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患者とともに歩む医療人を育てる
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人とし

ての生き方、矜持 〉 〈 
人や
社会との関わり方 〉

看護師 保健師（選抜制）
養護教諭
第二種免許・

第一種衛生管理者
卒業時に看護師国家試験受
験資格が得られ、国家試験
に合格すると看護師免許が
得られます。

選抜制で各学年定員20名、
所定の科目を履修し、単位
を修得すると保健師国家試
験受験資格が得られ、国家
試験に合格すると保健師免
許が得られます。

保健師免許を取得すること
で、卒業後の申請により取得
が可能です。申請に必要な
科目・単位は必修科目に
なっています。

建学の精神

自主自学

校  是

正義・友愛・奉仕
　自主自学とは、自ら学び、考え、

自らの責任で決断し行動することです。
　正義とは、法令や倫理規範を順守し、

常に正しい意思で最高の医療の実現を目指すことです。

　友愛とは、優しさと思いやりの心を持ち、
常に相手の立場を理解し、助け合うことです。

　奉仕とは、自ら進んで社会へ尽くし、
人類の健康と福祉に貢献することです。

ミッション

患者とともに歩む医療人を育てる

　東京医科大学のミッションは、建学の精神と校是に基づき、
思いやりの心と深い教養に裏付けられた最高水準の技能を持った
医療人を育成するとともに、臨床を支える高度な研究を推進し、

地域そして世界の健康と福祉に貢献することです。

　本学には根幹をなす二つの精神があります。それが、「自主自学」と「正義・ 

友愛・奉仕」の精神です。建学の精神であり人としての生き方、一生学び続け

る姿勢、バイタリティ、医療人としての矜持と解される「自主自学」、そして人や

社会への関わり方としての「正義・ 友愛・奉仕」の精神は、次の100年に向

かって進む本学にとっても不可欠な旗印です。

　しかしながら、これからの100年を突破していくには、先人達の歩んできた

伝統を踏襲しつつも、テクノロジーの進歩がより加速し、多様化が進むグロー

バル社会において、今以上にスピードが求められます。そこで、創立100周年

を機に、次なる100年に向けた最初の10年間の道標を完成させ、「患者ととも

に歩む医療人を育てる」というミッションを掲げました。
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2019年 3月 

日本医学専門学校(現 日本医科大学)の学生約450名が同盟退学し、新校設立運動を開始

東京物理学校内(現 東京理科大学)に、東京医学講習所を開設

東京医学専門学校設立認可(理事長・高橋琢也 校長・佐藤達次郎)

附属淀橋診療所(後に博済病院を統合し、淀橋病院と改称)を開設

東京医科大学設立が認可され、附属淀橋病院を東京医科大学病院に改称

旧制大学学部開設が認可

茨城県稲敷郡阿見町に東京医科大学霞ヶ浦病院を開設

学制改革による6年制医科大学の設置が認可

大学院を設置

6年制一貫教育を実施

東京都八王子市館町に東京医科大学八王子医療センターを開設

東京医科大学新病院竣工

東京医科大学霞ヶ浦病院を東京医科大学茨城医療センターに改称

東京医科大学医学総合研究所を設置

東京医科大学医学部看護学科を設置

東京医科大学大学院医科学専攻(修士課程)を設置

東京医科大学教育研究棟(自主自学館)竣工

東京医科大学第一看護学科棟竣工

東京医科大学創立100周年記念式典並びに祝賀会挙行

東京医科大学新大学病院棟竣工

　今から約100年前の大正5年（1916年）5月、日本医学専門学校（現 日本医科

大学）の学生は学校側と対立し、約450名が同盟退学しました。彼らは理想とする

学問の場を自分たちの手で実現させようと新校設立運動を開始し、幾多の困難を

乗り越え、同年9月、東京物理学校（現　東京理科大学）の教室を借りて、本学の

前身である東京医学講習所の設立を果たしました。

　大正7年（1918年）には、長く官界にあった高橋琢也先生が全私財を投じ、全

国を奔走して佐藤進氏、森林太郎（鷗外）氏、原敬氏、犬養毅氏、高橋是清氏、大

隈重信氏、渋沢栄一氏など医学界、政界、財界の有志から多大な支援を受け、東

京医学専門学校が設立されました。昭和21年（1946年）、東京医科大学に昇格

し、現在に至っています。

　本学では、学校の設立と運営に心血を注いだ高橋琢也先生を「学祖」として、今

も尊敬の念と親愛の情をもって語られています。

設立の経緯

沿  革

設立の経緯・沿革 学長・学科長メッセージ

学 長

林　由起子

　東京医科大学は、1916年に創立された100年以上の歴史を持つ伝統のある大

学です。その中で2013年に誕生した看護学科は着実な歩みを続けており、看護師、

保健師の国家試験でも大変素晴らしい結果を残しています。

　本学は「自主自学」を建学の精神としています。これは自らを律し、自ら考え、研鑽

を重ねていく、という医療人としての心構えを示しています。そして「正義・友愛・奉

仕」を校是とし「患者とともに歩む医療人を育てる」ことをミッションとしています。

　自ら真剣に学んだ知識と知恵を駆使し、高い倫理観に基づいて、患者さん一人ひ

とりを尊重し、体の痛みとともに心の痛みにも寄り添うことのできる医療人の育成を

目指しています。そのためには、専門分野はもちろんのこと、幅広い知識と教養を身

につけ、自ら成長し続けることが不可欠です。新型コロナウイルスという未知の感染

症に勇気を持って真正面から立ち向かう医療者の姿に感銘を受けた方も多いと思

います。医学にはまだまだ未知の世界が広がっています。本学での学びを通じて、幅

広い視野をもって社会に貢献すべく、新しい人生の一歩を踏み出してみませんか？

自ら成長できる医療人に

看護学科長

阿部  幸恵

　近年、高齢者人口の増大や医療技術の進歩などにより、看護ケアのニーズが多様化・

複雑化しています。これからの日本は、病院だけで医療が完結する時代ではなくなり、地

域や家庭での看護ケアの提供が求められます。本学科は、「変化する社会のニーズを見

極め、“新しい看護”のあり方を追求できる人材を育成したい」との思いから2013年に新

設されました。本学科のカリキュラムは、看護学の専門的な知識・技術を支える教養を

大切にするとともに、看護職者として問題を発見する力・論理的に思考する力・人と関係

を築く力などの能力を身に付けるものとなっています。また、多様なアクティブラーニン

グを多くの科目で展開しています。さらに、３つの附属病院を有し実践力を伸ばすための

実習場所にも恵まれています。このように4年間を通して体系的に看護学を追求できる

カリキュラムと学習環境を整え、将来、社会のニーズを迅速かつ的確にとらえ、あらゆる

場面で状況に応じたヒューマンケアが提供できる看護職者の育成を目指しています。 

　看護職者を目指す皆さん、東京医科大学医学部看護学科は、看護学を学び、将来、

日本の看護学を牽引していく人材を求めています。さあ、東京医科大学の門を叩いて

みませんか？

多様な場で実践力を発揮できる看護職者の育成を目指して
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教育概要

