
カリキュラム・ポリシー
　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 Ｈ２９年開講

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 看護倫理特講Ⅰ＊CNS

生涯女性健康科学特講 助産学特別研究

国際実践特講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

国際保健コミュニケーション特講I 看護コンサルテーション特講Ⅰ＊CNS 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 看護実践学演習Ⅰ 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 療養支援看護学演習Ⅰ 家族看護学特別研究Ⅰ 家族看護学特別研究Ⅰ

看護実践学特別研究Ⅰ 在宅看護学演習Ⅰ 実践家族学研究　＊CNS 実践家族看護学研究　＊CNS

療養支援看護学特講Ⅰ 家族看護学演習Ⅰ 母性看護学特別研究Ⅰ 母性看護学特別研究Ⅰ

療養支援看護学特別研究Ⅰ 母性看護学演習Ⅰ 助産学特別研究 助産学特別研究

在宅看護学特別研究Ⅰ 看護実践学特別研究Ⅰ 助産管理学特講　Ｈ29年開講

家族看護学特講Ⅰ 療養支援看護学特別研究Ⅰ

家族看護学特別研究Ⅰ 在宅看護学特別研究Ⅰ

実践家族看護学研究　＊CNS 家族看護学特別研究Ⅰ

母性看護学特講Ⅰ 実践家族看護学研究　＊CNS

母性看護学特別研究Ⅰ 母性看護学特別研究Ⅰ

助産学特別研究 看護倫理特講Ⅰ＊CNS

創造助産学概論 助産学特別研究

国際実践フィールドワークⅠ 国際実践フィールドワークⅠ トランス文化家族看護学　＊CNS 家族看護学特別研究Ⅰ

国際保健コミュニケーション特講I 看護管理特講Ⅰ＊CNS 家族看護学特別研究Ⅰ 母性看護学特別研究Ⅰ

国際実践特講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

看護実践学特講Ⅰ 母性看護学演習Ⅰ 地域母子保健特講 Ｈ２９年開講

在宅看護学特講Ⅰ 家族看護学特別研究Ⅰ

家族看護学特講Ⅰ 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

創造助産学概論

国際実践特講Ⅰ 家族看護学基盤実習　＊CNS 母性看護学特別研究Ⅰ 母性看護学特別研究Ⅰ

保健倫理学特講Ⅰ 医療保健福祉特講Ⅰ 家族看護実習　＊CNS 家族看護学統合実習　＊CNS

情報科学特講Ⅰ 移植・人工臓器学特講Ⅰ こども保育期・教育期家族看護学　＊CNS

エビデンスベーストヘルスケア特講Ⅰ 情報科学特講Ⅰ 地域母子保健特講 Ｈ２９年開講

看護教育特講Ⅰ＊CNS 分子生物学特講Ⅰ 助産管理学特講　Ｈ29年開講

看護研究特講Ⅰ＊CNS 臨床心理学特講Ⅰ 助産学実習Ⅲ

療養支援看護学特講Ⅰ 看護管理特講Ⅰ＊CNS 助産学実習Ⅳ

在宅看護学特講Ⅰ 看護コンサルテーション特講Ⅰ＊CNS

家族環境学　＊CNS 在宅看護学演習Ⅰ

理論家族看護学　＊CNS 家族インターベンション学　＊CNS

家族症候学　＊CNS 実践家族看護学　＊CNS

上級臨床薬理学　＊CNS 実践家族看護学演習　＊CNS

上級病態生理学　＊CNS 上級フィジカルアセスメント学　＊CNS

母性看護学特講Ⅰ 母性看護学演習Ⅰ

母性看護学特別研究Ⅰ 母性看護学特別研究Ⅰ

ハイリスク母性ケア論特講 生涯女性健康科学演習

創造助産学概論 高度実践助産技術学演習

生涯女性健康科学特講 高度周産期技術学演習

高度実践助産技術学特講 助産学実習Ⅰ

高度周産期技術学特講 助産学実習Ⅱ

１年次

専門性

２年次
部局ＤＰにおける学習目標

人間性

創造性

国際性



カリキュラム・ポリシー
　

　保健学研究科博士課程後期課程　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 前期 後期

看護実践学特講Ⅱ 精神保健学特講Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ

