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設置の趣旨等を記載した書類 

 

 

 

ア 設置の趣旨及び必要性         

 

１．東京医科大学の沿革と建学の精神  

 

 東京医科大学の設立は、1916 年 5 月、日本医学専門学校（現日本医科大学）の学生 450 名

が自由に学べる学習環境を自分たちの手で実現させようと、新しい医科専門学校の設立運動を

開始したことを契機とし、1918 年 4 月、東京医科大学の前身である東京医学専門学校の設立

が認可されたことに始まります。1946年には、新学制への移行に伴い、東京医科大学（以下、

本学という。）に昇格しています。 

このような経緯で設立された本学の建学の精神は、日本で初めて医学生が中心となって設立

された医科大学として「自主自学」を掲げています。 

この「自主自学」の精神は、東京医学専門学校設立後、学生たちの間で自然発生的に生まれ

たものであり、自ら育ち、自らを高めようとする姿勢は、今日まで脈々と引き継がれています。 

校是には、「正義」「友愛」「奉仕」を掲げ、倫理観に基づく人間性豊かで社会に奉仕する医

師を養成することを目標としてきており、現在までに 1万人以上の卒業生を輩出し、広く医学

の発展に貢献してきました。   

 

 

２．看護学科設置の趣旨と経緯  

 

 学校法人東京医科大学が併設する東京医科大学看護専門学校は、1964 年に開設され、2014

年には 50 周年を迎えるまでの歴史を重ね、看護師養成機関として社会的な役割を果たしてき

ました。 

しかし、この間、人口の高齢化、医療技術の進歩、疾病構造の変化、国民の健康に対する意

識やニーズの変化、医師不足、医療・介護の財源の不足などにより、保健医療福祉を取り巻く

状況は大きく変化してきています。このような中、看護師の役割は、ますます多様化し、看護

を提供する場も拡大してきており、これらに対応するためには、専門職として質の高い看護実

践ができる自立的な看護師の育成が必要であり、従来の職業教育から「看護学教育」への転換

が求められています。 

さらに、最近では専門看護師などの専門的で高度な実践能力を持つ看護師の育成が求められ

るようになり、大学院レベルでの教育需要も高まってきています。すなわち、「看護教育の高
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度化」と「看護の質の保証」は、社会の要請であり、本学においても、看護専門学校から大学

における看護学教育に転換していくことは極めて重要で、意義のあることだと考え、数年前か

ら４年制看護学科の設置について検討を重ね、2010年 8月には、「看護専門学校の教育を考え

る会」が看護学科設置の必要性を明記した報告書を理事会に提出しました。 

これを受けた理事会は、本学の医療の質の向上には、医療の中核となる医師と看護師の充実

が極めて重要であり、中でも質の高い看護師の確保は、最も重点的に取り組むべき課題である

とし、本学に看護学科を設置し、看護学の教育・研究体制を充実させ、併せて附属病院の看護

の質、看護体制の整備に取り組むことを決議しました。 

 

 

３．看護学科設置の必要性  

 

１）質の高い看護職養成の必要性 

今日の医療の高度化、人口の高齢化の進展、疾病構造の変化などに伴って、保健医療ニー

ズもますます高度化、多様化、複雑化してきています。特に、大学病院に求められている高

度な医療に対応できる質の高い看護職の育成は必須であり、また、世界に類を見ない我が国

の少子高齢化の進行は、医療需要の増大をもたらし、抜本的な保健医療福祉制度の再構築が

求められています。このような状況の中で、人々の健康と安寧を保障する保健医療福祉分野

で働く看護職には、高い問題解決能力を持ち、従来の方法や仕組みにこだわらず新しいやり

方を創造し、多様化するヘルスケアニーズや社会構造の変化に対応できる能力が求められて

います。またこれからは、病院のみならず、地域や在宅、施設、学校や職場などの人々が生

活する様々な場で、質の高い看護が提供できる看護職の需要が高まるものと考えています。 

  本学が設置しようとしている看護学科は、質の高い看護師と地域の保健医療活動の中核と

なる保健師を育成し、地域社会でその能力を発揮できる人材を育成することにあります。 

  

２）地域における看護職としての役割への対応 

我が国の老年人口（65歳以上）は、国立社会保障・人口問題研究所の調べによると、平成

17年 2,756万人であったものが、平成 47年には 3,725万人となり、44.6％の増加が予測さ

れています。これを本学が立地する東京都で見てみると、平成 17年の 230万人が平成 47

年には 390万人となり、67.5％の増加が予測されております。ちなみに本学看護学科の卒業

生が就職することが予想される東京都及び近隣県（千葉県、埼玉県及び神奈川県）では、平

成 17年に 604万人であった老年人口は、平成 47年には 1千万人を超え、この間の 20年間

で実に 1.8倍、75.7％の増加が予測されています。              （資料１）                             

 

また、死亡場所別の死亡率について厚生労働省の「人口動態調査」を見てみると、「在宅

死亡率」は、平成 18年度以降増加傾向にあり、平成 22年度には、全体の 15.7％に達してい
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ます。これは、今後ますます自宅などの医療機関以外での看取りが多くなっていくことを示

しており、地域における看護職の果たす役割は、今後ますます増大するものと考えられます。              

                         （資料２） 

さらに、東京都新宿区にある本学及び本学附属病院は、東京都庁の隣接地にあり、都心の

心臓部ともいえる場所に立地しています。 

このことは、本学及び本学附属病院が災害時の医療拠点として重要な意味を持つものと認

識しており、都市型救急・災害医療現場に対応できる危機管理能力と災害看護の実践能力を

備えた優秀な看護職の育成は急務と考えています。 

 

３）生涯学習の場としての役割 

  看護系大学に対する生涯学習機関としての役割については、「大学・短期大学における看

護学教育の充実に関する調査協力会議」（平成 21年厚生労働省）が、その報告書において、

「現在、（看護学校等の）卒後の研修については、新卒者を受け入れた施設側の自主的な努

力にゆだねられているが、今後、看護系大学などは、自大学の卒業生以外にも対象を広げ、

新人期の支援を含む看護師等の看護生涯学習に積極的にかかわり、一定の社会的役割と責任

を担うべきである。」と指摘し、看護系大学が看護職の生涯学習の場としての機能を担うべ

きだと提言しています。 

 

    また、文部科学省では、平成 21 年度から看護師を対象とした新規事業として「看護職キ

ャリアシステム構築プラン」（平成 22年度からは「看護師の人材養成システムの確立」に名

称変更）を開始しています。当該事業の目的は、「大学病院看護部と自大学看護学部等が連

携して、臨床研修体制・方法を学問的な検討を加えながら開発することにより、①看護職の

効率的・継続的な専門能力の習得と向上を図ること ②生涯を通じて看護職が活躍し続けら

れるキャリアパスを明示すること ③これらのシステムを通して国民に対する安心・安全な

医療提供体制の構築に資すること」としています。（平成 24年 3月文部科学省報道発表「看

護師の人材養成システムの確立｣の中間評価結果） 

本資料によると、当該事業を実施した全国 12 大学の取組みの結果は、いずれの大学にお

いても当初目的とした事業効果が見られ、今後の進展により一層の成果が期待できるものと

しています。 

これらの動きを受け、本学看護学科においても、附属病院と協力し、以下の４つの要件を

柱とした看護職の生涯教育プランを検討します。 

 

① 看護師の継続教育プログラムの開発  

    大学病院に就職する看護師が、経験を積み重ねながら段階を追って臨床実践能力を獲

得していけるような継続教育プログラム（クリニカルラダー）について、学問的裏付け

を持って開発することとし、そのためのワーキンググループを設置します。 
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② 教育環境の整備 

    看護実践能力の向上のためのスキルラボ環境を、附属病院の卒後臨床研修センターと

協力して整備します。 

③ 優れた指導者の育成 

    附属病院の看護師と本学看護学科の教員との間の交流を盛んにします。具体的には、

研修や研究活動を一緒に行う機会を増やすこと、大学の演習授業に病院の臨床実習指導

者が参加できるような条件を整備すること、教員は必ず自分の専門分野に関するフィー

ルドを確立することなどであり、そのためのシステムを構築します。 

④ キャリアパスの構築 

    キャリア支援室（仮称）を設置し、学生に対してキャリア構築の支援を行います。 

 

  なお、将来的には本学に大学院看護学研究科を開設し、教育研究者、看護管理者、高度実

践看護師を育成するための、より高度な教育を行い、看護職の生涯学習の拠点となることを

目指しています。 

 

  

４．現看護専門学校との違いと移行計画   

 

本法人が設置する東京医科大学看護専門学校（入学定員 80人）は、「倫理観にもとづく豊か

な人間形成を目指し、看護に必要な基本的知識・技術・態度の育成を図り、自主自学の精神で

継続学習し、看護の質向上と変化する社会に貢献できる看護師を育成する」ことを教育理念と

し、1964年に設立され、これまでに 3,000人余の卒業生を輩出してきました。 

しかしながら、前述したような社会の変化への対応やこれに伴う教育ニーズに対応するため

には、現行の専門学校の教育課程では、以下のような点に限界があるものと考えています。 

 

① 幅広い教養と社会の変化を的確に捉える目を養う基本となる教養教育を充実させるた

めには、3年間の教育では時間的に制約があること。 

② 充実した教養教育を基に、専門知識と技術を科学的、理論的に捉えて遂行する能力を育

成するためには、カリキュラムの充実と十分な教員組織、及び教育期間が必要であること。 

③ 自己研鑽に努める姿勢や自己学習力を育成するためには、自ら考え自ら学ぶ十分な時間

が確保されることが重要であること。 

 

本学看護学科は、このような現行の看護専門学校の限界を解決することを一つの目的として

計画したものであり、既設の東京医科大学看護専門学校は、平成 26 年度から学生募集を停止

し、在校生の卒業を待って廃止することとしています。 
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５．社会的ニーズ  

 

１）看護職員の需給見通し 

厚生労働省公表の「第七次看護職員需給見通し」によると、全国的に見ると、本学看護学科

開学予定の平成 25 年の看護職員の需給関係は、需要 1,454,800 人に対し、供給が 1,412,400

人と予測されており、42,400人の不足が予測されています。また、本資料の最も先の需給予測

は平成 27 年になっていますが、当年においても 1,500,900 人の需要に対し、1,486,000 人の

供給が予測されており、なお 14,900 人の不足が予測されています。 

さらに、本学看護学科の卒業生が主として就職すると考えられる東京都及び近隣県（千葉、

埼玉、神奈川）の同様な需給見通しを見てみると、当該地域における平成 23 年度の需要は、

284,357.0 人、供給は 264,323.6 人であり、20,033.4 人の不足が予測されています。平成 27

年度になっても、需要が 308,210.7 人、供給が 303,861.8 人と、4,348.9 人の供給不足の状況

であり、依然として多くの看護職の養成が求められています。 

                                     （資料３） 

 

２）本学附属病院への就職と併設専門学校の実績 

本学看護学科は、本学附属病院の看護師需要を満たすことだけを目的に設置されるものでは

ありませんが、参考に過去５年間の本学附属病院（東京医科大学病院）の看護師採用実績は、

平均257人であり、このうち本法人が設置している東京医科大学看護専門学校からの採用は、

平均65人となっています。また、東京医科大学看護専門学校の過去５年間の他の病院等も含め

た求人倍率は、平均3.3倍であり、看護師の需要の高さを示しています。 

これらの実績がそのまま本学看護学科の卒業生に当てはまるわけではありませんが、より質

の高い教育を展開することにより、社会から評価され、高い需要に結びついていくものと考え

ています。                                 （資料４） 

 

 

６．学生確保の見通し  

 

１) 都内の４年制看護学科等を置く大学の志願者動向 

看護学科等の新設は、全国的に年々増加しており、４年制大学における看護師養成ニーズは、

ますます高まってきているものと思われます。例えば、河合塾の調べによれば、全国私立大学

看護系学部の平成19年度入試における志願者数は、全国で32,719人であったものが、その５年

後の昨年(平成23年入試)には、55,741人と約1.7倍に増加しています。これらのことから、看

護学科等を設置する大学は全国的に増加しているものの、それに伴って志願者数も増加し、競

争倍率も増加傾向にあり、学生のニーズは依然高いという実態がみられます。   

                                    （資料５）                                                                                 
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本学看護学科が設置される東京都及び近隣県（千葉、埼玉、神奈川）の私立４年制看護学科

