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世界的に権威ある「THE世界大学ランキング2023」の総合順位にて『601-800』位にランクイン。 
本学は「研究の影響力(被引用論文)」において高い評価を得ました。

日本の私立大学で第1位
全国の大学で第11位、関西圏では京都大学・大阪大学に次ぐ第3位。

「関医タワー」オープン

■4年間の学費が700万円→660万円に

THE世界大学ランキング2023にて 

NEWS

1928年、関西医科大学の前身である大阪女子高等医学専門学校が誕生。

以来、建学の精神 “慈仁心鏡” を受け継ぎ、慈愛のこころと豊かな人間性を備えた、

コミュニケーション能力の高い良医を育むという伝統を遵守してきました。

そして今、医療もDXの時代。医療系複合大学である本学も、次代を見据えAIやICTを活用。

医療従事者や利用者へのよりよい環境を、教育現場から推進しています。

経験豊かな教授陣の世界的研究に触れたい。最先端の設備機器を使い真摯に学び修練したい。 

その志に応える、関西医科大学 IS THE ONE。未来を拓く出会いは、ここにあります。

世界でオンリーONEへ。世界でナンバーONEへ。

英国の高等教育専門誌 Times Higher 
Educationによる「THE世界大学ランキン
グ」。5分野・13指標の評価項目をスコア化。

学費の減額・特待生制度の拡充決定　
学納金引き下げで、看護師・保健師・助産師への志を応援します！

2022年3月に竣工した関医タワーは、入院患者さん
とそのご家族向けの関医タワーホテルや国際化
推進センター、留学生向けの宿舎などを備える地上
12階建ての高層タワーです。
2022年9月には国際大学院も開設し留学生の受け
入れが進んだことで、本学の一層の国際化推進が
期待されます。日本のみならず世界の医療系教育・
研究・医療に貢献できる関西医大として、更なる発展
を目指します。

2023年度～

入学金、実験実習費の見直しにより、4年間の学費を引き下げます。
■拡充した特待生制度の利用で、初年度学納金は入学金10万円のみ！
合格者のうち、成績優秀者には、初年度納入金のうち、授業料、実験実習費、および教育充
実費の全額、合計155万円を免除します。（詳しくはP.41をご覧ください）
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教育の理念

本学は、「慈仁心鏡」、すなわち慈しみ・めぐみ・愛を
心の規範として生きる医人を育成することを建学の精神とする。

本学看護学部は、建学の精神である「慈仁心鏡」に基づき、幅広い教養と高い倫理観・人間愛を基盤に、
人々の生命・健康・生活を統合した専門的知識・技術を備えた看護力で、社会に貢献できる柔軟な創造力・
行動力をもつ人材を育成することを教育理念とし、学生の「自由・自律・自学」を基盤とした学びを保障する。

学長・学部長メッセージ

　関西医科大学は、1928年大阪女子高等医学専門
学校設立に端を発し、1954年、校名を関西医科大学
と改称・男女共学制の実施を経て、今年で創立95年
を迎えます。この間、附属病院・医学部学舎を枚方市
に新設し、さらに2018年看護学部、2021年リハビリ
テーション学部を設置。3学部、2大学院研究科、4附属
病院（総病床数1,521床）を有する医療系複合大学へ
と大きく発展してきました。本学附属医療機関は地域
の中核として先進的医療を持続的に提供しており、
最近では新型コロナによる医療崩壊の瀬戸際で本学
医療関係者の獅子奮迅の活躍は多くの人の命を救い、
安心と希望を与えたことで世間の注目を集めました。
　本学は、建学の精神「慈仁心鏡」、すなわち慈しみ・
めぐみ・愛を心の規範として生きることを体現した
医療人の育成を教育の基本とし、国際基準の教育
カリキュラムによる「質の高い教育」とオンリーワンの
「特色のある先端研究」を展開することによって世界
に通じる探求心と患者さんに寄り添う心を持った、
優れた医療人を育成することを使命としています。
　看護職は患者さんに寄り添うやさしさと厳しさが求
められ、医療の先進化に伴い、より専門的な医学知識
と看護技術が求められるようになりました。看護職の
現場は訪問介護・在宅医療から国際医療など多様化
し、さまざまな医療現場に対応したコミュニケーション
や実践能力が必要になります。看護学部はこのような
ニーズに対応した教育プログラムを提供します。本学
附属医療機関は地域包括医療医学・医療ネットワー
クを持ち、看護学部第一期生の多くが就職して活躍し
ています。看護が抱える課題にチャレンジし、社会で
活躍する強い志をもつ若者を歓迎いたします。

