
看護学、医学、薬学の融合拠点 富山！
ここから未 来の看護学を創りだそう！！

Q&A
Q 看護学科はどのような人を求めていますか？

Q どのような基礎学力が必要ですか？

Q 看護学科の特徴は？

Q 取得可能な資格は？

Q 働きながら学べる大学院はありますか？

A 　看護は人間の健康全般に関わる領域であり、病める人々のみでなく、その家族及び地域で生活
する多くの人々から、深い信頼と多くの期待が寄せられます。これに応えるためには、学生時代から、
人間性の涵養とともによく学ぶ習慣を身に付けることが必要です。このことから本学科では、以下
の素質を有する優秀な人材を求めています。

 　　・基礎学力があり看護学に深い関心を持つ人
 　　・自ら学ぶことをめざせる人
 　　・人間に強い関心を持ち、人々の安寧のために働くことを希望する人
 　　・他者との連携を保てる人

A 　本学科では、理科系に加え文化系の総合的な学力が求められます。

 　人間の構造や機能を理解するために、理科や数学的考え方が基礎となり、人間の社会や関係を
理解するために国語や社会の知識が必要となります。

A 　杉谷キャンパスの特徴として医学部医学科及び看護学科、薬学部、和漢医薬学総合研究所及び
附属病院が併設している医療系のユニークな大学機関であることが挙げられ、これらの学部、研究
所や病院が協力して、学部教育や卒後教育を行っていることです。

A 　国家試験合格が条件となりますが、看護師免許、保健師免許、また、助産コースの学生は、併せ
て助産師免許が取得可能です。

　 　なお、保健師免許取得者は、所定科目の単位を修得していれば養護教諭2種免許状も申請可能です。
（編入学生については、入学前の単位取得状況によって異なりますので、入学後に個別相談します。）

A 　本学の看護学専攻（博士前期課程又は博士後期課程）では、特例として、昼間に働いている社
会人が、有職のまま大学院で就学可能となる昼夜開講制を取り入れています。夜間の時間帯（18：
05 ～ 21：10）と土曜・日曜・祝日、夏季・冬季・春季等の休業期間等を利用して授業が受けられ
るように、授業時間割が調整されます。また、長期履修制度もあり、2 年以上（博士前期課程）又
は3年以上（博士後期課程）の修業年限をかけて修了に必要な単位を修得することができます。

看 護学科概要
先 輩からのメッセージ

　看護学科の学士課程は、「基礎看護学1」、「基礎看護学2」、「成人看護学1」、「成人看護学2」、「小児看護学」、「母

性看護学」、「老年看護学」、「精神看護学」、「地域看護学」、「人間科学1」からなる10講座があります。より専門

性を明確とするこれらの講座が一丸となって、学生の教育及び研究に従事しています。

【基礎看護学1・基礎看護学2】
　看護の仕事は自分自身を映し出します。それは、自分の
目や手を使って直接人々と接するからです。人々の健康状
態を理性的に把握することと、その状態にある人の感情に、
人間的な関心を重ねることによって、技術的・実践的な関
心が定まり、自分の行為を看護にすることができるのです。
　基礎看護学では、このことを踏まえ、看護の目的と看護
の対象である人間の理解を基本に、看護の対象となる人々
の生活過程を整えるための看護の視点、必要な知識、看護
の基本的技術を学びます。

【成人看護学1】
　ライフサイクルにおける成人期の成長・発達及び健康障
害に焦点をあて、特に慢性・長期的な健康障害を持ちなが
ら生活している人々とその家族、生活機能障害を持った人々
とその家族、人生の終末期にある人々とその家族へ援助す
るための理論と方法について学びます。

【成人看護学2】
　主に手術を受ける対象者や、救急現場での健康状態の急
激な変化や生命の危機的状態にある患者の保護や回復にお
ける援助を学ぶとともに、人として尊厳を失わないような生
活の援助の提供について学びます。また、生命の危機的状
態にある患者の家族援助についても学びます。

【小児看護学】
　小児看護学では、小児とその家族を対象として看護を展
開する理論と方法を学びます。お子さんは0歳児から18歳
頃までと幅広く、また健康のレベルも集中治療が必要な方
から健康をより増進させるレベルまで様々です。お子さん
の発達段階、性格、家族の状況、疾患、治療といった様々
な要素を考えながら、よりよい看護を提供していくというと
てもやりがいのある領域です。