　科学的な思考力と豊かな人間性を育むための教養科目を充実させてい
ます。科目区分の中に＜問題解決＞の区分を設け、情報収集・分析、問題
や課題の探究方法、説明力の強化等を図る教育を実施します。また、グ
ローバルコミュニケーションにおいては、多数の言語を学べるよう授業科
目を設定しています。

充実した教養科目の構成 統合的な看護学教育

　専門分野ごとに多くの知識を詰め込むのではなく、看護学の共通基盤
についての理解を深めることができるように、科目を統合し、学習内容を精
錬させて、どんな状況にも対応できる応用力を養います。
　また、理論と実践を統合できるように、東京医科大学病院を中心に、訪問
看護ステーションや福祉施設等様々な場で、充実した臨地実習を行います。

シミュレーション教育の導入

　学内演習の場としてシミュレーションルームを整備しています。実際の看
護場面に即した状況設定の中で演習を行うことにより、看護を実践するた
めの思考過程を訓練し、アセスメント力、判断力、適切な看護技術を選択・
適用する力を養い、科学的根拠に基づいた看護実践力の育成を目指して
います。

地域の看護力強化をはかる教育

　疾病構造の変化や人口の少子高齢化、入院から在宅医療へという政策
転換などを背景に、様々な健康問題を抱えて、病気や障がいと共存しなが
ら家庭や地域で生活する人々が増えています。人々が望む生活の場で、安
心して療養が継続できることを支援するために、訪問看護や福祉施設、学
校、事業所等での看護について生活や日常性に焦点を当てて幅広く学び
ます。
　また、予期せぬ災害の発生に備え、防災および災害発生直後から中・長
期にわたる一連の過程で災害看護支援活動が行える能力を養うための教
育に力を入れます。

グローバルな視座を育む教育

　国や人種、文化の違いを超え、世界中の人々の健康と生活を支援できる
基礎的な力を養うため、語学教育の充実、海外の大学との交流やフィール
ドワークなどの教育に力を入れています。

高い倫理観に基づいた健全な援助的人間関係を形成できるヒューマンケアリングの基礎的能力を養う。

「自立と自律」に価値を置き、人々の健康の維持・増進、病気の予防、病気や障がいからの回復、看取りのために、
科学的根拠に基づく看護判断と看護実践ができる基礎的能力を養う。

保健、医療・看護、福祉サービスを統合的かつ継続的に提供するために必要なリーダーシップとマネジメントの基礎
的能力を養う。

人々の生命や健康への脅威、生活の破たんに対して、グローバルな視点から問題解決のための看護の方策を考え、
行動できる基礎的能力を養う。

生涯にわたって看護専門職として自己研鑽する能力と、看護の価値や専門性を発展させる基礎的能力を養う。

国際的な視野をもって、世界の人々の健康に寄与できる基礎的能力を養う。

看護学科の教育目標

看護学科の目指す教育

1

2

3

4

5

6

看護とは？家族とは？一人が考える当たり前は、すべて
の人の常識ではありません。様々な価値観や考え方に
触れることで、看護職者としてながく活躍しつづけるた
めに必要な考えつづける姿勢を身につけます。

対話により本質と向き合い、
考える姿勢を身につける授業

特 徴1

病室や家を再現したシミュレーションルームでは乳児
モデル、妊婦モデル、成人モデルなどを使い、本番さな
がらのトレーニングを行います。高性能シミュレータの
数は国内屈指です。

応用力を鍛える
実践的なトレーニング

特 徴2

外国人の患者への対応も増える昨今。異文化を背景
にもつ患者を理解し、コミュニケーションをとれるよう
に、講義や海外演習を通して国際化への対応力を高め
ていきます。

グローバルな視点で学ぶ
国際看護

特 徴3

自分で考え、創造する
東京医科大学医学部看護学科の3つの特徴

東京医科大学医学部看護学科では、将来どんな状況に置かれても自分で考え、

あらゆる場面に応じたヒューマンケアを創造できる看護職者を育てることを目指しています。



学びの特色

実際の看護場面を再現した状況のなかで知識と技術、態度を身につけていく
　第一看護学科棟３階フロアには、病室や居室の場面を再現できるシミュレーションルームが4室、シミュレータやビデオシステムを制御するコ
ントロールルーム、シミュレーションルームの映像を投影できるモニターが整備されたディブリーフィングルームがあり、活発にシミュレーション
学習が行われています。
　10台のベッドが配置されている２つの実習室では1年次から患者の日常生活援助技術、治療援助技術を学習します。

SimMan3G
高性能シミュレータ（成人モデル）

SimBaby
高性能シミュレータ（乳児モデル）

ナーシングアン、シムジュニア
看護トレーニング用マネキン

NOELLE（ノエル）
高度分娩シミュレータ

シミュレーション教育とアクティブラーニング
　学生の主体的、自主的な学修を促進するために、小グループによる問題基盤型学習やチーム基盤型学習とシミュレーション教育を組み合わせ
た授業が多く取り入れられています。
　グループワークでは、与えられた課題を学生間で探求し解決するために、活発な議論が求められます。また、学習の中でシミュレーションを繰り
返し行うことで、学生は状況に応じた的確な臨床判断、必要な看護援助を考え、実践する力を養います。

実践的なトレーニングに活躍するシミュレータ

高性能シミュレータには、患者モニタが搭載され、バイタルサインを始め、けいれ
んや咳などの生体反応を表現できます。
乳児モデル、妊婦モデル、成人モデルなど多様な高性能シミュレータを活用して
学生の学習目標に応じたシミュレーションを行います。

シミュレータを用いたシミュレーション教育

ICT

タブレット型端末
入学時、学生全員に無料で配布
しています。学内無線ＬＡＮに接
続でき、グループ学習や技術演習
などの授業で活用しています。

電子テキスト
タブレット型端末にはテキストの
入ったアプリがダウンロードして
あります。
いつでもどこでも予習・復習が可
能です。

クリッカー
教員と学生間の双方向の授業を
行うことに活用します。
授業の出席確認やアンケート、グ
ループワークの解答が瞬時に集計
できるので、意見の共有や質問の
フィードバックが迅速に行えます。

eラーニング
東京医科大学ｅラーニングポー
タルサイト「e自主自学」にいつで
もどこでもアクセスできます。
授業の事前課題や資料、教材な
どを閲覧したりダウンロードする
ことができます。

