
医学部保健学科 

学位：学士（看護学） 

教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

看護学専攻 

  神戸大学のカリキュラム・ポリシーにもとづき、医学部保健学科看護学専攻は以下の方針に

則りカリキュラムを編成する。 

  

１．「人間性と倫理性」「創造性」「地域性・国際性」を学生に身につけさせるため、すべての学

生が履修する共通の科目として、基礎教養科目、総合教養科目、外国語科目、情報科目、健康・

スポーツ科学、高度教養科目及びその他必要と認める科目を開設する。 

２．深い学識を涵養し、「専門性と協働」を学生に身につけさせるため、以下の専門科目を開

設する。(共通専門基礎科目及び学部が開設する高度教養科目を含む) 

  

・人々の生活の質（QOL）の向上をめざし、幅広い知識と確かな技術・豊かな感性を備えて看護

実践する能力を身につけることができるよう国際保健、災害保健などの高度教養科目、現代医

療と生命倫理などの共通特論、看護原論、ひとと環境、などの講義科目、生活援助技術演習、

治療援助技術演習、リフレクション演習、看護実践統合演習などの演習科目、看護実践基盤実

習、看護実践展開実習などの実習科目、看護研究方法論、卒業研究を開設する。 

  

・医療の基礎学力と専門知識を習得した看護専門職者として、保健医療福祉チームにおいて協

働する能力を身につけることができるようＩＰＷ概論、保健学初年次セミナーなどの共通特論、

初期体験実習、ＩＰＷ統合演習などの高度教養科目、病理学、健康と栄養、薬と生体反応、身

体の仕組みと働きなどの講義科目、解剖学演習、フィジカルアセスメント演習などの演習科目、

看護実践基盤実習、看護実践展開実習などの実習科目を開設する。 

  

・科学的・論理的思考力、実行力、コミュニケーション能力を持ち、リーダーシップを発揮す

る能力を身につけることができるよう保健学初年次セミナー、初期体験実習などの共通特論、

災害保健、国際保健、ＩＰＷ統合演習などの高度教養科目、統計学、病理学、保健行政論、生

化学、援助過程論、症状マネージメント論などの講義科目、リフレクション演習、看護実践統

合演習などの演習科目、看護実践基盤実習、看護実践展開実習などの実習科目、看護研究方法

論、卒業研究を開設する。 

    

なお、これらの科目は、講義・演習・実習等の授業形態に応じて、アクティブラーニング、

体験型学習などを適宜組み合わせて行う。学修成果の評価は、学修目標に即して多元的、包括

的な方法で行う。 

 

  



学位：学士（保健衛生学） 

教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

 検査技術科学専攻 

  神戸大学のカリキュラム・ポリシーにもとづき、保健学科検査技術科学専攻は以下に示した

方針に則りカリキュラムを編成する。 

 

１．「人間性」「創造性」「国際性」を学生に身につけさせるため、すべての学生が履修する共通

の科目として、基礎教養科目、総合教養科目、高度教養科目、外国語科目、初年次セミナー、

キャリア科目、情報科目、健康・スポーツ科学及びその他必要と認める科目を開設する。 

２．深い学識を涵養し、「専門性と協働」を学生に身につけさせるため、以下の専門科目を開設

する。(共通専門基礎科目及び学部が開設する高度教養科目を含む) 

 

 ・「高度の専門知識と検査技術」を身につけることができるよう現代医療と生命倫理、初期体験

実習、IPW 概論などの共通特論、IPW 統合演習(高度教養科目)、解剖学、生理学、生化学、統計

学、病理学、免疫学、分子生物学概論、公衆衛生学、臨床血液学、臨床細菌学、臨床検査医学、

遺伝子・染色体検査学、生理機能検査学、ウイルス検査学、臨床細菌検査学などの講義科目、

生理学実習、解剖学実習、公衆衛生学実習、臨床化学実習、臨床免疫学実習、臨床血液学実習、

臨床生理学実習、病理組織細胞学実習、ウイルス検査学実習などの実習科目、検査統合演習、

検査情報解析学演習などの演習科目を開設する。 

 

 ・「社会の第一線で活躍しうる研究・教育活動」を身につけることができるよう災害保健(高度

教養科目)、保健行政論(講義科目)、原書講読、卒業研究を開設する。 

 

 ・「技術及び機器の研究開発」を身につけることができるよう検査管理総論、機器分析学、検査

機器学、生体情報計測学、医療システム論などの講義科目、機器分析学実習、生体情報計測学

実習などの実習科目を開設する。 

 

 ・「国際学術交流への貢献」を身につけることができるよう国際保健、国際感染症論などの高度

教養科目、ウイルス学、国際情報検索などの講義科目を開設する。 

 

なお、これらの科目は、講義・演習・実習等の授業形態に応じて、アクティブラーニング、

体験型学習などを適宜組み合わせて行う。学修成果の評価は、学修目標に即して多元的、包括

的な方法で行う。 

 

  



学位：学士（保健学） 

教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

理学療法学専攻 

神戸大学のカリキュラム・ポリシーにもとづき、保健学科検査技術科学専攻は以下に示した

方針に則りカリキュラムを編成する。  

１．「人間性と倫理性」「創造性」「地域性・国際性」を学生に身につけさせるため、すべて

の学生が履修する共通の科目として、基礎教養科目、総合教養科目、外国語科目、情報科

目、健康・スポーツ科学、高度教養科目及びその他必要と認める科目を開設する。 

２．深い学識を涵養し、「専門性と協働」を学生に身につけさせるため、以下の専門科目を

開設する。(共通専門基礎科目及び学部が開設する高度教養科目を含む) 

  

・幅広い領域にわたる医学と理学療法関連科学の基礎を学び、標準的な理学療法学の理論

と技術を修得する能力を身につけることができるよう保健学初年次セミナー、地域看護学

概論、保健医療福祉論、保健行政論、国際保健、災害保健などの幅広い保健に関する講義、

解剖学、運動学、人間発達学、生理学、病理学といった基礎医学に関する講義と実習、内

部障害学、小児疾病論、外科学概論、移植管理学、整形外科学、スポーツ医学、臨床神経

学、精神医学といった臨床医学に関する講義、初期体験実習、IPW 概論、IPW 統合演習を通

じたチーム医療に関する科目を開設する。 

  

・最新の理学療法領域関連やリハビリテーションに関する情報を学び、それらに関わる歴

史的経緯や科学的検証・根拠を理解する能力を身につけることができるよう理学療法評価

学、物理治療学、義肢・装具学、日常生活活動学、筋・骨格系障害理学療法学、神経系障

害理学療法学、内部障害理学療法学、発達障害理学療法学などの講義と実習、理学療法地

域医療実習、臨床実習Ⅰ、臨床実習Ⅱ、臨床実習Ⅲ、臨床実習Ⅳなどの病院内外での実習、

理学療法研究法、理学療法研究法演習、卒業研究といった科目を開設する。 

  

なお、これらの科目は、講義・演習・実習等の授業形態に応じて、アクティブラーニン

グ、体験型学習など適宜組み合わせて行う。学修成果の評価は、学修目標に即して多元的、

包括的な方法で行う。 

  

  



学位：学士（保健学） 

教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

作業療法学専攻 

  神戸大学のカリキュラム・ポリシーに基づき、医学部保健学科作業療法学専攻は以下の方針

に則りカリキュラムを編成する。 

１．「人間性と倫理性」「創造性」「地域性・国際性」を学生に身につけさせるため、すべての学

生が履修する共通の科目として、基礎教養科目、総合教養科目、高度教養科目、外国語科目、

情報科目、健康・スポーツ科学及びその他必要と認める科目を開設する。 

２．深い学識を涵養し、「専門性と協働」を学生に身につけさせるため、以下の専門科目を開設

する。(共通専門基礎科目及び学部が開設する高度教養科目を含む) 

 

・医療・保健・福祉など各分野における高度な作業療法学の専門的知識および技術を習得する

ために主体的かつ継続的に学習する能力を身につけることができるよう国際保健、リハビリ

テーション工学・福祉用具学などの高度教養科目、初期体験実習、現代医療と生命倫理など

の共通特論、作業療法概論、基礎作業学、身体障害作業療法学、精神保健作業療法学Ⅰ・Ⅱ、

発達障害作業療法学などの講義科目、基礎作業学実習Ⅰ・Ⅱ、身体障害作業療法学実習Ⅰ・

Ⅱ、精神保健作業療法学Ⅰ・Ⅱ実習、発達障害作業療法学実習Ⅰ・Ⅱ、臨床実習Ⅰ～Ⅴなど

の実習科目、卒業研究などを開設する。 

 