の過去５年間の志願者動向を見ても、志願者数等を公表している私立大学の数は19大学から27

大学と設置大学数は増加しても、これらの競争倍率は、平均5.1倍であり、志願動向は依然堅調

で、高い競争倍率を維持しています。 

本学看護学科が、これらの先行大学と同様に志願者を集められるとは、安易には考えていま

せんが、本学の立地条件や附属病院を持っている強み、医科大学としてのこれまでの実績など

から、入学定員である80人は、十分確保できるものと考えています。    （資料６、７） 

 

２）東京医科大学看護専門学校の志願動向 

本学の併設校である東京医科大学看護専門学校の平成20年度入試以降の５年間の志願者

動向を見てみると、平均で2.7倍の競争倍率があり、志願者数の波はあるものの、決して減少

傾向にはなく、むしろこの２年間は、平成23年度入試が4.1倍、平成24年度入試は3.4倍と平

均競争倍率は増加しています。 

４年制大学と専門学校では、志願者層の違いも指摘されますが、本法人が設置する看護専

門学校での50年近い実績は、これまで入学者を迎えた高等学校での認知度は極めて高く、一

定の評価をいただいているものと考えています。これらの学校にも働きかけ、学生確保に努

力することとしています。                         （資料８） 

 

３）都内及び近郊の高等学校へのアンケート調査  

本学では、平成24年2月から3月にかけて、平成24年度東京医科大学看護専門学校の合格者

を出した高等学校等の中から、協力をいただいた東京都及び埼玉県内の高等学校８校の1、2

年生990人に対し、本学看護学科設置に関するアンケート調査を実施しました。 

 

調査の結果は、990人のうち「4年制又は6年制大学を希望」する者が767人と、全体の77%

を占め、4年制大学への進学志望の高さを改めて裏付ける結果となりました。また、このう

ち「看護師を将来の職業として考える」者は、「思う」と「可能性がある」と答えた者の合 

計が全体で122人、16%を占め、国家資格のある職業への志向の高さがうかがえます。 

 

上記の「看護師を将来の職業として考える」者(122人)、調査時点では具体的な進路を決定

していない「どちらともいえない」と答えた者41人、計163人に対して、さらに本学看護学

科が設置されたら「本学看護学科を受験したいか」の質問を行いました。その結果は、「思

う」が35人、「今後、選択肢として考える可能性がある」が51人、合わせて86人が本学看護

学科への受験希望を示す回答を寄せてくれました。これは、全体の53%にあたり、本学の医

学科としての実績に信頼を寄せ、本学看護学科の設立を期待しているものと考えています。 
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また、志望校を選択する際のポイントについて質問(複数回答可)したところ、第１位は「国

家資格や就職の実績」で407人(構成比33％)、第２位が「施設設備の充実」で381人(同31％)、 

第３位が「自宅から通える」321人(構成比26％)という回答を得ました。 

これらの結果を、本学看護学科に照らし合わせると、第１位の理由については、併設の看

護専門学校の看護師国家試験合格率が過去5年間、95.0～97.8％と毎年100％に近い実績を維

持しており、教育担当者は変わるものの、本学看護学科においても高い水準を維持できるよ

う努め、実績を積み重ねながら受験生の信頼を高めていきたいと考えています。 

第２位の「施設設備の充実」については、新学科のための新校舎を建設することとしてお

り、設備も最新の機器・教具を整備することとしています。また、本学には３つの附属病院

があり、特に実習の中心施設である西新宿キャンパス内にある附属病院は、1,000床余の病

床を有し、すべての診療科を網羅しています。また、同じ大学の教職員として、教育方針の

共通理解が得やすく、質の高い教育が展開できるものと考えています。 

第３位の「自宅から通える」は、交通の利便性の話だともいえます。本学看護学科が設置

される新宿キャンパスは、ターミナル駅として日本一の利用者数を誇る「新宿駅」から徒歩

圏内（その他、地下鉄「新宿御苑前」「新宿3丁目」「東新宿」駅から、いずれも徒歩10分

以内）に位置しており、通学の利便性は極めて高いと考えられます。 

これらの調査から、本学看護学科がアピールできる点を十分整理し、効果的な広報を展開

していくことで、80人の入学定員は十分確保できるものと考えています。    （資料９） 

 

 

 

 

 

 

イ 本学看護学科の特色 

 

1.本学看護学科の人材養成の目的  

 

 近年、急速な人口の少子高齢化、疾病構造の変化、人々の健康意識や価値観の多様化、医療

技術の進歩などにより、人々のヘルスケアニーズが大きく変化している社会にあって、保健医

療福祉の提供体制は、様々な局面で再構築の必要に迫られています。また、昨年発生した東日

本大震災は、防災や減災の重要性を人々に再認識させただけではなく、現在の保健医療福祉サ

ービスの弱点や格差をも明らかにしました。人々の安心を保障する社会保障制度は、今や人口 

の少子高齢化、財政危機、放射線汚染や震災からの復興などの影響により危機的状況にあると

言っても過言ではありません。 
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このような激動の社会においては、自分の頭で考え、自らの成すべきことを的確に選択して

行動する力を有する人材が求められています。さらに、これからの若い人には、従来の発想か

らの転換を図り、新しい状況を理解して多様な課題に責任を持って取り組み、社会を切り拓く

ことが期待されています。これは、看護の世界でも例外ではありません。 

 

看護学は、実践の科学です。学問の対象である事象の実態から理論を抽出し、それらの理論

を事象に適用して検証するという実践科学において重要なことは、問題を見つけ出す力、論理

的思考能力、自分の考えを的確に表現できるコミュニケーション能力です。 

本学看護学科では、東京医科大学の建学の精神である「自主自学」に基づき、看護学を基盤

に、自ら考え、行動し、社会を切り拓く人材を養成することを目指しています。 

 

具体的には次のような人材の育成に力を注ぎます。 

 

① 豊かな教養と人間性を育み、高い倫理観と強固な使命感を持って、社会に貢献できる人

材の養成 

 

② 問題を抱える人々を統合的に捉え、病気の治療や回復のためのキュアと、生活の質（QOL）

の維持・向上を支援するケアとを一体のものとして提供できる人材の養成 

 

③ 既存の保健医療福祉制度の枠を超えて、創造的、自立的に考え、他職種と協力して行動

できる人材の養成 

 

④ 看護学が対象とする現象をよく理解し、概念化・理論化して科学的根拠に基づいた看護

実践であるBest  practice が行える基礎的能力を有する人材の養成 

 

⑤ 入院から在宅・地域へと療養の場が変化する中で、地域で暮らす人々の健康と生活を支  

える役割と責務を果たせる、グローバルな視点でローカルに活動できる人材の養成 

 

⑥ 国や人種や文化の違いを越えて、世界の人々の安全を脅かす問題に果敢に取り組み、グ

ローバルヘルスの理念を具現化できる国際感覚豊かな人材の養成 

 

⑦ 予期せぬ災害に備え、防災や減災の意識を高め、災害時の状況に応じた支援行動がとれ

る災害看護の基本的実践能力を有する人材の育成 
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２．教育目標  

 

 本学看護学科が目指す人材養成の目的に照らし、教育目標として、次の６項目を設定し、看

護学士としての学士力と看護実践能力を育成することに力を注ぎます。 

 

１)  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。 

２） 「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、病気や障害か

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。 

３） 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。 

４） 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。 

５） 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。 

６） 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。 

 

 

３．学科構成とその特徴  

 

 上記の教育目標を実現するため、本学看護学科には、『基礎分野』、『専門基礎分野』、『専門

分野』を置き、さらに『専門分野』は、＜療養生活支援領域＞、＜次世代育成支援領域＞、＜

統合領域＞で構成しています。自然や社会の様々な現象や人間を理解するための学問、看護を

実践する上で必要な医学をはじめとする幅広い関連学問、及び看護学の知識と技術を学ぶため

に、様々な授業科目から構成される教育体制を整えます。  

 

１）基礎分野 

  『基礎分野』は、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教育分野です。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

めの教育分野として構成しています。 

 

２）専門基礎分野 

  『専門基礎分野』は、看護学を構築するのに不可欠な内容として、人体の構造と機能、疾 
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病の成り立ちと回復の過程、健康や障害の状態に応じた社会資源の活用や関連する制度等の

理解を深めるための教育分野です。 

 

３）専門分野 

  『専門分野』は、あらゆる健康レベルのあらゆる年齢層の人々に看護を提供するにあたっ

て必要な看護学の専門的知識と看護援助技術を習得するための教育分野です。『専門分野』

には、＜療養生活支援領域＞、＜次世代育成支援領域＞、＜統合領域＞の３領域を置くこと

としています。 

 

＜療養生活支援領域＞は、成人期及び老年期にある人々を対象に、病気や健康障害を持つ

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で、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、精神看護学で構成します。 

 

＜次世代育成支援領域＞は、妊娠、分娩・出産から子育ての支援、病気や障害を抱えた子

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課題に対処し、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で、母性看護学とこども看護学で構成

します。 

 

＜統合領域＞は、『専門基礎分野』及び＜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分野であり、看護をマネジメントできる基礎的能力

を養う領域で、看護管理学、地域看護学、在宅看護学、国際看護学、災害看護学で構成しま

す。 

 

  本学看護学科の特徴は、＜統合領域＞を置き、地域における看護力の強化を目指すための

教育体制を整えている点にあります。入院期間の短縮、高齢人口の増大、疾病構造の変化な

どの影響により、今後ますます病院以外の場におけるキュアやケアの必要性が増してくると

考えられます。国際化や防災・減災の観点からも地域やコミュニティをベースとして、そこ

に暮らす人々、家族、集団を対象に、効率的に質の高い看護を提供できる看護職を育成する

ことは、極めて意義あるものと考えています。      

   （カリキュラムの構成：資料１０） 
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ウ 学科の名称及び学位の名称 

 

本学看護学科は、設置の趣旨及び必要性や教育課程等に基づき、看護学を教育研究分野とし

ていること、また、国際的な通用性があり、学生及び一般社会においても分かりやすいよう、

学科の名称を「医学部看護学科」とし、授与する学位は、「学士（看護学）」とします。 

 

それぞれの英訳名称は、下記のとおりとします。 

 

○学部の英訳名称   Faculty of Medicine  

○学科の英語名称   School of Nursing 

○学位の名称     Bachelor of Nursing Science 

 

 

 

 

 

 

エ 教育課程の編成の考え方及び特色 

 

１．教育課程の編成の考え方  

 

 本学看護学科のカリキュラムは、1年次から 4年次までの期間で、段階的に知識や技術の習

得を積み上げていけるように構成しています。カリキュラムは、『一般教育科目』、『専門基礎

科目』、『専門科目』の 3つの科目群によって構成します。 

 

１）一般教育科目 

  一般教育科目は、＜自然を知る科目＞、＜人間を知る科目＞、＜社会を知る科目＞、＜問

題解決＞、＜グローバルコミュニケーション＞に区分し、人間や人間を取り巻く環境や様々

な現象について理解を深め、倫理観を養い、豊かな知性と人間性を身につけるために、全体

で 29の授業科目で構成しています。 

 

２）専門基礎科目 

  専門基礎科目は、＜病気と治療＞と＜保健医療福祉のしくみ＞の 2つに区分し、それぞれ

に関係する 18の授業科目で構成しています。 
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＜病気と治療＞は、人体の構造と生理的機能、病気や健康障害の病理・病態、治療や回復

過程を理解するための医学、臨床薬理学、栄養代謝学、臨床心理学等、また、病気や

健康障害の原因を探求する疫学などを学ぶ 11の授業科目で構成しています。 

 

＜保健医療福祉のしくみ＞は、医療とは何か、保健・医療・福祉の関係はどんなものか等

日本の社会保障制度について学ぶための授業科目、及び他職種との連携・協働として

のチーム医療、医療の安全管理などを学ぶ 7つの授業科目で構成しています。 

 

 

３）専門科目 

  専門科目は、看護学の知識や技術について学ぶ科目群で、＜看護の基礎＞、＜生活環境と

看護の対象＞、＜看護援助の方法＞、＜看護提供のしくみ＞、＜グローバルヘルス＞、＜看

護の統合＞、＜コミュニティヘルスケア＞に区分し、それぞれ関連する 51 の授業科目で構

成しています。 

 

＜看護の基礎＞は、看護学とは何か、看護倫理の基礎と倫理的意思決定の方法、看護学にお

ける重要な概念や理論など基本的な考え方、人との関係性を構築するスキルとしてのコ

ーチングなどを学ぶ 7つの授業科目で構成しています。 

 

＜生活環境と看護の対象＞は、看護の対象である人間のライフサイクルと健康問題について、

また、健康問題を抱えた人々の生活を支援するための基本的援助の科学的根拠と具体的

な方法を学ぶ 6つの授業科目で構成しています。 

 

