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琉球大学医学部保健学科 看護学コース



高い倫理観を備えた質の高い保健師、助産師、
看護師、養護教諭の教育・養成、また、国際医療
に貢献する人材の養成を目指し、保健学と看護学
に関する教育を実施しています。

保
健
学
科

看
護
学
コ
ー
ス

教育目標

生命を尊重し、豊かな人間性を備えた看護専門職としての知識・
技術及び態度を習得します。

保健学を基盤とした看護実践能力を習得します。

保健医療福祉の専門職者と連携・協働し、社会に貢献できる専
門能力を習得します。

社会の変化や医療の高度化、多様化に対応できる柔軟な思考力
と自主性を身に付けます。

諸外国との学際的交流をとおして、グローバルな視点での看護活
動を学びます。

保健学を基盤とした研究能力を習得します。

受験可能な国家資格

・看護師

・保健師

・助産師

・養護教諭（1種）
・健康食品管理士

就職・進学

・県内外の病院

・市町村

・保健所

・学校

・大学院（修士・博士）

取得可能な資格



カリキュラム

・入学後、看護学コース、検査技術学コース
に分かれます。
・看護学コースでは、看護師国家試験受験
資格に必要な科目が必修です。
・その他、保健師、助産師、養護教諭の免許
取得のためのカリキュラムをいずれか１つ選
択することができます。
・看護の基礎や専門的な講義だけでなく、県
内病院、市町村、保健所等での臨地実習や、
研究室に所属して行う卒業研究があります。

1年次 2年次 3年次 4年次

・早期体験演習

・専門科目 ・臨地実習

・共通教育科目 ・学科共通必須科目

・卒業研究

●生命倫理学や保健
医療分野の早期理解
を目的とした早期体験
演習、保健福祉政策
論、保健関係法規を
履修します。
●看護学概論、生活援
助看護技術Ⅰおよび
病院において生活援
助看護実習を行いま
す。
●養護教諭を志望する
学生は入学と同時に
教職科目の履修も始
まります。

●疫学、病理学および
薬理学を履修します。

●症候病態論、小児・
母性・成人・高齢期等
の看護師に必要な科
目を履修します。

●保健師や養護教諭
を志望する学生を対
象に選択としての専門
科目が始まります。

●卒業研究が始まりま
す。

●精神・家族看護学・
小児・母性・成人・高
齢期・在宅看護実践
学・緩和ケア論等の科
目を履修します。

●在宅看護実習と母性
看護実習等の実習を
行います。

●助産師を志望する学
生を対象に選択として
の専門科目がはじまり
ます。

●精神・小児・成人急
性期・成人慢性期看
護実習、助産師、保
健師や養護教諭に必
要な臨地実習を行い
ます。

●卒業研究発表会が
あり、その後、卒業論
文の作成を行います。

●国家試験の準備が
本格化します。

国家試験模擬テストで準備万端！！実践能力を養うため1年次から専門科
目の講義や実習を行います。



講座 分野 担当科目

基
礎
看
護
学

基礎看護学

１年次：看護学概論、生活援助技術Ⅰ、生活援助看護実習Ⅰ
２年次：フィジカルアセスメント、生活援助看護技術Ⅱ

生活援助看護実習Ⅱ
３年次：看護システムと国際看護、卒業研究Ⅰ
４年次：看護統合実習、卒業研究Ⅱ

疫学・健康教育学

１年次：生命倫理学（1回疫学と倫理）
２年次：疫学
３年次：学校保健学、健康教育学、卒業研究Ⅰ
４年次：卒業研究Ⅱ
共通教育：運動・スポーツ科学演習

生物統計学

1年次：情報科学演習（オーガナイザー）
2年次：保健統計学、国際環境保健学（オーガナイザー）
3年次：卒業研究Ⅰ、技術卒業研究Ⅰ・Ⅱ
4年次：卒業研究Ⅱ、技術卒業研究Ⅲ