在宅看護学特講Ⅱ 看護実践開発学演習Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ

家族看護学特講Ⅱ 母性看護学演習Ⅱ

母性看護学特講Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ

看護学特別研究Ⅱ

国際実践特講Ⅱ 精神保健学特講Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ

社会・保健行動科学研究法特講Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ

看護実践学特講Ⅱ 看護実践開発学演習Ⅱ

療養支援看護学特講Ⅱ 在宅看護学演習Ⅱ

在宅看護学特講Ⅱ 家族看護学演習Ⅱ

家族看護学特講Ⅱ 母性看護学演習Ⅱ

母性看護学特講Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ

看護学特別研究Ⅱ

国際実践フィールドワークⅡ 国際実践フィールドワークⅡ 看護学特別研究Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ

国際実践特講Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ

家族看護学特講Ⅱ 母性看護学演習Ⅱ

看護学特別研究Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ

国際実践特講Ⅱ 精神保健学特講Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ

形態機能研究法特講Ⅱ 分子生物学研究法特講Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ

医療保健統計学・疫学特講Ⅱ 看護実践開発学演習Ⅱ

社会・保健行動科学研究法特講Ⅱ 母性看護学演習Ⅱ

看護実践学特講Ⅱ 看護学特別研究Ⅱ

療養支援看護学特講Ⅱ

在宅看護学特講Ⅱ

母性看護学特講Ⅱ

看護学特別研究Ⅱ

創造性

専門性

２年次

国際性

３年次

人間性

部局ＤＰにおける学習目標
１年次



カリキュラム・ポリシー
　保健学研究科博士課程前期課程　病態解析学領域　

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 病態解析学特別研究Ⅰ 病態解析学特別研究Ⅰ

保健倫理学特講Ⅰ 移植・人工臓器学特講Ⅰ

分析医科学特講Ⅰ 臨床心理学特講Ⅰ
細胞機能構造科学特講Ⅰ 分析医科学演習Ⅰ
病態代謝学特講Ⅰ 細胞機能構造科学演習Ⅰ
臨床免疫学特講Ⅰ 病態代謝学演習Ⅰ
病態解析学特別研究Ⅰ 臨床免疫学演習Ⅰ

病態解析学特別研究Ⅰ
国際実践特講Ⅰ 臨床心理学特講Ⅰ 病態解析学特別研究Ⅰ 病態解析学特別研究Ⅰ
国際保健コミュニケーション特講I 分析医科学演習Ⅰ
分析医科学特講Ⅰ 細胞機能構造科学演習Ⅰ
細胞機能構造科学特講Ⅰ 病態代謝学演習Ⅰ
病態代謝学特講Ⅰ 臨床免疫学演習Ⅰ
臨床免疫学特講Ⅰ 病態解析学特別研究Ⅰ
病態解析学特別研究Ⅰ
国際実践フィールドワークⅠ 国際実践フィールドワークⅠ 病態解析学特別研究Ⅰ 病態解析学特別研究Ⅰ
国際保健コミュニケーション特講I 分析医科学演習Ⅰ
国際実践特講Ⅰ 細胞機能構造科学演習Ⅰ
分析医科学特講Ⅰ 病態代謝学演習Ⅰ
細胞機能構造科学特講Ⅰ 臨床免疫学演習Ⅰ
病態代謝学特講Ⅰ 病態解析学特別研究Ⅰ
臨床免疫学特講Ⅰ
病態解析学特別研究Ⅰ
国際実践特講Ⅰ 医療保健福祉特講Ⅰ 病態解析学特別研究Ⅰ 病態解析学特別研究Ⅰ
保健倫理学特講Ⅰ 移植・人工臓器学特講Ⅰ
情報科学特講Ⅰ 情報科学特講Ⅰ
エビデンスベーストヘルスケア特講Ⅰ 分子生物学特講Ⅰ
分析医科学特講Ⅰ 臨床心理学特講Ⅰ
細胞機能構造科学特講Ⅰ 分析医科学演習Ⅰ
病態代謝学特講Ⅰ 細胞機能構造科学演習Ⅰ
臨床免疫学特講Ⅰ 病態代謝学演習Ⅰ
病態解析学特別研究Ⅰ 臨床免疫学演習Ⅰ