・高度な医療専門職として、チーム医療の現場で関連職種との優れたコーディネート能力を発

揮し、協働する能力を身につけることができるよう災害保健、ＩＰＷ統合演習などの高度教

養科目、保健学初年次セミナー、ＩＰＷ概論などの共通特論、リハビリテーション概論、解

剖学Ⅱ・Ⅲ、病理学Ⅰ・Ⅱ、精神医学Ⅰ・Ⅱ、在宅援助論などの講義科目、作業療法フィー

ルド実習、リハビリテーション工学・福祉用具学実習、作業療法統合実習などの実習科目を

開設する。 

 

なお、これらの科目は、講義・演習・実習等の授業形態に応じて、アクティブラーニング、

体験型学習などを適宜組み合わせて行う。学修成果の評価は、学修目標に即して多元的、包括

的な方法で行う。 

 

 



カリキュラム・ポリシー

部局名　　医学部　保健学科　看護学専攻

　　・医学部保健学科（看護学専攻）では、本学科のディプロマ・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。

1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

臨床心理学 国際保健 災害保健 リフレクション演習 緩和ケア論 ＩＰＷ統合演習

ひとと生活 解剖学演習 症状マネージメント論 看護実践展開実習Ⅰ(成人） クリティカルケア論 看護トピックス

援助技術論 老人看護論 看護実践展開実習Ⅰ(老人） 治療的コミュニケーション論 周産期トピックス

援助関係論 看護実践基盤実習(生活援助） 小児看護学 看護実践展開実習Ⅰ(小児・家族） セルフヘルプ論 統合看護実習

看護実践基盤実習(援助関係） 生涯発達看護論 母性看護学 看護実践展開実習Ⅰ(精神） 看護実践展開実習Ⅱ(成人） 看護管理論

病い論 援助過程論 精神看護論 看護実践展開実習Ⅰ(母性） 在宅看護学Ⅱ リカレント教育論

メンタルヘルス論 死生看護論 フィジカルアセスメント演習 看護研究方法論 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） 卒業研究

地域看護学概論 母性看護学概論 看護実践統合演習 統合看護実習

研究ゼミナール 地域看護活動論 リフレクション演習 卒業研究

地域看護実習 保健医療福祉論

研究ゼミナール 在宅看護学Ⅰ

家族看護学

看護研究方法論

情報基礎 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

健康・スポーツ科学実習基礎1 健康・スポーツ科学実習基礎2 看護原論

力学基礎 1 力学基礎 2 ひとと環境

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２

保健学初年次セミナー

臨床心理学 国際保健 災害保健 リフレクション演習 緩和ケア論 ＩＰＷ統合演習

ひとと生活 解剖学演習 症状マネージメント論 看護実践展開実習Ⅰ(成人） クリティカルケア論 看護トピックス

援助技術論 老人看護論 看護実践展開実習Ⅰ(老人） 治療的コミュニケーション論 周産期トピックス

援助関係論 看護実践基盤実習(生活援助） 小児看護学 看護実践展開実習Ⅰ(小児・家族） 看護実践展開実習Ⅱ(成人） 統合看護実習

看護実践基盤実習(援助関係） 生涯発達看護論 母性看護学 看護実践展開実習Ⅰ(精神） 在宅看護学Ⅱ 看護管理論

病い論 援助過程論 精神看護論 看護実践展開実習Ⅰ(母性） 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） リカレント教育論

メンタルヘルス論 死生看護論 フィジカルアセスメント演習 看護研究方法論 統合看護実習 卒業研究

地域看護学概論 母性看護学概論 看護実践統合演習 卒業研究

研究ゼミナール 地域看護活動論 リフレクション演習

地域看護実習 保健医療福祉論

研究ゼミナール 在宅看護学Ⅰ

家族看護学

看護研究方法論

情報基礎 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

健康・スポーツ科学実習基礎1 健康・スポーツ科学実習基礎2 看護原論

力学基礎 1 力学基礎 2 ひとと環境

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２

保健学初年次セミナー

現代医療と生命倫理

初期体験実習

ＩＰＷ概論

看護の知への誘い

健康科学概論

ひととして、看護
専門職者として
生涯成長してい

く能力

総合教養科目(区分：社会生活と法)

総合教養科目(区分：職業と学び)

総合教養科目(区分：美術史)

総合教養科目(区分：文学)

外国語第Ⅰ

セクシュアリティ・ジェンダー看護論

基礎教養科目(区分：情報科学)

基礎教養科目(区分：地理学)   

総合教養科目(区分：教育と人間形成)

総合教養科目(区分：芸術史)

総合教養科目(区分：考古学)

総合教養科目(区分：社会と人権)

総合教養科目(区分：職業と学び)

基礎教養科目(区分：倫理学)

基礎教養科目(区分：経済学)

基礎教養科目(区分：社会学)   

基礎教養科目(区分：数学)    

基礎教養科目(区分：化学)   

基礎教養科目(区分：惑星学)

ＩＰＷ概論

看護の知への誘い

健康科学概論

基礎教養科目(区分：哲学)     

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)   

基礎教養科目(区分：心理学)    

基礎教養科目(区分：政治学)

基礎教養科目(区分：法学)     

基礎教養科目(区分：惑星学)

基礎教養科目(区分：情報科学)

基礎教養科目(区分：地理学)   

人間性と倫理性

豊かな人間性と
教養を持ち、保
健医療における
高い倫理性、柔
軟性、当事者性
を身に付けた看
護専門職となる
ための基礎的能

力

基礎教養科目(区分：哲学)     

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)   

基礎教養科目(区分：心理学)    

基礎教養科目(区分：政治学)

基礎教養科目(区分：法学)     

基礎教養科目(区分：倫理学)

基礎教養科目(区分：経済学)

総合教養科目(区分：美術史)

総合教養科目(区分：文学)

外国語第Ⅰ

セクシュアリティ・ジェンダー看護論

現代医療と生命倫理

初期体験実習

総合教養科目(区分：教育と人間形成)

総合教養科目(区分：芸術史)

総合教養科目(区分：考古学)

総合教養科目(区分：社会と人権)

総合教養科目(区分：社会生活と法)

部局ＤＰにおけ
る学習目標

身につけるべき
能力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

基礎教養科目(区分：社会学)   

基礎教養科目(区分：数学)    

基礎教養科目(区分：化学)   



1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

部局ＤＰにおけ
る学習目標

身につけるべき
能力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

生化学 国際保健 災害保健 リフレクション演習 緩和ケア論 ＩＰＷ統合演習

身体の仕組みと働きⅡ 身体の仕組みと働きⅢ 症状マネージメント論 看護実践展開実習Ⅰ(成人） クリティカルケア論 看護トピックス

ひとと生活 解剖学演習 老人看護論 看護実践展開実習Ⅰ(老人） セルフヘルプ論 周産期トピックス

援助技術論 治療援助技術演習 小児看護学 看護実践展開実習Ⅰ(小児・家族） 看護実践展開実習Ⅱ(成人） 看護情報学

援助関係論 看護実践基盤実習(生活援助） 母性看護学 看護実践展開実習Ⅰ(精神） 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） 統合看護実習

生活援助技術演習 援助過程論 精神看護論 看護実践展開実習Ⅰ(母性） 統合看護実習 看護管理論

看護実践基盤実習(援助関係） 死生看護論 フィジカルアセスメント演習 看護研究方法論 卒業研究 リカレント教育論

病い論 母性看護学概論 看護実践統合演習 卒業研究

メンタルヘルス論 地域看護実習 リフレクション演習

研究ゼミナール 研究ゼミナール 家族看護学

看護研究方法論

保健学初年次セミナー 看護原論

ひとと環境

生化学 国際保健 災害保健 リフレクション演習 緩和ケア論 ＩＰＷ統合演習

身体の仕組みと働きⅡ 身体の仕組みと働きⅢ 症状マネージメント論 看護実践展開実習Ⅰ(成人） クリティカルケア論 看護トピックス

ひとと生活 解剖学演習 老人看護論 看護実践展開実習Ⅰ(老人） セルフヘルプ論 周産期トピックス

援助技術論 治療援助技術演習 小児看護学 看護実践展開実習Ⅰ(小児・家族） 看護実践展開実習Ⅱ(成人） 看護情報学

援助関係論 看護実践基盤実習(生活援助） 母性看護学 看護実践展開実習Ⅰ(精神） 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） 統合看護実習

生活援助技術演習 援助過程論 精神看護論 看護実践展開実習Ⅰ(母性） 統合看護実習 看護管理論

看護実践基盤実習(援助関係） 死生看護論 フィジカルアセスメント演習 看護研究方法論 卒業研究 リカレント教育論

病い論 母性看護学概論 看護実践統合演習 卒業研究

メンタルヘルス論 地域看護実習 リフレクション演習

研究ゼミナール 研究ゼミナール 家族看護学

看護研究方法論

保健学初年次セミナー 看護原論

ひとと環境初期体験実習

ＩＰＷ概論 セクシュアリティ・ジェンダー看護論

看護の知への誘い

健康科学概論

総合教養科目(区分：神戸大学の研究最前線)

総合教養科目(区分：神戸大学史)

総合教養科目(区分：身近な物理法則)

総合教養科目(区分：瀬戸内海学入門)