「命と向き合い、病と闘い、
患者さんに安心と希望を
与える医療人を育成」

関西医科大学 学長 木梨 達雄

建学の精神
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生命と人間の尊厳を基盤とし、
高い倫理観を備え生涯にわたり成長できる

専門職として自信と誇りを持ち、
自分の役割を意識して行動できる

看護学の学びを通して
自ら真理を追究し続ける姿勢を持つことができる

看護の力を信じ、
未知なる可能性へと行動を起こすことができる

社会と環境の変化を見据え、
看護ができること・なすべきことに尽力できる

地域の特性と健康課題を理解し、
グローバルな視野を持つことができる

人の生命・健康・生活を統合した
看護実践能力を持つことができる

看護者の責務を自覚し、
他職種と協働できる

卒業時までに求められる能力を修得した者に、看護学の学位を授与。ディプロマ・ポリシー

1
2
3

4
5

7
8
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　看護職の活動の場は医療機関から人々の生活の場
へ拡大し、在宅や施設等でケアやサポートを必要と
する人々が増えています。看護学は「人」と「生活」に
寄り添い、その人の持つ力を高めながら「健康」への
支援を行う学問であり、重要性が益々高まっています。 
　本学部の教育は、人々の生活に着目し、生活と健
康を統合した専門的知識と技術を備えた実践的な
看護力を養うカリキュラムです。2023年度より、シミ
ュレーション教育の可視化を図り、全領域で体系
的なシミュレーション教育を行います。実習は、２年
次から附属医療機関や福祉施設等で行います。また、
４年間、地域住民の皆様のご協力を得て、地域での
生活の在り方と健康について学びます。さらに、環境
等の相違と健康との関係を学ぶため、日本全国で
実習を行っています。これらの実習などから、人々の
個別に応じたケアや看護職に求められる態度や
倫理観を学び、また、次世代に必要な新たな看護を
考える力を培うことを目指しています。 
　本学は医療系複合大学での学びを活かし、医療
者として互いに尊重した関係性を築くことを目的に、
１・４年次に医学部とリハビリテーション学部との合
同講義・演習を行います。４年次にはOSCE（客観的
臨床能力試験）を導入し、学生の知識・技術・態度を
統合した実践力を評価し、各自が卒業までに自己の
課題に取り組めるよう支援します。
　日々進歩している医療の中で看護職に求められて
いるのは、時代や地域を越えて通用する「看護の力」
なのです。 
 看護学部一同、みなさんのご入学をお待ちして
います。

時代や地域を越えて
通用する「看護の力」

加藤 令子関西医科大学 
看護学部長・看護学研究科長

The ONE, 関西医大
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知識や技術だけでなく、
人と生活に寄り添う。

人を看る看護学
01

1年次から始まる
地域での実習を通し、
病だけでなく
人と生活を看る。

看護の実践で大切なことは、まずコミュ
ニケーション能力。そして病の背後に
ある人の生活を理解し、個々人の健康
レベルに応じた看護ニーズを満たす
ことです。本学では、多様な価値観を
受け入れる教養教育の充実を基盤に、
1年次から地域の実情を把握する科目
を設置。人々の生活に触れる実習など
を通し、疾病だけではなく“人”を理解
できる看護力を身につけます。

地元創成看護論実習Ⅲ 最終報告会

詳しくはP.15をご覧ください
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The ONE, 関西医大
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看護師・保健師の受験資格を、
全員が取得可能。

国家試験の受験資格
02
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看護師・保健師の受験資格を、
全員が取得可能。

The ONE, 関西医大

関西圏の私学では
本学だけ！
保健師国家試験受験
資格を全員が取れる
カリキュラム。

超少子高齢社会に突入した現在の
日本では、地域での保健活動を推進
する保健師の役割が拡大しています。
本学では看護学を基盤に、地域住民の
生活を視野に入れた保健師を育成。関
連講義や全国の保健所・保健センター
や企業での実習から、地域や職域に
密着したフィールドワークまで、保健師
の役割と活動の実際について学びます。
さらに選択制での助産師国家試験受験
資格（10名）や、養護教諭2種免許状
の取得が可能です。　