＜看護援助の方法＞は、看護の援助論としてのコミュニケーション技法、看護過程、科学的

根拠に基づく看護について、また、人の健康状態をアセスメントする方法や病気の回復

を促す治療的な看護援助技術など、あらゆる年代の健康障害や病気を抱える患者やその

家族の看護援助方法について学ぶ 18の授業科目で構成しています。 

 

＜看護提供のしくみ＞は、看護サービスの提供はどのように行われるのか、看護システムの

管理はどのように行われているのかについて学ぶ 3つの授業科目で構成しています。 

 

＜グローバルヘルス＞は、災害で被災した地域や人々への看護活動、防災や減災の基礎的知

識と啓蒙の方法、また、国や人種、文化の違いを越えてグローバルな視点で世界の人々

に対して必要な看護が実践できる基礎を学ぶ 5つの授業科目で構成しています。 
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人や物が自由にかつ迅速に世界中を移動する時代にあっては、他国の健康危機がすぐ

に自国の危機になり得ます。ここでは、世界中の人々の健康が守られることが自国民の

健康と安寧につながるということを十分に理解し、常に世界にも目を向けて看護を考え

ることを学びます。 

 

＜看護の統合＞は、4 年間の学習の集大成として、一人ひとりの学生が自分自身の興味や関

心、疑問から学習課題を明確にし、統合実習とゼミ形式による学習によって課題を探求 

して深め、様々な観点からまとめることを通して、知識や技術と実践の統合を試みるこ

と、また、研究的視点と方法を学ぶ 4つの授業科目で構成しています。 

 

＜コミュニティヘルスケア＞は、保健師国家試験受験資格を取得するのに必要な 8つの授業

科目で構成しています。ここでは、保健師に期待される役割を遂行するために必要な地

域看護学の知識、保健指導や地区診断等の地域看護活動の方法論、保健行政について学

ぶ科目を設定しています。また、学校保健や産業保健の実情やそこでの保健師の役割と

具体的な活動について学ぶ科目も設定しています。 

 

 

２．学習の展開  

 

＜1年次＞                    

  1 年次には、看護学を学ぶ上での基礎となる一般教育科目を履修し、看護の対象である人

間や環境、社会について理解を深めるとともに、科学的思考の基礎となる問題解決のための

方法を学びます。語学に関する授業科目は、できるだけ選択肢を多くして様々な言語が学べ

るようにしており、特に英語は、基礎的な能力を徹底的に養うために必修科目に加えて、学

習の進度に合わせて常に英語に触れることができ、会話や英文論文の読解などの能力を養え

るように、4年間を通して 3科目合計 5単位の科目を配置しています。 

 また、疾患や健康障害を理解するための前提として、1 年次の前期と後期の通年で、人の

からだのしくみや生理学的機能、疾病の成り立ちについて学ぶために、「人体の構造と機能」、

「病理病態学」の授業科目を設定しています。さらに、医療とは何か、医学と看護学の違い

は何か、医学倫理や保健医療福祉サービスがどんな制度で行われているかについて学ぶ「医

療概論」や「社会保障制度論」の授業科目を設定しています。 

 

看護学については、1年次では、看護とは何か、看護の専門職性とは何かといった看護の

本質や看護の概念、看護職の行動規範としての看護倫理、看護の対象と関係性を構築する手

段としてのコミュニケーション論について学ぶ「看護学概論」、「看護倫理Ⅰ(基礎)」、「看護
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リテラシーⅠ(概念の理解)」、「看護援助論Ⅰ(コミュニケーション論)」の授業科目を設定し

ています。さらに、健康や健康障害が人の生活にどのように影響するのか、あるいは生活の

破たんが健康にどう関連しているのか、病気や障害だけでなく、病気や障害を持つ人々の生

活を支援することの意味について幅広く、深く学ぶ「健康生活支援論」、「健康生活支援論演

習」の授業科目を設定しています。 

1 年次の前期の終りには、人々の生活がどのようなものか、病気や障害を抱えながら生活

するということがどういうことか、地域と病院での療養生活の違いなどを探るために「健康

生活支援論実習」と「看護初期実習」の実習科目を設定しています。 

 

 

＜２年次＞ 

 ２年次には、看護を実践する上で不可欠な知識を幅広く学びます。 

ここでは、病気の回復の過程を学ぶための「診断治療学Ⅰ(内科、外科)・Ⅱ(小児科、産

婦人科)・Ⅲ(精神科)」、「栄養代謝学」、「臨床薬理学」の授業科目を設定しており、また、

病気の原因を追及する「感染免疫学」、心の機能と健康について学ぶ「臨床心理学」などの

授業科目を設定しています。 

これらの知識を基盤に、看護の対象をライフサイクルや疾病回復過程の視点から理解する

方法、看護を提供するための方法論として看護過程の展開方法、科学的根拠に基づく看護実

践の方法、身体の状態を観察し判断するフィジカルアセスメント、健康の維持増進や病気の

予防のための健康教育やヘルスプロモーションの概念などについて学ぶ「看護対象論Ⅰ(ラ

イフサイクル)・Ⅱ(疾病の回復過程)」、「看護援助論Ⅱ(看護過程の展開)・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」などの授業科目を設定し

ています。 

さらに、保健医療福祉のしくみを理解する授業科目を設定し、看護の提供の基盤となる看

護提供システム、他職種との連携や協働のしくみ、医療の安全管理を学ぶ「看護サービス提

供論」、「チーム医療論」、「医療安全管理論」などの授業科目を設定しています。また、様々

な健康事象を説明するデータや指標を量的に分析し、健康課題を見出す手法を学ぶ「保健統

計学」の科目も設定しています。 

 

 ２年次には、1 年次及び２年次の学習で得た知識と技術を実際に実践現場で適用するため

の「看護基礎実習」と、実際に病院で看護がどのようなシステムの中で展開されているか、

病院の看護体制や病院の機能などを学ぶ「看護システム実習」を設定しています。 

  なお、２年次には、保健師国家試験受験資格の取得に必要な科目として、国民の健康増進

や健康への意識の啓発、学校や産業の場で行われる健康増進・疾病予防活動について学ぶ「地 

域看護学概論」、「学校保健論」、「産業保健論」などの授業科目を設定しています。 
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＜３年次＞ 

 ３年次は、１年次・２年次に学習した知識を基盤に、看護援助の知識と技術を具体的に学

ぶ段階です。 

３年次後期の臨地実習に先立ち、キュアとケアを一体のものとして提供できるように、科

学的根拠に基づく看護援助技術を訓練し習得する「治療看護技術論Ⅰ(成人・老年)・Ⅱ(こ

ども・女性)・Ⅲ(精神)」、「在宅看護援助論」、「災害看護論演習」の演習科目や、看護の現

象を科学的に理解し探求するための方法を学ぶ「看護研究法」の科目を設定しています。 

 さらに、健康の維持増進、疾病の予防のために必要な社会学的知識と人間集団についての

疾病の特徴を観察分析することを学ぶ「公衆衛生と疫学」や、災害看護の意義や役割・機能

について学び、短期から中長期までの災害看護援助技術を習得するための「災害看護論」、｢災

害看護論演習｣の科目を設定しています。 

 

３年次の後期には、臨地実習によってそれまでに学んだ知識と技術を、実際の現象や状況

に適用することを通して、看護の知識や技術を確実なものとするよう「看護展開実習Ⅰ(成

人)・Ⅱ(老年・在宅)・Ⅲ(こども)・Ⅳ(母性)・Ⅴ(精神)」の科目を設定し、実習を通して、

患者の状態や患者が置かれている状況を観察し、情報を収集して、何が問題か、何が今必要

なケアかを判断し、実際に支援を行うという看護のプロセスが確実に実践できるように指導

します。 

また、保健師国家試験受験資格の取得に必要な科目として、保健行政のしくみや保健指導

の理論と方法を学ぶ「保健行政論」、「地域看護学演習Ⅰ(保健指導の理論)」の科目を設定し

ています。 

 

 

＜４年次＞ 

 ４年次には、学習の集大成として、今までに学んだ様々な知識や技術を整理・統合し、学

生一人ひとりの学習課題を明確にし、看護の現象を深く探求する力を養うために、「看護課

題ゼミ」、「統合実習」、「卒業研究」といった授業科目を設定しています。 

 「卒業研究」は、選択科目でありますが、それは、本看護学科では科学的根拠に基づく看

護実践を行う基本的能力を養うことを目標に掲げ、研究を読む力、クリティークする力、実

践に活用する力の育成に力点を置いているからです。「卒業研究」に代わるものとして、必

修科目として「課題ゼミ」と「統合実習」を課し、まとめとしてレポートを提出させること

を考えています。 

また、保健師国家試験受験資格の取得に必要な科目として、保健所等、包括支援センター、

病院の地域連携室、健康診査施設等の保健師が活動している場で実習を行い、実習を通して

「地域」や「コミュニティ」の健康危機管理、疾病予防、健康の維持・増進という考え方と

方法論の習得を目指す「地域看護学演習Ⅱ(地域看護活動)」、「地域看護学実習」、「地域看護
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管理論」の科目を設定しています。 

さらに、これまでの学習を基に、国外にも目を向けて、広く世界の健康問題について理解

し、実際にそれらの課題の支援活動について学ぶ「国際看護活動論」、「国際看護フィールド

ワーク」の科目を設定しています。                                                

 （履修モデル：資料 11） 

  

 

３．教育課程の特色  

 

本学看護学科の教育課程の特色は、以下のとおりです。 

 

１）充実した教養科目構成 

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。特に＜問題 

解決＞という科目区分を設け、情報の収集・分析、問題や課題の探求方法、説明力の強化等

を図る教育を実施します。 

 

２）関連した知識を統合的に学べる科目構成 

本学看護学科の教育課程の編成においては、幅広く多種多様な授業科目を履修するにあた

って、学生ができるだけ知識を統合できるように構成しています。例えば、人体構造である

「解剖学」と人体の機能を学ぶ「生理学」、「病理学」と「病態学」は分けて教授するのでは

なく、「人体の構造と機能」や「病理病態学」として統合することにより、内容の重複や分

断を避け、関連した知識を系統的、総合的に学習できるように工夫しています。 

この考え方は、専門科目においても同様で、従来の対象者別での科目区分を改め、看護学

のコアとなる 6領域を設定し、それに沿った科目区分としています。これにより、看護学と

しての共通基盤についての理解を深めた上で、対象者の違いによる特殊性がより明確に学べ、

状況への対応力や応用力が育つとものと考えています。 

 

３）科学的根拠に基づいた看護援助技術を確実に習得できる科目構成 

＜看護援助の方法＞では、コミュニケーション論、看護過程の展開、Evidence Based 

Nursing など、看護援助の基本的な知識と方法論について学びます。「フィジカルアセスメ

ント」、｢治療看護技術論Ⅰ(成人・老年）、Ⅱ(こども・女性)、Ⅲ(精神)｣では、健康に問題を

持つ人々の心身の状態をアセスメントし、問題を判断し、必要な援助技術を適用できる能力

を獲得することを目指します。また、各年次に学習段階に応じた臨地実習を組み入れ、知識

を実践に応用し、実践から問題や課題を抽出して概念化、理論化する機会を通して、理論と

実践を統合できるようになることを目指します。4 年次に統合実習を 4 単位設定しているの

も、このような考え方によるものです。 
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４）専門基礎科目、専門科目において選択科目を設定 

学生のより主体的な履修を促進するために、専門基礎科目や専門科目においても、学生が

自分の興味関心によって学べるよう、選択科目を充実させています。 

 

 

５）グローバルヘルスの実践力をつける科目を設定 

国や人種や文化の違いを越え、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、国際看護や災害看護に関する授業科目を設定しています。また、国際看護のフィール

ドワークも選択できるように設定し、選択した学生には海外での看護活動を体験させるため

の教育環境を整備します。 

  

 ６）人々の「生活」に焦点を当て、「生活」を支援することを強調する教育 

カリキュラム全体を通して、生活と健康の関連を理解し、健康的な生活の維持、病気や障

害によって破たんや支障をきたしている生活の支援など、看護が人々の「生活｣や｢日常性｣

に焦点を当てていることを強調する教育を展開します。人々が生活したい場で療養や健康生

活を支援できるように、また穏やかな最期を支援できるように在宅看護や地域看護の援助論

を学べるようにしています。これにより、病院から地域へ療養の場が移行しても継続した看

護が行える人材が養成でき、「地域の看護力」の強化につながると考えます。 

 

 

４．一般教育の実施体制   

 