ディブリーフィングシステム
シミュレーションの映像の管理、
投影によりディブリーフィングに
役立てます。
また、他校との通信により交流が
はかられます。

シミュレーション教育 ＩＣＴを活用した教育
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授業形態に応じて仕様を変えることができるさまざまなタイプの教室を配置 実際の看護場面を再現した状況のなかで知識と技術、態度を身につけて行く

　社会のグローバル化に伴い、地球規模での健康問題や保健医療
人材の移動など様々な課題が生じています。それらの課題は私たち
にも無関係ではなく、看護師は自らの能力を高め課題に対応してい
かなくてはなりません。そのために学生は講義と演習を通して知識を
学び、グローバルヘルスへの態度を涵養していきます。また、日本でも
多くの外国人患者や外国人看護師を見かけるようになり、多文化共
生社会における看護のあり方も変化しています。異文化を背景にも
つクライアントを理解しコミュニケーションが出来るよう、講義と海
外演習を通して能力を高めていきます。

　海外演習では、受け入れ大学の教員や学生のサポートを得て様々
な医療レベルの施設で演習を行います。実際に患者の病室に行き英
語を使ってコミュニケーションをとりながら看護ケアを実践します
が、海外だからこそ経験できることもあります。そして出会った人 と々
のコミュニケーションを通して、住民の日常生活や保健医療行動から
みた健康課題、保健医療システムの機能、看護職の役割を学んでい
きます。また受け入れ大学の学生や教員との交流を通して学生は積
極性を身につけ、英語でコミュニケーションをとれるようになります。
日本と異なる社会問題を抱える国での演習は、社会・健康・疾病を
より広い視点で学べるよい機会になっています。

アクティブラーニングによる授業が盛んに行われています。講義室

４年間を通し看護専門科目の全領域で多目的に活用し、看護援助方法を学びます。実習室

自習室・ロビー 学生が自主的に学習したり、話し合いができるスペースを各階に配置しています。
自習室にはタブレットを充電できるコンセントがあります。

　地震災害のみならずあらゆる自然災害が発生する我が国。その
ような中、地域で働く看護職があらゆる災害に対応できるよう、過
去の災害での学びを生かし、臨場感のある災害状況を再現し、シ
ミュレーション学習を行います。
　災害発生前の備え、災害発生直後から中・長期にわたる一連の
過程で災害看護活動ができるよう、模擬傷病者によるトリアージ・
避難所体験・医療機関における災害看護の取り組み等について学
びます。

国際看護
コミュニケーション力を養い、グローバル社会での看護能力を高める

災害看護
災害に対応できる支援を学ぶ

自主的・主体的学習を促進する施設 グローバル＆ローカルな視座で看護を考える
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１年次 ２年次 ３年次 ４年次
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4年間で学ぶこと（2020年度授業科目一覧） 

一般教養から看護の基礎、看護の専門性を着実に身につけ、統合的に看護を発展していける能力を養います。

　科学的思考の基礎を学び、人間について、また、人間の生
活と自然や社会との関わりについて理解を深めるための分
野。さらに看護を実践する上で重要な人間観、倫理観を醸成
し、豊かな人間性を形成するための基礎となる教養を身に
つけるための分野

　人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の過程、健康や
障がいの状態に応じた社会資源の活用や関連する制度等の
理解を深める分野

　成人期および老年期にある人を対象に、病気や健康
障がいをもつ患者とその家族の療養生活のあらゆる局
面を支援するために必要な看護学の専門知識と看護援
助技術を学ぶ領域

　妊娠、分娩・出産から子育ての支援、病気や障がいを
抱えた子どもとその家族の療養生活の支援等、次世代
を育成する際の様々な健康問題に対処、解決するため
に必要な専門知識と看護援助技術を学ぶ領域

　『専門基礎分野』および＜療養生活支援領域＞＜次世
代育成支援領域＞で学んだ知識や技術をすべて統合し
て、地域で暮らすあらゆる年代や健康レベルの人々の
健康生活・療養生活を支援する方法を学ぶ領域。また、
看護が人々の暮らしの安心や安全のためにコミュニ
ティの形成を支援する必要性について学ぶ領域

＜自然を知る＞
▲生物と進化　▲生体の化学　▲生命科学　
▲生命倫理　▲生命と地球環境　▲医療のための物理学
＜人を知る＞
▲文学　●心理学　▲スポーツ実技　▲哲学
＜社会を知る＞
▲現代社会と法（憲法）　▲文化人類学▲家族と社会　▲ジェンダーの社会学
＜問題解決＞
▲情報科学　▲情報技術とコミュニケーション
▲プレゼンテーションの技法　▲探究の技法
＜グローバルコミュニケーション＞
●英語Ⅰ（基礎）　▲スペイン語
▲韓国語　▲中国語　▲フランス語　▲ドイツ語　

●健康と身体活動　▲教育原理

▲社会福祉

▲遺伝学●栄養学　●生化学
●感染免疫学　●臨床心理学　●臨床薬理学　
●診断治療学Ⅰ（内科・外科）　●診断治療学Ⅱ（小児科）
●診断治療学Ⅲ（精神科）　●診断治療学Ⅳ（産婦人科）

▲医療経済学

▲英語Ⅲ（英論文の読解）

●統計学

▲英語Ⅱ（会話）

＜看護の基礎＞
●看護学概論　●看護倫理Ⅰ（基礎）
●看護リテラシーⅠ（概念の理解）
●看護リテラシーⅡ（看護基礎ゼミ）

●コーチングの基礎

●公衆衛生と疫学

▲看護倫理Ⅱ（事例分析）
▲看護理論

＜病気と治療＞
●人体の構造と機能
●病理病態学

＜保健医療福祉のしくみ＞
●医療概論
●社会保障制度論

＜生活環境と看護の対象＞
●健康生活支援論　●健康生活支援論演習
●健康生活支援論実習　●看護初期実習

＜看護提供のしくみ＞
●看護サービス提供論　●看護システム実習

●看護対象論Ⅰ（ライフサイクル）
●看護対象論Ⅱ（疾病の回復過程）

●在宅看護援助論
●治療看護技術論Ⅰ（成人・老年）
●治療看護技術論Ⅱ（こども・女性）
●治療看護技術論Ⅲ（精神）
●看護展開実習ⅠA（成人）  
●看護展開実習ⅠB（成人）
●看護展開実習Ⅱ  （老年）
●看護展開実習Ⅲ  （こども）
●看護展開実習Ⅳ  （母性）
●看護展開実習Ⅴ  （精神）
●看護展開実習Ⅵ  （在宅）
＜グローバルヘルス＞
●災害看護論　●災害看護論演習