現代医療と生命倫理 身体の仕組みと働きⅠ

総合教養科目(区分：経済社会の発展)

総合教養科目(区分：芸術と文化)

総合教養科目(区分：現代の経済)

総合教養科目(区分：現代物理学が描く世界)

総合教養科目(区分：国家と法)

総合教養科目(区分：資源・材料とエネルギー)

看護の知への誘い

健康科学概論

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の自然学)

総合教養科目(区分：科学史)

総合教養科目(区分：海への誘い)

総合教養科目(区分：企業社会論)

総合教養科目(区分：瀬戸内海学入門)

現代医療と生命倫理 身体の仕組みと働きⅠ

初期体験実習

ＩＰＷ概論 セクシュアリティ・ジェンダー看護論

創造性

論理的に事象を
解釈し、ケアリン
グの視点を持
ち、よりよいケア
を創造する能力

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の自然学)

総合教養科目(区分：現代物理学が描く世界)

総合教養科目(区分：国家と法)

総合教養科目(区分：資源・材料とエネルギー)

総合教養科目(区分：神戸大学の研究最前線)

総合教養科目(区分：神戸大学史)

総合教養科目(区分：身近な物理法則)

総合教養科目(区分：科学史)

総合教養科目(区分：海への誘い)

総合教養科目(区分：企業社会論)

総合教養科目(区分：経済社会の発展)

総合教養科目(区分：芸術と文化)

総合教養科目(区分：現代の経済)

主体的・自律的
に行動し、看護
の独自性・専門
性を探求する能
力



1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

部局ＤＰにおけ
る学習目標

身につけるべき
能力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

ひとと生活 国際保健 災害保健 看護研究方法論 在宅看護学Ⅱ ＩＰＷ統合演習

援助技術論 死生看護論 看護実践統合演習 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） 看護トピックス

援助関係論 公衆衛生学 保健医療福祉論 統合看護実習 周産期トピックス

保健行政論 地域看護活動論 在宅看護学Ⅰ 卒業研究 看護情報学

地域看護学概論 地域看護実習 家族看護学 看護政策論

研究ゼミナール 研究ゼミナール 看護研究方法論 看護管理論

統合看護実習

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

リカレント教育論

保健学初年次セミナー 看護原論

卒業研究

ひとと生活 国際保健 災害保健 看護研究方法論 在宅看護学Ⅱ ＩＰＷ統合演習

援助技術論 死生看護論 看護実践統合演習 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） 看護トピックス

援助関係論 公衆衛生学 保健医療福祉論 統合看護実習 周産期トピックス

保健行政論 地域看護活動論 在宅看護学Ⅰ 卒業研究 看護情報学

地域看護学概論 地域看護実習 家族看護学 看護政策論

研究ゼミナール 研究ゼミナール 看護研究方法論 看護管理論

統合看護実習

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

リカレント教育論

保健学初年次セミナー 看護原論

卒業研究

ＩＰＷ概論

健康科学概論

看護の知への誘い

地域・国際社会
における多彩な
Well-beingと健
康課題に関心を
もち探求する能
力

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

基礎教養科目(区分：地理学)    

総合教養科目(区分：EU基礎論)

総合教養科目(区分：アジア史)

総合教養科目(区分：グローバルリーダーシップ育成基礎演習)

総合教養科目(区分：企業と経営)

総合教養科目(区分：現代社会論)

外国語第Ⅱ

初期体験実習 ひとと環境

総合教養科目(区分：言語科学)

総合教養科目(区分：国際協力の現状と課題)

総合教養科目(区分：社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教養）)

総合教養科目(区分：社会思想史)

総合教養科目(区分：政治と社会)

総合教養科目(区分：西洋史)

総合教養科目(区分：地球史における生物の変遷)

総合教養科目(区分：東洋史)

総合教養科目(区分：日本史)

外国語第Ⅰ

外国語第Ⅱ

総合教養科目(区分：地球史における生物の変遷)

総合教養科目(区分：東洋史)

総合教養科目(区分：日本史)

外国語第Ⅰ

総合教養科目(区分：現代社会論)

総合教養科目(区分：言語科学)

総合教養科目(区分：国際協力の現状と課題)

総合教養科目(区分：社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教養）)

総合教養科目(区分：社会思想史)

総合教養科目(区分：政治と社会)

地域性・国際性

多様な文化・価
値観を尊重し、
地域・国際社会
で活躍する基礎
的能力

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

基礎教養科目(区分：地理学)    

総合教養科目(区分：EU基礎論)

総合教養科目(区分：アジア史)

総合教養科目(区分：グローバルリーダーシップ育成基礎演習)

総合教養科目(区分：企業と経営)

初期体験実習 ひとと環境

ＩＰＷ概論

健康科学概論

看護の知への誘い

総合教養科目(区分：西洋史)



1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

部局ＤＰにおけ
る学習目標

身につけるべき
能力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

生化学 国際保健 災害保健 リフレクション演習 緩和ケア論 ＩＰＷ統合演習

薬と生体反応 身体の仕組みと働きⅢ 症状マネージメント論 看護実践展開実習Ⅰ(成人） クリティカルケア論 看護トピックス

身体の仕組みと働きⅡ 解剖学演習 慢性期にある人の看護 看護実践展開実習Ⅰ(老人） セルフヘルプ論 周産期トピックス

健康と栄養 感染看護論 治療・回復期にある人の看護 看護実践展開実習Ⅰ(小児・家族） 治療的コミュニケーション論 看護情報学

感染・免疫学 治療援助技術演習 老人看護論 看護実践展開実習Ⅰ(精神） 新生児健康障害論 看護政策論

臨床心理学 看護実践基盤実習(生活援助） 小児看護学 看護実践展開実習Ⅰ(母性） 看護実践展開実習Ⅱ(成人） 統合看護実習

病理学 生涯発達看護論 母性看護学 看護研究方法論 在宅看護学Ⅱ 看護管理論

ひとと生活 援助過程論 精神看護論 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） リカレント教育論

生活援助技術演習 死生看護論 周産母子健康障害論 統合看護実習 卒業研究

看護実践基盤実習(援助関係） 母性看護学概論 フィジカルアセスメント演習 卒業研究

病い論 疾病の成り立ちと治療Ⅰ　 看護実践統合演習

メンタルヘルス論 疾病の成り立ちと治療Ⅱ　 リフレクション演習

保健行政論 疾病の成り立ちと治療Ⅲ（こども）　 保健医療福祉論

統計学 疾病の成り立ちと治療Ⅳ（精神）　 在宅看護学Ⅰ

地域看護学概論 公衆衛生学 家族看護学

研究ゼミナール 地域看護活動論 看護研究方法論

地域看護実習

研究ゼミナール

微分積分入門１ 微分積分入門２ 情報科学1 情報科学2

力学基礎 1 力学基礎 2 線形代数入門１ 線形代数入門２

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 基礎有機化学１ 基礎有機化学２

保健学初年次セミナー 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

身体の仕組みと働きⅠ

看護原論

ひとと環境

セクシュアリティ・ジェンダー看護論

生化学 国際保健 災害保健 リフレクション演習 緩和ケア論 ＩＰＷ統合演習

薬と生体反応 身体の仕組みと働きⅢ 症状マネージメント論 看護実践展開実習Ⅰ(成人） クリティカルケア論 看護トピックス

身体の仕組みと働きⅡ 解剖学演習 慢性期にある人の看護 看護実践展開実習Ⅰ(老人） セルフヘルプ論 周産期トピックス

健康と栄養 感染看護論 治療・回復期にある人の看護 看護実践展開実習Ⅰ(小児・家族） 治療的コミュニケーション論 看護情報学

感染・免疫学 治療援助技術演習 老人看護論 看護実践展開実習Ⅰ(精神） 新生児健康障害論 看護政策論

臨床心理学 看護実践基盤実習(生活援助） 小児看護学 看護実践展開実習Ⅰ(母性） 看護実践展開実習Ⅱ(成人） 統合看護実習

病理学 生涯発達看護論 母性看護学 看護研究方法論 在宅看護学Ⅱ 看護管理論

ひとと生活 援助過程論 精神看護論 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） リカレント教育論

生活援助技術演習 死生看護論 周産母子健康障害論 統合看護実習 卒業研究

看護実践基盤実習(援助関係） 母性看護学概論 フィジカルアセスメント演習 卒業研究

病い論 疾病の成り立ちと治療Ⅰ　 看護実践統合演習

メンタルヘルス論 疾病の成り立ちと治療Ⅱ　 リフレクション演習

保健行政論 疾病の成り立ちと治療Ⅲ（こども）　 保健医療福祉論

統計学 疾病の成り立ちと治療Ⅳ（精神）　 在宅看護学Ⅰ

地域看護学概論 公衆衛生学 家族看護学

研究ゼミナール 地域看護活動論 看護研究方法論

地域看護実習

研究ゼミナール

微分積分入門１ 微分積分入門２ 情報科学1 情報科学2

力学基礎 1 力学基礎 2 線形代数入門１ 線形代数入門２

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 基礎有機化学１ 基礎有機化学２

保健学初年次セミナー 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

身体の仕組みと働きⅠ

看護原論

ひとと環境

セクシュアリティ・ジェンダー看護論

総合教養科目(区分：生活環境と技術)

