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看護学科
マスコット・キャラクター

学生の応募作
品から選ばれ
ました！

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/index.html


合計
内訳

1学年 2学年 3学年 4学年

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

看護 21 225 246 5 55 60 6 55 61 6 56 62 4 59 63

平成28年5月1日現在

看護学科学生数

男子学生は
全体の約1割

入学定員60名
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本学科で受験資格が取得できる看護職

 看護師 :病気やけがで療養している人に対する日常
生活の援助や、医療・診療の補助

 保健師 :地域住民の健康課題への対応や保健指導

 助産師 :妊産婦・新生児が健康に過ごせるように、
出産の介助や保健指導を行う。

 准看護師 ： 医師、歯科医師又は看護師の指示を受
けて、療養上の世話や診療の補助を行う。
（都道府県より免許交付）

国家資格：厚生労働大臣より免許交付

助産学専攻科
＋1年

看護学科4年間
(選択制＊2年次末に選抜試験あり）

（＊本学枠の場合は、1～4年次の成績＋試験（専門科目･面接；4年次10月）



看護学科の理念とカリキュラムの特徴

高度な知識・技術によって広く地域社会に貢献
し、人々の健康増進、疾病予防、健康回復、苦
痛緩和のための全人的な対応ができる看護師、
保健師(選択制）を育成します。

身体面、心理面、社会面を含め多面的な対応

人々のQOL(生命の質、生活の質）を高める

生涯にわたり学び続ける資質を備えるための幅広い知識
と看護実践力、チーム力、研究力が修得できるカリキュ
ラムとなっています

チューター制度やグループ学習など、少人数制
のきめ細やかな教育を行います。



求める学生像

 生命への尊厳をもち人類愛に満ちた人間性豊かな人

 科学的探究心と自ら学ぶ学習意欲のある人

 多様な価値観を受け入れる柔軟性と協調性のある人

 生涯にわたって専門性を発揮しようとする意欲と行
動力を備えた人

看護職を目指す
目標が明確な人
意欲の高い人

お待ちしています！



• 病院での治療から訪問看護など地域における医療の場が多様化
• 地域社会での複雑な健康課題への対応

（少子高齢化、生活習慣病、がんの罹患率や障害の増加等を背景とした健康管理や
介護問題、虐待の予防、自殺対策など）

• 家族機能や地域での人とのつながりが核家族化等によって希薄化、縮小化

保健師課程が選択制となった理由と求める人物像

地域の公衆衛生看護活動には医療的な知識と看護技術が必要となるため、
保健師の資格を取得するためには看護師免許が必要となっています。

⇒124単位＋10単位

保健師の役割が特に重要
公衆衛生看護活動として複雑な健康問題に広く適切に対応する即戦力が必要

＊保健師になるための学修の質を高めること
⇒全国的に保健師課程は選択制や大学院での学修となっています。

保健師として活躍する意欲や明確な意思が求められています！

看護師と保健師、両方の学修をやり抜く主体性とパワーが必要です!!



看護学科のカリキュラム構成図



看護学科ー学修内容ー

オリエンテーションセミナー

基盤科目（教養科目）
解剖学、生理学
基礎看護学 等

チーム医療福祉論
基礎看護実習Ⅰ
（9月中旬：1週間）

専門基礎科目（病態生理学、
薬理学等）

領域別看護学概論
基礎看護実習Ⅱ
（2月～3月：2週間）
3月末：
保健師課程選抜試験

領域別看護方法論
統合科目（災害看護、看
護管理論、看護倫理）

統合実習（9月）
領域別看護実習
（9月末～3月）

領域別看護実習（5～7月）
公衆衛生看護実習（保のみ）

卒業研究
チーム医療福祉演習
進学・就職試験
2月中旬：国家試験
3月末：国試合格発表

基礎看護学
日常生活の援助や診療に伴う看護技
術など看護実践の基礎を講義・演習形
式で学修します。

卒業研究
発表会

領域別看護実習

看護専門科目
少人数制できめ細やかな指導による
シミュレーション教育と臨地実習により，
実践的な看護を主体的に学びます。
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看護学科の特色

統合・総合科目（看護師･保健師課程共通）

 在宅看護論
 看護管理論
 看護倫理
 災害看護
 統合実習

今までの学習を活
用し、看護を様々
な角度から多面的
に学ぶ応用編

実際に患者さんへの
ケアを行うことをイ
メージした多重課題
に取り組みます。



実習施設

 県立広島病院

 三原赤十字病院

 三原病院

 みつぎ総合病院
 介護老人保健施設

「みつぎの苑」

 JA尾道総合病院

 広島県立障害者リハビ
リテーションセンター

 尾道市民病院

 興生総合病院

 三原市内保育所

 訪問看護ステーション

保健師課程

 保健所

 市町役場

 三原市内小・中学校

 県内の企業

Department of Nursing

臨地実習は，看護学の知識と技術を臨床の場において適用
し，理論と実践の統合を図ることを目的としています。
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本学科の看護師国家試験合格状況

＊毎年、全国の合格率よりも高い合格率を維持しています！



本学科の保健師国家試験合格状況
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＊毎年、全国の合格率よりも高い合格率を維持しています！



就職先（県内：７割、県外：３割）
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県立広島病院 三原赤十字病院
広島市民病院 尾道総合病院
広島赤十字原爆病院 広島大学病院
中電病院 マツダ病院
福山医療センター 福山市民病院
中国中央病院
県立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
呉医療センター
(保健師)福山市､三原市､東広島市､広島県