＜看護の統合＞
●看護研究法

▲代替補完医療と看護
▲統合援助技術Ⅰ
▲統合援助技術Ⅱ

●看護援助論Ⅱ（看護過程の展開）
●看護援助論Ⅲ（EBN）
●フィジカルアセスメント　●ヘルスプロモーション
●健康教育論　▲家族看護論
●看護基礎実習

＜コミュニティヘルスケア＞
▲地域看護学概論　▲学校保健論
▲産業保健論

■保健行政論
■地域看護学演習Ⅰ（保健指導の理論）

●国際看護活動論　▲防災教育論
▲国際看護フィールドワーク

●必修科目　▲選択科目　■自由科目

■地域看護学演習Ⅱ（地域看護活動）
■地域看護管理論　■地域看護学実習　

基
礎
分
野

専
門
基
礎
分
野

専
門
分
野

＜看護援助の方法＞
●看護援助論Ⅰ（コミュニケーション論）

●保健統計学　●チーム医療論
●医療安全管理論　▲保健医療福祉ネットワーク論

●看護システムマネジメント論

●看護課題ゼミ　●統合実習
▲生涯学習特別講義　▲卒業研究



主要な講義・演習科目
専門分野ごとに多くの知識を詰め込むのではなく、看護学の共通基盤についての理解を深めることができる　　ように科目を統合して学習内容を精錬させています。

ゼミ形式の学習により自分の考えを適切に表現することや
他者の意見を聴く技術を高める
　看護基礎ゼミは1年次後期に履修する科目です。学生は少人数グループに分かれ、担当教員の助
言のもとに看護に関する学習テーマを自分たちで選択し、学習を進めます。グループ内での討議や
活動を通し、事実の把握、問題の抽出、解決策の考察という問題解決のための思考過程をたどりな
がら、読む、書く、調べる、意見を述べる能力を身につけます。また、グループメンバー同士が相互に
理解し、協力し合うことを学びます。

看護リテラシーⅡ（看護基礎ゼミ）発表会

年次
人体の構造と機能

　医療に携わる者すべてにとって必要不可欠な
身体の構造と機能について理解できるよう系統
的に学習し、生体のアセスメントをするうえで必
要な知識を習得します。生命維持のための細胞・
組織・器官など生体の仕組みについて統合的に
学びます。

看護リテラシーⅠ・Ⅱ

　Ⅰでは看護専門職に求められる基本的なリテラ
シー（読み書き能力）について学びます。
　Ⅱでは少人数グループによるゼミ形式の学習
で、医療・看護に関する専門領域から関心のある
学習テーマを一つ選択し、そのテーマについて深
く探求し、事実の把握、問題の抽出、解決策の考
察という問題解決のための思考過程をたどること
を目標とします。

グローバルコミュニケーション

　語学教育では、国際的な力を養うため、英語Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ、スペイン語、ドイツ語、フランス語、韓国語、
中国語から選択できるようになっています。特に
英語は、基礎的な能力を養うための必修科目に加
えて、常に英語に触れることができるよう、学習の
進度に合わせて、会話や英文論文の読解など、4
年間を通して科目を設置しています。

英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、スペイン語、ドイツ語、
フランス語、韓国語、中国語

フィジカルアセスメント

　あらゆる健康レベル、生涯発達における対象の
身体の状態を診査する手技を獲得し、その経緯や
自覚症状などと照らし合わせながら問診を行い、
各手技を用いて対象に何が起こっているのかをア
セスメントするための技術を習得します。シナリオ
課題に沿ったグループ単位でのシミュレーション
学習により、理解を深めます。

看護対象論Ⅰ・Ⅱ

　Ⅰでは人間発達の観点から、看護の対象者であ
る人間の理解を深め、ライフサイクルの各段階に
おける心身の特徴および特徴的な健康課題を学
びます。
　Ⅱでは各発達段階にある看護の対象に特徴的
な健康問題の理解に基づき、健康問題が生活に
及ぼす影響について学びます。

診断治療学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

　Ⅰでは健康障害を持つ対象を観察し判断する
ために必要な内科的・外科的知識について学び
ます。
　Ⅱでは新生児および小児に生じる健康障害に
ついて学びます。
　Ⅲでは人のこころのしくみや働きを理解し、精
神の健康および精神疾患について学びます。
　Ⅳでは女性に特有な疾患および周産期におけ
る身体的特徴や生理的変化について学びます。

年次

※2020年度実施内容
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年次 年次
治療看護技術論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

　Ⅰでは様々な健康問題・健康レベルにある成人
期・老年期にある方と家族に対し、療養生活を支
えるための看護援助について学びます。
　Ⅱでは女性の生涯を通じた健康と看護と、子ど
もの成長発達段階、健康状態に応じた子どもとそ
の家族に適した看護について学びます。
　Ⅲでは精神障がいをもちながら地域で生活する
方と家族を対象に、エビデンスに基づく看護援助
を提供するために必要な知識・技術を学びます。

在宅看護援助論

　在宅看護とは何か、生活の場における看護の
意味、機能、特質とは何か、訪問看護に関連する
制度、介護との違い等の内容と、主要な健康問題
に対する在宅援助技術に関する内容を学びます。
また、生活の場における看護を軸に、在宅で療養
する人々を支える家族の健康問題にも焦点を当
て、家族の支援についても学びます。

災害看護論

　地域あるいは国内だけでは対応が困難となる
予測不能な災害が、人々の健康生活に及ぼす影
響を理解し、被災者および被災地への支援を実
践するための基本的な知識を学びます。災害に備
える段階から、災害発生直後、中・長期的段階ま
での災害サイクルに応じた危機管理、災害看護活
動について学びます。

看護システムマネジメント論

　質の高い看護サービスを提供するために、「医療と看護
の質の保証」「人的資源管理」「効率性の追求」を中心に諸
理論をもとに具体例を通して看護管理について考えます。

国際看護活動論

　世界の人々の健康と保健・医療の現状から、人々の健康
に影響を与える民族・宗教・信条・価値観・政治経済など
の社会文化的な要因について理解を深めます。グローバル
な視点に基づき、日本国内外において、異文化をもつ人々
への看護や諸外国への国際看護実践について学びます。

