰ（共通技術）（必修１単位） 
  基礎看護技術論Ⅱ（日常生活援助技術）（必修１単位） 
  基礎看護技術論Ⅲ（診療の補助技術）（必修１単位） 
  臨床看護実践論（必修１単位）  基礎看護学実習Ⅰ（必修１単位） 
  基礎看護学実習Ⅱ（必修２単位） 
 ○成育看護学分野 
  女性の健康と看護（必修１単位）  母性看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  母性看護方法論Ⅱ（必修１単位）  母性看護展開論（必修１単位） 
  子どもの健康と看護（必修１単位） 小児看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  小児看護方法論Ⅱ（必修１単位）  小児看護展開論（必修１単位） 
  母性看護学実習（必修２単位）   小児看護学実習（必修２単位） 
 ○臨床実践看護学分野 
  成人期の健康と看護（必修１単位） 
  成人看護方法論Ⅰ（慢性期）（必修１単位） 



  成人看護方法論Ⅱ（急性期）（必修１単位） 
  成人看護方法論Ⅲ（回復期）（必修１単位） 
  成人看護方法論Ⅳ（終末期）（必修１単位） 
  成人看護展開論（必修１単位）  心の健康と看護（必修１単位） 
  精神看護方法論Ⅰ（必修１単位） 精神看護方法論Ⅱ（必修１単位） 
  精神看護展開論（必修１単位）  成人看護学実習Ⅰ（必修３単位） 
  成人看護学実習Ⅱ（必修３単位） 精神看護学実習（必修２単位） 
 ○老年・在宅実践看護学分野 
  老年期の健康と看護（必修１単位） 老年看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  老年看護方法論Ⅱ（必修１単位）  老年看護展開論（必修１単位） 
  老年看護学実習Ⅰ（必修２単位）  老年看護学実習Ⅱ（必修２単位） 
  在宅療養と看護（必修１単位）   在宅看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  在宅看護方法論Ⅱ（必修１単位）  在宅看護展開論（必修１単位） 
  在宅看護学実習（必修２単位）   公衆衛生看護学概論（必修２単位） 
  健康教育論（必修１単位）  ライフサイクルと保健活動（必修２単位） 
■看護の統合と専門展開 
 ○総合実践看護学分野 
  看護倫理学（必修１単位）      看護マネジメント論（必修１単位）

  リスクマネジメント論（必修１単位） 災害・国際看護論（必修１単位） 
  研究方法論基礎（必修２単位）    総合看護学演習（必修２単位） 
  総合看護学実習（必修２単位） 
 ○看護学専門展開分野 

看護にいかすツボ刺激（選択２単位）看護に手技療法（選択２単位） 

チーム医療論（選択１単位）    看護学研究（選択２単位）   
 

 
 
  



 （４）看護の「現場」に通用する実践力と判断力、チーム医療に求められる総合力に加えて、健康の維

持・増進に貢献することができる看護師 

区  分 分野・科目名、必修・選択別単位数 
 
総合教育科目 

科学的思考の基盤（選択６単位以上） 
科学の基礎（選択１単位） 統計学の基礎（選択１単位） 
生命のしくみ（選択２単位）情報科学（選択 2単位） 

人間と生活（必修２単位＋選択８単位以上） 
 生命倫理（必修２単位） 

スポーツと健康（選択２単位） 

日本国憲法（法の基礎知識）（選択 2単位） 
社会福祉論教育学（選択２単位）  教育学（選択２単位） 

言語とコミュニケーション（必修４単位＋選択３単位以上） 
英語表現法Ⅰ（必修１単位） 英語表現法Ⅱ（必修１単位） 
英語表現法Ⅲ（必修１単位） コミュニケーション学（必修１単位） 
英語表現法Ⅲ（選択１単位） 国語表現法（選択１単位）  