保健師の主な仕事

地域づくり・孤立予防

母子
保健活動

生活習慣病・
がん対策

災害・感染症
などによる
健康危機事象
への対応

認知症対策

成人
保健活動

高齢者
保健活動

「地域生活援助論実習II」での実習の様子
（場所：株式会社クボタ枚方製造所）
詳しくはP.17、P.21をご覧ください
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看護学部の棟内に、外来診療や救急場面を再現できる
シミュレーションルームを設置。
学部棟内にいながら臨床の現場を再現した状況
で、実習に備えたトレーニングができます。また、
実習後の課題をシミュレータで反復練習すること
で、不得意を克服し実践に即した看護の知識や
技術の向上につなげます。さらに国内の医科大学
でもトップクラスの規模を誇る、医学部棟にある
シミュレーションセンターの施設も利用できます。

詳しくはP.23をご覧ください

Faculty of Nursing09



多様な臨床現場に備え、
実践的なトレーニングを。

シミュレーション教育
03

The ONE, 関西医大
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医療系複合大学だから、
3学部でチーム医療の実践も。

看護学×医学×リハビリテーション学の連携
04
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The ONE, 関西医大

附属病院も身近にあり医療の現場に一番近い環境で
学べるので、幅広い知識を身につけ実践的な経験ができる。
附属病院などの医療施設で最先端の医療に接し、看護学
部・医学部・リハビリテーション学部の学生たちが早期から
協働・連携。医療現場の実情に即したチーム医療を実践
的に学びます。他学部との合同授業を通し、互いの役割
を尊重・理解することで医療に関する幅広い視野を
育成。同時に看護の専門性も深化させます。

詳しくはP.25をご覧ください

合同授業の様子
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90年を超える歴史、
それは『慈仁心鏡』の教育の軌跡。

1928年、西日本で初の
女子医育機関として誕生。
関西医科大学の前身・大阪女子高等医学専門学校は、当時我が国で
他に2校しかない西日本では初の女子医育機関として、1928年に誕生
しました。女性に選挙権さえない当時、極めて先進的な教育機関だっ
た本学では、医学だけでなく裁縫も教えるなど、優秀な女医として、
そして良き家庭人としても活躍できる人材の育成に取り組みました。

専門学校から、新制大学へ進化
「大阪女子医科大学」へ改称。
1928年の開学以来20数年にわたって優秀な女性医師を輩出し、附属
病院の建設によって診療活動も展開した本学。戦時の混乱も乗り越え
て発展を続けます。そして、戦後の学制改革による新制大学への移行
という難題も、卒業生たちが団結し、見事にクリア。「大阪女子医科
大学」へ、そして男女共学の「関西医科大学」に改称しました。

●校名を「関西医科大学」と改称、
男女共学制実施 

●附属第一看護専門学校
設立認可

●附属男山病院開設
（～2009年3月31日）

●附属第一看護専門学校を
附属看護専門学校に改称

●守口市に附属病院
（現総合医療センター）を開設 

●附属看護婦養成所設立認可

●新制大学「大阪女子医科大学」
設置認可

●関西医科大学大学院（医学研究科）
設置認可

●附属高等看護婦学校設立認可

●

●

附属枚方病院（現附属病院）を開設
附属生命医学研究所設置

●病態分子イメージングセンター設置 

●

●

大阪女子医科大学設立認可
附属香里病院を開設

●香里病院開設 ●附属洛西ニュータウン病院開設
（～2006年3月31日）

1947

1932

1933

1952 1982 2010

2011

1954 1984

1961

●現在の枚方市牧野に
大阪女子高等医学専門学校設立認可   

1928 1975 2006

1980

香里病院

沿 革

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

当時の様子

当時の附属病院（現総合医療センター）

附属病院

医学部棟3階の「歴史資料室」には
歴代の門標や制服などを所蔵

大阪女子高等医学専門学校

Faculty of Nursing13



枚方の地に移転し、さらなる飛躍。
～関西医科大学は、進化する～
平成の時代に入り、施設・設備の老朽化などの諸問題を抜本的に解
決するため、枚方の地に附属病院と新学舎の建設を決断。2006年の
附属枚方病院（現附属病院）開院、2013年の枚方学舎開設により経営
基盤も強化され、THE世界大学ランキングにもランクインするなどの
発展を遂げています。

