
保健学研究科博士課程前期課程　看護学領域

保健学研究科では、本研究科のディプロマ・ポリシーを実現するため、以下のとおり体系的な教育課程の編成を行っている。

前期 後期 前期 後期

国際保健コミュニケーション特講I 医療保健福祉特講Ⅰ 家族看護学基盤実習　＊CNS 家族看護学展開実習　＊CNS

保健倫理学特講Ⅰ 移植・人工臓器学特講Ⅰ 看護実践学特別研究Ⅰ 看護実践学特別研究Ⅰ

看護教育特講Ⅰ＊CNS 臨床心理学特講Ⅰ 療養支援看護学特別研究Ⅰ 療養支援看護学特別研究Ⅰ

看護研究特講Ⅰ＊CNS 看護管理特講Ⅰ＊CNS 在宅看護学特別研究Ⅰ 在宅看護学特別研究Ⅰ

看護実践学特講Ⅰ 看護コンサルテーション特講Ⅰ＊CNS 母性看護学特別研究Ⅰ 母性看護学特別研究Ⅰ

看護実践学特別研究Ⅰ 看護実践学演習Ⅰ 助産学特別研究 助産学特別研究

療養支援看護学特別研究Ⅰ 療養支援看護学演習Ⅰ 地域母子保健特講  ＊助産師

在宅看護学特講Ⅰ 在宅看護学演習Ⅰ

在宅看護学特別研究Ⅰ 家族インターベンション学　＊CNS

家族看護学特講Ⅰ 実践家族看護学　＊CNS

家族環境学　＊CNS 実践家族看護学演習　＊CNS

理論家族看護学　＊CNS 母性看護学演習Ⅰ

家族症候学　＊CNS 看護実践学特別研究Ⅰ

母性看護学特講Ⅰ 療養支援看護学特別研究Ⅰ

母性看護学特別研究Ⅰ 在宅看護学特別研究Ⅰ

助産学特別研究 母性看護学特別研究Ⅰ

創造助産学概論 ＊助産師 看護倫理特講Ⅰ＊CNS

生涯女性健康科学特講 ＊助産師 助産学特別研究

看護実践学特講Ⅰ 臨床心理学特講Ⅰ 看護実践学特別研究Ⅰ 看護実践学特別研究Ⅰ

看護実践学特別研究Ⅰ 看護実践学特別研究Ⅰ 療養支援看護学特別研究Ⅰ 療養支援看護学特別研究Ⅰ

療養支援看護学特講Ⅰ 療養支援看護学特別研究Ⅰ 在宅看護学特別研究Ⅰ 在宅看護学特別研究Ⅰ

療養支援看護学特別研究Ⅰ 在宅看護学特別研究Ⅰ 家族看護学特別研究Ⅰ 家族看護学特別研究Ⅰ

在宅看護学特別研究Ⅰ 家族看護学特別研究Ⅰ 母性看護学特別研究Ⅰ 母性看護学特別研究Ⅰ

家族看護学特講Ⅰ※ICHS 母性看護学特別研究Ⅰ 助産学特別研究 助産学特別研究

家族看護学特別研究Ⅰ 助産学特別研究

母性看護学特講Ⅰ

母性看護学特別研究Ⅰ

助産学特別研究

実践家族看護学研究　＊CNS 実践家族看護学研究　＊CNS 実践家族学研究　＊CNS 実践家族看護学研究　＊CNS

創造助産学概論　＊助産師 看護コンサルテーション特講Ⅰ＊CNS 助産管理学特講　＊助産師

国際保健コミュニケーション特講I ※ICHS 看護倫理特講Ⅰ＊CNS

看護研究特講Ⅰ＊CNS 看護実践学演習Ⅰ

国際実践特講Ⅰ※ICHS 療養支援看護学演習Ⅰ

在宅看護学演習Ⅰ

家族看護学演習Ⅰ

母性看護学演習Ⅰ

カリキュラム・ポリシー

1年次 2年次
部局ＤＰにおける学習目標

人間性

豊かな教養と高
い倫理性を身に
つけ，知性，理
性及び感性が調
和し，自立した
看護専門職者と
して，人々の健
康を守るために
行動できる能力

創造性

伝統的な思考や
方法を真摯に学
ぶとともに，こ
れらの知識を批
判的に継承し，
受け継いだ思考
や方法の中に新
たな課題を発見
して創造的に解
決できる能力

問題意識をも
ち，現場を改革
するための看護
実践方法を開発
する能力



前期 後期 前期 後期

1年次 2年次
部局ＤＰにおける学習目標

国際保健コミュニケーション特講I  ※ICHS 看護管理特講Ⅰ＊CNS トランス文化家族看護学　＊CNS　※英語

看護実践学特講Ⅰ 看護コンサルテーション特講Ⅰ＊CNS

在宅看護学特講Ⅰ 母性看護学演習Ⅰ

家族看護学特講Ⅰ※ICHS IPW特講Ⅰ※ICHS