看護課題ゼミ

　これまでの学習の総括として、学生が興味・関心を持
ち、理解を深めたいと考える学習課題・テーマについて文
献学習等、系統的方法を用いて探究します。

キャリア教育・支援
学生のキャリア開発のため、4年間を通してガイダンスや相談会を実施し、
学生自身がキャリアプランを描いていけるような支援を行っています。

キャリアデザインとは何か

先輩看護職との座談会

ホームカミングデー

保健師・助産師・専門看
護師・2年目看護師との
座談会にて、学生は看
護職先輩のキャリアに
関する考え方を学び、
キャリアについて在学
中から考えていけるよ
う支援しています。

卒業後3か月を経
て母校に戻り、同
期及び教職員との
交流を図ります。

3つの附属病院の教育支援体制の紹介

就活スタートアップ講座は
就職活動全体のスケジュー
ルを踏まえ、早期から学生が
就職準備に取り組めるよう
計画しています。

就活スタートアップ講座①～④

入学

卒業
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臨地実習 ※2020年度実施内容 実習施設

　東京医科大学病院は都心に位置する特定機能病院であり、集中治療部、EICU、NICUなど高機能病床を中
心に、より高度な医療を提供しています。また、災害拠点病院、地域がん診療拠点病院、地域連携型認知症疾
患医療センターなど地域における役割も期待されています。
　病院があるこの新宿区は、高層ビル群の新しい建物と、古くから暮らしている方々が混在する地域です。
高齢化が進む中、最先端の医療を担う一方で、地域と患者さんを繋ぐ病院として積極的な連携を推進してい
ます。
　私たちは「温かな心のこもった看護」を理念に、自己満足ではない、患者さんに満足いただけるケアを目指
しています。その実現のために看護部では、確かな実践力を備えた看護師を育成するとともに、最前線で活
躍する看護師が看護力を発揮できる環境づくりをしています。
　病院には本学看護学科生をはじめ、多くの学校から臨地実習に来ており、未来の看護職を目指して学んで
います。一人ひとりの体験がより価値のあるものになるようスタッフ全員で支援し、応援しています。

東京医科大学病院 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-7-1  TEL：03-3342-6111

●専門病院
●重症心身障害児施設 /老人・居宅施設

その他の主要施設
●訪問看護ステーション
●保健所 /地域包括支援センターなど

看護部長
清田 朝子

　当院は茨城県南部に位置しており、自然に恵まれた風光明媚な地域にある病院です。稼働病床数、398床
で急性期病棟と地域包括ケア病棟の病床機能を有しており、地域がん診療連携拠点病院、肝疾患診療連携拠
点病院としての役割も担っている施設です。高齢化の一途をたどる地域特性から、ニーズが高まっている訪
問看護ステーションの拡充にも力を入れています。令和元年から訪問看護ステーションへの新採用者配属
も実施しており、令和2年度からは訪問看護ステーションに入職した新人看護師の教育パスを急性期病棟と
訪問看護ステーション間で連携を持たせました。そして、訪問看護で必要となる看護技術の習得を目的とし
て3か月間で4つの病棟を体験させ、新人看護師であっても自信をもって利用者の方々にサービスが提供で
きるよう人材育成にも力を入れています。
　令和元年、当院の創立70周年を契機に看護理念を『心に寄り添う温かな看護』と刷新し、患者に寄り添う
優しさ溢れる看護の実現に向かって、看護職員一人ひとりが日々努力しています。附属の霞ヶ浦看護専門学
校を主軸として、他校からの実習受け入れも行っており、昨年度より念願であった東京医科大学看護学科の
「統合実習（在宅看護学）」受け入れも開始致しました。当院は地域密着型の病院ですので都心では経験でき
ない、地域住民の闘病しながらの生活を支える在宅看護実習を通し多くの学びを得ることができます。私達
は教育環境を整え、未来の看護を継承する看護学生を心から支援していきたいと考えています

東京医科大学茨城医療センター 〒300-0395 茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1  TEL：029-887-1161

看護部長
髙城 由紀

　東京医科大学八王子医療センターは、東京駅から約1時間、「高尾山」に代表される緑豊かな自然に囲まれた
丘陵地にあります。八王子市は人口57万人、20校を超える大学を抱えた学園都市でもあり、若い世代が多く暮
らしている地域です。
　当院は、病床数610床、34科の診療科を有する急性期病院として高度先進医療を提供し、がん診療拠点病院、
災害拠点病院としての役割も担っています。また、救命救急センター、屋上ヘリポートを有しており、近隣県か
らも救急搬送されます。大学病院として充実した機能と地域のニーズに合わせた地域密着型の病院です。
　看護部は「人間愛に基づいて良質な看護を実践します」を理念に、質の高い看護を提供しています。看護師の
やさしさと、自己のキャリアアップが図れる教育体制が特徴です。

東京医科大学八王子医療センター 〒193-0998 東京都八王子市館町1163  TEL：042-665-5611

看護部長
鳥羽 真弓

看護システム実習

　医療機関への受診から、入院治療を経て退院し、外
来治療や在宅医療に至るまで、どのような看護システ
ムの中で看護が提供されるのか、看護システムはどの
ように提供されるのかを学びます。

統合実習

　これまでの学習を通し学生が関心を持った事項や課
題について学生自身が学習課題を明確にして実習を計
画し、臨地で行う実践や付加的な方法により学習課題
を探求します。この過程で、これまでに得た知識・技術・
態度を自律的に統合し、看護の理論と根拠に基づいた
看護実践能力を養います。

地域看護学実習

　保健師の国家試験受験を希望する学生に対し選択科
目として行います。地域看護学に関する科目で学んだ
知識と技術を、保健師の実践活動の場で適用し、看護
活動を展開するための基礎的な実践能力を養います。

年次

年次

年次

年次

看護基礎実習

　医療機関で療養生活を送っている患者を受け持ち、
看護過程を用いて、その人に必要な看護援助を考え、
患者の日常生活行動に焦点を当て看護を実践すること
を学びます。

実習の構成と段階

人々の生活環境と
健康を理解する

看護提供の
しくみを学ぶ

看護の統合・
専門選択領域看護援助の

方法を学ぶ

健康生活支援論実習
看護初期実習

看護システム実習
看護展開実習Ⅰ （成人）
看護展開実習Ⅱ（老年）
看護展開実習Ⅲ（こども）
看護展開実習Ⅳ（母性）
看護展開実習Ⅴ（精神）
看護展開実習Ⅵ（在宅）