病態解析学特別研究Ⅰ

専門性

部局ＤＰにおける学習目標
１年次 ２年次

人間性

国際性

創造性



カリキュラム・ポリシー
　

　保健学研究科博士課程後期課程　病態解析学領域

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 前期 後期

分析医科学特講Ⅱ 精神保健学特講Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ

細胞機能構造科学特講Ⅱ 分析医科学演習Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ

病態代謝学特講Ⅱ 細胞機能構造科学演習Ⅱ

臨床免疫学特講Ⅱ 病態代謝学演習Ⅱ

病態解析学特別研究Ⅱ 臨床免疫学演習Ⅱ

病態解析学特別研究Ⅱ

国際実践特講Ⅱ 精神保健学特講Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ

社会・保健行動科学研究法特講Ⅱ分析医科学演習Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ

分析医科学特講Ⅱ 細胞機能構造科学演習Ⅱ

細胞機能構造科学特講Ⅱ 病態代謝学演習Ⅱ

病態代謝学特講Ⅱ 臨床免疫学演習Ⅱ

臨床免疫学特講Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ

病態解析学特別研究Ⅱ

国際実践フィールドワークⅡ 国際実践フィールドワークⅡ 病態解析学特別研究Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ

国際実践特講Ⅱ 分析医科学演習Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ

分析医科学特講Ⅱ 細胞機能構造科学演習Ⅱ

細胞機能構造科学特講Ⅱ 病態代謝学演習Ⅱ

病態代謝学特講Ⅱ 臨床免疫学演習Ⅱ

臨床免疫学特講Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ

病態解析学特別研究Ⅱ

国際実践特講Ⅱ 精神保健学特講Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ

形態機能研究法特講Ⅱ 分子生物学特講Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ

医療保健統計学・疫学特講Ⅱ 分析医科学演習Ⅱ

社会・保健行動科学研究法特講Ⅱ細胞機能構造科学演習Ⅱ

分析医科学特講Ⅱ 病態代謝学演習Ⅱ

細胞機能構造科学特講Ⅱ 臨床免疫学演習Ⅱ

病態代謝学特講Ⅱ 病態解析学特別研究Ⅱ

臨床免疫学特講Ⅱ

病態解析学特別研究Ⅱ

専門性

３年次
部局ＤＰにおける学習目標

１年次 ２年次

創造性

国際性

人間性



カリキュラム・ポリシー
保健学研究科博士課程前期課程　　リハビリテーション科学領域　

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 生体構造・機能解析学特別研究Ⅰ 生体構造・機能解析学特別研究Ⅰ

保健倫理学特講Ⅰ 移植・人工臓器学特講Ⅰ 運動機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 運動機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

リハビリテーション科学総合実習（１）Ⅰ 臨床心理学特講Ⅰ 作業障害解析・補完学特別研究Ⅰ 作業障害解析・補完学特別研究Ⅰ

リハビリテーション科学専門領域実習Ⅰ リハビリテーション科学総合実習（２）Ⅰ 脳機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 脳機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

リハビリテーション管理学特講Ⅰ リハビリテーション科学専門領域実習Ⅰ 精神障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 精神障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