 本学の一般教育については、現在、一般教育主任の下に「一般教育代表者会議」を置き、そ

の責任の下に実施しています。 

一般教育主任は、医学科教授会、医学部教授会代表者会議の構成員であり、看護学科教授会

にも、必要に応じ出席することができます。 

 現在は、単科の大学であることから、一般教育担当の教員は、全員医学科の所属となってい

ますが、看護学科が併設されることになれば、将来的には、両学科にまたがる全学的な組織と

して「一般教育センター」（仮称）の設置が検討されています。 

 

当面の一般教育の実施体制は、一般教育主任の下の「一般教育代表者会議」に、看護学科所

属の教員 3名が構成員として加わり、看護学科の意見を反映することとします。 

なお、看護学科から加わる教員は、学科内に置かれる「カリキュラム委員会」の委員を兼ね、

看護学科の教育課程の中での一般教育の位置づけや在り方等を、全体の視点から見ることがで

きる人材を出席させたいと考えています。 
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オ 教員組織の編成の考え方及び特色   

 

 本学看護学科の専任教員は、教授、准教授、講師、助教で構成し、専任教員数は、開設時に

は、教授 9 名、准教授 5 名、講師 5 名、助教 5 名の 24 名が就任し、2 年目には、教授 1 名、

准教授 3名、講師 2名が就任することになっており、計 30名の教員体制とします。 

 就任予定の 30名の専任教員の年齢構成は、完成年度においても、60歳台が 4名、50歳台が

10 名、40 歳台が 13 名、30 歳台が 3 名であり、年齢構成は、バランスのとれたものとなって

います。特に、全体の 53.3％を 40歳台と 30歳台の教員が占めており、経験、実績ともに充実

した年齢層が教育の中核を担うことになります。 

 なお、完成年度において、本学就業規則で定める 65歳の定年を超える教員が 3名含まれて

いますが、別添資料のとおり、完成年度が終了するまで在任できる旨の特例規程を設けており、

完成年度まで安定した教員組織の編成ができるよう措置しています。      （資料１２） 

 

＜教員の年齢別構成…完成年度＞ 

 

 本学看護学科は、看護専門職を養成する学科であることから、30名の専任教員のうち、厚生

行政や政策論を専門とする教員 1 名を除く 29 名は、全員が看護師の免許を保有しています。

また、この内容を見てみると、看護師と保健師の免許を持つ者が 13 名、看護師と助産師の免

許を持つ者が 7名、看護師、保健師、助産師の 3つの免許を保有する者が 1名となっています。 

 

 学位の取得状況は、看護職の免許を有する 29 名は、全員が修士の学位を有しており、この

うちの 10名は、博士の学位を有しています。また、現在、博士課程に在籍している教員が 11

名おり、これらの教員は完成年次までには博士の学位を取得できる見込みです。 

 

看護職の免許を有する 29 名の専任教員は、全員が臨床又は地域での実践経験があり、優れ

た看護実践能力を有する専門職業人でもあり、研究教育業績にも優れ、4 年制の大学で看護学

を教授する資格を十分に備えているものと考えています。  

 教授 准教授 講師 助教 全体 

60歳台 4名 0名 0名 0名 4名 

50歳台 5名 3名 0名 2名 10名 

40歳台 1名 5名 5名 2名 13名 

30歳台 0名 0名 2名 1名 3名 

平均年齢 57.1歳 47.8歳 41.3歳 44.6歳 48.7歳 
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 30 名の専任教員の専門領域は、保健行政が 1 名、基礎看護学が 7 名、成人看護学が 6 名、

老年看護学が 1名、こども看護学が 2名、母性看護学が 5名、精神看護学が 3名、在宅看護学

が１名、地域看護学が 2名、看護管理学が１名、国際・災害看護学に 1名を配置しており、各

領域の配置授業科目の単位数等に配慮したバランスの取れた教員構成となっています。 

 

 なお、実習指導や研究の補助を中心に行う助手は、6 人を配置することとしており、本格的

に実習が始まる平成 26年度に採用を予定しています。 

 

以上のように、教員組織は、職位、年齢構成、専門分野の構成、学位の保有状況などにおい 

て、バランスの取れた構成となっており、学生に対して適切な教育が行われることを保証でき

るものと考えています。  

 

 

 

 

 

 

 

カ 教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

 

１．教育方法  

 

 本学看護学科の教育課程は、従来の対象者別の科目構成ではなく、学生が関連する知識や技

術を系統的、統合的に学ぶことができるような設定になっています。したがって、多くの授業

科目で、教育のテーマを中心に、複数の教員がオムニバスで教授するスタイルをとることとし

ています。 

そのため、各授業科目内又は授業科目間で重複や漏れがないように、科目担当者による綿密

な教育内容の検討を行います。これにより、教授すべき内容が吟味でき、学生が達成すべき目

標や習得すべきコアになる重要な知識や技術について明確にできるものと考えています。 

 

 また、本学の建学の精神は「自主自学」であり、学生が自ら問題意識を持って進んで学ぶこ

と、自分の頭で考え、判断し、行動できるようになることを目指しています。学生の自主的、

主体的な学習を促進するために、グループワークを多用し、適切な課題を提供して学生が各自

であるいは学生同士で協力して探求し、考え、議論する機会を増やすような授業を展開します。 
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 具体的には、PBL あるいは TBL の手法を取り入れ、知識の定着を図り、応用力を養うこと

を目指します。少人数のグループワークにより、一人ひとりの学生の発言チャンスも増え、参

加型の授業を展開できるものと考えています。 

 本学看護学科では、科学的根拠に基づく看護実践を行える人材の養成を目指しています。こ

のため、病院や在宅、地域などあらゆる看護の実践現場で、どんな状況にあっても適切に臨床

判断をし、必要な看護援助を考え、適切な技術を駆使してケアを実行できる能力や、他職種と

連携したチーム医療や地域連携を実践できる能力を育成するための教育方法として、シミュレ

ーション教育を積極的に導入します。 

 

特に、入院患者の重症化や治療技術の高度化、患者の権利意識の高まりなどによって、臨地

実習において多くのことを経験しにくくなっている現状では、学内の演習で現実の看護の状況

に近似した状況を再現し、高性能な人型シミュレータを用いて、単なる技術訓練ではなく、思

考のプロセスを強化できるフルスケールシミュレーションを行います。 

シミュレーション教育の利点は、失敗できるという安心感とその失敗から学べるということ

です。失敗を振り返り、何回でも繰り返して訓練することにより、思考や考え方が洗練され、

知識がより確実なものとなるとともに、安全で確実な技術を身につけることができます。効果

的なシミュレーション教育を行えるように、シミュレーションセンター（実習室２室、シミュレ

ーションルーム 6 室、ディブリーフィングルーム 2 室で構成）を整備するとともに、教員の指導

力の強化を図っていきます。 

 

（学内における演習体制） 

 学内演習では、80名の学生に対して 1ベッド当たり学生 4名を配置できるようベッド数を確保してい

ます。また、各ベッドには、高性能な患者モデルを配置し、各演習科目で技術演習を行う場合には、2

～3ベッド当たり、1名の担当教員を配置します。 

 平成 25年度には、「第 2看護学科棟」の 1実習室を使用するため、実習室での学内演習は、学生

80 名を 2 班に分け、1 班 40 名で行います。実習室での演習を行っていない一方の班は、別室講義

室において、5～6 名の小グループとなり、主体的にＴＢＬ・ＰＢＬで提示された課題に基づいてグルー

プワークを行うこととします。 

 

 

２．履修指導の方法  

 

本学看護学科では、各年度のはじめに全学生を対象に履修ガイダンスを実施することとして

います。 

 



22 

                     

 

１）入学時履修ガイダンス 

入学時の履修ガイダンスでは、学生が本学看護学科の教育理念や教育目標、本学看護学科

がどのような人材を育成しようとしているか、卒業時にどんな能力を獲得していなくてはい

けないかといったことを十分に理解できるよう、カリキュラム体系と各科目の教育内容につ

いて４年間の履修モデルを示しながら説明します。同時に、科目履修の注意点や履修届けの

方法、修了要件等についても詳細に説明します。また、本学看護学科は、保健師国家試験受

験資格の取得は選択制にしているので、選択の方法についての説明や本学看護学科において

取得できる資格と、そのための履修についても説明します。これらの内容は、学生便覧に詳

述し、学生に確実に周知します。 

履修ガイダンスは、看護学科長及び教務担当教員によって行うこととし、高校までの学習

と大学で学ぶことの違いや、自主的、主体的に学ぶことの重要性を理解させます。また、全

教員と 1年生の担任となる教員の紹介や担任制度の概要を説明します。 

 

２）進級時履修ガイダンス 

進級時の履修ガイダンスでは、個々の学生の成績結果に基づいて、学生自身が履修計画を

的確に立てられるように指導します。単位の修得状況によっては、前の学年で単位を取得で

きなかった科目を履修できない場合もあるので、担任教員が学生と面接をして、個別に履修

指導を行います。 

学生の興味関心に基づいて選択できる授業科目についても、担任教員を中心に学生の履修

相談体制を整えます。（担任教員制度については、Ｐ47に詳細を説明） 

 

 

３．進級要件と卒業要件  

 

 １）進級要件 

  本学看護学科においては、第１学年及び第２学年に配当された『専門基礎科目』及び

『専門科目』の必修科目 50 単位のうち 47 単位(「看護基礎実習」は必須)以上を修得し

なければ、第２学年から第３学年への進級はできないことを、学則及び別に定める「履

修規程」に明記することとしており、前述の入学時や進級時のガイダンスにおいても十

分な指導をしていくこととしています。 

 

２）保健師国家試験受験資格取得に係る先修条件 

  保健師国家試験受験資格の取得を希望する者は、各年次で指定されている次の科目の単位

修得及び下記③の選抜に合格することが条件となります。 
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① 2年次から 3年次に進級するために必要な単位を取得していることに加えて、「地域

看護学概論」、「学校保健論」、「産業保健論」の 3科目、計 4単位をすべて修得してい

ること。 

② 3年次に、｢保健行政論｣、「地域看護学演習Ⅰ」の 2科目、計 3単位をすべて修得し

ていること。  

③ 3年次後期に実施する面接試験及び総合的な成績評価に合格すること。 

④ 4年次に行う「地域看護学実習」の先修条件として「地域看護学演習Ⅱ」（1単位）

を修得していること。 

⑤ 4年次に、「地域看護学実習」、「地域看護管理論」の 2科目、計 5単位をすべて修得

していること。 

 

３）卒業要件 

本学看護学科の卒業要件は、必修科目 106単位、選択必修科目 18単位以上の合計 124単

位以上の単位を修得し、卒業試験に合格した者について、教授会の議を経て、学長が卒業を

認定することとしています。また、卒業要件を満たせば看護師国家試験受験資格が得られま

す。 

保健師国家試験受験資格を希望する場合は、卒業要件となる看護師国家試験受験資格取得

に必要な 124単位以上に加えて、選択必修科目 13単位以上が必要で、合計 137単位以上の

単位の修得が必要になります。 

 

 ＜卒業試験＞ 

卒業試験は、学生の 4年間の学習成果を総合的に評価することを目的に実施するもので

あり、試験方法は、1 年次から 4 年次までの『専門基礎科目』と『専門科目』の学習内容

から、300問の問題を精選し、筆記試験として実施するものです。 

内容は、基本的知識や一般的な知識を問うことを原則とし、単純択一式、正誤形式、空

欄補充、状況設定問題等様々な形式を織り交ぜ、暗記、解釈、推論など幅広い局面から、

学生がどの程度の知識を習得しているかを判断できるように工夫します。 

300問の内訳は、科目の単位数と重要度によって重みづけをして決定します。 

 

 

 ４）履修登録単位数の上限 

 学年当たりの履修科目の登録単位数の上限は、42単位とします。必修科目や実習、演習科目

が多いことなどから、過密な履修になることが心配されますが、このことにより学習の深化が

損なわれないよう、各年度の履修指導においても十分指導することとしています。 

 また、学年当たりの履修科目の登録単位数の上限は、「東京医科大学医学部看護学科履修規

程」に明記することとします。 
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キ 施設、設備等の整備計画 

 

１．校地、運動場整備計画   

 

本学は、新宿区内に新宿キャンパス（新宿六丁目）と西新宿キャンパス（西新宿六丁目＜東京医

科大学病院＞）の２校地、及び茨城県稲敷郡阿見町と東京都八王子市内に附属病院を有する単科の

医科大学です。 

 

既設の医学科の教育は、入学次から３年次前期までを新宿キャンパス、３年次後期から６年次ま

でを西新宿キャンパスで実施しています。 

 

今回申請の看護学科は、主として新宿キャンパスにおいて教育を行い、臨床実習については、

西新宿キャンパス（東京医科大学病院）を中心に教育を行います。 

 