総合教養科目(区分：生物の環境適応)

総合教養科目(区分：生物資源と農業)

総合教養科目(区分：生命科学)

総合教養科目(区分：ものづくりと科学技術)

総合教養科目(区分：越境する文化)

総合教養科目(区分：科学技術と倫理)

総合教養科目(区分：学校教育と社会)

総合教養科目(区分：環境学入門)

総合教養科目(区分：阪神・淡路大震災)

医療の基礎学
力と専門知識を
習得した看護専
門職者として、
保健医療福祉
チームにおいて
協働する能力

基礎教養科目(区分：化学)    

基礎教養科目(区分：地理学)    

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の文化学)

総合教養科目(区分：ESDボランティア論)

総合教養科目(区分：ESD基礎)

総合教養科目(区分：ESD生涯学習論)

総合教養科目(区分：ＥＳＤ論)

総合教養科目(区分：ボランティアと社会貢献活動)

総合教養科目(区分：男女共同参画とジェンダー)

総合教養科目(区分：文化人類学)

外国語第Ⅰ

初期体験実習

ＩＰＷ概論

健康科学概論

総合教養科目(区分：食と健康)

総合教養科目(区分：人間活動と地球生態系)

総合教養科目(区分：文化人類学)

外国語第Ⅰ

初期体験実習

ＩＰＷ概論

健康科学概論

総合教養科目(区分：食と健康)

総合教養科目(区分：人間活動と地球生態系)

総合教養科目(区分：生活環境と技術)

総合教養科目(区分：生物の環境適応)

総合教養科目(区分：生物資源と農業)

総合教養科目(区分：生命科学)

総合教養科目(区分：環境学入門)

総合教養科目(区分：阪神・淡路大震災)

総合教養科目(区分：「カタチ」の文化学)

総合教養科目(区分：ESDボランティア論)

総合教養科目(区分：ESD基礎)

総合教養科目(区分：ESD生涯学習論)

総合教養科目(区分：ＥＳＤ論)

総合教養科目(区分：ボランティアと社会貢献活動)

総合教養科目(区分：男女共同参画とジェンダー)

専門性と協働

人々の生活の
質（QOL）の向上
をめざし、幅広
い知識と確かな
技術・豊かな感
性を備えて看護
実践する能力

基礎教養科目(区分：化学)    

基礎教養科目(区分：地理学)    

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：ものづくりと科学技術)

総合教養科目(区分：越境する文化)

総合教養科目(区分：科学技術と倫理)

総合教養科目(区分：学校教育と社会)



1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

部局ＤＰにおけ
る学習目標

身につけるべき
能力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

生化学 国際保健 災害保健 リフレクション演習 緩和ケア論 ＩＰＷ統合演習

薬と生体反応 身体の仕組みと働きⅢ 症状マネージメント論 看護実践展開実習Ⅰ(成人） クリティカルケア論 看護トピックス

身体の仕組みと働きⅡ 解剖学演習 慢性期にある人の看護 看護実践展開実習Ⅰ(老人） セルフヘルプ論 周産期トピックス

健康と栄養 感染看護論 治療・回復期にある人の看護 看護実践展開実習Ⅰ(小児・家族） 治療的コミュニケーション論 看護情報学

感染・免疫学 治療援助技術演習 老人看護論 看護実践展開実習Ⅰ(精神） 新生児健康障害論 看護政策論

臨床心理学 看護実践基盤実習(生活援助） 小児看護学 看護実践展開実習Ⅰ(母性） 看護実践展開実習Ⅱ(成人） 統合看護実習

病理学 生涯発達看護論 母性看護学 看護研究方法論 在宅看護学Ⅱ 看護管理論

ひとと生活 援助過程論 精神看護論 看護実践展開実習Ⅱ(在宅） リカレント教育論

生活援助技術演習 死生看護論 周産母子健康障害論 統合看護実習 卒業研究

看護実践基盤実習(援助関係） 母性看護学概論 フィジカルアセスメント演習 卒業研究

病い論 疾病の成り立ちと治療Ⅰ　 看護実践統合演習

メンタルヘルス論 疾病の成り立ちと治療Ⅱ　 リフレクション演習

保健行政論 疾病の成り立ちと治療Ⅲ（こども）　 保健医療福祉論

統計学 疾病の成り立ちと治療Ⅳ（精神）　 在宅看護学Ⅰ

地域看護学概論 公衆衛生学 家族看護学

研究ゼミナール 地域看護活動論 看護研究方法論

地域看護実習

研究ゼミナール

微分積分入門１ 微分積分入門２ 情報科学1 情報科学2

力学基礎 1 力学基礎 2 線形代数入門１ 線形代数入門２

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 基礎有機化学１ 基礎有機化学２

保健学初年次セミナー 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

身体の仕組みと働きⅠ

看護原論

ひとと環境

セクシュアリティ・ジェンダー看護論

総合教養科目(区分：環境学入門)

専門性と協働

科学的・論理的
思考力、実行
力、コミュニケー
ション能力を持
ち、リーダーシッ
プを発揮する能
力

基礎教養科目(区分：化学)    

基礎教養科目(区分：地理学)    

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の文化学)

総合教養科目(区分：ESDボランティア論)

総合教養科目(区分：ESD基礎)

総合教養科目(区分：ESD生涯学習論)

総合教養科目(区分：ＥＳＤ論)

総合教養科目(区分：生命科学)

総合教養科目(区分：男女共同参画とジェンダー)

総合教養科目(区分：文化人類学)

外国語第Ⅰ

初期体験実習

ＩＰＷ概論

総合教養科目(区分：阪神・淡路大震災)

総合教養科目(区分：食と健康)

総合教養科目(区分：人間活動と地球生態系)

総合教養科目(区分：生活環境と技術)

総合教養科目(区分：生物の環境適応)

総合教養科目(区分：生物資源と農業)

総合教養科目(区分：ボランティアと社会貢献活動)

総合教養科目(区分：ものづくりと科学技術)

総合教養科目(区分：越境する文化)

総合教養科目(区分：科学技術と倫理)

総合教養科目(区分：学校教育と社会)



カリキュラム・ポリシー

部局名　　医学部　保健学科（検査技術科学専攻）

　　・医学部保健学科（検査技術科学専攻）では、本学科のディプロマ・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。

1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

公衆衛生学 国際保健 災害保健 医療情報処理学 卒業研究 卒業研究

環境･食品･産業衛生学 解剖学実習Ⅰ 保健行政論 移植管理学 臨床血液学実習Ⅱ

検査管理総論 公衆衛生学実習 生命科学トピックス 臨床免疫学実習Ⅱ

国際感染症論 臨床細菌学実習Ⅱ

国際情報検索 臨床生理学実習Ⅱ

臨床化学実習Ⅱ

病理細胞組織学実習Ⅱ

検査情報解析学

検査情報解析学演習

情報基礎 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

健康・スポーツ科学実習基礎1 健康・スポーツ科学実習基礎2 電磁気学基礎 1 電磁気学基礎 2

力学基礎 1 力学基礎 2

物理学実験 物理学実験

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２

IPW統合演習

保健学初年次セミナー

統計学 解剖学実習Ⅰ 臨床化学実習Ⅰ 臨床細菌検査学実習Ⅰ 卒業研究 IPW統合演習

生理学実習Ⅰ 基礎臨床検査学実習 遺伝子・染色体検査学 ウイルス検査学実習 国際感染症論 臨床血液学実習Ⅱ

生化学実習Ⅰ 公衆衛生学実習 臨床免疫学実習Ⅰ 臨床生理学実習Ⅰ 生命科学トピックス 臨床免疫学実習Ⅱ

解剖学Ⅰ 機器分析学実習 臨床血液学実習Ⅰ 病理組織細胞学実習Ⅰ 国際情報検索 臨床細菌学実習Ⅱ

生化学Ⅱ 医療安全管理学 寄生虫検査学実習 臨床生理学実習Ⅱ

検査統合実習 臨床化学実習Ⅱ

検査統合演習 病理細胞組織学実習Ⅱ

遺伝子・染色体検査学実習 原書講読

卒業研究

検査情報解析学

物理学実験 物理学実験

保健学初年次セミナー

初期体験実習

臨床検査概論

生理学Ⅰ

創造性
複眼的に思考

する能力

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の自然学)

総合教養科目(区分：科学史)

総合教養科目(区分：海への誘い)

総合教養科目(区分：企業社会論)

総合教養科目(区分：経済社会の発展)

総合教養科目(区分：芸術と文化)

総合教養科目(区分：身近な物理法則)