次代が求める医療人を育むために
看護学部そして大学院看護学研究科を開設。
2018年に看護学部が誕生。全国でも珍しく、大学院看護学研究科博士
前期課程、博士後期課程も同時開設となりました。次代を動かす医療
人には医学と看護学の両輪が必須であり、協働することが何より重要
だと考えています。さらに2021年には超高齢社会へのニーズを受け、
リハビリテーション学部を開設。これからも『慈仁心鏡』の精神を胸に、
次の時代へと歩み続けます。

●天満橋総合クリニック開設 

くずは病院 看護学部棟

●枚方学舎開設 

●

●

総合医療センター新本館開設
関医訪問看護ステーション・香里設置 

2013

2016

●看護学部及び大学院看護学研究科開設
●くずは病院開設  ●総合医療センターグランドオープン  ●創立90周年

2018

●看護学部初の卒業生輩出
2022

●

●

●

関医訪問看護ステーション・滝井設置
関医・看護師リカレントスクール開講
地域医療連携推進法人
北河内メディカルネットワーク認可

2019

●

リハビリテーション学部棟

総合医療センター

リハビリテーション学部開設
2021

2012
関医訪問看護ステーション・
枚方設置

2020
●

関医タワー

くずは駅中健康・健診センター

女性に選挙権のない“普通選挙”が日本で初めて実施された1928年。
現在の枚方市牧野で、女性に高等医学教育を施す西日本初の学校として私たちの前身「大阪女子高等医学専門学校」が産声を上げました。
女性が、医師になる。それが極めて珍しかった時代から『慈仁心鏡』を掲げ、“慈しみ・めぐみ・愛を心の規範として生きる医人を育成”することを
建学の理念として誕生し、90年余。そんな私たちの歩みを、少しだけご紹介します。

202220212000 2010 202020182018 2028

100
周年

100
周年

●

●

関医タワー竣工
くずは駅中健康・健診センター開設  

●附属光免疫医学研究所開設  

天満橋総合クリニック
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生命と人間の尊厳を基盤とし、高い倫理観を備え生涯にわたり成長できる
専門職として自信と誇りを持ち、自分の役割を意識して行動できる

看護学の学びを通して自ら真理を追究し続ける姿勢を持つことができる
看護の力を信じ、未知なる可能性へと行動を起こすことができる

看護概論 病態生理学／機能障害Ⅱ 看護と倫理 地域生活援助論

主な科目

カリキュラムツリー

「人体のしくみ」「人体の機能」
で学んだ正常な人体の構造と
機能を基本として、代表的な内
科系・外科系疾患の症状・徴候
を引き起こす誘因に関する理
解を深めます。

看護の歴史・定義・対象、健康、
保健医療システム、法制度など、
変わりゆく社会の変化に対応
できる看護職に成長していくた
めの基盤を学びます。

ライフステージ別、健康レベル別
に展開される具体的な地域看護
活動を理解し、地域で生活する
人々の理解とアセスメントに基
づく支援、それぞれのヘルスケア
システムについて学修を深めます。

