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1 看護 教養総合 90-1100 総合教養講座 1 看護 教養総合 90-1100 総合教養講座

2 看護 教養総合 90-1101 看護基礎講座 2 看護 教養総合 90-1101 看護基礎講座

3 看護 教養総合 90-1102 文章表現 3 看護 教養総合 90-1102 文章表現

4 看護 教養人文系 90-1110 心理学概論 4 看護 教養人文系 90-1110 心理学概論

5 看護 教養社会系 90-1120 日本国憲法 5 看護 教養社会系 90-1120 日本国憲法

6 看護 教養社会系 90-1122 現代医療と福祉・介護 6 看護 教養社会系 90-1122 現代医療と福祉・介護

7 看護 教養人文系 90-1128 生活と社会環境 7 看護 教養人文系 90-1128 生活と社会環境

8 看護 教養社会系 90-1132 キャリア入門 8 看護 教養社会系 90-1132 キャリア入門

9 看護 教養社会系 90-1135 キャリア形成 9 看護 教養社会系 90-1135 キャリア形成

10 看護 教養理工系 90-1150 生命科学 10 看護 教養理工系 90-1150 生命科学

11 看護 教養理工系 90-1152 物理学 11 看護 教養理工系 90-1152 物理学

12 看護 教養理工系 90-1154 基礎化学 12 看護 教養理工系 90-1154 基礎化学

13 看護 教養理工系 90-1156 統計の基礎 13 看護 教養理工系 90-1156 統計の基礎

14 看護 教養理工系 90-1158 情報処理 14 看護 教養理工系 90-1158 情報処理

15 看護 教養人文系 90-1164 食生活論 15 看護 教養人文系 90-1164 食生活論

16 看護 教養語学系 90-1170 英語Ⅰ 16 看護 教養語学系 90-1170 英語Ⅰ

17 看護 教養語学系 90-1171 英語Ⅱ 17 看護 教養語学系 90-1171 英語Ⅱ

18 看護 教養語学系 90-1172 英語Ⅲ 18 看護 教養語学系 90-1172 英語Ⅲ

19 看護 教養語学系 90-1178 中国語Ⅰ 19 看護 教養語学系 90-1178 中国語Ⅰ

20 看護 教養語学系 90-1179 中国語Ⅱ 20 看護 教養語学系 90-1179 中国語Ⅱ

21 看護 教養語学系 90-1186 ロシア語Ⅰ 21 看護 教養語学系 90-1186 ロシア語Ⅰ

22 看護 教養語学系 90-1187 ロシア語Ⅱ 22 看護 教養語学系 90-1187 ロシア語Ⅱ

23 看護 教養スポーツ系 90-1196 生涯スポーツⅠ 23 看護 教養スポーツ系 90-1196 生涯スポーツⅠ

24 看護 教養スポーツ系 90-1197 生涯スポーツⅡ 24 看護 教養スポーツ系 90-1197 生涯スポーツⅡ

25 看護 人体の構造と機能 90-2202 人体構造学Ⅰ 25 看護 人体の構造と機能 90-2202 解剖学Ⅰ

26 看護 人体の構造と機能 90-2203 人体構造学Ⅱ 26 看護 人体の構造と機能 90-2203 解剖学Ⅱ

27 看護 人体の構造と機能 90-2210 人体機能学Ⅰ 27 看護 人体の構造と機能 90-2210 生理学Ⅰ

28 看護 人体の構造と機能 90-2211 人体機能学Ⅱ 28 看護 人体の構造と機能 90-2211 生理学Ⅱ

29 看護 人体の構造と機能（生物学的基礎） 90-2258 免疫学 29 看護 人体の構造と機能（生物学的基礎） 90-2258 免疫学

30 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2300 病理学 30 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2300 病理学

31 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2330 看護病態治療学I 31 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2330 病態・治療学Ⅰ

32 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2331 看護病態治療学II 32 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2331 病態・治療学Ⅱ

33 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2332 看護病態治療学III 33 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2332 病態・治療学Ⅲ

34 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2333 病態・治療学Ⅳ 34 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2338 臨床心理学

35 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2336 感染症と看護 35 看護 人体の構造と機能（回復の促進） 90-2342 看護栄養学

36 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2338 メンタルヘルス 36 看護 人体の構造と機能（回復の促進） 90-2344 薬理学

37 看護 人体の構造と機能（回復の促進） 90-2342 看護栄養学 37 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2348 臨床検査概論