総合教養科目(区分：瀬戸内海学入門)

解剖学Ⅰ

現代医療と生命倫理 生理学Ⅰ

IPW概論 生化学Ⅱ

総合教養科目(区分：現代の経済)

総合教養科目(区分：現代物理学が描く世界)

総合教養科目(区分：国家と法)

総合教養科目(区分：資源・材料とエネルギー)

総合教養科目(区分：神戸大学の研究最前線)

総合教養科目(区分：神戸大学史)

外国語第Ⅰ

臨床検査概論

他の分野の人々
と協働して課題
解決にあたる能

力

現代医療と生命倫理

IPW概論

初期体験実習

臨床検査概論

総合教養科目(区分：芸術史)

総合教養科目(区分：考古学)

総合教養科目(区分：社会と人権)

総合教養科目(区分：社会生活と法)

総合教養科目(区分：職業と学び)

総合教養科目(区分：美術史)

身につけるべき
能力

部局ＤＰにおける
学習目標

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

人間性と倫理性

自ら主体的に
学修する態度と
それに必要な

能力

基礎教養科目(区分：哲学)     

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)   

基礎教養科目(区分：数学)    

基礎教養科目(区分：化学)   

基礎教養科目(区分：惑星学)

基礎教養科目(区分：情報科学)

基礎教養科目(区分：地理学)   

総合教養科目(区分：教育と人間形成)

基礎教養科目(区分：心理学)    

基礎教養科目(区分：政治学)

基礎教養科目(区分：法学)     

基礎教養科目(区分：倫理学)

基礎教養科目(区分：経済学)

基礎教養科目(区分：社会学)   

総合教養科目(区分：文学)



1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

身につけるべき
能力

部局ＤＰにおける
学習目標

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

卒業研究 卒業研究

原書講読

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２ 公衆衛生学 国際保健 災害保健 国際感染症論

保健学初年次セミナー 環境･食品･産業衛生学 ウイルス学 寄生虫検査学 国際情報検索

保健行政論 生命科学トピックス

統計学 病理学Ⅱ 臨床検査医学Ⅰ 臨床生理学実習Ⅰ 栄養機能学 IPW統合演習

病理学Ⅰ 解剖学実習Ⅰ 臨床化学実習Ⅰ 総合画像診断学 生命科学トピックス 臨床血液学実習Ⅱ

病態栄養学 基礎臨床検査学実習 遺伝子・染色体検査学 病理組織細胞学実習Ⅰ 臨床免疫学実習Ⅱ

薬と生体反応 公衆衛生学実習 臨床免疫学実習Ⅰ 検査統合実習 臨床細菌学実習Ⅱ

解剖学Ⅰ 臨床医学総論Ⅱ 生理機能検査学 検査統合演習 臨床生理学実習Ⅱ

免疫学 臨床化学 臨床血液学実習Ⅰ 遺伝子・染色体検査学実習 臨床化学実習Ⅱ

生理学実習Ⅰ 臨床免疫学 病理組織細胞学 臨床検査医学Ⅱ　 病理細胞組織学実習Ⅱ

基礎臨床検査学 臨床細菌学 医療安全管理学 放射性同位元素検査技術学 検査情報解析学

分子生物学概論 生理機能検査学 ウイルス検査学 ウイルス検査学実習 検査情報解析学演習

公衆衛生学 臨床血液学 寄生虫検査学 寄生虫検査学実習

環境･食品･産業衛生学 臨床細菌検査学 臨床細菌検査学実習Ⅰ

臨床医学総論Ⅰ 画像診断解析学

生化学Ⅱ 医療情報処理学

生化学実習Ⅰ

臨床生理学

臨床血液学

微分積分入門１ 微分積分入門２ 情報科学1 情報科学2

力学基礎 1 力学基礎 2 線形代数入門１ 線形代数入門２

物理学実験 物理学実験 電磁気学基礎 1 電磁気学基礎 2

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 基礎有機化学１ 基礎有機化学２

基礎物理化学１ 基礎物理化学２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

保健学初年次セミナー

物理学入門

物理学実験基礎

災害保健 卒業研究 卒業研究

保健行政論 原書講読

検査管理総論 検査機器学 医療システム論

機器分析学 生体情報計測学 生体情報計測学実習

機器分析学実習

ウイルス学 国際感染症論

国際保健 国際情報検索

臨床検査概論

生理学Ⅰ

「社会の第一線
で活躍しうる研
究・教育活動」

「技術及び機器
の研究開発」

「国際学術交流
への貢献」

総合教養科目(区分：文化人類学)

外国語第Ⅰ

解剖学Ⅰ

IPW概論 生理学Ⅰ

初期体験実習 生化学Ⅱ

総合教養科目(区分：人間活動と地球生態系)

総合教養科目(区分：生活環境と技術)

総合教養科目(区分：生物の環境適応)

総合教養科目(区分：生物資源と農業)

総合教養科目(区分：生命科学)

総合教養科目(区分：男女共同参画とジェンダー)

総合教養科目(区分：越境する文化)

総合教養科目(区分：科学技術と倫理)

総合教養科目(区分：学校教育と社会)

総合教養科目(区分：環境学入門)

総合教養科目(区分：阪神・淡路大震災)

総合教養科目(区分：食と健康)

文化，思想，価値観の
多様性を受容するととも
に，多分野にまたがる
地球的課題を理解する

能力

専門性と協働

「高度の専門知
識と検査技術」

基礎教養科目(区分：化学)    

基礎教養科目(区分：地理学)    

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の文化学)

総合教養科目(区分：社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教養）)

総合教養科目(区分：社会思想史)

総合教養科目(区分：政治と社会)

総合教養科目(区分：西洋史)

総合教養科目(区分：地球史における生物の変遷)

総合教養科目(区分：東洋史)

地域性・ 国際性

異なる文化の
人々と外国語

で意思を通じ合
える能力

総合教養科目(区分：ESDボランティア論)

総合教養科目(区分：ESD基礎)

総合教養科目(区分：ESD生涯学習論)

総合教養科目(区分：ＥＳＤ論)

総合教養科目(区分：ボランティアと社会貢献活動)

総合教養科目(区分：ものづくりと科学技術)

総合教養科目(区分：日本史)

外国語第Ⅰ

外国語第Ⅱ

総合教養科目(区分：アジア史)

総合教養科目(区分：グローバルリーダーシップ育成基礎演習)

総合教養科目(区分：企業と経営)

総合教養科目(区分：現代社会論)

総合教養科目(区分：言語科学)

総合教養科目(区分：国際協力の現状と課題)

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

基礎教養科目(区分：地理学)    

総合教養科目(区分：EU基礎論)



カリキュラム・ポリシー

部局名　　医学部　保健学科　理学療法学専攻

　　・医学部保健学科（理学療法学専攻）では、本学科のディプロマ・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。

1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

臨床心理学 国際保健 災害保健 臨床実習Ⅱ 移植管理学 ＩＰＷ統合演習

精神医学Ⅰ 保健行政論 臨床実習Ⅲ 臨床実習Ⅳ 卒業研究

臨床実習Ⅰ 保健医療福祉論 理学療法研究法 理学療法研究法演習 臨床理学療法学Ⅰ

臨床理学療法学Ⅱ

情報基礎 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

健康・スポーツ科学実習基礎1 健康・スポーツ科学実習基礎2 電磁気学基礎 1 電磁気学基礎 2

力学基礎 1 力学基礎 2

物理学入門

物理学実験 物理学実験

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２

保健学初年次セミナー

解剖学実習Ⅱ 国際保健 災害保健 臨床解剖学実習 移植管理学 ＩＰＷ統合演習

生理学実習Ⅱ 解剖学実習Ⅲ 筋・骨格系障害理学療法学実習 生活環境学 臨床実習Ⅳ 臨床理学療法学Ⅰ

運動学実習 動作解析学実習　 神経系障害理学療法学実習 臨床実習Ⅱ 理学療法研究法演習 臨床理学療法学Ⅱ

臨床実習Ⅰ 内部障害理学療法学実習 臨床実習Ⅲ

統計学 理学療法研究法

物理学実験 物理学実験

保健学初年次セミナー

解剖学実習Ⅱ 国際保健 災害保健 臨床解剖学実習 移植管理学 ＩＰＷ統合演習

生理学実習Ⅱ 解剖学実習Ⅲ 筋・骨格系障害理学療法学実習 生活環境学 臨床実習Ⅳ 臨床理学療法学Ⅰ

運動学実習 動作解析学実習　 神経系障害理学療法学実習 臨床実習Ⅱ 理学療法研究法演習 臨床理学療法学Ⅱ

臨床実習Ⅰ 内部障害理学療法学実習 臨床実習Ⅲ

統計学 理学療法研究法

物理学実験 物理学実験

保健学初年次セミナー

卒業研究

総合教養科目(区分：海への誘い)

総合教養科目(区分：企業社会論)

総合教養科目(区分：経済社会の発展)

総合教養科目(区分：芸術と文化)