人々の権利を尊重した看護実
践を行うために、倫理の原則や
自分と異なる価値観を学びな
がら、倫理的問題に取り組む基
本的姿勢を身につけます。

科目名上の色分けは、下記の各DPを示しています。

ディプロマ・ポリシー（DP）…学位授与方針

■基礎ゼミ ■看護概論
■医療人ガイダンス

■生活者に
  ついて学ぶ

■ヘルス
   アセスメント

■生活者
   援助論

■生活機能学
■看護と倫理

■情報処理技術＊ 
■情報活用論＊

■地元創成看護論実習Ⅰ

■感染看護論  ■看護教育論

■地元創成看護論実習II

■障がい論 ■社会福祉・社会保障論

■疾病論  ■診断治療論  ■薬理学■公衆衛生学
■人体のしくみ 
■人体の機能

■病態生理学/機能障害Ⅰ 
■病態生理学/機能障害Ⅱ

到達目標

生
活
者
に
つ
い
て
学
ぶ

基礎科目

専門科目

専門基礎科目

■地域生活看護学

■在宅生活看護学

■地域生活援助論
■地域生活援助論演習

■在宅生活援助論
■在宅生活援助論演習

■精神看護学 ■精神看護論 看
護
ヘル
ス
ア
セ
ス
メ
ン
ト
実
習

■経済学 ■法学＊■教育学 ■心理学

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
の
看
護

■健康と運動＊   ■生活と環境

■倫理学■フランス語
■韓国語 ■中国語 ■英語Ⅱ

■英語Ⅰ ■表現とコミュニケーション
■哲学 ■芸術論

■英語Ⅲ

■物理 ■化学 ■生物

■家族社会学
■こころの健康

■看護ヘルス
   アセスメント実習

人 と々生活・健康・生命の尊厳について
学び、援助関係を構築するための
基礎的な能力を身につける。 年次1 健康課題の成り立ちと生活との

関連について理解し、健康支援に
向けた看護の方法を学ぶ。

からだを
整える

心理・社会
を学ぶ

看護の
基盤

健康支援と
社会保障

人を
理解する

自然を
学ぶ

統
合
・
課
題
を

探
究
す
る
看
護

人体の理解と
疾病からの回復過程

地域や附属医療機関と連携し、段階的に学び成長できる。

１
年
次

２
年
次
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社会と環境の変化を見据え、看護ができること・なすべきことに尽力できる
地域の特性と健康課題を理解し、グローバルな視野を持つことができる

人の生命・健康・生活を統合した看護実践能力を持つことができる
看護者の責務を自覚し、他職種と協働できる

母性看護論 成人生活援助論 看護研究Ⅱ
成人期にある人の生活と健康
問題を理解し、慢性疾患ととも
に生きる成人への機能障害別
看護におけるセルフケアの課
題、援助方法やケア技術につ
いて学びます。

妊娠、出産を経て新しい家族を
構築し発展していく周産期の女
性と、その家族の健康状態をア
セスメントするために必要な看
護実践の基礎をエビデンスに
基づいて学修します。

学生が選択した研究テーマに
ついて、教員の指導のもと一連
の看護研究の基礎を学ぶとと
もに、研究計画書、論文作成か
ら研究発表までを演習形式で
実践的に習得します。

看護にかかわる医療保障や保
険制度、診療報酬のしくみにつ
いて理解し、より安全で健康に
生活するために必要な社会シ
ステムと看護の役割について
考察します。

看護政策論

 選択・選択必修科目　＊養護教諭2種免許必要科目

■看護システム論
■グローバルヘルスと国際看護

■地域生活援助論実習Ⅰ

■在宅生活援助論実習Ⅰ

■精神看護論実習■精神看護論演習

■こども
   生活援助論実習

■こども生活援助論
■こども生活援助論演習

■こども生活看護学

■成人生活援助論
■成人生活援助論演習 ■成人老年

   生活援助論実習

■成人老年治療
   看護論実習

■老年生活看護学 ■老年生活援助論
■老年生活援助論演習

■成人治療看護論
■成人治療看護論演習

■母性看護論実習■母性看護論
■母性看護論演習

■母性看護学

■看護研究Ⅱ ■地元創成看護論実習Ⅳ

■災害看護論 ■看護政策論

■保健行政論

■助産管理 ■助産実習Ⅰ■助産概論　　　　　　 ■助産診断・技術論
■助産診断・技術論演習   ■地域母子保健論

■看護研究Ⅰ  ■地元創成看護論実習Ⅲ

■保険統計学  ■疫学

■統合実習

■卒前
  インターンシップ

■地域生活援助論実習Ⅱ

■在宅生活援助論実習Ⅱ

■助産実習Ⅱ

■グローバルコミュニケーション

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
看
護

人の健康状態に応じ、
その人がもつ力が発揮
できるよう生活を調整する。 年次4あらゆる健康状態に

応じた支援をするための
看護の方法を身につける。 年次3年次2

助産師
コース

３
年
次

４
年
次
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看 護 実 習

天満橋総合クリニック 総合医療センター

関医訪問看護
ステーション・香里

天満橋
18分

京橋
15分 7分

香里園
25分
滝井

関医訪問看護
ステーション・滝井

香里病院

約1分
香里園駅    
徒歩

ら
か

約2分
滝井駅    
徒歩

ら
か

京阪沿線の附属医療機関

天満橋駅
地下直結

枚方キャンパスから約30分以内の好アクセス。急性期医療

実際の生活の場や医療の現場で、
患者さんに接し学んでいく。
アクセスのよい場所に、附属の病院や医療施設などの実習先を確保。
学外のさまざまな環境で経験を積み、人と生活を看る看護学を身につけます。