国際実践特講Ⅰ 臨床心理学特講Ⅰ 生体構造・機能解析学特別研究Ⅰ 生体構造・機能解析学特別研究Ⅰ

国際保健コミュニケーション特講I 生体構造・機能解析学演習Ⅰ 運動機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 運動機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

リハビリテーション管理学特講Ⅰ 作業障害解析・補完学演習Ⅰ 作業障害解析・補完学特別研究Ⅰ 作業障害解析・補完学特別研究Ⅰ

生体構造・機能解析学特講Ⅰ 運動機能障害リハビリテーション学演習Ⅰ 脳機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 脳機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

運動機能障害リハビリテーション学特講Ⅰ 脳機能障害リハビリテーション学演習Ⅰ 精神障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 精神障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

作業障害解析・補完学特講Ⅰ 精神障害リハビリテーション学演習Ⅰ

脳機能障害リハビリテーション学特講Ⅰ 生体構造・機能解析学特別研究Ⅰ

精神障害リハビリテーション学特講Ⅰ 運動機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

生体構造・機能解析学特別研究Ⅰ 作業障害解析・補完学特別研究Ⅰ

運動機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 脳機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

作業障害解析・補完学特別研究Ⅰ 精神障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

脳機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

精神障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

国際実践フィールドワークⅠ 国際実践フィールドワークⅠ 生体構造・機能解析学特別研究Ⅰ 生体構造・機能解析学特別研究Ⅰ

国際保健コミュニケーション特講I 生体構造・機能解析学演習Ⅰ 運動機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 運動機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

国際実践特講Ⅰ 運動機能障害リハビリテーション学演習Ⅰ 作業障害解析・補完学特別研究Ⅰ 作業障害解析・補完学特別研究Ⅰ

生体構造・機能解析学特講Ⅰ 作業障害解析・補完学演習Ⅰ 脳機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 脳機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

運動機能障害リハビリテーション学特講Ⅰ 脳機能障害リハビリテーション学演習Ⅰ 精神障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 精神障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

作業障害解析・補完学特講Ⅰ 精神障害リハビリテーション学演習Ⅰ

脳機能障害リハビリテーション学特講Ⅰ 生体構造・機能解析学特別研究Ⅰ

精神障害リハビリテーション学特講Ⅰ 運動機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

生体構造・機能解析学特別研究Ⅰ 作業障害解析・補完学特別研究Ⅰ

運動機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 脳機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

作業障害解析・補完学特別研究Ⅰ 精神障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

脳機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

精神障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

国際実践特講Ⅰ 医療保健福祉特講Ⅰ 生体構造・機能解析学特別研究Ⅰ 生体構造・機能解析学特別研究Ⅰ

保健倫理学特講Ⅰ 移植・人工臓器学特講Ⅰ 運動機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 運動機能障害リハビリテーション学特別研究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 作業障害解析・補完学特別研究Ⅰ 作業障害解析・補完学特別研究Ⅰ

福祉工学・建築学特講Ⅰ 分子生物学特講Ⅰ 脳機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 脳機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

生体構造・機能解析学特講Ⅰ 臨床心理学特講Ⅰ 精神障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 精神障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

運動機能障害リハビリテーション学特講Ⅰ 福祉工学・建築学特講Ⅰ

作業障害解析・補完学特講Ⅰ 生体構造・機能解析学演習Ⅰ

脳機能障害リハビリテーション学特講Ⅰ 運動機能障害リハビリテーション学演習Ⅰ

精神障害リハビリテーション学特講Ⅰ 作業障害解析・補完学演習Ⅰ

生体構造・機能解析学特別研究Ⅰ 脳機能障害リハビリテーション学演習Ⅰ

運動機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 精神障害リハビリテーション学演習Ⅰ

作業障害解析・補完学特別研究Ⅰ 生体構造・機能解析学特別研究Ⅰ

脳機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 運動機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