【母性看護学】
　母性看護学、助産学は人間発達学を基盤とし、医学、人文・
社会学、心理学、教育学等の視点を包含した人類の生命の
継承並びに母子・家族の健康に関するWell-beingを追求す
る領域です。近年は社会構造の変化や文化的基盤の変化に

伴う少子化傾向など、健全に子どもを生み育てることが難
しい状況にあります。健康な子どもを生み育てることを支え
つつ、女性の出産・育児に注目し、健全な母子のあり方に
寄与することも母性看護学、助産学にとって重要な課題で
す。なお、本学には助産コースが設置されており（学内選考
あり）、所定の単位を修得すると助産師の国家試験受験資
格が与えられます。

【老年看護学】
　老年看護学では、様々な健康レベルにある高齢者が、よ
り健やかにその生涯を送れるように援助する看護のあり方
を学びます。特に、成人期とは異なる「老年期の人と生活
の変化」を理解し、疾病や機能低下を有する高齢者の自立
支援や終末期にある高齢者への看護について学びます。

【精神看護学】
　こころの問題が重視されている今日、精神看護の重要性
は増しています。精神看護学では、こころの健康のための
制度やその歴史的経緯を学びながら、人の尊厳を考えます。
そしてこころの健康を保つための方法や障害への対処法に
ついて考え、社会の中で人々がその人らしい生活を営むに
はどうしたらよいかについて学びます。

【地域看護学】
　地域看護学では看護学の基盤にたって、公衆衛生活動を
担う看護専門職（特に保健師）に必要な知識・技術につい
て教授します。①個人や家族のみでなく、地域で生活する
人々全体を対象とします。②人々の多様なニーズを社会情勢
と共に捉え、家庭生活・地域社会生活の中で課題を見出し、
解決していく能力を修得します。③健康増進、疾病介護予防、
健康自己管理、社会適応への援助さらには保健・福祉サー
ビスの事業化・施策化の方法を学びます。

【人間科学1】
　疾病の成り立ちと回復の促進という観点から人間の「から
だ」の構造と機能を学びます。さらに人間科学の視点から
心身相関（「からだ」と「こころ」と「くらし」の関連）を理
解しましょう。特に運動器の疼痛及び癌研究の分野にアプ
ローチを行っています。

問い合わせ先   富山大学 医薬系学務課（入試担当）
〒930-0194 富山市杉谷2630 番地　【電話】076-434-7138

【メール】nyuushi@adm.u-toyama.ac.jp　【ウェブサイト】http://www.med.u-toyama.ac.jp/kango/

富 山 大 学
医 学 部

2 0 2 0
看 護 学 科 富山大学医学部看護学科の魅力として第

一に挙げられるのは、4 年間で看護師、助
産師、保健師の免許取得、さらには養護教
諭2 種免許状を申請することができる点で
す。同じキャンパスに医学、薬学といった
医療系の職業を目指す高い志を持った学
生が集まり、学習環境の整った場所で医療
に関する多角的な視点から学びを深めるこ
とで、国家試験の高い合格実績を誇ってい
ます。キャンパス内にある医学薬学図書館

には、医療専門図書はもちろん、語学や科
学、教養などの様々な文献が豊富に取り揃
えられています。学生は24 時間利用する
ことができ、館内の学習スペースでは、テ
ストや国家試験に向けて集中して勉強する
ことができます。また、グループ学習室も
設けられており、学生同士での意見交換を
通して自然と学習に対する意欲的な姿勢が
身につきます。

また、富山大学では部活動やサークル活
動も盛んにおこなわれており、先輩から授
業やテスト勉強、一人暮らしなどのアドバ
イスをしていただいています。救命医療や
漢方、ピアカウンセリングについて学んだ
り、隣接する富山大学附属病院の小児科を
訪問し、入院している子どもたちと触れ合っ
たりする医療系学科ならではのサークルも
あり、より医療に対する意識を高めること