講座 分野 担当科目

成
人
・老
年
看
護
学

成人・がん看護学

２年次：成人看護学、遺伝看護学
３年次：緩和ケア論、がん看護論、急性期看護実践学

慢性期看護実践学、感染看護学、卒業研究Ⅰ
４年次：急性期看護学実習、慢性期看護学実習、

成人総合看護実習、看護統合実習、卒業研究Ⅱ

老年看護学
２年次：高齢期看護学、高齢期看護実習Ⅰ
３年次：高齢期看護実践学、卒業研究Ⅰ、高齢期看護実習Ⅱ
４年次：看護統合実習、卒業研究Ⅱ

在宅・慢性期看護学

1年次：地域包括ケア実習Ⅰ
2年次：地域保活ケア実習Ⅱ
3年次：在宅看護学、在宅看護実践学、在宅看護実習、

卒業研究Ⅰ
4年次：看護統合実習、卒業研究Ⅱ

丁寧に看護を
学びます

看護学コース 授業内容



講座 分野 担当科目

母
子
看
護
学

母性看護・助産学

■母性看護学、看護コース必修科目
2年次：母性看護学
3年次：母性看護実践学、母性看護実習、卒業研究Ⅰ
4年次：看護統合実習、卒業研究Ⅱ
■助産学科目
2年次：ウィメンズヘルス
3年次：助産の理論、周産期学、助産管理、地域母子保健

助産診断技術学Ⅰ、助産診断技術学Ⅱ
4年次：助産診断技術学Ⅲ、助産実習Ⅰ、助産実習Ⅱ

助産統合実習

小児看護学

2年次：小児看護学
3年次：小児看護実践学、卒業研究Ⅰ
4年次：小児看護実習、看護統合実習

卒業研究Ⅱ

国際地域保健学

1年次：保健福祉政策論、保健関係法規
2年次：症候病態論
3年次：救急災害援助、卒業研究Ⅰ
4年次：卒業研究Ⅱ

講座 分野 担当科目

地
域
看
護
学

地域看護学

2年次：地域看護学、公衆衛生看護概論、島嶼地域看護論
3年次：地域アセスメント（講義・実習）、

公衆衛生看護実践学Ⅰ・Ⅱ、卒業研究Ⅰ
4年次：公衆衛生看護管理Ⅰ・Ⅱ、公衆衛生看護実習Ⅰ・Ⅱ

卒業研究Ⅱ

精神看護学
2年次：精神看護学
3年次：精神看護実践学、卒業研究Ⅰ
4年次：精神看護実習、統合実習、卒業研究Ⅱ

臨床心理・学校保健学

2年次：臨床心理学
3年次：養護概説、ヘルスカウンセリング論、卒業研究Ⅰ
4年次：養護実践演習、養護実習、教職実践演習（養護教諭）

卒業研究Ⅱ

看護学コース 授業内容

実習風景



看護師への道
看護師は、赤ちゃんからお年寄りまで年齢を問わず、健康な方や
疾病を有する方、そして終末期にある方やそのご家族および地域
を対象とし、人々がその人らしく生き生きと過ごせるよう支援する専
門職です。
病院や在宅、施設など、さまざまな場で活躍しています。

～病院で働く看護師～

～療養者の自宅で働く看護師～

～介護施設で働く看護師～



～学内での看護技術演習～

～シミュレーションセンターでの演習～

片麻痺がある人の車いす介助
フィジカルアセスメントモデル
を使用し触診中

～臨地実習（病院・高齢者施設）～

病院実習 高齢者施設実習

点
滴
の
準
備

筋肉注射の演習風景



保健師への道
保健師は、地域や対象者の健康課題に対応し、対象者自ら
健康増進に向けた行動ができるように関わる専門職です。
また、行政保健師（市町村・保健所）、産業保健師（企業等）、
病院保健師（検診センター等）など、活躍できる場が多いです。
家庭訪問や、健康教育、健康診査、健康相談、地域づくりなど、
幅広く活動を行います。

～学内での講義・演習～

グループワーク 現役保健師の講義

～臨地実習～

乳幼児健診 保健指導 健康教育

家庭訪問演習



助産師への道
助産師は、女性の妊娠・出産・産褥の各時期に必要なケア
を行い、自分自身の責任において正常分娩の介助をし、新生
児・乳児のケアを行うことができます。
家族および地域社会の中にあっても健康カウンセリングや教育
に重要な役割を担っています。
病院・診療所・保健所・その他のサービスの場で働くことができ
ます。また、妊娠の診断、出産時の証明をすることができ、「助
産所」を開業することもできます。

～学内演習・臨地実習～

演習 正常なお産を
１０例以上取り上げます

実習

大学４年 短大・看護師養成所３年（４年）

高等学校

専門職大学院、大学院

助 産 師 国 家 試 験

大学専攻科 大学別科、短大専攻科、専修学校

＊高等学校卒業からのモデル

助
産
師
国
家
試
験
受
験
に

必
要
な
科
目
を
履
修
し
た
者

名桜大学 県立看護大学

琉球大学

看 護 師 国 家 試 験



養護教諭への道
養護教諭は、学校の保健室を拠点に、児童生徒の健康の保持増進を
はかりつつ、彼らの人格形成に携わる教育職員です。
心身の不調を訴えて保健室を訪れる子への対応のみならず、児童生徒
の生きる力を育むうえで、学校で取り組むべき課題をとらえ、その解決に
向けた取り組み（健康相談や健康教育、環境整備等）において中心的な
役割を果たします。