精神障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ 作業障害解析・補完学特別研究Ⅰ

脳機能障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

精神障害リハビリテーション学特別研究Ⅰ

２年次
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カリキュラム・ポリシー
　保健学研究科博士課程後期課程　　リハビリテーション科学領域

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 前期 後期

リハビリテーション科学特別研究Ⅱ 精神保健学特講Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ

　 リハビリテーション科学特別研究Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ

国際実践特講Ⅱ 精神保健学特講Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ

社会・保健行動科学研究法特講Ⅱ 生体構造・機能解析学演習Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ

生体構造・機能解析学特講Ⅱ 運動機能障害リハビリテーション学演習Ⅱ

運動機能障害リハビリテーション学特講Ⅱ 脳機能障害リハビリテーション学演習Ⅱ

脳機能障害リハビリテーション学特講Ⅱ 精神障害リハビリテーション学演習Ⅱ

精神障害リハビリテーション学特講Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ

リハビリテーション科学特別研究Ⅱ

国際実践フィールドワークⅡ 国際実践フィールドワークⅡ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ

国際実践特講Ⅱ 生体構造・機能解析学演習Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ

生体構造・機能解析学特講Ⅱ 運動機能障害リハビリテーション学演習Ⅱ

運動機能障害リハビリテーション学特講Ⅱ 脳機能障害リハビリテーション学演習Ⅱ

脳機能障害リハビリテーション学特講Ⅱ 精神障害リハビリテーション学演習Ⅱ

精神障害リハビリテーション学特講Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ

リハビリテーション科学特別研究Ⅱ

国際実践特講Ⅱ 精神保健学特講Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ

形態機能研究法特講Ⅱ 分子生物学研究法特講Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ

医療保健統計学・疫学特講Ⅱ 生体構造・機能解析学演習Ⅱ

社会・保健行動科学研究法特講Ⅱ 運動機能障害リハビリテーション学演習Ⅱ

生体構造・機能解析学特講Ⅱ 脳機能障害リハビリテーション学演習Ⅱ

運動機能障害リハビリテーション学特講Ⅱ 精神障害リハビリテーション学演習Ⅱ

脳機能障害リハビリテーション学特講Ⅱ リハビリテーション科学特別研究Ⅱ

精神障害リハビリテーション学特講Ⅱ

リハビリテーション科学特別研究Ⅱ
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カリキュラム・ポリシー
保健学研究科博士課程前期課程　　地域保健学領域

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 地域保健・健康科学特別研究I 地域保健・健康科学特別研究I