ができます。
大学生活を送る上で、自然いっぱいの富

山は素晴らしい環境だと私は考えます。美
しく壮大な立山連峰、澄んだ空気、きれい
な水、おいしい食べ物など、富山には暮ら
しを豊かにするものであふれています。満
ち足りた普段の生活が日々の疲れを癒して
くれます。勉強やサークル、アルバイトなど、
何かと慌ただしくなりがちな大学生が穏や
かな生活を送ることは、心のゆとりを保つ
ことにつながります。心にゆとりをもつこ
とは大学生活を充実させるための第一歩で
す。また、自然の恵みを受けながら生活を
送ることを通して人間的にも成長し、看護
職においてもその経験が生かされると思い
ます。

みなさんも富山大学でキャンパスライフ
を送り、心のふるさとを創造しませんか。

1年

宮﨑 優里
出身：富山中部高等
学校（富山県）

私は、高校卒業後1年間東京で浪人生活
を送りました。“自分が何をしたいのか”、“人
生をかけて自分が出来ることとは何か”を
考えたとき「すべての出産に関わる人を幸
せにしたい」と思うようになりました。自
分を見つめなおす1年間で人生の大きな目
標が出来たのです。その目標を叶えるため
に遠い山梨県から富山大学への進学を決
めました。

富山大学では看護師、助産師、保健師

の資格が最短4 年間で取得できるカリキュ
ラムが組まれています。その中でも助産師
の資格取得率は毎年100% の実績を持っ
ています。また、富山大学杉谷キャンパス
では医学科や薬学科、創薬科学科が併設
されており、医療に携わる志をもった仲間
と一緒に学習に励むことができます。他学
部とも合同の授業を受け、様々な職種につ
いての理解を深めることで「チームで患者
を支える」という言葉の意味の本質を理解
できます。学科混合の課外活動などを通し
て、他学部との交流が盛んであり毎日楽し
い学生生活を送り、将来も付き合っていき
たいと思える友人も見つけることが出来ま
した。これは富山大学に進学しなければ得
られなかったかけがえのない一生大切にし
ていきたい宝物です。

このパンフレットを手に取っている高校

生のみなさん、目標ややりたいことが見つ
かっていない、医療に携わりたいけれど大
学選びに迷っているなど様々な思いを抱
えているかもしれません。そんな方は一度
オープンキャンパスに参加してみてくださ
い。実際に富山大学で医療を学ぶ学生の
生の声や大学の先生方、大学自体の雰囲
気を感じ取ってみてください。必ず富山大
学の魅力が伝わると思います。

私たちの学年は現在、編入性も含めて約
80名が在籍しています。それぞれが将来、
医療に関わりたいという強い意志のもと
勉学や臨床実習に励んでいます。壁にぶつ
かったときは一緒に乗り越えてくれる素敵
な仲間がたくさんいます。みなさんも私た
ちの仲間になりませんか。来年の春、将来
の希望にあふれた皆さんが富山大学の桜の
木の下で微笑んでいたら嬉しく思います。

4 年

上野 遥香
出身：駿台甲府高等
学校（山梨県）

私は、高校時代に医療の分野に興味を
持ち、高校卒業後、専門学校に入学しまし
た。専門学校では、3年間で看護の専門的
な知識や技術を学びました。病院での実習
体験を重ねていくなかで、患者さんに退院
指導や予防教育をする機会があり、患者さ
んから「家にいるときは誰もこんなことを
教えてくれなかった」「もっと早くに知りた
かった」と言葉をかけられた経験がありま

す。その際に、私は病院だけではなく、地
域でより住民に近いところで、予防医学に
携わる人になりたいと思い、保健師を目指
すようになりました。また、大学に入学し、
自分の看護観をさらに深めたいと思い、大
学編入を決めました。

富山大学では、専門科目はもちろん、様々
な分野の教養科目を選択することができ、
五福キャンパスで受講する講義もあるた
め、他キャンパス、他学部の学生との交流
も深めることができます。さらに、古くか
ら富山では“くすり”が有名ですが、富山大
学では医学部、薬学部と合同で、和漢医薬
学を学べることも大きな特徴であると思い
ます。看護の専門的な知識だけではなく、
幅広い分野から多面的に医療を捉えること
ができるのも、とても魅力的であると感じ

