
⽇本⾚⼗字秋⽥看護⼤学看護学部 履修系統図

専⾨基礎科⽬
・⼈間と健康
・疾病と治癒過程
・保健医療福祉

専⾨科⽬
・基礎看護（基礎看護学）
・発達看護（成⼈看護学、⽼年看護学、⼩児看護学、⺟性看護学）
・地域看護（精神看護学、地域・在宅看護学、公衆衛⽣看護学）
＊次世代健康推進・育成⽀援（教職）科⽬

⾚⼗字（⼈道・国際性・地域性・奉仕）
・⾚⼗字の使命でもある「国外災害救援」を担う
看護職の育成
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基盤教育科⽬
・⼈間の⼼と⾝体を理解するための知と技術
・⼈間と社会・⽂化に関する知と技術
・⼈間と情報に関する知と技術
・⼈間と⾃然に関する知と技術
・国際化社会を⽣きるための⼈間に必要な知と技術
・次世代健康推進・育成に関わる教職に必要な知と
技術（教職科⽬）

・スタディスキル

（NS-3-3-37）
精神看護学実習
（NS-3-3-32）
⺟性看護学実習
（NS-3-3-27）
⼩児看護学実習
（NS-3-3-22）
⽼年看護学実習Ⅱ
（NS-3-3-21）
⽼年看護学実習Ⅰ
（NS-3-3-16）
成⼈看護学実習Ⅱ
（NS-3-3-15）
成⼈看護学実習Ⅰ
（NS-3-3-41）
地域・在宅看護学実習

（NS-1-1-24） （NS-1-1-25）
教育社会学 教育⼼理学
（NS-1-1-16） （NS-1-1-23）
英語Ｒ・Ｗ 教育原論
（NS-1-1-22） （NS-1-1-31）
教職⼊⾨ 基礎ゼミナール
（NS-1-1-14） （NS-1-1-15）
異⽂化論 英語Ｌ・Ｓ
（NS-1-1-11） （NS-1-1-13）
⽣物学 ⾚⼗字原論
（NS-1-1-8） （NS-1-1-9）
情報リテラシー 基礎統計学
（NS-1-1-4） （NS-1-1-5）
哲学 ⾳楽論
（NS-1-1-1） （NS-1-1-2）
健康⾏動学 ⼼理学概論

（NS-2-1-11）
疾病の成り⽴ちと回復の促進Ⅲ機能別
（NS-2-1-10）
疾病の成り⽴ちと回復の促進Ⅱ外科
（NS-2-1-9）
疾病の成り⽴ちと回復の促進Ⅰ病理・病態
（NS-2-1-3） （NS-2-1-4）
⼈体の構造と機能Ⅱ 薬理学
（NS-2-1-2）
⽣化学・栄養学
（NS-2-1-1）
⼈体の構造と機能Ⅰ

（NS-1-3-10）
基礎統計学演習
（NS-1-3-32）
研究⽅法論
（NS-1-3-20）
国際協⼒論

（NS-2-2-17） （NS-2-2-18）
疫学 保健統計学
（NS-2-2-8）
健康相談活動（養護教諭）
（NS-2-2-6）
社会福祉概論

（NS-2-2-15）
公衆衛⽣学
（NS-2-2-13）
疾病の成り⽴ちと回復の促進Ⅴ⼩児・⺟性
（NS-2-2-12）
疾病の成り⽴ちと回復の促進Ⅳ精神
（NS-2-2-5） （NS-2-2-7）
感染免疫学 養護概説

（NS-2-3-20）
家族援助論
（NS-2-3-19）
保健医療福祉⾏政論
（NS-2-3-16）
⽣活論
（NS-2-3-14）
臓器移植

（NS-3-3-59） （NS-3-3-63）
看護情報学 看護管理学Ⅱ
（NS-3-3-56） （NS-3-3-57）
看護研究⽅法論 フォレンジック看護論
（NS-3-3-61） （NS-3-3-62）
国際看護学 看護管理学Ⅰ
（NS-3-3-54） （NS-3-3-55）
摂⾷・嚥下障がい者看護論 地域包括ケア各論
（NS-4-3-3） （NS-3-3-53）
災害看護学Ⅱ 感染看護論
（NS-3-3-40）
地域・在宅看護学Ⅲ地域包括ケア概論
（NS-3-3-36）
精神看護学Ⅳ精神リハビリテーション
（NS-3-3-31）
⺟性看護学Ⅳ⼥性論
（NS-3-3-26）
⼩児看護学Ⅳ発達障がい児看護論
（NS-3-3-20）
⽼年看護学Ⅳ認知症看護論
（NS-3-3-14）
成⼈看護学Ⅳがん看護・ターミナルケア