保健倫理学特特Ⅰ 移植・人工臓器学特講Ⅰ 国際公衆衛生看護活動演習 公衆衛生看護管理実習

地域保健実践学特講Ⅰ 臨床心理学特講Ⅰ 公衆衛生看護学実習Ⅰ（行政） 公衆衛生看護学特別研究

生活習慣病・予防治療学特講I 地域実践活動特別演習I 公衆衛生看護学実習Ⅱ（産業）

ヘルスプロモーション学特講I 地域保健学実習I 公衆衛生看護学特別研究

地域保健・健康科学特別研究I 地域保健・健康科学特別研究I

疫学特講 個別支援論演習Ⅱ

公衆衛生学特講 産業保健特講

保健統計学特講 地域看護診断演習

保健医療福祉論特講 公衆衛生看護管理特講

地域公共政策論特講 健康危機管理特講

医療経済論特講 公衆衛生看護学特別研究

公衆衛生看護学特講

社会健康論

個別支援論

個別支援論演習Ⅰ

組織活動論

健康教育特講・演習

地域看護診断論

公衆衛生看護学特別研究

国際実践特講Ⅰ 臨床心理学特講Ⅰ 地域保健・健康科学特別研究I 地域保健・健康科学特別研究I

国際保健コミュニケーション特講I 地域保健学実習I 国際公衆衛生看護活動演習 公衆衛生看護管理実習

ヘルスプロモーション学特講I 地域保健・健康科学特別研究I 公衆衛生看護学実習Ⅰ（行政） 公衆衛生看護学特別研究

地域保健・健康科学特別研究I 個別支援論演習Ⅱ 公衆衛生看護学実習Ⅱ（産業）

疫学特講 公衆衛生看護管理特講 公衆衛生看護学特別研究

公衆衛生学特講 健康危機管理特講

保健統計学特講 公衆衛生看護学特別研究

地域公共政策論特講

公衆衛生看護学特講

個別支援論

個別支援論演習Ⅰ

組織活動論

健康教育特講・演習

公衆衛生看護学特別研究

国際実践フィールドワークⅠ 国際実践フィールドワークⅠ 地域保健・健康科学特別研究I 地域保健・健康科学特別研究I

国際保健コミュニケーション特講I 地域実践活動特別演習I 国際公衆衛生看護活動演習 公衆衛生看護管理実習

国際実践特講Ⅰ 地域保健・健康科学特別研究I( 公衆衛生看護学実習Ⅰ（行政） 公衆衛生看護学特別研究

ヘルスプロモーション学特講I 健康危機管理特講 公衆衛生看護学実習Ⅱ（産業）

地域保健・健康科学特別研究I 個別支援論演習Ⅱ 公衆衛生看護学特別研究

疫学特講 公衆衛生看護学特別研究

公衆衛生学特講

公衆衛生看護学特講

社会健康論

個別支援論

個別支援論演習Ⅰ

健康教育特講・演習

公衆衛生看護学特別研究

国際実践特講Ⅰ 医療保健福祉特講Ⅰ 地域保健・健康科学特別研究I 地域保健・健康科学特別研究I

保健倫理学特特Ⅰ 移植・人工臓器学特講Ⅰ 国際公衆衛生看護活動演習 公衆衛生看護管理実習

エビデンスベーストヘルスケア特講Ⅰ 情報科学特講Ⅰ 公衆衛生看護学実習Ⅰ（行政） 公衆衛生看護学特別研究

地域保健実践学特講Ⅰ 分子生物学特講Ⅰ 公衆衛生看護学実習Ⅱ（産業）

生活習慣病・予防治療学特講I 臨床心理学特講Ⅰ 公衆衛生看護学特別研究

ヘルスプロモーション学特講I 地域保健学実習I

地域保健・健康科学特別研究I 医療保健福祉特講Ⅰ

疫学特講 個別支援論演習Ⅱ

公衆衛生学特講 産業保健特講

保健統計学特講 地域看護診断演習

保健医療福祉論特講 公衆衛生看護管理特講

地域公共政策論特講 健康危機管理特講

医療経済論特講 公衆衛生看護学特別研究

公衆衛生看護学特講

社会健康論

個別支援論

個別支援論演習Ⅰ

組織活動論

健康教育特講・演習

地域看護診断論

公衆衛生看護学特別研究

専門性
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カリキュラム・ポリシー
保健学研究科博士課程後期課程　　地域保健学領域

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 前期 後期

地域実践活動特別演習II 精神保健学特講Ⅱ 地域保健・健康科学特別研究II 地域保健・健康科学特別研究II 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ 地域保健・健康科学特別研究II

地域保健実践学特講II 地域保健・健康科学特別研究II 地域保健・健康科学特別研究II

生活習慣病・予防治療学特講II 

ヘルスプロモーション学特講II

地域保健・健康科学特別研究II

国際実践特講Ⅱ 精神保健学特講Ⅱ 地域保健・健康科学特別研究II 地域保健・健康科学特別研究II 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ 地域保健・健康科学特別研究II

社会・保健行動科学研究法特講Ⅱ 地域保健・健康科学特別研究II 地域保健・健康科学特別研究II

ヘルスプロモーション学特講II

地域保健・健康科学特別研究II

国際実践フィールドワークⅡ 国際実践フィールドワークⅡ 地域保健・健康科学特別研究II 地域保健・健康科学特別研究II 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ 地域保健・健康科学特別研究II