長崎大学病院
福岡こども病院
福岡青洲会病院
小倉医療センター

東京大学病院 聖路加国際病院
慶応大学病院 国立成育医療センター
静岡こども病院 名古屋市立大学病院

神戸大学病院 兵庫医科大学病院
姫路赤十字病院 大阪市立大学病院
吹田病院 西神戸医療センター
国立循環器病センター 兵庫こども病院
大阪府立母子センター 京都医療センター
国立大阪医療センター

岡山大学病院
倉敷中央病院
岡山医療センター

浜田医療センター
島根大学病院

看護師

（病院）

87%

保健師

（自治

体）

7%

他大学進

学（養護

教諭別

科）

3%

進学（助

産学専攻

科）

3%

卒後の進路（H27.4月）



チューター制度

 看護学科の教員が、各10～15名の学生を担当
し、学生生活についての個別指導・助言を行い
ます。

 授業科目の履修、交友関係の相談など学生生活
のあらゆる面について、気軽に相談してくださ
い。

 また、前期・後期の成績交付の際には、チュー
ターによる面談があります。



看護学科でのイベントや
学生の様子を記事にして
保護者の皆様に配布して
います。
年2回（4月・10月）発行



クラブ・サークル活動（3キャンパス）
＊本学HPより抜粋

 文化系

 茶道部,筝曲部,写真部,フォークソング部,フルリーポップス,ワーク

キャンプ部,国際交流サークル,吹奏楽部,演劇部,美術部,軽音楽部, ボ

ランティア部,陶芸サークル,ハーモニーサークル,華道部,自然研究部,

スポーツ園芸サークル等

 体育系

 スキー、テニス部,バスケットボール部,バトミントン部,バレーボー

ル部,ワンダーフォーゲル部,水泳部,ダンス部, 卓球部,硬式テニス部,

ソフトテニス部,軟式野球部, サッカー部,フットサル部,ラクビー部,

ソフトボール部,剣道部,陸上競技部,フィッシングサークル,山岳部,走

り隊等



三原キャンパス大学祭「浮城祭」

1日目

時間 内容

10:00～ オープニング

10:20～ LUCKY or UNLUCKY 

11:10～ ハーモニーサークル

12:00～ SHARE THE HEART 

12:50～ 吹奏楽サークル

13:40～
ぴったんこカンカン～正解が
豪華商品への道～

14:20～ ダンスサークル

15:20～ 17:00軽音サークル

2日目

時間 内容

9:45～ オープニング

10:00～ マッスルファイト!

11:00～
ビューティーコロシアム～Magical 
festival～

12:00～
芸人の時間
ダイノジ,ミラクルひかる 他
★出演者は毎年変更になります。

13:30～ JUMP PERFORMANCE COMPANY 

14時10分～ 高島先生バンド

14時50分～ 軽音サークル

16:40～ フィナーレ

両日共通の主な催し（毎年変更あり）
) 

•福引き★豪華景品あり 授産事業バザー
•上田宗箇流茶道部定例お茶会
•体力測定 骨密度測定
•ピアカウンセリングサークルのピアカフェ
•地域の仲間たちによる手作り作品の展示・販売
・体験コーナー 歩き方講座
•同窓会による地産地消ヘルシークッキングdeエコライフ
•バルーンアート フェイスペイント ミサンガ教室
•ウォークラリー&スタンプラリー

•ゲーム★体育館での巨大すごろく,宝さがし,

ボーリングなど子ども向けのイベント
11月第2週の土日

例年の主な日程



入試情報



一般入試
前期31名
後期10名

高等学校での教科面における学習の達成度をみるため，大
学入試センター試験については5教科5科目又は6科目を課
しています。
個別学力検査については，面接によりコミュニケーション
能力・学習意欲・倫理観等を評価します。

推薦入試
19名

(県内18名､県内専門1名）

推薦入試では，大学入試センター試験を免除し，小論文と
面接を行います。
（要件：評定平均4.0以上､各高校2名まで、専願であること、など）

社 会 人
特別選抜(若干名）

社会人として職歴等を3年以上有する志望者に対して，大

学入試センター試験を免除し，小論文と面接を行います。

―面接での主な質問内容―
本学科の志望理由、看護職を目指す動機、看護体験で何を経験したか
どんな看護師・保健師になりたいか、医療・看護関連ニュース、
高校時代のエピソード、看護の勉強をやり抜く自信など

自分の言葉でアピールしてください！

理系、文系コース、どちらも得意分野を生かした学修ができます。
得意分野をどう生かすか、苦手分野をどう克服するか、意欲をもって取り組
む姿勢が重要です！



平成27年度合格者数 合格倍率 センター平均得点率

一般入試 前期32名 3.0倍 70.1%

後期11名 4.2倍 73.3%

推薦入試 県内高校18名 3.7倍

県内専門高校1名 3.0倍

社会人入試 1名 5.0倍

平成28年度合格者数 合格倍率 センター平均得点率

一般入試 前期31名 1.6倍 68.6％

後期13名 2.0倍 73.5%

推薦入試 県内高校18名 3.4倍

県内専門高校1名 ー

社会人入試 1名 5.0倍



看護学科 Department of Nursing

東門からの景色

皆さんの夢の実現へ向けて・・・

ご来校お待ちしています。

http://www.pu-hiroshima.ac.jp/index.html

