
愛知医科大学看護学部　平成29年度以降入学生用カリキュラムマップ(令和２年度版)

　

広域看護 総合看護

災害看護学①➊ 総合看護実習③❸

(FH101000N) (FJ103000N)

公衆衛生看護学実習❺ 看護総合①➊

(FI101000N) (FJ104000N)

卒業研究Ⅱ④❹

　 ライフサイクル別看護 (FJ106000N)

　 母性看護学実習②❷ 在宅看護学実習②❷ 看護管理論②❷

(FE103000N) (FF108000N) (FJ102000N)

　 　 小児看護学実習②❷ 公衆衛生看護学実習❺ 卒業研究Ⅱ④❹

　 　 健康レベル別看護 (FE106000N) (FI101000N) (FJ106000N)

　 　 　 治療・回復過程援助実習③❸母性看護学援助論②❷ 精神看護学実習②❷ 卒業研究Ⅰ①➊

(FB103000N) (FE102000A) (FF104000N) (FJ105000N)

療養生活支援実習③❸ (FE102000B) 在宅看護学援助論②❷

(FB106000N) 小児看護学援助論②❷ (FF107000A)

保健指導論（1）➊ (FE105000A) (FF107000B)

(FC102000N) (FE105000B)

　 　 　 　 老年看護学実習Ⅱ②❷

　 　 　 　 (FE111000N)

　 　 治療・回復過程援助論Ⅱ②❷老年看護学援助論②❷ 精神看護学援助論②❷ 看護研究方法論①➊

(FB102000A) (FE109000A) (FF103000N) (FJ101000N)

　 (FB102000B) (FE109000B) 地域看護学援助論②❷

治療・回復過程援助実習③❸老年看護学実習Ⅰ①➊　 (FF110000N)

　 (FB103000N) (FE110000N)

療養生活支援論Ⅱ②❷

(FB105000N)

療養生活支援実習③❸

(FB106000N)

　 クリティカルケア論①➊

(FD102000A)

(FD102000B)

ターミナルケア論①➊

(FD103000N)

治療・回復過程援助論Ⅰ①➊母性看護学概論①➊ 精神看護学概論①➊

言語と表現 人間の理解 健康の理解 環境の理解 (FB101000N) (FE101000N) (FF102000N)

手話（2） 生命倫理①➊ 病態治療学Ⅳ①➊ 環境保健学①➊　 　 療養生活支援論Ⅰ①➊ 小児看護学概論①➊ 家族看護論①➊

(DI101000N) (EA105000N) (EC107000N) (ED102000N) (FB104000N) (FE104000N) (FF105000N)

英語文献講読（2） 病態治療学Ⅴ①➊ 疫学②❷ 　 健康教育論（1）➊ 老年看護学概論①➊ 在宅看護学概論①➊

(DI106000N) (EC108000N) (ED103000N) (FC101000N) (FE108000N) (FF106000N)

　 　 　 保健医療福祉 　 リハビリテーション 地域看護学概論①➊

行政論①➊ ケア論①➊ (FF109000N)

　 (ED104000N) (FD101000N) 学校看護学（1）➊

社会福祉学①➊ (FG101000N)

(ED105000N) 産業看護学（1）➊

(FG102000N)

国際看護学①➊

人文科学 　 基礎看護 　 (FH102000N)

心理学②❷ 医療英語（2） 家族社会学（1）　 臨床薬理学②❷ 公衆衛生学②❷ 看護学原論①➊ 成人看護学概論①➊ 感染と看護①➊

(DB101000N) (DI105000N) (EB103000N) (EC103000N) (ED101000N) (FA104000N) (FE107000N) (FF101000A)

ヒューマンセク 病態治療学Ⅰ①➊ 基礎看護技術Ⅱ①➊　 (FF101000B)

シュアリティ論（1） (EC104000N) (FA107000A)

(EB104000N) 病態治療学Ⅱ①➊ (FA107000B)

(EC105000N) 看護過程論①➊

病態治療学Ⅲ①➊ (FA108000A)

(EC106000N) (FA108000B) 　 　

臨床栄養学①➊ 基礎看護学実習②❷ 　

自然科学 　 (EC109000N) (FA109000N) 　 　

教育学（1）　 統計学②❷ 英語Ⅱ②❷ 生化学②❷ 病理学①➊ ヘルスアセスメント②❷ 　

(DC101000N) (DF102000N) (DH103000A) (EA103000N) (EC101000N) (FA105000A)

音楽（1） (DH103000B) 人間学②❷ 感染・免疫学②❷ (FA105000B)

(DC102000A) 中国語（2） (EA104000N) (EC102000N) 　 基礎看護技術Ⅰ②❷ 　

(DC102000B) (DI102000N) 体育実技（1） (FA106000A)

ドイツ語（2）　 (EB102000N) (FA106000B)

(DI103000N)

スペイン語（2）　

(DI104000N)

教養ゼミナール①➊

社会科学 (DJ101000N) 　

文学（1）　 憲法学（2） 情報科学②❷ 国語表現法②❷　　 形態機能学Ⅰ②❷ 看護基礎論①➊

(DA101000N) (DD101000N) (DF101000A) (DH101000A) (EA101000N) (FA101000N)

哲学（1） 文化人類学（1） (DF101000B) (DH101000B) 形態機能学Ⅱ②❷ 看護入門実習①➊

(DA102000N) (DE101000N) 数学①➊ 英語Ⅰ②❷ (EA102000N) (FA102000N)

政治学（1）　 (DF103000N) (DH102000A) 運動の科学（1）　 援助的関係論①➊

(DE102000N) 生物学（1） (DH102000B) (EB101000N) (FA103000N)

経済学（1） (DG101000N)

(DE103000N) 化学（1）

(DG102000N) 　

物理学（1）

(DG103000N)

※〇印は必修科目,（　）は選択科目,数字は単位数を示す。黒〇印の白い数字は,保健師課程の必修科目の単位数を示す。科目の下段にシラバスの講義コードを示す。

※治療・回復過程援助実習,療養生活支援実習は,前学期～後学期にかけての3単位の実習である。　公衆衛生看護学実習は,前学期～後学期にかけての5単位の実習である。

※卒業研究Ⅱは,前学期～後学期にかけて4単位を行う。 　

　 　

年次 学期
看護学専門科目群（デイプロマ・ポリシー①～⑨）

４
学年次

後学期

前学期

３
学年次

後学期

前学期

前学期

１
学年次

後学期

前学期

２
学年次

後学期

教養科目群（デイプロマ・ポリシー①～④） 専門基礎科目群（デイプロマ・ポリシー①～⑤）

①

看護専門職者とし

て学習に主体的に

取り組むことができ

る。

②

看護専門職者とし

て必要な基礎的な

知識を身につけて

いる。

⑤

看護学の基本概念

である人間，健康，

環境，及び看護に

ついて体系的に理

解している。

③

看護専門職者とし

て科学的，明晰か

つ批判的・発展的・

論理的に思考する

ことができる。

ディプロマ・

ポリシー

（卒業認定・

学位授与の

方針）

④

看護専門職者とし

て，倫理的に思考

することができる。

⑥

看護専門職者とし

て必要な基礎的な

看護実践能力を身

につけている。

⑦

あらゆる職種で成り

立つ保健・医療・福

祉のチームメン

バーと信頼関係に

基づき，協働するこ

とができる。

⑧

看護専門職者とし

て看護学の発展に

貢献しようとする意

欲を持っている。

⑨

看護専門職者とし

て対象となる人々と

共に健康と幸福を

追求し人間的に成

長しようとする態度

を示すことができる。