国際実践特講Ⅱ 地域保健・健康科学特別研究II 地域保健・健康科学特別研究II

地域実践活動特別演習II

ヘルスプロモーション学特講II

地域保健・健康科学特別研究II

地域保健実践学特講II

国際実践特講Ⅱ 精神保健学特講Ⅱ 地域保健・健康科学特別研究II 地域保健・健康科学特別研究II 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ 地域保健・健康科学特別研究II

形態機能研究法特講Ⅱ 分子生物学研究法特講Ⅱ 地域保健・健康科学特別研究II

医療保健統計学・疫学特講Ⅱ 地域保健・健康科学特別研究II

社会・保健行動科学研究法特講Ⅱ

生活習慣病・予防治療学特講II 

ヘルスプロモーション学特講II

地域保健・健康科学特別研究II

専門性

国際性

２年次 ３年次
部局ＤＰにおける学習目標

１年次

人間性

創造性



カリキュラム・ポリシー

保健学研究科博士課程前期課程　　国際保健学領域

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 国際保健協力活動特別研究　I 国際保健協力活動特別研究　I

保健倫理学特講Ⅰ 移植・人工臓器学特講Ⅰ

国際保健協力活動特別研究　I 臨床心理学特講Ⅰ

国際保健支援論特講　I 国際保健協力活動特別研究　I

国際保健フィールドワーク　I 国際保健支援論演習　I

災害マネージメント論特講I 国際保健フィールドワーク　I

国際保健研究方法論特講　I 災害マネージメント論演習　I

国際実践特講　I

国際保健・災害医療学特講I

国際実践特講Ⅰ 臨床心理学特講Ⅰ 国際保健協力活動特別研究　I 国際保健協力活動特別研究　I

国際保健コミュニケーション特講I 国際保健協力活動特別研究　I

国際保健協力活動特別研究　I 病理病態学演習　Ｉ

病理病態学特講　Ｉ 国際保健フィールドワーク　I

国際保健フィールドワーク　I 災害マネージメント論演習　I

災害マネージメント論特講　I

国際実践特講　I

国際保健・災害医療学特講　I

国際実践フィールドワークⅠ 国際実践フィールドワークⅠ 国際保健協力活動特別研究　I 国際保健協力活動特別研究　I

国際保健コミュニケーション特講I 国際保健協力活動特別研究　I 国際開発特別研究Ⅰ 国際開発特別研究Ⅰ

国際実践特講Ⅰ 国際開発特別研究Ⅰ 感染症対策特別研究　I 感染症対策特別研究　I

国際保健協力活動特別研究　I 感染症対策特別研究　I Development　managementⅠ

国際開発特別研究Ⅰ 病理病態学演習　Ｉ

感染症対策特別研究　I 国際保健支援論演習　I

病理病態学特講　Ｉ 国際保健フィールドワーク　I

国際保健支援論特論　I 災害マネージメント論演習　I

国際保健フィールドワーク　I 寄生虫学演習　I

災害マネージメント論特講　I 細菌学演習　I

感染症学特講　I ウイルス学演習　I

国際実践特講　I

国際保健政策マネージメント論特講　I

国際保健研究方法論特講　I

国際保健・災害医療学特講　I

国際実践特講Ⅰ 医療保健福祉特講Ⅰ 国際保健協力活動特別研究　I 国際保健協力活動特別研究　I

保健倫理学特講Ⅰ 移植・人工臓器学特講Ⅰ 感染症対策特別研究　I 感染症対策特別研究　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