 本学看護学科が設置される新宿キャンパスの敷地面積は、15,833㎡であり、新宿駅からは徒

歩 20分、東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」からは徒歩 7分、都営新宿線「新宿三丁目駅」、

東京メトロ副都心線及び都営大江戸線「東新宿駅」かはら徒歩 10分弱と、交通の便に極めて

恵まれた立地となっています。                       （資料１３） 

                                                                

新宿キャンパスは、新宿区内にありながら都会の雑踏とは幾分離れた住宅街に位置しており、

狭いながらもキャンパス内の各所に樹木を配置し緑地化を図り、学生の憩いの場として利用で

きる空間にも配慮しています。また、新宿キャンパスと西新宿キャンパスは、「東京メトロ丸

の内線」で結ばれており、これを利用すれば 20分程度、徒歩でも 30分程度で移動が可能です。 

 

 新宿キャンパスには、校舎等のほか、運動場（2,891㎡）及び体育館（1,666㎡）が整備さ

れています。また、別地の練馬区石神井台には、テニスコート２面（1,320㎡）が整備されて

おり、医学科との共用で、授業やクラブ活動に利用できます。         （資料１４）                                          

 

 

２．校舎等施設の整備計画   

 

１）施設の整備計画 

  看護学科の校舎は、新宿キャンパス内に「第一看護学科棟」(新築 3,930㎡)が平成 26年 1

月末に完成し、本学科の中心的校舎となります。また、現在本部棟として使用している建物

を「第二看護学科棟」(改修 1,301.6 ㎡)として平成 25 年 1 月までに改修し、教室、実習室、

教員研究室等を整備します。                 （資料１５、１６、１７） 
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＜平成 25年度の教育＞ 

  施設の整備は、年次計画での整備を計画しており、初年度（25 年度）については、「第二

看護学科棟」を中心に授業を行います。「第二看護学科棟」は、大教室(収容 90 名)1室、実

習室 1室、中教室(収容 45名)１室、学科長室、学科事務室、教員研究室 19室、助教・助手

研究室 1 室、非常勤講師控室 2 室、学生ロッカー室等を整備することとし、「基礎新館」１

階に演習室 2室を整備し、1年次 80人の教育に支障のないよう配慮しています。 

 

また、情報教育は、平成 25年度は、医学科と共用で「総合情報棟」の情報実習室（56席)

を使用することとしますが、平成 26年度からは、「第一看護学科棟」内に本学科専用の情報

処理教室（56席、パソコン 56台）が整備されます。 

  

 

＜平成 26年度以降の教育＞ 

  平成 26年度以降は、５階建の「第一看護学科棟」(3,930㎡)を教育拠点として、講義、演

習、実習等を行います。「第一看護学科棟」施設の主な内容は、大教室 4室、シミュレーシ

ョンセンター（実習室２室、シミュレーションルーム 6室、ディブリーフィングルーム 2室

で構成）、情報処理教室 1室、演習室 2室、教員研究室 26室、助教研究室 1室( 6～8名対

応）、助手研究室 1室(6名対応)、学生自習室 1室であり、その他、教員のミーティングスペ

ース、学生と教員が随時面談が行えるような「学生相談室」なども設け、学生間だけではな

く、学生と教員が気軽に交流できる環境を整備することとしています。 

 

  また、「第二看護学科棟」は、学科長室、教員研究室、学科事務室等が新しい「第一看護

学科棟」に移り（教室 2、実習室 1は、そのまま利用）、その後のスペースを演習室 7室、ミ

ーティングルーム 2室に改装することとしています。 

さらに、併設の看護専門学校は、平成 26 年度に募集を停止することとしていますが、当

専門学校が使用していた「基礎新館」内のスペースは、平成 26 年度以降、順次、看護学科

及び医学科に転用（概ね医学科と看護学科は半々を利用）することとしています。これによ

り、さらに充実した教育環境の整備が可能となります。 

 

  なお、現在、医学科が使用しているすべての校舎に無線 LAN 機能を整備しており、どこ

でも学生個人のパソコンが接続可能で、ICTを利用した教育、学習がより充実したものとな

るよう配慮しています。「第一看護学科棟」及び「第二看護学科棟」でも、同様の無線 LAN

環境を整え、いつでもアクセスが可能となるような配慮を行います。          
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２）実習等に使用する器具等の整備  

 学内での演習は、科学的根拠に基づいた看護技術を確実に習得できるよう、知識・技術を

実践に応用できる能力を養うために、シミュレーション教育を１年次から４年次までのすべ

ての演習科目に取り入れます。 

演習に使用する機器としは、高性能医療トレーニングシミュレータの「乳幼児シミュレー

タ」並びに「成人シミュレータ」、「スキルトレーニングモデル」などを多数整備することと

しています。 

 

また、実習室は、臨地の状況をよりリアルに再現するため、病院の病室を模した設備の配

置や在宅療養の場で実際に使用している医療備品・器具を整備します。実習室は、基本的に

シミュレーションセンターとしての機能を持ち、基礎看護から成人・老年・こども・母性・

精神看護、在宅看護、災害看護、救命救急まで、様々な状況を設定したフルスケールシミュ

レーションを行えるよう、テレビモニターなどの映像・音声システム、デイブリーフィング

のための部屋、グループワークのためのテーブル、椅子などを整備します。 

（実習等に使用する主な教具、器具等の備品リスト…… 資料１８ ） 

 

 

 

３．図書等の資料及び図書館の整備計画   

 

１）図書館の規模、整備計画等 

現在、本学図書館は、西新宿キャンパス(病院地区)にある図書館を本館（993㎡ 74席／「新

教育研究棟」完成後の平成 25 年 7 月からは、当該施設に移転(1,042 ㎡ 74 席)）とし，本学

科設置予定の新宿キャンパス（821 ㎡ 145 席）、茨城医療センター（289 ㎡ 26 席），八王子

医療センター（180 ㎡ 25 席）及び世田谷分館（131 ㎡ 4 席）にそれぞれ分館が整備されて

おり、計５図書館で構成されています 

 

○主として看護学科の学生が利用する図書館概要（開設時） 

区  分 面積 席数 備 考 

本館（西新宿キャンパス） 993㎡ 74 検索用パソコン 15台 

分館（新宿キャンパス） 512㎡ 63 検索用パソコン 10台 

看護図書分室（  〃  ） 190㎡ 46 検索用パソコン 10台 

看護学科図書・自習室（ 〃 ） 119㎡ 36 検索用パソコン 5台 

 

また、新宿キャンパス内には、図書館分館分室として、看護関係図書を中心に整備された 

「看護図書分室」があり、現在は併設の看護専門学校が主として使用しています。 
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本学看護学科は、新宿キャンパス内にある図書館分館（閲覧席 63席）を医学科（1～3年

前期））と共用することとし、「看護図書分室」（閲覧席 46席）も専門学校と共用することと

しています。また、看護学科専用のスペースとして、基本図書を配架した「看護学科図書・

自習室」を整備することとしており、閲覧席は、36席となっています。 

西新宿キャンパスにある本館は、主として医学科 3年生（後期）から 6年生が使用してお

り、74席の閲覧席が設けられています。 

 

なお、新宿キャンパスに併設されている看護専門学校は、平成 26 年度から学生募集を停

止し、平成 27 年度末に廃止することとしており、当専門学校が使用していた教室や実習室

等のスペースを改修し、主として看護学関係の図書を中心に、パソコン周辺機器や無線 LAN、

閲覧席の増設などを整備し、さらに充実した図書館整備を予定しています。 

 

図書館の開館時間は、本館は 8：30から 22：00まで、分館は 9：00から 18：00までと

なっていますが、分館では、閉館後の時間外利用を登録制で行っており 24時間利用が可能

となっています。 

「看護図書分室」の開館時間は、9：00から 18：00までで、登録制で 22：00まで利用で

きるシステムをとっています。また、「看護学科図書・自習室」は、8：30から 21：00まで

の利用ができるように考えています。 

  

 

 ２）蔵書、雑誌、電子ジャーナル等の整備 

平成24年4月現在の蔵書数は、4キャンパス合わせて図書が117,854冊（うち外国書21,236

冊）、雑誌が 1,614種（外国誌 269種）、153,244冊、合計 271,656冊となっており、DVD

等の視聴覚資料は、1,273点を所蔵しています。また、電子ジャーナルは、6,846（うち外国

ジャーナル 5,196）タイトルが利用可能となっています。 

このうち看護学関係の図書は 2,782 冊、雑誌が 175 タイトル、視聴覚資料は 39 点を所蔵

しており、電子ジャーナルは約 210 タイトルにアクセスが可能です。また、開設にあたり、

看護学科の新規購入図書予算が医学部医学科図書予算とは別枠で確保されており、新たに図

書 1,900冊、雑誌 22種、視聴覚教材 90点を整備することとしています。 

 

 

 ３）学内ＬＡＮの構築及び他大学図書館との相互利用 

全キャンパスで学内無線 LAＮが構築されており、図書館のホームページから電子ジャー

ナル・電子ブックなど各種サービスを利用できるようになっており、オンライン蔵書検索に

より各館の蔵書を即座に確認でき、相互に文献複写の依頼から取り寄せまでが可能になって

います。 
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また、本学に所蔵していない文献に関しては、国立情報学研究所の NACSIS-CAT/ILL を

活用し、大学間での相互貸借サービスを利用できるようになっています。 

なお、「医中誌Web」や「最新看護索引Web」など文献検索用データベースはすでに導入

済みであるが、さらに平成 24 年度からは、新たに看護及び健康に関する文献を収録した

「CINAHL」を契約し、アクセスが可能となっています。 

 

 

  

 

 

ク 入学者の選抜の概要 

 

１．入学者受け入れの基本方針   

 

 本学看護学科では、「自主自学」の精神を重視し、学生自身が主体的に学び、行動すること

を尊重します。したがって、本学看護学科の教育は、教員から学生に一方的に知識と技術を教

授するという方法ではなく、学生自らが問題意識を持ち、自分自身の力で知的能力、批判的思

考力、判断力を高め、柔軟な心を養い、看護学の知識と技術を習得することを目指すこととし

ています。また、自他を問わず人間に心から関心を払い、相互に理解し合い、人を活かすこと

を考え、社会の様々な活動に参加し、看護を通して公共の福祉を推進する人材になれるよう支

援します。 

 

 本学看護学科が求める学生像は、次のとおりです。 

  ① 十分な基礎学力を有し、主体的に学ぶ姿勢と積極的に問題解決しようとする人 

② 看護への強い関心を有し、社会へ貢献する意欲の高い人 

③ 豊かな感性を備え、他者との関係を育むことをいとわない人 

④ 看護を通して国際的視野で活動する志のある人 

 

上記のようなアドミッションポリシ―に基づき、本学看護学科では、一定の基礎学力を有し、

人間に対して積極的な興味・関心をもち、自分自身が成長し、社会に貢献したいという意欲の

ある人材を受け入れたいと願っています。 

 

 具体的には、入学者選抜試験に「学力審査」、「面接」、「小論文」を課し、これらを通して多

様な人材を確保するとともに、複数の受験機会を保障するため、多様な選抜方法による入学者

選抜試験を実施することとしています。 
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２．選抜方法   

 

 入学者の選抜方法は、「一般入試Ａ日程・Ｂ日程」、「センター試験利用入試」、「推薦入学試

験」、「社会人入学試験」を実施することとしています。「社会人入学試験」を除くいずれの場

合も、高等学校の「調査書」の提出を求め、学力試験、面接試験等の結果と合わせて合否判定

の基本資料とします。 

 本学看護学科の入学定員は、80人であり、入学選抜方法とそれぞれの募集定員は、次のとお

り設定しています。 

 

 

区 分 入学定員 一般入試Ａ 一般入試Ｂ センター試験利用 推薦入学試験 社会人入学試験 

初  年  度 80 70 10 ― ― ― 

次年度以降 80 50 10 5 15 若干名 

 

なお初年度は、「一般入試」のみを実施することとし、次年度以降は、「一般入試」に加え「推

薦入学試験」（公募方式）、「センター試験利用入試」及び「社会人入学試験」を実施すること

としています。 

 

１）一般入試Ａ日程及びＢ日程 

一般入学試験Ａ日程（２月初旬）、Ｂ日程（２月下旬～３月上旬）は、本学看護学科の中

心となる入学者選抜試験であり、一定の基礎的学力を有しているかを判定するため、以下の

ような教科・科目の試験を課すこととし、これらの検査結果と面接試験及び高等学校の「調

査書」を基に合否を判定します。 

 

○外国語（英語Ⅰ・英語Ⅱ）…… 必須 

○国語(国語総合のうち古文・漢文除く）…… 必須 

○理科から「生物Ⅰ」及び「化学Ⅰ」から 1科目を選択 

 