38 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2344 薬理学 38 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2370 医学概論

39 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2348 臨床検査概論 39 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2374 関係法規

40 看護 健康支援と社会保障制度 90-2370 医療概論 40 看護 疾病の成り立ちと回復の促進 90-2376 生涯発達論

41 看護 健康支援と社会保障制度 90-2374 関係法規 41 看護 健康支援と社会保障制度 90-2380 地域看護学概論

42 看護 健康支援と社会保障制度 90-2376 生涯発達論 42 看護 健康支援と社会保障制度 90-2382 保健医療福祉行政論

43 看護 健康支援と社会保障制度 90-3612 地域包括ケアシステム論 43 看護 健康支援と社会保障制度 90-2384 チーム医療概論

44 看護 健康支援と社会保障制度 90-2382 保健医療福祉行政論 44 看護 健康支援と社会保障制度 90-2385 リハビリテーション論

45 看護 健康支援と社会保障制度 90-2384 チーム医療概論 45 看護 健康支援と社会保障制度 90-2386 医療英語

46 看護 健康支援と社会保障制度 90-2385 リハビリテーション論 46 看護 健康支援と社会保障制度 90-2387 看護学英語文献講読

47 看護 健康支援と社会保障制度 90-2386 医療英語 47 看護 基礎看護学 90-3400 看護学概論

48 看護 健康支援と社会保障制度 90-2387 看護学英語文献講読 48 看護 基礎看護学 90-3402 コミュニケーション論Ⅰ

49 看護 基礎看護学 90-3400 看護学の基礎 49 看護 基礎看護学 90-3403 コミュニケーション論Ⅱ

50 看護 基礎看護学 90-3402 コミュニケーション論 50 看護 基礎看護学 90-3406 看護ヘルスアセスメント

51 看護 基礎看護学 90-3406 看護ヘルスアセスメント 51 看護 基礎看護学 90-3408 共通看護援助技術

52 看護 基礎看護学 90-3408 共通看護援助技術 52 看護 基礎看護学 90-3411 日常生活援助技術Ⅰ

53 看護 基礎看護学 90-3411 日常生活援助技術Ⅰ 53 看護 基礎看護学 90-3415 日常生活援助技術Ⅱ

54 看護 基礎看護学 90-3415 日常生活援助技術Ⅱ 54 看護 基礎看護学 90-3418 診療補助看護援助技術

55 看護 基礎看護学 90-3418 臨床看護技術 55 看護 基礎看護学 90-3420 看護過程論

56 看護 基礎看護学 90-3420 看護過程論 56 看護 基礎看護学 90-3422 看護倫理

57 看護 基礎看護学 90-3422 看護倫理 57 看護 基礎看護学 90-3424 看護教育学
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58 看護 基礎看護学 90-3424 看護教育学 58 看護 基礎看護学 90-3428 看護理論