総合教養科目(区分：現代の経済)

初期体験実習

ＩＰＷ概論

先人の知識を尊
重し、基礎・臨床
研究を通じてエ
ビデンスを創造

する能力

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の自然学)

総合教養科目(区分：科学史)

総合教養科目(区分：現代物理学が描く世界)

総合教養科目(区分：国家と法)

総合教養科目(区分：資源・材料とエネルギー)

総合教養科目(区分：神戸大学の研究最前線)

総合教養科目(区分：神戸大学史)

総合教養科目(区分：身近な物理法則)

総合教養科目(区分：瀬戸内海学入門)

初期体験実習

ＩＰＷ概論

卒業研究

総合教養科目(区分：海への誘い)

総合教養科目(区分：職業と学び)

現代医療と生命倫理

リハビリテーション概論

理学療法概論

創造性

標準的な理学療
法の理論と技術
を修得し、旺盛
な探究心と創造
力に加えて、課
題を設定し解決
することにより、
理学療法とその
関連分野の未

来を創造する能
力

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の自然学)

総合教養科目(区分：科学史)

総合教養科目(区分：現代物理学が描く世界)

総合教養科目(区分：国家と法)

総合教養科目(区分：資源・材料とエネルギー)

総合教養科目(区分：神戸大学の研究最前線)

総合教養科目(区分：神戸大学史)

総合教養科目(区分：身近な物理法則)

総合教養科目(区分：瀬戸内海学入門)

総合教養科目(区分：企業社会論)

総合教養科目(区分：経済社会の発展)

総合教養科目(区分：芸術と文化)

総合教養科目(区分：現代の経済)

基礎教養科目(区分：惑星学)

基礎教養科目(区分：情報科学)

基礎教養科目(区分：地理学)   

人間性と倫理性

豊かな人間性と
保健医療におけ
る高い倫理性を
身につけた保健
医療専門職者と
して臨床に携わ

る能力

基礎教養科目(区分：哲学)     

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)   

基礎教養科目(区分：心理学)    

基礎教養科目(区分：政治学)

基礎教養科目(区分：法学)     

基礎教養科目(区分：倫理学)

基礎教養科目(区分：経済学)

総合教養科目(区分：美術史)

総合教養科目(区分：文学)

外国語第Ⅰ

人間発達学

初期体験実習

ＩＰＷ概論

総合教養科目(区分：教育と人間形成)

総合教養科目(区分：芸術史)

総合教養科目(区分：考古学)

総合教養科目(区分：社会と人権)

総合教養科目(区分：社会生活と法)

部局ＤＰにおけ
る学習目標

身につけるべき
能力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

基礎教養科目(区分：社会学)   

基礎教養科目(区分：数学)    

基礎教養科目(区分：化学)   



1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

部局ＤＰにおけ
る学習目標

身につけるべき
能力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

地域看護学概論 国際保健 災害保健 生活環境学 地域理学療法学 ＩＰＷ統合演習

老年期障害学 理学療法地域医療実習 臨床理学療法学Ⅰ

保健行政論 臨床理学療法学Ⅱ

保健医療福祉論

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

保健学初年次セミナー

地域看護学概論 国際保健 災害保健 生活環境学 地域理学療法学 ＩＰＷ統合演習

老年期障害学 理学療法地域医療実習 臨床理学療法学Ⅰ

保健行政論 臨床理学療法学Ⅱ

保健医療福祉論

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

保健学初年次セミナー

解剖学実習Ⅱ 国際保健 災害保健 臨床解剖学実習 移植管理学 ＩＰＷ統合演習

生理学Ⅲ 解剖学実習Ⅲ 外科学概論 臨床実習Ⅱ 地域理学療法学 スポーツ医学

生理学実習Ⅱ 臨床運動学 理学療法総合評価学 臨床実習Ⅲ 臨床実習Ⅳ 卒業研究

運動学 動作解析学実習　 物理治療学実習 理学療法研究法 理学療法研究法演習 臨床理学療法学Ⅰ

運動学実習 病理学Ⅱ　 義肢装具学実習 生活環境学 臨床理学療法学Ⅱ

病理学Ⅰ 画像診断解析学 リハビリテーション工学・福祉用具学 理学療法地域医療実習

臨床心理学 内部障害学 老年期障害学

整形外科学 臨床神経学Ⅱ 保健行政論

臨床神経学Ⅰ 小児疾病論 保健医療福祉論

精神医学Ⅰ 理学療法評価学実習 筋・骨格系障害理学療法学

健康と栄養 物理治療学 筋・骨格系障害理学療法学実習

薬と生体反応 義肢・装具学 神経系障害理学療法学

生化学 日常生活活動学 神経系障害理学療法学実習

作業療法対人技術論 日常生活活動学実習 内部障害理学療法学

臨床実習Ⅰ 運動治療学 内部障害理学療法学実習

理学療法評価学 運動治療学実習 発達障害理学療法学

実践理学療法学

微分積分入門１ 微分積分入門２ 情報科学1 情報科学2

力学基礎 1 力学基礎 2 線形代数入門１ 線形代数入門２

物理学入門

物理学実験 物理学実験 電磁気学基礎 1 電磁気学基礎 2

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

保健学初年次セミナー

現代医療と生命倫理 生理学Ⅱ

リハビリテーション概論 人間発達学

作業療法概論Ⅰ

理学療法概論

総合教養科目(区分：男女共同参画とジェンダー)

総合教養科目(区分：文化人類学)

外国語第Ⅰ

初期体験実習 解剖学Ⅱ

ＩＰＷ概論 解剖学Ⅲ

総合教養科目(区分：食と健康)

総合教養科目(区分：人間活動と地球生態系)

総合教養科目(区分：生活環境と技術)

総合教養科目(区分：生物の環境適応)

総合教養科目(区分：生物資源と農業)

総合教養科目(区分：生命科学)

総合教養科目(区分：ものづくりと科学技術)

総合教養科目(区分：越境する文化)

総合教養科目(区分：科学技術と倫理)

総合教養科目(区分：学校教育と社会)

総合教養科目(区分：環境学入門)

総合教養科目(区分：阪神・淡路大震災)

総合教養科目(区分：ESD基礎)

総合教養科目(区分：ESD生涯学習論)

総合教養科目(区分：ＥＳＤ論)

総合教養科目(区分：ボランティアと社会貢献活動)

外国語第Ⅰ

外国語第Ⅱ

初期体験実習

ＩＰＷ概論

現代医療と生命倫理

専門性と協働

医療の基礎学
力と高度な専門
知識を習得した
専門職として、
対象者や他専

門職と相互に信
頼し、良好な人
間関係を築くこ
とにより保健医
療福祉チームに
おいて協働でき

る能力

基礎教養科目(区分：化学)    

基礎教養科目(区分：地理学)    

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：社会思想史)

総合教養科目(区分：政治と社会)

総合教養科目(区分：西洋史)

総合教養科目(区分：地球史における生物の変遷)

総合教養科目(区分：東洋史)

総合教養科目(区分：日本史)

理学療法の理
論と技術を通じ
て、国際的に活
躍できるための
基礎的な能力

地域性・国際性

多様な地域課題
を把握し、貢献
するための社会
性を備えた能力

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

基礎教養科目(区分：地理学)    

総合教養科目(区分：EU基礎論)

総合教養科目(区分：アジア史)

総合教養科目(区分：グローバルリーダーシップ育成基礎演習)

総合教養科目(区分：企業と経営)

総合教養科目(区分：「カタチ」の文化学)

総合教養科目(区分：ESDボランティア論)

総合教養科目(区分：グローバルリーダーシップ育成基礎演習)

総合教養科目(区分：企業と経営)

総合教養科目(区分：現代社会論)

総合教養科目(区分：言語科学)

総合教養科目(区分：国際協力の現状と課題)

総合教養科目(区分：社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教養）)

初期体験実習

ＩＰＷ概論

現代医療と生命倫理

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

基礎教養科目(区分：地理学)    

総合教養科目(区分：EU基礎論)

総合教養科目(区分：アジア史)

総合教養科目(区分：西洋史)

総合教養科目(区分：地球史における生物の変遷)

総合教養科目(区分：東洋史)

総合教養科目(区分：日本史)

外国語第Ⅰ

外国語第Ⅱ

総合教養科目(区分：現代社会論)

総合教養科目(区分：言語科学)

総合教養科目(区分：国際協力の現状と課題)

総合教養科目(区分：社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教養）)

総合教養科目(区分：社会思想史)

総合教養科目(区分：政治と社会)



カリキュラム・ポリシー

部局名　　医学部　保健学科　作業療法学専攻

　　・医学部保健学科（作業療法学専攻）では、本学科のディプロマ・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。