ています。
また、富山大学では、部活動・サークル

活動も盛んであり、学部や学年、性別、年
齢を問わず様々な学生と交流を図ることが
できます。「多職種連携」「チーム医療」と
いう言葉があるように、医療現場で欠かせ
ない力を養うことができます。

今年は6 名の編入学生が入学しました。
1人ひとり、それぞれの目標をもち、助け
合いながら、毎日楽しくキャンパスライフ
を送っています。少しでも編入学を考えて
いる方、実習や仕事など忙しいなかでの受
験勉強は厳しく、大変かもしれませんが、
大学で自分のやりたいことを深く学べるこ
とは本当に楽しいです。皆さんも富山大学
で充実した日々を過ごしてみませんか。

3年

村田 明瞳
出身：福井県立看護
専門学校（福井県）



学位記授与式
春季休業

3月

補講・試験
臨地実習

（3年次～4年次7月まで）
看護師・保健師・助産師
国家試験（4年次）

2月
看護研究開始（3年次）
1月

冬季休業
12月

総合実習（4年次）
11月

後学期授業開始
医学薬学祭

10月

介護体験実習（1年次）
基礎看護実習（2年次）

9月

オープンキャンパス
夏季休業

8月
補講・試験

7月
6月
新入生医療学研修

5月

入学式
前学期授業開始

4月
主な年間行事
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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10
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3 年生のある一日 学 生生活平 成 31年度入学試験
進 路状況

国 家試験受験状況

卒 業生からのメッセージ

出身学校：七尾高等学校（石川県）

山 口 莉 奈 （3年）

●入学者選抜方法（平成31年度）

●第3年次編入学（平成31年度）

●入学試験実施状況（平成31年度）

●入学試験実施状況（平成31年度）

（参考）入学者の内訳　出身地　県内：35（0）　県外：46（2） 　新卒・既卒等　新卒：69（2）　既卒等：12（0）

●入学者の出身地（平成31年度）

１年次へ入学

3 年次へ入学

【一般入試前期日程】
大学入試センター試験（5教科6 科目又は5教科7 科目）及び本学が行う個別学力検査（外国語及び小論文）の結果
を総合して行います。

【一般入試後期日程】
大学入試センター試験（5教科6 科目又は5教科7 科目）及び本学が行う個別学力検査（小論文及び面接）の結果を
総合して行います。

【推薦入試】
個別学力検査を免除し、次のとおり行います。
（１）推薦書、調査書、志願理由書、特別活動調書、小論文および面接の結果を総合して行います。
（２）本学医学部看護学科が課す大学入試センター試験の合計得点が配点の65％（520点）以上の者を合格者の
対象とします。