国際保健協力活動特別研究　I 分子生物学特講Ⅰ

感染症対策特別研究　I 臨床心理学特講Ⅰ

病理病態学特講　Ｉ 国際保健協力活動特別研究　I

公衆衛生学特講Ⅰ 感染症対策特別研究　I

災害マネージメント論特講　I 病理病態学演習　Ｉ

ワクチン政策学特講Ⅰ 公衆衛生学演習Ⅰ

感染症学特講　I 災害マネージメント論演習　I

国際実践特講　I ワクチン政策学演習Ⅰ

国際保健研究方法論特講　I 寄生虫学演習　I

国際保健・災害医療学特講　I 細菌学演習　I

ウイルス学演習　I

保健医療論特講Ⅰ

専門性

創造性

国際性

人間性

部局ＤＰにおける学習目標
１年次 ２年次



カリキュラム・ポリシー
保健学研究科博士課程後期課程　　国際保健学領域

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 前期 後期

国際保健学特別研究　II 精神保健学特講Ⅱ 国際保健学特別研究　II 国際保健学特別研究　II 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ 国際保健学特別研究　II
国際保健支援論特講　II 国際保健学特別研究　II 国際保健学特別研究　II
災害マネージメント論特講　II 国際保健支援論演習　II
国際実践特講　II 災害マネージメント論演習　II
　 フィールドワーク演習　II

国際保健研究方法論演習　II
障害者支援地域論演習　II
国際保健フィールドワーク特別研究　II

国際実践特講Ⅱ 精神保健学特講Ⅱ 国際保健学特別研究　II 国際保健学特別研究　II 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ 国際保健学特別研究　II
社会・保健行動科学研究法特講Ⅱ国際保健学特別研究　II 国際保健学特別研究　II
国際保健学特別研究　II 病理病態学演習　ＩI
病理病態学特講　ＩI 国際保健支援論演習　II
国際保健支援論特講　II 災害マネージメント論演習　II
災害マネージメント論特講　II フィールドワーク演習　II

国際保健研究方法論演習　II
障害者支援地域論演習　II
国際保健フィールドワーク特別研究　II

国際実践フィールドワークⅡ 国際実践フィールドワークⅡ 国際保健学特別研究　II 国際保健学特別研究　II 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ 国際保健学特別研究　II
国際実践特講Ⅱ 国際保健学特別研究　II 国際保健学特別研究　II
国際保健学特別研究　II 病理病態学演習　ＩI
病理病態学特講　ＩI 国際保健支援論演習　II
国際保健支援論特講　II 災害マネージメント論演習　II
災害マネージメント論特講　II フィールドワーク演習　II
国際実践特講　II 国際保健研究方法論演習　II
国際保健政策マネージメント論特講寄生虫学演習　II
感染症学特講　II 細菌学演習　II
Development　management　advanウイルス学演習　II

障害者支援地域論演習　II
国際保健フィールドワーク特別研究　II

社会・保健行動科学研究法特講Ⅱ精神保健学特講Ⅱ 国際保健学特別研究　II 国際保健学特別研究　II 国際実践フィールドワーク演習Ⅱ 国際保健学特別研究　II
国際実践特講Ⅱ 分子生物学研究法特講Ⅱ ワクチン政策学特講Ⅱ ワクチン政策学演習Ⅱ 国際保健学特別研究　II
形態機能研究法特講Ⅱ 国際保健学特別研究　II
医療保健統計学・疫学特講Ⅱ 病理病態学演習　ＩI
国際保健学特別研究　II フィールドワーク演習　II
病理病態学特講　ＩI 公衆衛生学演習Ⅱ
国際実践特講　II 災害マネージメント論演習　II
公衆衛生学特講Ⅱ 寄生虫学演習　II
災害マネージメント論特講　II 細菌学演習　II
感染症学特講　II ウイルス学演習　II
国際保健学特別研究　II 保健医療論演習　Ⅱ

感染症論演習　II
障害者支援地域論演習　II
国際保健フィールドワーク特別研究　II

国際性

専門性

部局ＤＰにおける学習目標
１年次 ２年次 ３年次

創造性

人間性
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