1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

精神医学Ⅰ 国際保健 災害保健 精神障害リハビリテーション論 臨床実習Ⅳ 臨床実習Ⅳ

臨床実習Ⅰ 精神医学Ⅱ 保健行政論 臨床実習Ⅱ 臨床実習Ⅴ 臨床実習Ⅴ

臨床心理学 保健医療福祉論 臨床実習Ⅲ 卒業研究 ＩＰＷ統合演習

身体障害作業療法評価学 作業療法研究法 卒業研究

精神障害作業療法評価学

情報基礎 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

健康・スポーツ科学実習基礎1 健康・スポーツ科学実習基礎2 電磁気学基礎 1 電磁気学基礎 2

力学基礎 1 力学基礎 2

物理学実験 物理学実験

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２

物理学入門

物理学実験基礎

保健学初年次セミナー

精神医学Ⅰ 国際保健 災害保健 精神障害リハビリテーション論 臨床実習Ⅳ 臨床実習Ⅳ

臨床実習Ⅰ 精神医学Ⅱ 保健行政論 臨床実習Ⅱ 臨床実習Ⅴ 臨床実習Ⅴ

臨床心理学 保健医療福祉論 臨床実習Ⅲ 卒業研究 ＩＰＷ統合演習

身体障害作業療法評価学 作業療法研究法 卒業研究

精神障害作業療法評価学

情報基礎 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

健康・スポーツ科学実習基礎1 健康・スポーツ科学実習基礎2 電磁気学基礎 1 電磁気学基礎 2

力学基礎 1 力学基礎 2

物理学実験 物理学実験

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２

物理学入門

物理学実験基礎

保健学初年次セミナー

部局ＤＰにおける
学習目標

身につけるべき
能力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

基礎教養科目(区分：社会学)   

基礎教養科目(区分：数学)    

基礎教養科目(区分：化学)   

基礎教養科目(区分：惑星学)

基礎教養科目(区分：情報科学)

基礎教養科目(区分：地理学)   

人間性と倫理性

作業療法
専門職としての豊
かな人間性と高
い倫理観を身に
つけ、社会の発
展に積極的に寄

与する能力

基礎教養科目(区分：哲学)     

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)   

基礎教養科目(区分：心理学)    

基礎教養科目(区分：政治学)

基礎教養科目(区分：法学)     

基礎教養科目(区分：倫理学)

基礎教養科目(区分：経済学)

総合教養科目(区分：美術史)

総合教養科目(区分：文学)

外国語第Ⅰ

初期体験実習 人間発達学

ＩＰＷ概論 作業療法理論

総合教養科目(区分：教育と人間形成)

総合教養科目(区分：芸術史)

総合教養科目(区分：考古学)

総合教養科目(区分：社会と人権)

総合教養科目(区分：社会生活と法)

総合教養科目(区分：職業と学び)

現代医療と生命倫理 作業療法基礎

リハビリテーション概論

作業療法概論

個々人の人権を
尊重し、深い共感
性を持って、対象
となる方々の特

性を理解し、自立
に向けた支援を
提供する能力

基礎教養科目(区分：哲学)     

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)   

基礎教養科目(区分：心理学)    

基礎教養科目(区分：政治学)

基礎教養科目(区分：惑星学)

基礎教養科目(区分：情報科学)

基礎教養科目(区分：地理学)   

総合教養科目(区分：教育と人間形成)

総合教養科目(区分：芸術史)

総合教養科目(区分：考古学)

基礎教養科目(区分：法学)     

基礎教養科目(区分：倫理学)

基礎教養科目(区分：経済学)

基礎教養科目(区分：社会学)   

基礎教養科目(区分：数学)    

基礎教養科目(区分：化学)   

初期体験実習 人間発達学

ＩＰＷ概論 作業療法理論

現代医療と生命倫理 作業療法基礎

総合教養科目(区分：社会と人権)

総合教養科目(区分：社会生活と法)

総合教養科目(区分：職業と学び)

総合教養科目(区分：美術史)

総合教養科目(区分：文学)

外国語第Ⅰ

リハビリテーション概論

作業療法概論



1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

部局ＤＰにおける
学習目標

身につけるべき
能力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

解剖学実習Ⅱ 国際保健 災害保健 身体障害作業療法学実習Ⅰ 卒業研究 臨床実習Ⅳ

生理学実習Ⅱ 解剖学実習Ⅲ 基礎作業学実習Ⅱ 生活技術論実習 臨床実習Ⅳ 臨床実習Ⅴ

運動学実習 動作解析学実習　 精神保健作業療法学Ⅰ実習 精神保健作業療法学Ⅱ実習 臨床実習Ⅴ ＩＰＷ統合演習

臨床実習Ⅰ 基礎作業学実習Ⅰ 発達障害作業療法学実習Ⅰ 発達障害作業療法学実習Ⅱ 在宅援助論

作業療法フィールド実習 生活技術論 臨床実習Ⅱ

身体障害作業療法評価学実習 臨床実習Ⅲ

作業療法原書講読 卒業研究

作業療法研究法 老年期障害作業療法学

臨床前作業療法実習 職業・社会リハビリテーション

身体障害作業療法学実習Ⅱ

物理学実験 物理学実験

物理学入門

物理学実験基礎

保健学初年次セミナー

解剖学実習Ⅱ 国際保健 災害保健 身体障害作業療法学実習Ⅰ 卒業研究 臨床実習Ⅳ

生理学実習Ⅱ 解剖学実習Ⅲ 基礎作業学実習Ⅱ 生活技術論実習 臨床実習Ⅳ 臨床実習Ⅴ

運動学実習 動作解析学実習　 精神保健作業療法学Ⅰ実習 精神保健作業療法学Ⅱ実習 臨床実習Ⅴ ＩＰＷ統合演習

臨床実習Ⅰ 基礎作業学実習Ⅰ 発達障害作業療法学実習Ⅰ 発達障害作業療法学実習Ⅱ 在宅援助論

作業療法フィールド実習 生活技術論 臨床実習Ⅱ

身体障害作業療法評価学実習 臨床実習Ⅲ

作業療法原書講読 卒業研究

作業療法研究法 老年期障害作業療法学

臨床前作業療法実習 職業・社会リハビリテーション

身体障害作業療法学実習Ⅱ

物理学実験 物理学実験

物理学入門

物理学実験基礎

保健学初年次セミナー

作業療法フィールド実習 国際保健 災害保健 ＩＰＷ統合演習

老年期障害学 在宅援助論

保健行政論

保健医療福祉論

作業療法原書講読

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

保健学初年次セミナー
作業療法フィールド実習 国際保健 災害保健 ＩＰＷ統合演習

老年期障害学 在宅援助論
保健行政論
保健医療福祉論
作業療法原書講読

生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

保健学初年次セミナー

創造性

探究心と創造力
を持って課題を設
定し、解決できる
実践的な能力

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の自然学)

総合教養科目(区分：科学史)

総合教養科目(区分：海への誘い)

総合教養科目(区分：企業社会論)

総合教養科目(区分：神戸大学の研究最前線)

総合教養科目(区分：神戸大学史)

総合教養科目(区分：身近な物理法則)

総合教養科目(区分：瀬戸内海学入門)

初期体験実習

ＩＰＷ概論

総合教養科目(区分：経済社会の発展)

総合教養科目(区分：芸術と文化)

総合教養科目(区分：現代の経済)

総合教養科目(区分：現代物理学が描く世界)

総合教養科目(区分：国家と法)

総合教養科目(区分：資源・材料とエネルギー)

地域性・国際性

幅広い視野を持
ち、作業療法に関
わる専門的知識

を活用して多職種
連携により地域
社会へ貢献でき

る能力

基礎教養科目(区分：教育学)  

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

基礎教養科目(区分：地理学)    

総合教養科目(区分：EU基礎論)

総合教養科目(区分：現代物理学が描く世界)

総合教養科目(区分：国家と法)

総合教養科目(区分：資源・材料とエネルギー)

総合教養科目(区分：神戸大学の研究最前線)

総合教養科目(区分：神戸大学史)

総合教養科目(区分：身近な物理法則)

問題を解決する
ために、科学的な
分析・考察をし、
論理的に考える

能力

基礎教養科目(区分：論理学)  

基礎教養科目(区分：心理学)   

総合教養科目(区分：「カタチ」の自然学)

総合教養科目(区分：科学史)

総合教養科目(区分：海への誘い)

総合教養科目(区分：企業社会論)

総合教養科目(区分：経済社会の発展)

総合教養科目(区分：芸術と文化)

総合教養科目(区分：現代の経済)

総合教養科目(区分：アジア史)
総合教養科目(区分：グローバルリーダーシップ育成基礎演習)
総合教養科目(区分：企業と経営)
総合教養科目(区分：現代社会論)
総合教養科目(区分：言語科学)
総合教養科目(区分：国際協力の現状と課題)

総合教養科目(区分：瀬戸内海学入門)

初期体験実習

ＩＰＷ概論

総合教養科目(区分：企業と経営)
総合教養科目(区分：現代社会論)