２）センター試験利用入試 

センター試験利用入試は、平成 26 年度入試から実施する選抜方法であり、二段階の選抜

方法をとります。第一段階は、大学入試センター試験の試験教科・科目の中から、外国語（「英

語」）及び国語（「国語」）の２科目を必須とし、「理科」の中から受験者が申請した１科目を

加えた３科目の試験結果と、高等学校の「調査書」を基に判定を行います。 

第二段階として、第一段階の合格者を対象に「面接試験」を実施し、最終的な合否判定を

行います。 
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３）推薦入学試験 

推薦入学試験は、平成 26 年度入試から実施する選抜方法であり、一定の学力を有してい

ると判断される者に、「小論文」と「面接試験」を実施し、看護職しての適性や勉学意欲を

備えている人物かどうかを判定し、その結果と高等学校の「調査書」を基に合否を判定しま

す。 

なお、推薦は公募制により行うこととし、出願には、高等学校３年生 1学期までの評定平

均が 3.8以上であることを条件とします。 

 

４）社会人入学試験 

社会人入学試験は、平成 26 年度から実施する選抜方法であり、これまでの社会経験を活

かしつつ、看護職を希望する者に受験機会を与えるために実施するものです。社会人として

の経験を重視するため、学科試験は課さず、「小論文」及び「面接試験」の結果に基づいて

選抜します。 

なお、本学看護学科の出願資格としての社会人とは、入学年度の 4月 1日現在で満 23 歳

に達しており、大学受験資格を有している者とします。 

 

 

３．入学者選抜体制   

 

入学者選抜試験の実施にあたっては、教授会の下に置く「入試委員会」が中心となり、本学

看護学科の全教員並びに事務職員の協力の下に実施します。 

 

「入試委員会」の主な任務は、①学力検査及び小論文に係る入学者選抜に係る基本事項の立

案、②出題者候補の選出、③試験問題の作成等を行うほか、それぞれの入学者選抜試験の実施

にあたり、①試験問題の保管、②入学者選抜試験の実施、③採点並びに合否判定に関する原案

作成等であり、最終的な判定は、教授会において審議・決定し、学長に報告されます。 

 

 

４．留学生の受け入れ条件  

 

外国人留学生で本学看護学科に入学を希望する者は、独立行政法人日本学生支援機構の「日

本留学試験」を受験した上で、学力検査等を受験することを義務付けます。 

 

本学看護学科に出願できる者は、次の①～③のすべてに該当するものとします。 
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① 日本国籍を有しない者 

 ② 次の各号のいずれかに該当する者 

  ア）外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者及び修了見込みの者、又

はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定したもの 

  イ）本学において前号に準ずると認めた者 

 ③ 日本学生支援機構の「日本留学試験」の第 1回、第 2回のいずれかを受験した者で「日

本語」(「読解」「聴解・聴読解」)の合計が 270点以上で、「総合科目」と「数学コース１」

又は「コース２」、又は「理科」と「数学」の合計得点が 270点以上のもの 

 

 

 

 

 

 

 

ケ 資格取得について 

 

 本学看護学科では、必要な授業科目について当該授業科目の単位を修得することにより、卒

業と同時に、以下の資格の取得が可能です。 

 

 また、「保健師国家試験受験資格」及び「養護教諭二種免許状」については、必要な単位の

取得等について、入学時の履修ガイダンス等を通じて詳細に説明をします。 

 

① 看護師国家試験受験資格 

 

② 保健師国家試験受験資格（選択制、取得希望者のみ） 

保健師国家試験受験資格を取得するためには、卒業要件に加えて｢コミュニティヘル

ス｣に関する科目 13単位を修得する必要があります。 

なお、取得希望者については、Ｐ２１に記載の保健師国家試験受験資格取得に係る先

修条件にしたがって、学習を進める必要があります 

 

③ 養護教諭二種免許状（保健師国家試験に合格し、所定の単位を修得した者） 

    下記の教育職員免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科目を合計 8 単位修得すれば、

保健師免許を基礎資格として、都道府県教育委員会に申請することにより、養護教諭二

種免許を取得することができます。 
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 教育職員免許法施行規則

に規定する科目 

左記に相当する本学看護学科の科目 
備考 

科目名 単位数 

日本国憲法 現代社会と法（憲法） ２※  

体育 
健康と身体活動 

スポーツ実技         

２※ 

１ 

いずれか 

2単位 

外国語コミュニケーション 

英語Ⅰ(基礎) ２※ 
いずれか 

2単位 
英語Ⅱ(会話) １ 

英語Ⅲ(英論文の読解) ２ 

情報機器の操作 
情報科学 

情報技術とコミュニケーション 

２※ 

１ 

いずれか 

2単位 

  単位数の後に「※」印のある科目は、本学看護学科の必修科目を示す。 

 

 

 

 

 

 

コ 実習の具体的計画 

 

 実習は、講義や演習で学習した知識と技術を看護実践現場で応用し、看護実践能力を養う重

要な科目です。健康問題や障害を抱えている人々やその家族と直接関わり、関係を構築し、そ

れらの人々が必要としている看護ケアを明らかにして、実際に援助ができることを目指す科目

です。 

健康の維持・増進、病気の予防、病気や障害の回復、苦痛の緩和から看取りまで、幅広い看

護の機能について実践を通して理解すること、また、自らの看護を検証し、様々な看護の現象

を概念化、理論化する機会を通して理論と実践を統合していく必須な授業科目であると位置づ

けており、各学年の学習段階に応じて理論と実践の統合ができるように臨地実習を組み入れて

います。                          （年間実習計画：資料１９）  

 

                          

１．実習科目の構成と概要  

 

実習の基本構成は、専門科目の科目群である＜生活環境と看護の対象＞、＜看護援助の方法

＞、＜看護提供のしくみ＞、＜看護の統合＞において実施し、1年次から段階的に学習を積み 
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上げて、卒業時に必要な看護実践能力が習得できるように、それぞれの段階での実習を関連付

けて構成しています。また、保健師国家試験受験資格の選択領域として、＜コミュニティヘル

スケア＞の科目群において「地域看護学実習」を実施します。 

  

１）健康生活支援論実習と看護初期実習 

 １年次前期に、まず「健康生活支援論実習」と「看護初期実習」を行います。この 2つの実

習は、学生が医療機関に入院中の患者と地域や在宅で療養している人々の「生活」の意味を考

えられるように同時に行います。 

「健康生活支援論実習」は、看護が人々の生活を支援する専門職であることを理解するため

に、地域で病気や障害を抱えて生活している様々な年代の人々と関わることを通して、それら

の人々が病気や障害とどう折り合いをつけて暮らしているかということを見たり考えたりす

ることによって、生活と健康との関連について理解を深めます。そして、人々の生活を支援す

るために看護職としての役割は何かについて探求します。 

「看護初期実習」では、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理解を深めます。また、看護師が実際にケアを提供している場面

を共に体験することで、看護師と患者の関係や患者の入院生活への支援など、病院における看

護の機能や役割について学びます。 

 

２）看護システム実習 

  ２年次前期に「看護システム実習」を行います。 

 「看護システム実習」では、主として医療機関などにおいて、看護サービスが提供されるし 

くみについて学びます。医療機関への受診から、入院治療を経て退院し、外来治療や在宅療養

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

に管理されるのかということについて学び、理解を深めます。この実習は、＜看護提供のしく

み＞に関する講義科目に先立って実施します。実際のしくみを見ておくことで、より想像力を

働かせて講義の内容と実践を結び付け、看護管理システムに関する理解を深めることができる

と考えます。 

 

３）看護基礎実習 

  ２年次後期に「看護基礎実習」を行います。 

  「看護基礎実習」は、看護援助を展開する基礎的な看護実践能力を習得するために、医療 

機関に入院している患者を受け持ち、看護過程を用いて看護を実践することを学びます。 

「看護基礎実習」は、患者がどんな健康問題を抱えているか、どんな看護援助を必要とし

ているかを考え、それらの援助を実際に行ってみることを目指しています。特に、患者との 
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コミュニケーションや病気や障害によって損なわれている患者の日常生活行動に焦点を当

てて実習を行います。 

   

４）看護展開実習 

  ３年次後期に「看護展開実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ」を行います。 

「看護展開実習」は、「看護基礎実習」での学びをもとに、病気や障害を持つ老人からこど

もまで様々な年齢層の患者やその家族への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・在宅看護、「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」は精神看護において、

それぞれの対象となる人の特性を踏まえた実習を展開します。そして、看護過程の展開を通し

て看護援助の方法を系統的・統合的に学び、卒業時に必要な看護実践能力を身につけます。 

 

５）統合実習 

４年次に「統合実習」を行います。 

「統合実習」は、それまでの学習を通して、学生が関心を持った事項や課題と感じているこ

となど、学生自身が自ら明確にした学習課題に基づいて、看護学の学習の集大成として行う実

習と位置付けています。この実習では、科学的な思考に基づき現象を分析し、理論的根拠に基

づいた実践ができる力、看護の対象をより深く理解して尊重したケアを自律的に実践できる力、

看護師の責任、役割、倫理的配慮を考え自己を育む力を養います。 

 

６）地域看護学実習 

保健師の国家試験受験資格を希望する学生に対し、4 年次に選択科目として「地域看護学実

習」を行います。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に必要とされる基礎的な実践能力を習得します。 
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実習の構成と段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．実習施設の確保と施設一覧  

  

 社会構造の変化に伴い、看護を必要とする人々は、医療機関のみならず在宅や施設にも拡

大しています。そのため、医療機関だけではなく、人々が暮らす様々な生活の場であらゆるヘ

ルスケアニーズに対応できる質の高い看護職の育成が求められています。 

 

健康生活支援論実習 [１年次前期] 

看護初期実習     [１年次前期] 

 

人々の生活環境と健康を理解する学習 

 

看護展開実習Ⅰ(成人急性期・慢性期） [３年次後期] 

 

   看護展開実習Ⅱ（老年・在宅） [３年次後期] 

 

  看護展開実習Ⅲ（こども） [３年次後期] 

 

  看護展開実習Ⅳ（母性）  [３年次後期] 

 

  看護展開実習Ⅴ（精神）  [３年次後期] 

 

看護基礎実習   [２年次後期] 

 

看護援助の方法を学習する実習 

 

看護システム実習   

[2年次前期] 

 

看護提供のしくみを学習する実習 

統合実習 [4年次通年] 

看護の統合・専門選択領域としての実習 

 

 

地域看護学実習 

[４年次前期・選択] 

 

専門選択領域としての実習 
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 このため、本学看護学科の実習施設は、医療機関（特定機能病院から中・小規模病院まで）

のほか、重症心身障害児施設、訪問看護ステーション、介護老人保健施設、グループホーム、

保健所などを活用し、様々な場で様々な対象に応じた看護を実践を通して学ぶことができるよ

う、多様な保健・医療・福祉施設を十分に確保しています。 

 「地域看護学実習」は、本学看護学科が位置する新宿区を通して、特別区保健衛生主管部長

会から、新宿区の保健所等に学生 20 名の実習受入れの承諾を受けており、さらに山梨県上野

原市役所保健センターからは、60名の受入れの承諾を得ています。そのほか、保健師が活動し

ている本学の健診予防医学センターや総合相談・支援センター、地域包括支援センター等の場

での実習を組合わせながら、地域住民の特性や生活背景、日々の暮らしを通して地域住民の健

康問題を理解し、地域のニーズに応じた看護活動が学べるように配慮しています。 

実習依頼にあたっては、各施設と実習内容及び計画について十分協議し、学生の受入れにつ

いての承諾が得られています。 

 

 

＜実習施設の確保状況 ＞                 （実習施設一覧 資料２０）                  

 

実 習 施 設 確保数 

○医療機関 

特定機能病院 

一般病院 

精神科病院 

 

1病院 

3病院 

1病院 

○障害児・者施設 

重症心身障害児施設 

 

1施設 

○訪問看護ステーション 8施設 

○老人・居宅系施設 3施設 

○保健所等 

   新宿区保健所等 

  山梨県上野原市役所保健センター 

○東京医科大学 健診予防医学センター 

○東京医科大学 総合相談・支援センター  

○地域包括支援センター 

 

 

20名の受入れ  

60名の受入れ   

   1施設 

     1施設 

4施設 
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３．各科目の実習内容  

 

各科目の実習内容は、以下のとおりです。各実習施設の学生割り当ての方法については、別

添資料の「実習科目別一覧」の実習方法の欄に示しています。また、各実習施設の学生配置に

ついては、「実習施設別学生配置計画」に示しています。 

実習科目別一覧・・・・・・・・・（資料２１） 

実習施設別学生配置計画・・・・・(資料２２) 