統合実習
地域看護学実習（選択）

看護基礎実習

健康生活支援論実習

看護初期実習

　地域で病気や障がいを抱えて生活している人々との
関わりを通して、生活と健康との関連についての理解
を深めます。

　医療機関に入院している患者とのコミュニケーショ
ンを通して、患者の思いや入院生活についての理解を
深めるとともに、看護師がケアをしている場面を共に
体験することで、病院における看護の機能や役割につ
いて学びます。

　様々な年齢層の対象者に対し、それぞれの特性を踏
まえた看護援助の方法について学びます。「看護展開実
習Ⅰ」は成人看護、「看護展開実習Ⅱ」は老年看護、「看
護展開実習Ⅲ」はこども看護、「看護展開実習Ⅳ」は母
性看護、「看護展開実習Ⅴ」は精神看護、「看護展開実
習Ⅵ」は在宅看護において実習を展開します。

看護展開実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

年次
年次

年次
年次
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TOKYO

IBARAKI

八王子市 新宿区

稲敷郡
阿見町

Hachioji-shi
Shinjuku-ku

Ami-machi,
Inashiki-gun

キャンパス紹介

第三校舎中央校舎

総合情報部棟

第一校舎

部室棟

車庫・部室棟

グラウンド

記念会館

第九校舎

新宿キャンパスマップ西新宿キャンパス

八王子キャンパス

新宿キャンパス

東京医科大学病院

八王子医療センター

茨城医療センター

▲記念会館前

▲ラウンジ（記念会館地下）

▲講堂（記念会館１F）

東京医科大学

茨城キャンパス

第一看護学科棟

▲講義室

▲ロビー

▲情報処理室

▲ラウンジ

▲

ゼミナール室

▲ロビー

基礎新館
▲ パウダールーム

▲実習室

F

F

F

F

第二看護学科棟

▲図書館分館 西新宿キャンパスの図書館も利用できます。

3階実習室

▲

▲3 階講義室

▲2 階講義室

▲

1階エントランス
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入学式

防災訓練

卒業式

イベントカレンダー 学生納付金・奨学金・その他サポート体制

学

卒業式

創立記念日
前期授業開始　健康診断

学友会総会

夏季休業

後期授業
開始

冬季休業

春季休業

4
Apr

5
May

6
Jun

7
Jul

8
Aug

9
Sep

10
Oct

11
Nov

12
Dec

1
Jan

2
Feb

3
Mar

新入生オリエンテーション

オープンキャンパス

東医祭（学園祭）

一般入学試験成績上位1～5位までの者には、初年度に納入する授業料1,050,000円を免除、また、一般入学試験成績上位6～
20位までの者には、初年度に納入する授業料の半額の525,000円を免除します。

東京医科大学医学部貸与奨学金

授業料免除

学生納付金

学生15人程度に一人の専任教員を配置する「担任制」を実施します。担任は、担当学生全体あるいは個々の学生についての学習
及び生活全般の支援を行うと同時に、相談に応じる体制をとります。

担任制

学生・職員健康サポートセンターが設置されており、精神科医やカウンセラーが学生たちの相談に応じます。医療者を志すもの
は、心身ともに健康であることが大切です。学生が安心して自由に相談できるシステムを導入しています。

学生相談・メンタルサポートシステム

看護学生の思わぬ傷害・賠償・感染事故に対応できる保証制度に全員加入します。
ご自身のケガ、第三者への賠償責任、実習中の感染事故をトータルにサポートします。

学生傷害・賠償責任保険（Will）

学生の健康維持のため、定期的に健康診断を行っています。

健康管理支援

各学年15名以内、全学年で60名の学生に対して、月額50,000円の奨学金を貸与します。卒業後、直ちに東京医科大学附属の施
設へ一定期間就業した場合、返還が免除されます。

日本学生支援機構奨学金
学業への意欲・能力がある学生を経済的に支援することを目的とした国の制度です。第一種（無利子）、第二種（有利子）および給
付型の3種類があり、それぞれに申込基準が設けられています。
※予約採用制度：高等学校在学中に予約ができます。入学前に奨学金の採用を確定できますのでおすすめします（進学先が未定でも申し込みできます）。
　詳細は在学している高等学校にお問い合わせください。

東京都看護師等修学資金
看護学科を卒業後、東京都内の看護職として従事しようとする者に対して、奨学金を貸与する制度です。

奨学金支援

●2019年度実施イベントです。

その他の費用（教材費・教科書代等）
①学生傷害・賠償責任保険料:4,500円（毎年次）
②教科書（1年次分）:必修科目30,000円程度、選択科目～25,000円
③ユニホーム（演習・実習用）:
　1着15,000円程度（2着用意しますが、1着分は大学で支給します）
④ナースシューズ:3,000～5,000円
⑤聴診器（任意）:10,000円
⑥学友会費:入会金8,000円／年会費8,000円
⑦保護者会費:年会費15,000円
※学納金等は、初年度は一括納入、次年度以降は前・後期に分けて分
割納入ができます。

※保健師コースを履修する場合は、別途100,000円が必要となります。

入　学　金

授　業　料

実　習　費

施設設備費

合　　　計

初年度

300,000円

1,050,000円

250,000円

300,000円

1,900,000円

2年次以降

ー

1,050,000円

250,000円

300,000円

1,600,000円

学生納付金
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看護学科生の1日 クラブ・サークル

　幼いころ親戚のお見舞いなどで病院に行く機会が多かった私は、いつも
笑顔で患者さんに接している看護師に憧れ、目指すきっかけになりました。 
そして、本学に入学して、講義だけではなく、実際の患者さんを想定したシ
ミュレーション教育により、実践的な演習を日々こなし、勉学に励んでいま
す。友人もたくさんでき、とても充実した生活を送ることができています。

周囲の人から信頼され、患者さんや
その家族から「ありがとう」と
感謝されるような看護師を目指して

　現在はCOVID-19の影響により、オンライン授業での学習を行っています。先生方や友人
との交流の機会が減るという点もありますが、作成してくださる講義資料・動画のおかげで
自主的な学習に繋がっています。皆さんと一緒に本学で学べることを楽しみにしています。

新宿駅周辺にキャンパスがあるのでとてもアクセスがよいで
す。私は新宿御苑前駅から通っていますが、新宿駅から徒歩
で通学している友人も多いです。周辺にはコンビニや飲食店
も多くあるので、利便性に富んでいます。

新宿御苑前駅から徒歩で通学

自宅からお弁当を持って行くことが多いですが、近くのコンビニ
で購入することもあります。大体は空いている教室で食事をし
ます。お昼の前後に授業が入っていない日は、外にランチをしに
行くこともあります。