～実習は学校で～

～琉球大学ではダブル・ライセンスが可能！～

看護師国家試験に合格すると、看護師＆養護教諭のダブルライセンス！
昨今、増えてきた「医療的ケアを必要としながらも学校へ通う子」を支える
「医療的ケア看護職員」として、学校に勤めることが可能になります。
また、医療現場で看護師として働くうえでも、小児看護に教職での学びは
役立ちます。 ダブル取得を目指して…頑張ってみませんか？

本学科では、看護学コースの必修科目に加えて、養護教諭の免許取得
に必要な選択科目（養護専門および教職科目）を履修すると、卒業時に
「養護教諭一種免許」を取得できます。ただし、かなりタイトなカリキュラムに
なるので、１年次のうちから計画的な履修が必要です。 教職科目は千原
キャンパスでさまざまな学部の学生と共修するので、多様な見方や考え方
を学びつつ、教員としての基礎力が培われます（総合大学ならではの学び！）。



大学院への道
人間健康開発学領域

沖縄の社会文化的環境および亜熱帯性自然環境を基盤と
した健康・長寿の維持増進および再生に資する研究や健康
資源の解明に関する研究

国際島嶼保健学領域
アジア・太平洋地域の島嶼地域保健の課題とその対策に関
する研究

分野 キーワード

学校保健学・健康増進開発学 疫学、健康教育・ヘルスプロモーション、学校保健、健康の社会的決定要因

成人看護学・緩和看護学 がん看護学、緩和ケア

高齢期看護学・高齢期支援看護学 高齢期看護学、高齢者虐待、高齢者介護

精神保健看護学・精神健康開発学 認知行動療法、家族支援、沖縄の伝統的精神風土、沖縄の地域力

生体代謝学・生体代謝解析学 健診情報分析、腎機能

生体機能学・生体機能解析学 多剤耐性菌、分子疫学、病原菌の増殖阻害剤開発

在宅看護学・在宅看護開発学

母子看護学・母子支援看護学
母子看護/母子保健、遺伝看護/希少遺伝性疾患、障害児看護/発達障害、
妊娠期の栄養管理、質的研究/M-GTA

分野 キーワード

基礎看護学・国際看護学 基礎看護学、看護管理学、看護システム

国際地域保健学
国際保健、地域保健、学校保健、母子保健、保健政策、マラリア、
感染症対策

生物統計学 生物統計手法を駆使した臨床研究・保健学研究、生物統計手法の研究

血液免疫学・血液解説学 HTLV-1、ATL、分子疫学研究、バイオマーカー探索、免疫治療法開発

形態病理学・形態病理解析学
沖縄県の腫瘍とウイルス感染の関連、実験病理学、臨床細胞学、分子生物
学的解析、病理組織学的解析

保健微生物学・病原微生物解析学 病原細菌、薬剤耐性菌、分子微生物学、次世代シーケンシング、分子疫学

女性保健看護学・国際女性保健学 女性のライフサイクルと健康、性周期、不定愁訴



がん看護専門看護師養成コース

大学院では、がん看護のスペシャリスト、
がん看護専門看護師を養成しています！

保健学研究科
がん看護専門看護師コースの紹介

がん看護専門看護師は、「がん患者の身体的・精神的な
苦痛を理解し、患者やその家族に対してQOL（生活の質）の
視点に立った水準の高い看護を提供するための知識や技術
を兼ね備えた看護師」です。
当大学院では、これまで5名のがん看護専門看護師を輩出
しています。修了生は、大学病院、がん専門病院、県内外の
看護系大学や認定看護師の教育機関等で活躍しています。

看護師・保健師・助産師免許を取得した後、より専門性の高い

看護を提供する “専門看護師”を目指すこともできます！

“専門看護師”とは、複雑で解決が難しい看護問題をもつ患者さ

んやそのご家族へ、質の高い看護ケアが提供できる高度な知識・

技術を備えた看護のスペシャリストです！

東京お台場にある「がん研有明病院」で働い
ています。患者さんが、病気と向き合いながら、
安心して生活できるよう、療養生活の不安や
疑問に対応しています。とてもやりがいのある
仕事です！

～修了生のメッセージ～