 

 

１）健康生活支援論実習 

学生が病気や障害を抱えて生活している人々との関わることを通して、生活と健康との関

連について理解を深めます。 

 

２）看護初期実習 

 学生が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、看護師が実際にケアを提供している場面を共に体験

することで、看護師と患者の関係や患者の入院生活への支援など、病院における看護の機能

や役割について学びます。 

  

３）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、外来治療や在宅療養に至るまで、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管理されるのか

ということについて学び、理解を深めます。 

  

４）看護基礎実習 

 学生が医療機関で療養生活を送っている患者を受け持ち、一連の看護過程を主体的に実践

し、基本的看護実践能力を養います。 

  

５）看護展開実習Ⅰ（成人） 

 急性期、慢性期にある患者の病態及び特徴を理解し、患者と家族に対する援助方法を学び、

疾病・治療過程を踏まえながら、その人にとってより良い療養生活を営むための看護援助が

できる基礎的実践能力を養います。 

  

６）看護展開実習Ⅱ（老年・在宅） 

 老年看護では、健康障害を持つ老年期にある人を受け持ち、老年期の特徴を踏まえた看護 
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援助を実践できる能力を養います。在宅看護では、在宅において療養生活を送っている人と

その家族に必要な援助方法について学びます。 

  

７）看護展開実習Ⅲ（こども） 

 子どもが療養生活をしている様々な場において、健康障害を持つ子どもとその家族に対し、

個々の子どもの成長発達段階及び健康段階に応じた看護援助方法について学びます。 

  

８）看護展開実習Ⅳ（母性） 

 妊産褥婦並びに新生児を受け持ち、母子の生理的変化、正常な過程における健康促進に必

要な看護援助の方法を学びます。 

  

９）看護展開実習Ⅴ（精神） 

 精神疾患を持つ患者を受け持ち、心の機能と心の病気が身体や生活に与える影響を理解し、

個別性を尊重した看護援助の方法を学びます。 

  

１０）統合実習 

  看護学学習の集大成として、これまでの学習や実習体験から興味、関心、疑問を通して学

習課題を明確にし、対象となる人と看護を幅広い視点で捉え、理解することで看護の理論と

根拠に基づいた統合的な看護実践能力を養います。 

   

１１）地域看護学実習 

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統合し学びます。

地域、産業、学校で生活する個人・集団を対象とした看護活動を展開するために必要とされ

る基礎的な実践能力を養います。 

 

    

４．実習指導体制と評価   

 

 実習は、大学の講義や演習で学んだ知識と技術を、実際の看護の現象に適用することを通し

て、看護を行うための思考過程を身につけ、知識や技術を確実なものとするための重要な科目

です。実習は、看護実践の場に存在する様々な現象から問題や課題を抽出して概念化、理論化

する機会となり、理論と実践を統合していく必須な授業科目であると位置づけています。また、

病気や障害を抱えて生活している人や家族と直接かかわることで、人間の理解を深め、対人関

係について学ぶ重要な機会でもあります。 

そこで、このような実習の意義を有効に学習できるように、実習指導にあたっては、学生の 
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少人数グループごとに専任教員を配置し、きめ細かな指導が行える体制を整備するとともに、

看護の対象者の立場に立った看護実践を最優先します。そのために、大学側の実習指導体制と

施設側との役割分担など密接な連携によるサポート体制を作ります。 

 

実習指導体制・・・・・・・・・・（資料２３） 

実習施設指導体制・・・・・・・・（資料２４）   

実習施設別年間教員指導体制・・・（資料２５） 

  

 

１）大学側の実習指導体制 

実習の実施においては、実習の目標を達成し、実習の水準を確保するために、実習の責任体

制の明確化を図り、その効果を確保するために専任の教員を配置します。各実習科目の責任者

は、科目担当の教授又は准教授とします。実習指導は、担当の教授、准教授、講師及び助教が

行います。 

実習を実施する前には、事前に学生に対し各実習科目における目標・方法などの詳細につい

て、各実習科目担当教員によるガイダンスを実施し、実習に対する留意点、心構えなど十分な

事前学習を行い、実習に臨めるようにします。 

 

実習指導形態は、実習内容と場所により引率指導及び巡回指導の方法をとります。引率指導

は、各病棟の学生５～６名（１グループ）に対し１名の実習担当教員を配置し、実習グループ

ごとに実習担当教員と施設の実習指導者が密接に連携して指導を行います。 

 

巡回指導は、「健康生活支援論実習」、「看護展開実習Ⅱ」や「地域看護学実習」における訪

問看護や保健所等の実習が該当し、実習担当教員 1名を 1～４施設に配置します。事前に実習

内容について十分に協議し、実習期間中は常時連絡が取れるような体制づくりをした上で、実

習指導及び実習調整を施設の実習指導者と密接に連絡調整を行い、連携して指導します。 

 

 

２）実習施設との連携、実習協議会の開催 

 各実習施設と大学間において、実習の年間計画調整や実習に関わる組織的・管理的側面での

調整を行うために、各実習施設の看護部長又は教育担当看護副部長、本学看護学科長、各専門

領域の教授又は准教授、教務委員長で構成された「実習協議会」を年に 2回開催します。各実

習に関わる具体的な調整については、各実習領域の担当教員が「実習協議会」の下に「実習指

導者会議」を設け行います。 
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３）実習施設の実習指導者との連携、「実習指導者会議」の開催 

 実習担当教員は、実習施設の実習指導者と定期的に「実習指導者会議」を開催します。「実

習指導者会議」は、各実習の実習前と実習後にそれぞれの実習施設において実施します。 

会議には、各部署責任者（看護師長又は主任）と実習指導者、各実習担当の大学教員が出席

します。 

実習前の会議では、実習の目的、到達目標、具体的な実習内容、学生の既習得科目について

説明します。そして、学生の学習到達度について十分な理解を得ることで学生が主体的に学べ

るよう、指導方法や役割分担について十分に協議します。 

実習終了後の会議では、実習目的、目標、実習内容に沿って、各学生の学習到達状況や実習

中の問題点や指導方法について意見交換を行い、実習の質を高めていけるように問題解決の提

案や工夫について協議します。 

 

４）実習期間の実習指導者と大学教員の連携と役割分担 

実習期間中は、大学の担当教員と実習施設の実習指導者は、日々施設内において綿密な連携

をとり、実習が効果的に行えるように学習環境の調節を行います。 

 実習指導においては、効果的な実習となるよう、大学教員と施設の実習指導者は、適切に役

割を分担します。大学教員は、個々の学生の学習到達状況に応じた助言と指導、実習評価を主

に担当します。施設の実習指導者は、教育的実習環境の調整を行い、臨地での実践力を活用し、

学生が医療チームの中で実習が行えるように導き、特に看護の対象となる人と直接関わる看護

場面での看護実践について助言指導を行うことを主に担当します。 

 

５）実習における教育水準の確保 

 臨地実習での教育水準の確保と教育方法の改善・充実を図るために、すべての実習において

実習グループ毎に専任教員又は助手を配置します。また、実習施設においても看護経験年数が

５年以上の看護職を中心に実習指導者を確保し、実習グループ間で指導内容の偏りがないよう

に調整します。 

 また、実習施設の実習指導者の指導力の向上、指導内容の充実を図るために、学内の講義や

演習科目に実習指導者に参加していただくなど、実習指導者が研修できる場を設けます。 

大学の教員については、自己の専門領域の看護実践力を高め、開発し看護を革新していくた

めに、学科内に置かれる「ＦＤ委員会」と共同して、実習施設等の場での研修計画を立案し、

積極的な研修参加を促します。 

 

６）実習評価 

  学生の実習の単位認定については、各実習科目の単位認定者により、それぞれの実習目的、

学習到達目標に沿って評価し決定します。具体的には、実習出席状況、実習内容、実習記録、

実習態度、実習指導者の評価、自己評価、学生との面接により総合的に評価します。 
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 成績評価の基準は、100点を満点とし、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。成 

績は、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤで表し、その区分については、Ａが 80点以上、Ｂが 70点以上、Ｃが

60点以上、Ｄが 59点以下とします。 

 

 

 

５．実習における個人情報の保護、安全対策等  

 

１）実習での倫理的配慮 

 学生が対象者に対して倫理的配慮ができるよう、日常の講義、演習の中で以下の内容につい

て常に意識づけられるようにします。また、実習前オリエンテーションにおいても、十分に説

明します。 

 

＜実習にあたっての倫理的配慮＞ 

① 人々の健康、福祉の保護や、人間の尊厳を守り、看護の対象者の体験に関心を寄せ、

援助します。 

② 対象者の立場に立ち、人権や個人のプライバシー、看護実践のために知り得た対象者

の情報を守ります。 

③ 看護実践の原則や道徳的規範に沿って看護を提供し、看護内容の選択や行為について

看護者自らの責任と責務について説明と根拠を示すとともに、質の良い看護を提供する

ために、看護者間、他の医療者と協働して対象者の健康回復に取り組みます。 

 

２）個人情報の取扱い     

学生の臨地実習では、対象者の診療録・看護記録などの個人情報に触れることになりますが、

前述の倫理的配慮について徹底的に指導するとともに、個人情報保護法の観点からも、実習中

に知り得た情報について守秘義務を遵守させます。 

 

具体的には、 

① 実習記録は実習以外の目的には利用しないこと  

② 対象者の氏名は、家族を含めて匿名化を徹底すること  

③ 個人情報に係る記録、メモ類は、学生が責任を持って保管すること 

④ 実習記録の複写は、一切許可しないこと 

⑤ 電子媒体による記録については、パスワードや実習後のデータの消去を徹底すること 

等について事前指導を徹底します。また、実習先と取決めを交わすとともに、対象者に十

分な説明を行うこととしています。 
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３）実習中の事故対応について      

 実習中に、事故が起きないよう万全の対策をとりますが、万が一の事故に備え、学生の自損・

人身事故や物品破損事故などに対して以下の対策を行います。 

 

① 実習前の対策 

学生は、大学が指定する損害賠償保険（自損、人身事故、物品破損事故の賠償に対応す

るもの）に必ず加入します。  

 

② 感染対策等 

感染症対策として、麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘については、入学時に抗体価検査

を実施し、抗体価が低い学生については、原則、実習前に予防接種を促します(結核は除く)。 

また、インフルエンザ対策として、流行時期前に予防接種の推奨を行い、特に、３年次生、

２年次生に対しては、実習期間が後期のため、原則、予防接種を義務づけます。 

 

③ 実習施設での対応・報告の手続き等 

実習施設での対応、報告の手続きついては、事故発生後、学生は直ちに指導者（担当教員、

実習指導者）に連絡・報告し、指導者の指示に従い対処します。 

指導者は、被害対象者（物）の応急処置・対応を行うとともに、事故の発生状況と最善の

処置・対応について、学生・実習部署の責任者・医師などの関係者間で話し合いの場を持つ

こととします。 

 

④ 大学内での対応・報告の手続き等 

事故が発生した場合、担当教員は、直ちに事故内容及び対処内容を実習科目担当責任教員

に報告します。 

実習科目担当責任教員は、学科長、教務委員長及び事務担当者に報告します。 

学生は、実習事故報告書を作成し、担当教員に提出します。報告書は、担当教員から教務

委員長に届け、その内容に基づいて教務委員会では、今後の事故防止対策について検討し、

学生に必要な教育的指導を行います。 

 

 

４）実習先が遠方の学生への配慮 

本学では、東京医科大学八王子医療センター敷地内の看護師宿舎に、学生が宿泊できる必要な部

屋数を確保しています。それぞれの実習において、八王子医療センター及び八王子市近郊の実習施

設に配置される学生のうち、自宅あるいは下宿先から実習施設が遠方で通うのが困難な学生に対し

て、八王子医療センター看護師宿舎を無償で提供することとし、実習に支障がないよう配慮してい

ます。 
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サ 管理運営 

 

１．教授会及び教授会代表者会議  

 

本学では、医学部の医学科、看護学科にそれぞれ「教授会」を置き、下記のような事項につ

いて審議することとし、両学科に関わる重要事項については、各教授会の委任に基づいて、「医

学部教授会代表者会議」において審議することとしています。また、大学の方針や将来計画等

を構成員に広く情報提供すること、また構成員の意見を聴取し、議論をして合意形成を行うた

め、全教員が参加する「教員会議」を開催します。               （資料２６）                               

 

 