親しい友人とのランチタイム
12:10 

13:10

16:20

19:00

8:50

10:40

次の授業の事前課題や、レポート作成をします。また、グルー
プワークでのパワーポイントを作成し、授業での発表の準備
を行ったりします。

情報処理室や自習室での
事前課題やレポート作成

新生児の特徴を十分に理解して、バイタル測定や清潔ケア、
着替え、おむつ交換を行います。担当教員から丁寧にアドバイ
スをいただけるので、実習へのモチベーションも上がります。
新生児の安全・安楽を第一に考えることがとても大切です。

新生児の安全・安楽に重点をおいた演習

長期で入院している子どもにとって、過ごしやすい病棟の環
境とは何かについてグループワークを行いました。人によって
考え方が違うので、グループにより意見は様々です。それぞれ
のグループの意見を発表し、自分たちのグループになかった
意見は何か考えることで、学びが一層深まります。これがグ
ループワークのよいところの一つです。

小児の療養の場についてグループワーク

一つ気持ちを切り替えて、チアダンスの練習に打ち込みます。
練習がない日は、自宅近くのドラックストアでアルバイトをし
ています。

社会人チームでのチアダンスレッスン

受験生へのメッセージ

体育会

■硬式野球部
■サッカー部
■スキー部
■バドミントン部
■柔道部
■硬式庭球部
■軟式庭球部
■アイスホッケー部
■剣道部
■水泳部
■自動車部
■空手部
■卓球部

■ラグビー部
■応援団
■相撲部
■ヨット部
■ゴルフ部
■ワンダーフォーゲル部
■アメリカンフットボール部
■陸上部
■馬術部
■バレーボール部
■バスケットボール部

文化会

■ESS部
■児童研究会
■写真部
■IT 研究会
■管弦楽メディカルアンサンブル
■音楽部

同行会

■ショパンソサエティ
■ダイビング
■生物研究会
■ダンス同好会

バスケットボール部

バドミントン部

管弦楽メディカルアンサンブル

音楽部

ダンス同好会

写真部
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在学生のメッセージ

は、本学の高度なシミュレーション教育等の充実した教育設備に魅力を感じ、入学しました。大学での学習に
は主体性が求められるので、効率良く学習を進められるように、計画的な予習・復習をすることを心掛けてい

ます。グループで行う講義では、しっかりとした自分の意見を持つとともに仲間の意見を傾聴することで、自分の考
えを深めることが出来ます。また、専門的な科目だけでなく、一般教養を履修することができ、特に語学教育では、国
際的なコミュニケーション力を高められます。正しい知識や技術を身につけ、同じ目標を持った仲間と切磋琢磨し立
派な看護師になりたいと思います。対面での授業が可能になり、より有意義な大学生活を送れるようになることを楽
しみにしています。

は、保健師の国家資格を取得したかったため、保健師・看護師の技術を学べる本学を志望いたしました。「自主
自学」をポリシーとした本学の授業は、看護とは何か、について生徒同士のディスカッションや自ら考える機

会が多く、生徒参加型の授業です。現在、コロナウィルスの影響でオンライン授業ではありますが、先生と生徒が顔
を見合わせて話し合うことにより、看護について思考を深めることができています。そのため、同じ看護師を目指す
仲間と協力や切磋琢磨しながら学ぶことができ、本学に入学させていただいて間もないですが、とても充実した授業
を受けさせていただいていると実感します。同じ夢を持つ仲間と学べるこの貴重な環境を無駄にせず、看護師・保健
師国家試験合格に向けて4年間頑張ります。

年次

年次では、1年次の時に学修した知識と技術をさらに専門的に学んでいきます。実際に大学病院に勤務されて
いる先生方や、長年看護師として活躍されてきた先生方から講義や指導を受けることで、より深い理解に繋が

ります。時間内に全て理解することが難しく、授業時間後に質問に伺った際にも、親身になって丁寧に教えてくださ
ります。また、学生が中心となってグループワークなどを進めていく講義もあり、多くの人と関わりながら、自ら考
え学修していく力が身につきます。部活動では、医学科の学生とも関わる機会があり、学科を越えて人間関係を広げ
ていくことができます。自ら学びながら、充実した学生生活を送れることが本学の魅力です。いつか大学でお会いで
きる日を楽しみにしています。

年次では、1年次よりもさらに深く病気のことを学んでいくと同時に、事例に対するアセスメントを行ってい
く力を身に着けています。講義形式だけでなく、グループワーク形式の授業も多く行われており、理解を深め

ると同時に、主体性やコーディネート力も身に付けることが出来ていると感じています。毎日、課題やテスト勉強に
追われていますが、友人たちと励まし合いながら頑張っています。今年は新型コロナウィルスの影響から、オンライ
ン授業が中心となっていますが、シミュレーション教育により実践的な看護ケアを学べるという特徴も本学にはあ
ります。部活動では学年や学科を越えた交流だけでなく、卒業生とのコミュニケーションも行えます。また、放課後
や授業の空き時間には、友人と遊ぶ時間も大切にしています。ぜひ一度、大学に足を運んでもらえればと思います。

年次

年次では、1、2年次に講義、演習、実習などで学んだことを通して、より実践的な学習をしています。今年はオ
ンラインでの学習が多く例年と学習環境は異なるため最初はきちんと学習できるか心配でしたが、オンライ

ンミーティングなどを用いることで先生や学生同士で相互的な学習ができ、しっかりと課題に取り組めています。ま
た、自分自身で学習の計画を立てることで効率よく時間を使い、アルバイトなどとの両立をしています。2年次には、
初めて患者さんを受け持つ実習があり、最初は不安でしたが、先生や看護師さんがわからないことを丁寧に教えて下
さり、実習を通して看護への理解がさらに深まりました。試験や課題が大変なときもありますが、看護師になるとい
う同じ目標を持った仲間と共に切磋琢磨しながら学習することで充実した日々を送ることが出来ています。

2年次の医療・看護に関する基礎的な学習を終え、3年次では実習に向けてより実践的な内容の講義、演習が多
くなります。本学では、授業内で学友とグループワークを行なう場面が多数あり、看護者に必要な能力である

コミュニケーション能力を自然に高めることができます。また、私は、本学に入学し、学習を進める中で、保健師にな
り、予防活動に従事したいという思いが強くなりました。3年次からは、看護師の学習に加えて保健師課程の学習が
始まり、忙しい日々を送っていますが、同じ看護者を目指す学友が多くいる環境であるため、日々刺激をもらいなが
ら勉学に励む事ができています。さらに、本学には担任制度があり、学習や生活に関する細やかなサポートを受ける
ことができ、より効果的な学習・充実した学生生活を送ることができています。