手話（選択１単位） 
東洋医療の基礎・導入教育（必修 1単位） 

 
専門教育科目 

■看護専門基礎（必修２１単位＋選択４単位以上） 
 ○看護にいかす心と体のしくみ 
  人体の構造Ⅰ（必修１単位） 人体の構造Ⅱ（必修１単位） 

 人体の機能Ⅰ（必修１単位） 人体の機能Ⅱ（必修１単位） 
 生体を構成する物質とはたらき（必修１単位）人間の発達（必修１単位） 

 ○看護にいかす疾病の成り立ちと回復の促進 
  看護にいかす病因・病態学（必修１単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅰ（慢性）（必修２単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅱ（急性）（必修２単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅲ（精神）（必修１単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅳ（母性・小児）（必修１単位） 
  看護にいかす疾病論Ⅴ（老年）（必修１単位） 
  看護とくすり（必修１単位） 
 ○看護にいかす生活と保健 
  保健・医療・福祉制度論（必修２単位） 保健統計学（必修２単位） 
  公衆衛生学（必修２単位） 
 

  食生活と健康（選択２単位） 保健医療福祉政策論（選択２単位） 
   
（「看護専門」「看護の統合と専門展開」で必修７２単位＋選択７単位以上） 
■看護専門 
 ○基礎看護学分野 
  看護学概論（必修２単位）  看護活動と理論（必修１単位） 
  フィジカルアセスメント（必修１単位）  看護過程論（必修２単位） 
  基礎看護技術論Ⅰ（共通技術）（必修１単位） 
  基礎看護技術論Ⅱ（日常生活援助技術）（必修１単位） 
  基礎看護技術論Ⅲ（診療の補助技術）（必修１単位） 
  臨床看護実践論（必修１単位）  基礎看護学実習Ⅰ（必修１単位） 
  基礎看護学実習Ⅱ（必修２単位） 
 ○成育看護学分野 
  女性の健康と看護（必修１単位）  母性看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  母性看護方法論Ⅱ（必修１単位）  母性看護展開論（必修１単位） 
  子どもの健康と看護（必修１単位） 小児看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  小児看護方法論Ⅱ（必修１単位）  小児看護展開論（必修１単位） 
  母性看護学実習（必修２単位）   小児看護学実習（必修２単位） 
 ○臨床実践看護学分野 
  成人期の健康と看護（必修１単位） 
  成人看護方法論Ⅰ（慢性期）（必修１単位） 



  成人看護方法論Ⅱ（急性期）（必修１単位） 
  成人看護方法論Ⅲ（回復期）（必修１単位） 
  成人看護方法論Ⅳ（終末期）（必修１単位） 
  成人看護展開論（必修１単位）  心の健康と看護（必修１単位） 
  精神看護方法論Ⅰ（必修１単位） 精神看護方法論Ⅱ（必修１単位） 
  精神看護展開論（必修１単位）  成人看護学実習Ⅰ（必修３単位） 
  成人看護学実習Ⅱ（必修３単位） 精神看護学実習（必修２単位） 
 ○老年・在宅実践看護学分野 
  老年期の健康と看護（必修１単位） 老年看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  老年看護方法論Ⅱ（必修１単位）  老年看護展開論（必修１単位） 
  老年看護学実習Ⅰ（必修２単位）  老年看護学実習Ⅱ（必修２単位） 
  在宅療養と看護（必修１単位）   在宅看護方法論Ⅰ（必修１単位） 
  在宅看護方法論Ⅱ（必修１単位）  在宅看護展開論（必修１単位） 
  在宅看護学実習（必修２単位）   公衆衛生看護学概論（必修２単位） 
  健康教育論（必修１単位）  ライフサイクルと保健活動（必修２単位） 
■看護の統合と専門展開 
 ○総合実践看護学分野 
  看護倫理学（必修１単位）     看護マネジメント論（必修１単位） 
  リスクマネジメント論（必修１単位） 災害・国際看護論（必修１単位） 
  研究方法論基礎（必修２単位）    総合看護学演習（必修２単位） 
  総合看護学実習（必修２単位） 
 ○看護学専門展開分野 

  救急救命看護学（選択１単位）   クリティカルケア論（選択１単位） 

  先端医療の現状（選択１単位）   ボランティア論（選択２単位） 

  ケアマネジメント論（選択１単位） チーム医療論（選択１単位） 
 

 