＜教授会の審議事項＞ 

① 入学、進級、卒業、転学、退学、休学及び留学等学生の身分に関する事項 

② 卒業及び進級の課程の修了に関する事項 

③ 入学試験に関する事項 

④ 学生の試験及び評価に関する事項 

⑤ 教育課程の編成に関する事項 

⑥ 学生の表彰及び賞罰に関する事項 

⑦ 学生の厚生補導に関する事項 

⑧ 教育職員の任免に関する事項 

⑨ 名誉教授の推薦に関する事項 

  ⑩ 研究生、聴講生その他に関する事項 

⑪ 予算及び設備に関する事項 

⑫ その他、教育・研究に関する学長の諮問事項 

 

＜教授会の構成員等＞ 

教授会の構成員は、①学科長、②教授及び准教授、③その他学科長が指名する者としており、

毎月一回、学科長が議長となって開催します。また、学長は、必要に応じ出席できることにな

っています。 

 

＜看護学科教員会議＞ 

大学の方針や将来計画等について学科構成員に広く情報を提供し、意見を聴取するため、必

要に応じ、学科長の判断で全教員を対象とした「教員会議」を開催することとし、本会議の位

置づけについては、教授会規程に規定しています。 
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＜医学部教授会代表者会議について＞  

 教授会代表者会議は、医学科と看護学科の代表者による会議で、①学長、②両学科長、③医

学科の主任教授、④看護学科長が指名する看護学科の教授、⑤附属病院の病院長（医学科主任

教授）、⑥一般教育主任、⑦その他学長が指名する者で構成されます。 

 

 審議事項は、下記のような両学科にまたがる重要事項を審議することとしており、必要に応

じて学長が招集することとしています。 

 

① 学則その他の学部の教学に関する重要な規則の制定、改廃に関する事項 

② 学部・学科に係る重要な組織の設置及び廃止に関する事項 

③ 本学の重要な施設の設置及び廃止に関する事項 

④ 学校法人の理事及び評議員の選出に関する事項 

⑤ 学長、病院長、その他重要な教育職員の選出に関する事項 

⑥ 教育職員の人事の基準及び調整に関する事項 

⑦ 理事会の諮問事項 

⑧ その他、本学の運営に関する重要事項 

 

 

２．各種委員会の設置  

 

看護学科では、教授会の下に、下記の11の委員会を設置し、それぞれのミッションに従い審

議・検討、各種の提言等を取りまとめ、重要なものについては教授会に上げて審議決定するし

くみとしています。 

 

＜教授会の下に置く委員会＞ 

①「教務委員会」、②「学生委員会」、③「カリキュラム委員会」、④「入試委員会」、⑤

「自己点検・評価委員会」、⑥「ＦＤ委員会」、⑦「図書委員会」、⑧「看護研究倫理審査委

員会」、⑨「紀要委員会」、⑩「国際・地域活動委員会」、⑪「キャリア支援委員会」 

 

＜各委員会の構成員＞ 

各委員会の構成員については、専任の教授、准教授、講師及び助教により構成することとし、

「教務委員会」、「学生委員会」、「自己点検・評価委員会」及び「キャリア支援委員会」に

は、事務職員の代表も委員に加わることとしています。 
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シ 自己点検・評価 

 

 本学は、教育研究活動の活性化と質的向上を図り、社会的使命を果たすためには、自らの現

状を常に見直し、その結果に基づいて改善に努めていくことが重要だと考えています。このた

め、本学の教育研究活動の状況について自己点検及び評価を実施することを学則に謳い、全学

的な委員会として「自己点検評価委員会」を設け、点検評価を行っています。 

 

本学は、「人類の福祉に貢献する医療人を育成するとともに、保健医療に関する理論と応用

の教授研究を行い、幅広く深い教養と豊かな人間性を涵養し、保健医療に関する指導者とその

専門従事者として、学術文化の向上と国際社会に貢献する有能な人材を育成すること」を目的

としています。 

本申請の看護学科においても、本学が掲げる「設立の趣旨」と「養成したい人材」を具現化

するために、本学看護学科における教育とは何かについて常に問い続けながら、理想とする教

育に近づくための努力をしていきます。 

 

このため、本学看護学科では、全学的組織の委員会とは別に、学科独自の「自己点検・評価

委員会」を設け、看護学科に係る教育研究活動を中心とした点検・評価を行うこととしていま

す。 

 

点検・評価項目としては、 

 

① 教育理念と教育目標、学科の個性・特色、教育システム等に関すること 

② 志願・入学者の状況、入試方法の改善、学生確保等に関すること 

③ 成績評価の方法、教育内容・教育方法の改善等の教育の質向上に関すること 

④ 学生の単位取得・成績評価の状況、留年・卒業状況等の教育効果に関すること 

⑤ 学習支援、学生サービス、学生の要望処理システム、卒業・進路指導等に関すること 

⑥ 教員の研究活動、外部研究資金の獲得、FD 活動、研修支援等に関すること 

⑦ 学科の管理運営体制、改善等に関すること 

⑧ 図書・教具等の整備、情報サービス･IT環境等の整備に関すること 

⑨ 社会貢献活動、国際交流等に関すること 

⑩ 組織倫理、危機管理、情報公開等に関すること 

  

などの項目を中心に毎年度実施することとし、結果については、冊子としてとりまとめ、学内

及び関係機関等に配布するほか、本学のホームページに公表することとしています。 
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ス 情報の公表 

 

本学では、情報の積極的公表について学則に定め、大学の教育研究活動等の状況、附属病院

の医療実績等の情報を積極的に公開していくこととしています。 

具体的な手段として最も力を入れているのはホームページであり、その他年１回発行する

「大学案内」、「大学要覧」のほか、毎月発行する「東京医科大学学報」があり、学内、保護

者をはじめ関係機関に送付しています。これらは、全学的組織として設置している「広報戦略

委員会」で一元的に整理し、関係部署と協力しながら情報の提供に努めています。（資料２７） 

 

また、同窓会が毎月発行している「東京医大新聞」への編集協力や資料提供も行っています。 

 

これらの各種の情報媒体は、目的や媒体の性格により提供すべき情報を整理し、効果的に情

報が伝わるよう配慮しています。 

 

ホームページの掲載内容は、前述の「広報戦略委員会」で検討整理し、掲載することになっ

ています。また、平成23年度には、「ホームページリニューアル委員会」を立ち上げ、現在、

抜本的なホームページの見直しを行っています。 

 

ホームページによる情報提供の概要は、以下のとおりです。 

 

① 教育研究上の理念や目的に関する情報 

② 教育課程及びシラバスに関する情報 

③ 学則等の主要な学内規程に関する情報 

④ 専任教員の教育研究活動に関する情報 

⑤ 学生定員や在学生数、教職員数に関する情報 

⑥ 入学者選抜に関する情報 

⑦ 卒業生の就職や進学に関する情報 

⑧ 学生生活や学生支援に関する情報 

⑨ 自己点検報告書に関する情報 

 ⑩ 財務に関する情報 
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セ 授業内容方法の改善を図るための組織的な取組 

 

 本学看護学科では、教員の資質の維持向上のために、FD（Faculty Development）活動につ

いて「FD 委員会」を設け、FD に関する様々な取組みを行います。 

「FD 委員会」は、原則として毎月開催するものとし、成績評価の在り方、授業評価結果の

公表、シラバスや教材開発等をテーマとして、意見交換を行うほか、FD に関する基本的な方

針を決定します。 

これらの基本的な方針に基づき、具体的な活動を進めるための組織として、FD 委員会に「授

業評価小委員会」及び「セミナー企画小委員会」を置き、下記のような活動を行います。 

なお、医学部医学科の FD については、別添資料 28 のとおりであり、この他、専門的なセ

ミナー等を多数開催しています。                      （資料２８） 

 

１．授業評価の実施   

 

FD 委員会の中に置かれる「授業評価小委員会」が中心となり、各授業の最終日に、学生の

協力の下にすべての授業についての評価を行います。これらの結果は、全体の傾向や問題点を

抽出して「概要」としてとりまとめ、を作成します。また、改善案等は、「FD 委員会」を経て

「教授会」に付議され、最終的な学科としての改善案を取りまとめます。報告内容の概要と改

善案は、本学のホームページに公表するとともに、個別の結果については、学科長から担当教

員にフィードバックし、改善の努力を促します。 

  

 

２．セミナーの実施  

 

「セミナー企画小委員会」では、様々なセミナーを企画し、本学看護学科教員を対象に開催

します。このセミナーは、授業改善の事例やその成果を紹介するなど、教員の教育力向上に役

立てることを目的とし、年 2～3回程度の開催を予定しています。 

主な内容は、大学の教育改革に係る学外者の講演や教員の教育力向上のための研修、授業改

善の実践例についての発表、先進医療についての講演会などを予定しています。 

 

 

３．相互授業参観の実施  

 

授業方法等の改善と教員間の交流を目的として、すべての教員は、各学期に一度、他の教員 

に授業を公開すること義務付け、授業終了後の意見交換等を通して、より質の高い授業の実現

を目指します。 
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ソ 社会的・職業的自立に関する指導及び体制 

 

本学看護学科では、教育目標を達成するため、人間性豊かな看護専門職の育成と将来のキ

ャリア形成に繋がる人材育成のための指導体制を整備することで、入学当初から自己のキャ

リア設計を促す教育を行います。 

 

 

１．教育課程内の取り組み  

 

本学看護学科の教育課程の編成にあたっては、社会人として、また、看護職としての多様な

キャリア教育の基盤となる下記のような授業科目を配置し、社会で活躍できる社会人としての

自立を図るための教育に努めます 

  

○「家族と社会」、「現代社会と法（憲法）」、「ジェンダーの社会学」等 

○「看護倫理Ⅰ（基礎）」、「看護倫理Ⅱ（事例分析）」、「コーチングの基礎」、 

「看護システムマネジメント論」等 

 

これらの授業科目は、看護職として活躍する場やその機能と役割などを学ぶものとして重要

な授業科目と考えています。 

 

また、早期に専門職業人としての自立と自覚を促すため、1 年次から臨床現場での体験を積

み重ねることを重視し、「看護初期実習」を実施することとしています。さらに、2年次・3年

次においては、専門的な臨地実習(「看護基礎実習」、「看護展開実習Ⅰ～Ⅴ」)を通して、臨床

現場での経験を深め、4年次には、就職前の看護技術力のさらなる向上を目的として、「統合実

習」を実施することとしています。 

 

 

２．教育課程外の取り組み  

 

本学看護学科では、学修支援、学生生活支援、キャリア支援等に関して個別に｢相談｣「指導」

「助言｣ができるよう、学生 15人程度に 1人の専任教員を配置する「担任制」を採用します。 

 

担任制は、1 年次から 3 年次まで実施し、原則として同じ担任教員が、学生の個別指導にあ

たります。また、4年次にはゼミ担当教員がこの役割を担うこととします。 
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担任教員の決定は、学生委員会が行い、担任教員は、個々の学生の状況について、必要に応

じ学生委員会委員長に報告、関係委員会と連携して学生の支援にあたります。 

 

担任教員は、 

○ １年次には、大学生活への適応を促すことに重点を置いた指導を行います。 

○ ２年次は、学習意欲の減退が見られたり、進路目標に悩んだりする時期でもあります。

このため、この時期は、特に学生のキャリア展望について細やかに指導・助言していくこ

とに留意します。 

また、本格的な実習にも備え、看護学科主催で、大学生として必要な接遇等に関する研

修を実施します。 

○ ３年次では、臨地実習時の不安や動揺等を抱える学生を早期に発見し、適切に対処して

いくことに重点を置いた指導を進めます。 

○ 4 年次には、担任教員からゼミ担当教員に学生に関するデータ等が引き継がれ、当該ゼ

ミ担当教員がキャリア支援や就職のための個別支援を行います。 

また、看護学科主催で、社会人として必要なマナーに関する研修を実施します。 

 

これらを効果的に実施するためには、担当教員と学生との円滑なコミュニケーションが重要

であり、相互の信頼関係を基盤に指導、相談等を行うとともに、「学生委員会」や「キャリア

支援委員会」の委員と連携しながら、学生のキャリア形成と就職支援に努めていくこととして

います。 

 

 

３．キャリア支援のための体制の整備  

 

本学看護学科では、教育課程を通した人材教育とあわせて、教授会の下に置く「キャリア支

援委員会」が事務部門と協力して、本学科に関連するキャリア情報を収集・整理し、適時学生

に提供することとします。また、学生それぞれが将来の夢に向かって前進できるよう、入学時

から卒業まで、学生のキャリア形成に資する以下のような取組みを考えています。 

  

① 学年初めの履修ガイダンスでの就職への意識付け  

② 国家試験合格のための支援  

③ 資格取得への助言と支援  

④ 就職内定までの個別指導  

⑤ 各種資格に関する情報提供   
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