59 看護 基礎看護学 90-3428 看護理論 59 看護 成人看護学 90-3500 成人看護学概論

60 看護 成人看護学 90-3500 成人看護学の基礎 60 看護 成人看護学 90-3502 成人看護学援助論Ⅰ

61 看護 成人看護学 90-3516 成人看護学の展開Ⅰ 61 看護 成人看護学 90-3503 成人看護学援助論Ⅱ

62 看護 成人看護学 90-3518 成人看護学の展開Ⅱ 62 看護 成人看護学 90-3504 成人看護学援助論Ⅲ

63 看護 成人看護学 90-3520 成人看護学の展開Ⅲ 63 看護 成人看護学 90-3505 成人看護学援助論Ⅳ

64 看護 老年看護学 90-3530 老年看護学の基礎 64 看護 成人看護学 90-3506 成人看護学援助論Ⅴ

65 看護 老年看護学 90-3534 老年看護学の展開Ⅰ 65 看護 基礎看護学 90-3514 がん看護学

66 看護 老年看護学 90-3535 老年看護学の展開Ⅱ 66 看護 基礎看護学 90-3530 老年看護学概論

67 看護 小児看護学 90-3550 小児看護学の基礎 67 看護 成人看護学 90-3534 老年看護学援助論Ⅰ

68 看護 小児看護学 90-3552 小児看護学の展開Ⅰ 68 看護 成人看護学 90-3535 老年看護学援助論Ⅱ

69 看護 小児看護学 90-3553 小児看護学の展開Ⅱ 69 看護 成人看護学 90-3550 小児看護学概論

70 看護 母性看護学 90-3570 母性看護学概論 70 看護 成人看護学 90-3552 小児看護学援助論Ⅰ

71 看護 母性看護学 90-3574 母性看護学の展開Ⅰ 71 看護 成人看護学 90-3553 小児看護学援助論Ⅱ

72 看護 母性看護学 90-3575 母性看護学の展開Ⅱ 72 看護 成人看護学 90-3556 小児看護学健康障害論

73 看護 精神看護学 90-3590 精神看護学の基礎 73 看護 成人看護学 90-3570 母性看護学概論

74 看護 精神看護学 90-3592 精神看護学の展開Ⅰ 74 看護 成人看護学 90-3572 周産期健康障害論

75 看護 精神看護学 90-3595 精神看護学の展開Ⅱ 75 看護 老年看護学 90-3574 母性看護学援助論Ⅰ

76 看護 在宅看護学 90-3610 在宅看護学の基礎 76 看護 老年看護学 90-3575 母性看護学援助論Ⅱ

77 看護 在宅看護学 90-3620 地域看護学の基礎 77 看護 老年看護学 90-3576 母性看護学援助論Ⅲ

78 看護 在宅看護学 90-3614 在宅看護学の展開Ⅰ 78 看護 老年看護学 90-3590 精神看護学概論

79 看護 在宅看護学 90-3615 在宅看護学の展開Ⅱ 79 看護 小児看護学 90-3592 精神看護学健康障害論

80 看護 在宅看護学 90-3618 家族看護学 80 看護 小児看護学 90-3594 精神看護学援助論Ⅰ

81 看護 臨地実習 90-3801 基礎看護学実習Ⅰ 81 看護 小児看護学 90-3595 精神看護学援助論Ⅱ

82 看護 臨地実習 90-3802 基礎看護学実習Ⅱ 82 看護 小児看護学 90-3610 在宅看護学概論

83 看護 看護の統合と実践（実践） 90-4660 看護マネジメント論 83 看護 母性看護学 90-3612 地域包括ケアシステム論

84 看護 看護の統合と実践（実践） 90-4661 リスクマネジメント論 84 看護 母性看護学 90-3614 在宅看護援助論Ⅰ

85 看護 看護の統合と実践（実践） 90-4662 国際看護学 85 看護 母性看護学 90-3615 在宅看護援助論Ⅱ

86 看護 看護の統合と実践（実践） 90-4664 災害看護学 86 看護 母性看護学 90-3618 家族看護学

87 看護 看護の統合と実践（実践） 90-4666 看護臨床判断 87 看護 精神看護学 90-3801 基礎看護学実習Ⅰ

88 看護 看護の統合と実践（実践） 90-4668 看護起業論 88 看護 精神看護学 90-3802 基礎看護学実習Ⅱ

89 看護 看護の統合と実践(研究) 90-4701 看護研究Ⅰ 89 看護 在宅看護学 90-4660 看護マネジメント論

90 看護 看護の統合と実践(研究) 90-4702 看護研究Ⅱ 90 看護 在宅看護学 90-4661 リスクマネジメント論

91 看護 臨地実習 90-4810 成人看護学実習 91 看護 在宅看護学 90-4662 国際看護学

92 看護 臨地実習 90-4814 老年看護学実習 92 看護 在宅看護学 90-4664 災害看護学

93 看護 臨地実習 90-4816 小児看護学実習 93 看護 臨地実習 90-4701 看護研究Ⅰ

94 看護 臨地実習 90-4818 母性看護学実習 94 看護 臨地実習 90-4702 看護研究Ⅱ

95 看護 臨地実習 90-4820 精神看護学実習 95 看護 看護の統合と実践(総合講座) 90-4810 成人看護学実習Ⅰ

96 看護 臨地実習 90-4822 地域・在宅看護論実習 96 看護 看護の統合と実践(総合講座) 90-4811 成人看護学実習Ⅱ

97 看護 臨地実習 90-4826 地域フィールド実習 97 看護 看護の統合と実践（実践） 90-4814 老年看護学実習

98 看護 臨地実習 90-4828 臨床判断実習 98 看護 看護の統合と実践（実践） 90-4816 小児看護学実習

99 看護 臨地実習 90-4824 看護実践マネジメント実習 99 看護 看護の統合と実践（実践） 90-4818 母性看護学実習

100 看護 看護の統合と実践(研究) 90-4820 精神看護学実習