総合教養科目(区分：日本史)
外国語第Ⅰ
外国語第Ⅱ

初期体験実習
ＩＰＷ概論
現代医療と生命倫理

総合教養科目(区分：社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教養）)
総合教養科目(区分：社会思想史)
総合教養科目(区分：政治と社会)
総合教養科目(区分：西洋史)
総合教養科目(区分：地球史における生物の変遷)
総合教養科目(区分：東洋史)

総合教養科目(区分：地球史における生物の変遷)
総合教養科目(区分：東洋史)
総合教養科目(区分：日本史)

外国語第Ⅰ
外国語第Ⅱ

初期体験実習

総合教養科目(区分：言語科学)
総合教養科目(区分：国際協力の現状と課題)
総合教養科目(区分：社会基礎学（グローバル人材に不可欠な教養）)
総合教養科目(区分：社会思想史)
総合教養科目(区分：政治と社会)
総合教養科目(区分：西洋史)

ＩＰＷ概論
現代医療と生命倫理

グローバルな視
点で自らの課題
を整理・理解する
とともに、的確な
プレゼンテーショ
ン、円滑なコミュ
ニケーションをす

る能力

基礎教養科目(区分：教育学)  
基礎教養科目(区分：論理学)  
基礎教養科目(区分：心理学)   
基礎教養科目(区分：地理学)    
総合教養科目(区分：EU基礎論)
総合教養科目(区分：アジア史)
総合教養科目(区分：グローバルリーダーシップ育成基礎演習)



1Q 2Q 3Q 4Q 前期 後期 前期 後期 前期 後期

部局ＤＰにおける
学習目標

身につけるべき
能力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

解剖学実習Ⅱ 国際保健 災害保健 身体障害作業療法学実習Ⅰ 臨床実習Ⅳ 臨床実習Ⅳ
生理学Ⅲ 解剖学実習Ⅲ 臨床神経学Ⅲ 身体障害作業療法学実習Ⅱ 臨床実習Ⅴ 臨床実習Ⅴ
生理学実習Ⅱ 臨床運動学 外科学概論 リハビリテーション工学・福祉用具学実習 卒業研究 ＩＰＷ統合演習
運動学 動作解析学実習　 健康と栄養 精神保健作業療法学Ⅱ実習 スポーツ医学
運動学実習 病理学Ⅱ　 薬と生体反応 精神障害リハビリテーション論 作業療法統合実習
病理学Ⅰ 画像診断解析学 統計学 発達障害作業療法学実習Ⅱ 在宅援助論
整形外科学 内部障害学 基礎作業学実習Ⅱ 老年期障害作業療法学
臨床神経学Ⅰ 臨床神経学Ⅱ 身体障害作業療法評価学実習 職業・社会リハビリテーション
精神医学Ⅰ 精神医学Ⅱ 臨床前作業療法実習 臨床実習Ⅱ
基礎作業学 小児疾病論 発達障害作業療法学実習Ⅰ 臨床実習Ⅲ
作業療法フィールド実習 基礎作業学実習Ⅰ リハビリテーション工学・福祉用具学 卒業研究
臨床実習Ⅰ 発達障害作業療法学 生活技術論

身体障害作業療法学 精神保健作業療法学Ⅰ実習
精神保健作業療法学Ⅰ 精神保健作業療法学Ⅱ
臨床心理学 老年期障害学
身体障害作業療法評価学 保健行政論
精神障害作業療法評価学 保健医療福祉論

作業療法原書講読
作業療法研究法

微分積分入門１ 微分積分入門２ 情報科学1 情報科学2
力学基礎 1 力学基礎 2 線形代数入門１ 線形代数入門２
物理学実験 物理学実験 電磁気学基礎 1 電磁気学基礎 2
物理学入門
物理学実験基礎
生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

リハビリテーション概論

保健学初年次セミナー
解剖学実習Ⅱ 国際保健 災害保健 身体障害作業療法学実習Ⅰ 臨床実習Ⅳ 臨床実習Ⅳ
生理学Ⅲ 解剖学実習Ⅲ 臨床神経学Ⅲ 身体障害作業療法学実習Ⅱ 臨床実習Ⅴ 臨床実習Ⅴ
生理学実習Ⅱ 臨床運動学 外科学概論 リハビリテーション工学・福祉用具学実習 卒業研究 ＩＰＷ統合演習
運動学 動作解析学実習　 健康と栄養 精神保健作業療法学Ⅱ実習 スポーツ医学
運動学実習 病理学Ⅱ　 薬と生体反応 精神障害リハビリテーション論 作業療法統合実習
病理学Ⅰ 画像診断解析学 統計学 発達障害作業療法学実習Ⅱ 在宅援助論
整形外科学 内部障害学 基礎作業学実習Ⅱ 老年期障害作業療法学
臨床神経学Ⅰ 臨床神経学Ⅱ 身体障害作業療法評価学実習 職業・社会リハビリテーション
精神医学Ⅰ 精神医学Ⅱ 臨床前作業療法実習 臨床実習Ⅱ
基礎作業学 小児疾病論 発達障害作業療法学実習Ⅰ 臨床実習Ⅲ
作業療法フィールド実習 基礎作業学実習Ⅰ リハビリテーション工学・福祉用具学 卒業研究
臨床実習Ⅰ 発達障害作業療法学 生活技術論

身体障害作業療法学 精神保健作業療法学Ⅰ実習
精神保健作業療法学Ⅰ 精神保健作業療法学Ⅱ
臨床心理学 老年期障害学
身体障害作業療法評価学 保健行政論
精神障害作業療法評価学 保健医療福祉論

作業療法原書講読
作業療法研究法

微分積分入門１ 微分積分入門２ 情報科学1 情報科学2
力学基礎 1 力学基礎 2 線形代数入門１ 線形代数入門２
物理学実験 物理学実験 電磁気学基礎 1 電磁気学基礎 2
物理学入門
物理学実験基礎
生物学概論Ｂ１ 生物学概論Ｂ２ 生物学各論Ｃ１ 生物学各論Ｃ２

リハビリテーション概論

保健学初年次セミナー

総合教養科目(区分：ESD生涯学習論)
総合教養科目(区分：ＥＳＤ論)
総合教養科目(区分：ボランティアと社会貢献活動)
総合教養科目(区分：ものづくりと科学技術)
総合教養科目(区分：越境する文化)
総合教養科目(区分：科学技術と倫理)

専門性と協働

医療・保健・
福祉など各分野
における高度な
作業療法学の専
門的知識および
技術を習得する
ために主体的か
つ継続的に学習

する能力

基礎教養科目(区分：化学)    
基礎教養科目(区分：地理学)    
基礎教養科目(区分：心理学)   
総合教養科目(区分：「カタチ」の文化学)
総合教養科目(区分：ESDボランティア論)
総合教養科目(区分：ESD基礎)

総合教養科目(区分：生物の環境適応)
総合教養科目(区分：生物資源と農業)
総合教養科目(区分：生命科学)
総合教養科目(区分：男女共同参画とジェンダー)
総合教養科目(区分：文化人類学)

外国語第Ⅰ

総合教養科目(区分：学校教育と社会)
総合教養科目(区分：環境学入門)
総合教養科目(区分：阪神・淡路大震災)
総合教養科目(区分：食と健康)
総合教養科目(区分：人間活動と地球生態系)
総合教養科目(区分：生活環境と技術)

高度な医療専門
職として、チーム
医療の現場で関
連職種との優れ
たコーディネート
能力を発揮し、協

働する能力

基礎教養科目(区分：化学)    
基礎教養科目(区分：地理学)    
基礎教養科目(区分：心理学)   
総合教養科目(区分：「カタチ」の文化学)
総合教養科目(区分：ESDボランティア論)

初期体験実習 解剖学Ⅱ
ＩＰＷ概論 解剖学Ⅲ
現代医療と生命倫理 生理学Ⅱ

総合教養科目(区分：ESD基礎)
総合教養科目(区分：ESD生涯学習論)
総合教養科目(区分：ＥＳＤ論)
総合教養科目(区分：ボランティアと社会貢献活動)
総合教養科目(区分：ものづくりと科学技術)
総合教養科目(区分：越境する文化)

人間発達学
作業療法概論 作業療法理論

作業療法基礎

総合教養科目(区分：生活環境と技術)
総合教養科目(区分：生物の環境適応)
総合教養科目(区分：生物資源と農業)
総合教養科目(区分：生命科学)
総合教養科目(区分：男女共同参画とジェンダー)
総合教養科目(区分：文化人類学)

総合教養科目(区分：科学技術と倫理)
総合教養科目(区分：学校教育と社会)
総合教養科目(区分：環境学入門)
総合教養科目(区分：阪神・淡路大震災)
総合教養科目(区分：食と健康)
総合教養科目(区分：人間活動と地球生態系)

人間発達学
作業療法概論 作業療法理論

作業療法基礎
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初期体験実習 解剖学Ⅱ
ＩＰＷ概論 解剖学Ⅲ
現代医療と生命倫理 生理学Ⅱ