入学者選抜方法：学力検査（英語、専門科目（看護学））、小論文、面接及び成績証明書の成績を総合して行います。

一般入試前期日程 一般入試後期日程 推 薦 入 試 帰国生徒入試 社会人入試
募集人員 50 10 20 若干名 若干名

志願者数 121（5） 72（3） 24（1） 1（0） 1（0）

受験者数 106（5） 23（2） 24（1） 0 1（0）

合格者数 59（2） 10（0） 11（0） 0 1（0）

入学者数
59（2） 10（0） 11（0） 0 1（0）

合計　81 （2）

募集人員 10

志願者数 26（1）

受験者数 23（1）

出身地 人　数
北海道 1（0）

秋田県 1（0）

群馬県 1（0）

千葉県 1（0）

東京都 1（1）

出身地 人　数
新潟県 5（0）

富山県 35（0）

石川県 13（0）

福井県 3（0）

長野県 7（1）

出身地 人　数
岐阜県 7（1）

愛知県 1（0）

京都府 1（0）

大阪府 2（0）

兵庫県 1（0） ※（　）内数字は、男子の数です。

合格者数 10（0）

入学者数 6（0）

※（　）内数字は、男子の数です。

（参考）入学者の内訳
　出身地　県内：0　県外：6（0）
　新卒・既卒等　新卒：4（0）　既卒等：2（0）

　私は高校の時から富山大学に進学したいという夢があ

り富山大学を受験しました。その理由はこの大学では

看護学科だけでなく医学科や薬学部と共に学ぶ機会が

あり、さらに漢方が有名な富山で看護学科でも漢方の

勉強ができるということを知ったからです。私は人と関

わるのが好きなので医学の中でも看護の道を選びまし

たが、近親者が難病を患っており治療を漢方で行ってい

たため漢方にとても興味がありました。そのため看護学

科であっても漢方の勉強ができるという点に惹かれ、こ

の大学に来ました。実際富山大学に来てみると他の学

科と勉強する機会がとても多く、そのおかげで様々な考

え方や知識を取り入れることができ、勉強になることも

たくさんありました。また、『医療学入門』という授業

があり、その授業では漢方について自ら調合して漢方薬

を作ったり、植物園を見に行ったりして漢方の勉強をす

ることが出来ます。その授業でも医学科、薬学部、看

護学科が一緒に授業を受けるため、薬学部の人が詳し

く教えてくれ、互いに高め合いながら勉学に励むことが

出来ます。

　そして、この大学に来てすごいと思ったことは勉強を

出来る環境がとても整っていることです。富山大学杉

谷キャンパスの図書館では学生は２４時間入室可能であ

り、学習スペースがとても多いため自分の好きな時に好

きな時間まで気にすることなく勉強ができます。

　私は今心からこの富山大学に来てよかったと思ってい

ます。みなさんもこの富山で私たちと一緒に楽しいキャ

ンパスライフを送りませんか？

S c h e d u l e

7：00 起床
 朝ごはんを作って食べています。

8：25 登校
 無料シャトルバスが出ているので 
 たまに利用しています。

8：45 １限目

10：15 １限目終了
10：30 ２限目

12：00 ２限目終了

12：00 昼食
 友達と学食でご飯を食べたり生協で買っ

て食べたりしています。学食ではあたた
かくて栄養のあるおいしいご飯が食べら
れます！

13：00 ３限目

14：30 ３限目終了
14：45 4限目

16：15 4限目終了
16：30 トレーニング
 学校の体育館にはいつでも使えるトレー

ニングルームがあります。私はサークル
には入っていませんが元陸上部というこ
ともあり運動が好きなので友達と週３回
ほどトレーニングをしています。器具も
たくさんありとても便利です！

18：00 夕食
 普段は自炊ですがたまに友達と外食をし

ています。夕食後週４回ほどはアルバイ
トをしています。

23：30 就寝
 次の日の準備をしてから寝ると次の日の

朝余裕をもって学校に行けます！

臨地実習
赤ちゃんこんにちは

新入生医療学研修
仲間と一緒に立山散策

オープンキャンパス
看護を実際に体感

課外活動
クラブ活動にも一生懸命

学位記授与式
学生生活最後の緊張

医学薬学祭
練習の成果を披露

卒業年月 卒業者
進　路 就職地 業種別就職者

進　学 就　職 その他 県　内 県　外 病　院 公　務 その他

30 年3月 88 4 83 1 48 35 79 4 0

31年3月 88 8 80 0 41 39 73 5 2

試験期日
新　卒 既　卒 新卒＋既卒 全国平均

合格率受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率

看護師
30年2月18日 80 80 100％ 2 2 100％ 82 82 100％ 91.0％

31年2月17日 81 77 95.1％ 81 77 95.1％ 89.3％

保健師
30年2月16日 87 79 90.8％ 3 2 66.7% 90 81 90.0％ 81.4％

31年2月15日 86 75 87.2％ 6 3 50.0% 92 78 84.8％ 81.8％

助産師
30年2月15日 6 6 100% 6 6 100％ 98.7％

31年2月14日 6 6 100% 6 6 100％ 99.6％

主な就職先
富山大学附属病院／富山赤十字病院／富山県済生会高岡病院／市立砺波総合病院／射水市役所／金沢大学附属病院／福井大学医学部附属病院など

富山県立中央病院　
（平成16 年 3月卒業）

加藤 麻衣
富山大学では、授業や実習、部活やアルバ

イトをはじめ多くの学びと経験に出会いまし
た。基礎実習では疾患の基礎を踏まえて患
者さんとの接し方や情報収集、看護計画につ
いて学びます。領域別実習では、個別性のあ
る看護計画を立案し自分たち看護学生にでき
る看護実践を学びました。初めはわからない
ことが多く戸惑い苦労しますが、学内だけで
なく病院で先生方にその都度相談することが
でき指導頂けることは本当に心強く、同じ目
標を目指す仲間と一緒に頑張ることができま
した。