年次

年次では、看護課題ゼミを通して興味関心のある分野の研究に取り組んでいます。今年はコロナウィルスの影
響で統合実習が実施できず残念ですが、学内演習や事例検討を通して今まで学んできたことを活かしながら、

実習と同じ気持ちを持って更に学びを深めていきたいです。また、慣れないオンライン授業に戸惑うこともあります
が、学生からのフィードバックを取り入れながら先生方が日々奮闘してくださっていることを感じ、この環境の中で
も看護を学んでいけることのありがたみを感じます。就職試験もイレギュラーなことが多く不安がありますが、仲間
と情報共有したり、先生方の手厚いサポートなど安心できる環境があります。東京医科大学は常にチャレンジし、成
長し続ける大学です。ぜひ一度大学にいらしてください。

年次となり、現在は自分の興味のある分野で看護課題ゼミに取り組んでいます。3年次に行った看護展開実習
で関わらせて頂いた患者様が疾患を持ちながら生活していく際の困難感について深く知り今後の看護に生か

したいと感じ現在の領域を選びました。1つの実習が終わった後も、その経験を生かして更に学びを深めることがで
きるため学年が上がることに自分の成長を感じることができうれしく思います。4年生は講義と並行して、国家試験
の勉強や就職活動などを行うため体力的にも精神的にも辛いことが多いですが、先生方が相談にのってくださるた
め心強いです。また友人からの励ましで私も諦めずに努力することができています。大学での生活は大変なこともあ
りますが、それ以上に貴重な体験ができます。ぜひ一度大学にいらして大学の雰囲気をご覧ください。

私

私

2

2

3

1、

4

4

年次
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業生のメッセージ

　私は東京医科大学医学部看護学科2期生で、八王子医療センターに就職して3年目になります。新宿にある大学キャ
ンパスは近くに新宿御苑もあり、便利なだけでなく自然を感じることもできる、とても過ごしやすい立地です。東京医
科大学は大学病院医師による専門科目の講義はもちろんのこと、高性能シミュレータを用いたシミュレーション教育
が充実しており、よりリアルで実践に近い演習を行うことができます。また実習は西新宿にある大学病院で行うこと
が多く、様々な疾患や生活背景を持つ患者さんへの看護を通して、より専門的で実践的な知識・技術を学ぶことができ
ました。 
　八王子医療センターは3次救命救急センターを有する高度急性期病院でありながら、地域に根ざした医療提供も担
う病院です。また災害拠点病院としての役割も果たしています。看護師として働きながら幅広い分野の知識を吸収す
ることができ、充実した日々を過ごしています。また多くの先輩が医師・看護師として同じ病院で働いており、心強く
感じる毎日です。

　私は東京医科大学医学部看護学科4期生で、今年度から東京医科大学病院に看護師として勤務しています。東京医
科大学は、シミュレーション学習やグループワークを取り入れた授業が多く、グループで課題を話し合いながらシ
ミュレータを用いて繰り返し看護技術の演習を行うので、仲間と高め合いながら現場で役立つ看護技術を学ぶことが
できます。また、図書館や自習室の設備といった学習環境がとても充実しています。図書館には医学・看護学の書籍が
揃っていて、課題や実習に活用できました。部活動が盛んな点も東京医科大学の魅力の1つです。学習の間の空いた時
間に部活動で気分転換をすることで、メリハリのある学生生活を送ることができました。まだまだ看護師として未熟
で日々学ぶことばかりですが、患者様から感謝の言葉をいただけることにとてもやりがいを感じています。

看護師・保健師国家試験合格結果 令和２年度入学者選抜状況

出身高等学校所在地都道府県別入学者･在学者数

保健師国家試験合格率（新卒）看護師国家試験合格率（新卒）

進路状況 令和元年度卒業生

卒業生94名　就職88名、進学6名
東京医科大学病院、東京医科大学八王子医療センター、東京医科大学茨城医療センター、
国家公務員共済組合連合会 虎の門病院、国立研究開発法人 国立成育医療研究センター、その他

2期生　黒田瑠美　東京医科大学八王子医療センター

4期生　木村琴音　東京医科大学病院

主な就職先

東京女子医科大学大学院実践看護学Ⅱ（ウーマンズヘルス）、日本赤十字看護大学国際助産学コース、
その他

主な進学先

区　分
定　員

志願者

受験者

第１次試験合格者

第 2次試験合格者

入学手続者

入学者
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女
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男
女
計
男
女
計
男
女
計
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女
計
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女
計

 15 名 若干名 60名 5名 80名

 0 0 20 7 27
 44 3 446 173 666
 44 3 466 180 693
 0 0 20 7 27
 44 2 441 173 660
 44 2 461 180 687

ー ー 5 4 9
ー ー 215 116 331
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 0 0 4 2 6
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2021年度入学試験　Web出願のご案内

東京医科大学医学部看護学科では、全ての入学試験において、
インターネット（Web）による出願となります。

WEB出願の流れについて

1 UCAROに登録
UCAROにアクセスして
（https://www.ucaro.net/）登録してください。
※既にUCAROに登録済みの方は新たにUCAROに
　登録する必要はありません。

5 出願内容の確認
入力した志望情報と個人情報について、確認します。

入学検定料の支払いは、右記のいずれかの方法で
行います。

7 決済情報を入力

6 必要書類の確認

8 出願登録の完了

9 出願書類の郵送

10 入学検定料の支払い

2 Web出願トップページへアクセス
Web出願のページには、東京医科大学のホームページ、
スタディサプリからアクセスできます。

3 志望情報を入力
志望する入試制度、学部、学科等を選択します。
入学検定料も確認できます。

4 個人情報を入力
画面の案内にそって、入力します。

https://www.tokyo-med.ac.jp/
●東京医科大学トップページ

●スタディサプリ
https://studysapuri.jp

支払方法として、コンビニエンスストア・ATM・ネットバン
キング、またはクレジットカードのいずれかを選択します。

・コンビニエンスストア（セブン-イレブン、ローソン、
　ミニストップ、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、
　セイコーマート）
・金融機関ATM 【Pay-easy】　・ネットバンキング

・クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、
　AMERICAN EXPRESS、DinersClub)

①コンビニエンスストア

③ネットバンキング

②金融機関ATM 【Pay-easy】

④クレジットカード

ACCESS

入学試験概要については、決定次第、東京医科大学のホームページにてお知らせします。

https://www.tokyo-med.ac.jp/
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患者とともに歩む医療人を育てる


