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精神看護学
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(PCN)
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成人看護学

Adult nursing
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(MTN)
小児看護学

Pediatric nursing

(PDN)

１年次

人体構造と機能Ⅰ NN_INS_STF_2_01

人類遺伝・発生学NN_INS_STF_2_06

人体構造と機能Ⅱ NN_INS_STF_2_02 人体構造と機能Ⅲ NN_INS_STF_2_03

発達心理学 NN_INS_STF_2_07

医療心理学 NN_INS_STF_2_08

看護栄養学 NN_INS_HCP_3_09

保健医療福祉制度論 NN_INS_HCW_3_02

保健医療福祉制度論Ⅱ NN_SPS_PHN_4_07

社会福祉学 NN_INS_HCW_3_06
保健学Ⅰ（公衆衛生） NN_INS_HCW_3_03 保健学Ⅱ（疫学） NN_INS_HCW_3_05

保健統計 NN_INS_HCW_3_04

生化学 NN_INS_STF_2_05

薬理学 NN_INS_HCP_3_08

微生物学 NN_INS_STF_2_04

看護学概論 NN_SPS_BSN_4_01

基礎看護学方法Ⅰ(共通基本技術)
NN_SPS_BSN_4_02

基礎看護学方法Ⅱ(日常生活援助技術)
NN_SPS_BSN_4_03

基礎看護学方法Ⅲ(診断・治療に伴う援助技術)
NN_SPS_BSN_4_04

基礎看護学実習Ⅰ NN_SPS_BSN_4_08 基礎看護学実習Ⅱ NN_SPS_BSN_4_09

母性看護学概論 NN_SPS_MTN_4_01 母性看護学方法 NN_SPS_MTN_4_02 母性看護学実習 NN_SPS_MTN_4_03

小児看護学概論 NN_SPS_PDN_4_01 小児看護学方法 NN_SPS_PDN_4_02 小児看護学実習 NN_SPS_PDN_4_03

成人看護学概論 NN_SPS_ADN_4_01 成人看護学方法Ⅰ NN_SPS_ADN_4_02

成人看護学方法Ⅱ NN_SPS_ADN_4_03

成人看護学実習Ⅰ NN_SPS_ADN_4_04

成人看護学実習Ⅱ NN_SPS_ADN_4_05

老年看護学概論 NN_SPS_GRN_4_01 老年看護学方法 NN_SPS_GRN_4_02 老年看護学実習 NN_SPS_GRN_4_03

精神看護学概論 NN_SPS_MHN_4_01 精神看護学方法 NN_SPS_MHN_4_02 精神看護学実習 NN_SPS_MHN_4_03

公衆衛生看護学概論 NN_SPS_CHN_4_06
公衆衛生看護活動論Ⅰ（地区活動）

NN_SPS_CHN_4_07

公衆衛生看護方法論Ⅱ NN_SPS_PHN_4_04

公衆衛生看護活動論Ⅱ（産業保健）

NN_SPS_PHN_4_02

公衆衛生看護活動論Ⅲ（学校保健）

NN_SPS_PHN_4_03

公衆衛生看護学診断演習 NN_SPS_PHN_4_05

公衆衛生看護学実習Ⅱ（産業保健）

NN_SPS_PHN_4_09

看護倫理 NN_SPS_BSN_4_11

感染看護論 NN_SPS_NID_4_01

公衆衛生看護学実習Ⅰ（地区活動）
NN_SPS_PHN_4_08

看護理論 NN_SPS_BSN_4_10

エンド・オブ・ライフケア論
NN_SPS_CHN_4_05

・実線、破線は、重複部分を区分するためだけで、意味の区分はない。

・ ：必修科目

・ ：選択科目

・※は卒業後、養護教諭二種免許状を取得するために必要な科目

・ ：選択科目で保健師課程必修

倫理学 NN_GNS_HSS_1_01

生命倫理学 NN_GNS_HSS_1_05
心理学 NN_GNS_HSS_1_02

法学 NN_GNS_HSS_1_03※

経済学 NN_GNS_HSS_1_04

社会慣習・マナー技法 NN_GNS_COM_1_02

ボランティア技法 NN_GNS_COM_1_03

アカデミック基礎セミナー NN_GNS_COM_1_01

情報処理 NN_GNS_NTS_1_01

数学 NN_GNS_NTS_1_03

物理学 NN_GNS_NTS_1_04

化学 NN_GNS_NTS_1_05

生物学 NN_GNS_NTS_1_02

基礎英語 NN_GNS_FRL_1_01 英語Ⅰ NN_GNS_FRL_1_02 英語Ⅱ NN_GNS_FRL_1_03 英語Ⅲ NN_GNS_FRL_2_04

英会話Ⅰ(初級) NN_GNS_FRL_1_05 英会話Ⅱ(中級) NN_GNS_FRL_1_06

中国語 NN_GNS_FRL_1_07

韓国語 NN_GNS_FRL_1_08

ドイツ語 NN_GNS_FRL_1_09

ポルトガル語 NN_GNS_FRL_1_10

体育実技 NN_GNS_HLS_1_01※

手話技法 NN_GNS_COM_1_04

コミュニケーション・ワークショップ演習
NN_GNS_COM_1_05

医学概論 NN_INS_HCP_3_01

運動指導論 NN_INS_HCP_3_10※

疾病・治療論Ⅰ（成人・老年Ⅰ）NN_INS_HCP_3_03

疾病・治療論Ⅱ（成人・老年Ⅱ） NN_INS_HCP_3_04

疾病・治療論Ⅲ（精神） NN_INS_ISP_3_05

臨床病理学総論 NN_INS_HCP_3_02

疾病・治療論Ⅳ（母性） NN_INS_HCP_3_06

疾病・治療論Ⅴ（小児） NN_INS_HCP_3_07

チーム医療論 NN_INS_HCW_3_01

フィジカルアセスメント論 NN_SPS_BSN_4_12

地域・在宅看護論 NN_SPS_CHN_4_01 地域・在宅看護学実習 NN_SPS_CHN_4_03

国際・災害看護論 NN_SPS_NID_4_06

家族援助論 NN_SPS_CHN_4_04

看護コミュニケーション
NN_SPS_BSN_4_07

看護過程論 NN_SPS_BSN_4_05

看護過程演習 NN_SPS_BSN_4_06

地域・在宅看護学方法 NN_SPS_CHN_4_02

地域生活支援実習 NN_SPS_CHN_4_08

看護教育学 NN_SPS_NID_4_07 鍼灸・漢方セミナー NN_SPS_NID_4_08

トリートメントケアセミナー
NN_SPS_NID_4_09

統合看護演習 NN_SPS_NID_4_05

看護管理学 NN_SPS_NID_4_02

統合看護実習 NN_SPS_NID_4_04

チーム医療演習 NN_SPS_NID_4_03

卒業研究 NN_SPS_GTH_5_01

公衆衛生看護方法論Ⅰ NN_SPS_PHN_4_01

公衆衛生看護管理論 NN_SPS_PHN_4_06

公衆衛生看護学実習Ⅲ（学校保健）

NN_SPS_PHN_4_10