私は卒業後、看護師として就職しました。
患者さんを取り巻く状況を丁寧に見つめると
いう学びは、自分の中で基本の１つとなって
います。就職後、看護の仕事において患者さ
んの病態や今後の生活において課題がたくさ
んある場面にも出会いました。その問題を少
しでも改善できる方法はないか悩み、再び本
学大学院に進学し、昨年がん看護専門看護師
の資格を取得しました。

富山大学はみなさんの目標をサポートして
くれます。同じ志をもつ友人、支えてくれる
先生方、自分の目標や変えがたい経験とたく
さんの出会いがまっています。ぜひ富山大学
で看護学を学びませんか。

富山大学大学院医学薬学
教育部看護学科専攻

（博士後期課程）１年
（平成17年 3月卒業）

亀谷 茉里子
春、看護学科棟の前は満開の桜並木となります。自

然豊かなキャンパスで、実りの多い豊かな大学生活を
送ることができたことが昨日のようです。私は本学の助
産師養成コースを卒業後、助産師として総合病院にて働
き、現在は産後ケア施設で産後のお母様がスムーズに
育児できるよう支援しています。その傍ら、大学院博士
後期課程にて看護研究を行っています。助産実習では
実際に出産の介助も行い、命の誕生の場に立ち合いま
す。出産は神秘的でありまさに感動です。産んだ瞬間の
幸福に満ちた母親の顔は何とも言えません。それだけ
でなく、出産の場面は危険も隣り合わせであり助産師と
しての責任感や判断力が必要となります。実習は辛く厳
しい場面もありますが、現場のスタッフや教員が全力で
サポートしてくださり乗り越えることができました。あ
の頃の頑張りや学びが助産師としての今の自分を支え
てくれています。また自分の看護観の礎となりました。 
“What nursing has to do in either case, is to put 
the patient in the best condition for nature to act 
upon him.” ナイチンゲールの言葉です。一人一人人間は
違います。看護の対象である患者さんの個別性に合わせ
て、その方がより良い状態になるよう働きかけるように
看護ケアを実践することだと私は解釈しています。現場
で看護を実践する中、看護学を深く学びたい、看護実
践の基礎となる研究を行いたいという思いから、本学修
士課程を経て、現在博士後期課程で研究に取り組んで
います。富山大学の看護学科では、学部から大学院まで
あなたの「学びたい」を全力で応援してくれます‼

滑川市役所 産業民生部
福祉介護課
地域包括支援センター

（平成 31年 3月卒業）

久郷 綾音
私は、身近な人の死と誕生を同時期に経験した

ことで、地域で自分らしく安心して生活していくこ
とを支える保健師の仕事に興味を持ちました。そ
こで、看護師だけでなく保健師の資格を取得でき
る富山大学看護学科に入学しました。

看護学科の同期には社会人経験者や専門学校か
らの編入生など個性も背景も様々な仲間がいまし
た。また看護学科の他、医学科や薬学部も同キャ
ンパスで学んでいます。他学科の学生との交流は
学ぶことが多くありました。先生方との距離も近く、
進路相談や勉強の相談にも快く応じてくださいま
した。このユニークで温かい雰囲気のキャンパス
で4 年間を過ごしたことは、医療従事者としての人
間性を磨く上で貴重な体験だったと思います。

卒業後は、地域包括支援センターに配属されま
した。高齢者を対象とした介護予防事業や認知症
関連の施策に携わっています。地域の方々に顔を
覚えてもらい、声をかけていただくことが少しず
つ増え、やりがいを感じています。勉強の毎日で
すが、大学での講義や実習での経験が役に立って
いると思います。

富山大学は、看護師・保健師・助産師の国家試
験受験資格を取得できるため、皆さんの夢をきっ
と後押ししてくれますし、広く選択肢があることは
きっと役に立つことでしょう。皆さんも富山大学で
実り多い 4 年間を過ごし夢に向かって頑張ってくだ
さい。

出身地 人　数
福岡県 1（0）