（NS-3-2-39） （NS-3-2-49）
地域・在宅看護学Ⅱ⽅法論 特別⽀援教育概論
（NS-3-2-25） （NS-3-2-30） （NS-3-2-35）
⼩児看護学Ⅲ ⺟性看護学Ⅲ 精神看護学Ⅲ
（NS-3-2-9） （NS-3-2-19）
基礎看護学実習Ⅱ ⽼年看護学Ⅲ
（NS-3-2-34） （NS-4-2-2）
精神看護学Ⅱ 災害看護学Ⅰ
（NS-3-2-18） （NS-3-2-24） （NS-3-2-29）
⽼年看護学Ⅱ ⼩児看護学Ⅱ ⺟性看護学Ⅱ
（NS-3-2-12） （NS-3-2-13）
成⼈看護学Ⅱ－２慢性看護 成⼈看護学Ⅲ
（NS-3-2-8） （NS-3-2-11）
看護展開論 成⼈看護学Ⅱ－１クリティカルケア看護

（NS-3-1-42） （NS-3-1-48）
公衆衛⽣看護学Ⅰ概論 学校保健
（NS-3-1-28） （NS-3-1-33）
⺟性看護学Ⅰ概論 精神看護学Ⅰ概論
（NS-3-1-10） （NS-3-1-17） （NS-3-1-23）
成⼈看護学Ⅰ概論 ⽼年看護学Ⅰ概論 ⼩児看護学Ⅰ概論
（NS-3-1-6） （NS-3-1-7）
基礎看護学実習Ⅰ 基礎看護学Ⅳ基礎看護⽅法論
（NS-3-1-2） （NS-3-1-5）
フィジカルアセスメントⅡ 基礎看護学Ⅲ看護技術２
（NS-3-1-4） （NS-3-1-38）
基礎看護学Ⅱ看護技術１ 地域・在宅看護学Ⅰ概論
（NS-3-1-1） （NS-3-1-3）
フィジカルアセスメントⅠ 基礎看護学Ⅰ概論

（養護教諭１種課程 ※履修制限あり）
（NS-3-4-52）
養護教諭教職実践演習(※)
（NS-3-3-51）
養護教諭実習事前事後指導(※)
（NS-3-3-50）
養護実習(※)

（NS-3-4-60）
看護教育学
（NS-3-4-58）
看護⽣命倫理学

（NS-3-4-66） （NS-3-4-67）
卒業研究Ⅰ 卒業研究Ⅱ
（NS-3-4-64） （NS-3-4-65）
統合実習 統合看護技術

（保健師課程 ※履修制限あり）
（NS-3-4-47）
公衆衛⽣看護学実習(※)
（NS-3-4-46）
公衆衛⽣看護学Ⅴ公衆衛⽣看護管理(※)
（NS-3-4-45）
公衆衛⽣看護学Ⅳ地区活動演習(※)
（NS-3-3-44）
公衆衛⽣看護学Ⅲ個および集団への保健指導(※)
（NS-3-3-43）
公衆衛⽣看護学Ⅱ地区診断(※)

（NS-4-3-5）
⾚⼗字幼児安全法
（NS-4-3-4）
⾚⼗字健康⽣活⽀援法

（NS-1-2-30）
⽣徒指導論
（NS-1-2-29）
道徳・総合的な学習・特別活動の理論と指導法
（NS-1-2-12） （NS-1-2-18）
環境科学 医学英語
（NS-1-2-6） （NS-1-2-7）
⽇本国憲法 社会学

（NS-1-2-27） （NS-1-2-28）
教育課程論 教育相談
（NS-1-2-26）
教育⽅法・技術論
（NS-1-2-17） （NS-1-2-19）
中国語 英語表現
（NS-1-2-3）
スポーツ・レクリエーション実技

地域特性を活かした特⾊のある教育 ・「少⼦⾼齢多死社会」における地域包括ケア、2035年を⾒据えた保健医療政策に対する「秋⽥という地からの貢献」
・⼦どもの健やかな成⻑を育むための「次世代育成⽀援」（教職課程︓養護教諭１種免許）

（NS-4-1-1）
⾚⼗字救急法
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