国際実践フィールドワークⅠ※ICHS 国際実践フィールドワークⅠ※ICHS 家族看護学特別研究Ⅰ 家族看護学特別研究Ⅰ

家族看護学特別研究Ⅰ 家族看護学特別研究Ⅰ 母性看護学特別研究Ⅰ 母性看護学特別研究Ⅰ

母性看護学特別研究Ⅰ 母性看護学特別研究Ⅰ

創造助産学概論 ＊助産師 バイオサイエンス特講Ⅰ※ICHS

国際実践特講Ⅰ※ICHS IPW特講Ⅰ※ICHS 地域母子保健特講　＊助産師

情報科学特講Ⅰ

国際実践特講Ⅰ※ICHS 家族看護学基盤実習　＊CNS こども保育期・教育期家族看護学　＊CNS

保健倫理学特講Ⅰ 医療保健福祉特講Ⅰ

情報科学特講Ⅰ 移植・人工臓器学特講Ⅰ

エビデンスベーストヘルスケア特講Ⅰ 情報科学特講Ⅰ

看護教育特講Ⅰ＊CNS 分子生物学特講Ⅰ

看護研究特講Ⅰ＊CNS 臨床心理学特講Ⅰ

理論家族看護学　＊CNS

ハイリスク母性ケア論特講 ＊助産師

家族環境学　＊CNS 看護管理特講Ⅰ＊CNS 家族看護展開実習　＊CNS 実践家族看護学研究　＊CNS

家族症候学　＊CNS 在宅看護学演習Ⅰ 助産管理学特講　＊助産師 母性看護学特別研究Ⅰ

療養支援看護学特講Ⅰ 実践家族看護学　＊CNS 助産学実習Ⅲ ＊助産師 看護実践学特別研究Ⅰ

母性看護学特講Ⅰ 実践家族看護学演習　＊CNS 助産学実習Ⅳ ＊助産師 療養支援看護学特別研究Ⅰ

ハイリスク母性ケア論特講 ＊助産師 母性看護学演習Ⅰ 母性看護学特別研究Ⅰ 在宅看護学特別研究Ⅰ

創造助産学概論 ＊助産師 生涯女性健康科学演習     ＊助産師 看護実践学特別研究Ⅰ 家族看護学特別研究Ⅰ

生涯女性健康科学特講    ＊助産師 助産学実習Ⅰ  ＊助産師 療養支援看護学特別研究Ⅰ

高度実践助産技術学特講 ＊助産師 助産学実習Ⅱ  ＊助産師 在宅看護学特別研究Ⅰ

高度周産期技術学特講   ＊助産師 母性看護学特別研究Ⅰ 家族看護学特別研究Ⅰ

母性看護学特別研究Ⅰ 看護実践学特別研究Ⅰ 助産学特別研究

看護実践学特別研究Ⅰ 療養支援看護学特別研究Ⅰ 実践家族看護学研究　＊CNS

療養支援看護学特別研究Ⅰ 在宅看護学特別研究Ⅰ

在宅看護学特別研究Ⅰ 家族看護学特別研究Ⅰ

家族看護学特別研究Ⅰ 助産学特別研究

助産学特別研究 実践家族看護学研究　＊CNS

実践家族看護学研究　＊CNS

在宅看護学特講Ⅰ 看護コンサルテーション特講Ⅰ＊CNS トランス文化家族看護学　＊CNS　※ICHS
国際実践フィールドワークⅠ※ICHS IPW特講Ⅰ※ICHS

家族インターベンション学　＊CNS 地域母子保健特講  ＊助産師

国際実践フィールドワークⅠ※ICHS

上級臨床薬理学　＊CNSおよび＊助産師 上級フィジカルアセスメント学　＊CNS 助産学実習Ⅲ ＊助産師 家族看護学統合実習　＊CNS

上級病態生理学　＊CNSおよび＊助産師 分子生物学特講Ⅰ※ICHS 助産学実習Ⅳ ＊助産師

バイオサイエンス特講Ⅰ※英語 助産管理学

高度実践助産技術学演習 ＊助産師

高度周産期技術学演習 ＊助産師

スペシャリスト
として，直面す
る問題を多角的
に分析し，解決
する能力

専門領域を超
え，医療保健福
祉チームの一員
として協働して
働くことができ
る能力

看護の役割拡大
に適応できる深
い学識と卓越し
た専門的能力

国際性

専門性

多様な価値観を
尊重し，異文化
のより深い理解
に努め，優れた
コミュニケー
ションを図る能
力

国際的に普遍的
な価値をもつ知
識・技術を自ら
創造するととも
に，各々の地域
の状況に最も相
応しい形で適用
することができ
る能力

看護学分野の中
核人材として，
国際社会でリー
ダーシップを発
揮できる能力

Evidence based
nursingを基盤と
した深い学識と
高度実践能力