地元創成看護論実習Ⅰ
地域生活援助論実習Ⅱ

地域の人々と関わりながら、
生活に根ざした
看護の学びを深めていきます。
日本各地での1週間程度の実習も実施。

看護ヘルスアセスメント実習

・地元創成看護論実習Ⅱ
・在宅生活援助論実習Ⅰ
・地域生活援助論実習Ⅰ

〈その他の実習〉

・地元創成看護論実習Ⅲ
・精神看護論実習
・母性看護論実習

・成人老年生活援助論実習
・成人老年治療看護論実習
・在宅生活援助論実習Ⅱ

〈その他の実習〉

※「地元創成看護論実習」Ⅱ・Ⅲ・Ⅳはそれぞれ
　2年次・3年次・4年次の開講です。

Pick Up!

地元創成看護論実習Iでは、枚方市の各地
域に小グループ単位で出向き、人々との交流
や地元での活動を通して学びます。人々の
さまざまな暮らし、考え方・価値観、ならびに
その健康を支える地元の特性、ケアシステ
ムや社会資源について理解し、地元の強み
や課題を地元の人々とともに考えていきま
す。また、グループメンバーとともに、経験
を通して協同的・主体的に学ぶ姿勢を身に
つけます。

生活の場と医療の場の接点である外来という
「環境」において、見学やヘルスアセスメント
を通し、地域で生活を送りつつ医療を求める
生活者としての「人間」の「健康」について
考察します。また、人々の健康を支える「看
護」について理解を深めます。これらの過程
を通して、援助者としての自己課題に気づき、
看護職を志す者としての基盤を築きます。

成人期から高齢期にある人 の々暮らしや労働
環境と生活習慣の関連から、健康課題を予
測し、個人、集団や組織、地域を対象に、健康
の保持・増進に向けた看護職の役割と支援
方法を学びます。

こどもが体験していることに着目し、こどもの
成長発達や健康問題および生活への影響を
通して看護の機能と特殊性への理解を深め
ます。こどものセルフケアおよび親・養育者の
ケア能力を適切にアセスメントし、こどもを主
体とした看護の基礎的能力を身につけます。

早期から地域へ出向き実習開始。
地元・枚方市の住民との関わりから、
人々の生活と健康との関係を学びます。

人々の健康レベルの移行による施設や
医療機関における看護実践について、
実習を通して学習します。

生活における
看護のあり方を
学びます

年次3
年次2

年次1 こども生活援助論実習
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※円内は枚方市駅から各駅までの
　所要時間の目安。

※看護学部生の実習については未定です

京阪本線

関医訪問看護
ステーション・枚方

関医訪問看護
ステーション・くずは

7分
樟葉

5分
牧野

関西医科大学
枚方キャンパス
（医学部・看護学部）

関西医科大学
牧野キャンパス
（リハビリテーション学部）

附属病院

約3分

枚方市駅    
徒歩

ら
か

くずは病院

約8分
樟葉駅    
徒歩

ら
か

くずは駅中 健康・健診センター

枚方市

実 習 施 設

関医訪問看護ステーション・枚方
関医訪問看護ステーション・滝井
関医訪問看護ステーション・香里
関医訪問看護ステーション・くずは
ひらかた聖徳園訪問看護ステーション

悠久訪問看護ステーション
アズワン訪問看護ステーション
アイ・エスひらかた訪問看護ステーション
アロー訪問看護ステーション

訪問看護
ステーション等

関西医科大学附属病院
関西医科大学総合医療センター
関西医科大学香里病院
関西医科大学くずは病院
関西医科大学天満橋総合クリニック
医療法人清風会 茨木病院
医療法人亀廣記念医学会関西記念病院

兵庫県立こども病院
大阪旭こども病院
医療法人錦秀会
　インフュージョンクリニック
医療法人社団ゆみの
　のぞみハートクリニック  

病院・診療所

枚方老人保健施設 のぞみ
パナソニック健康保険組合
　松下介護老人保健施設 はーとぴあ
医療法人大寿会
　介護老人保健施設 ユートピア

介護老人保健施設 ローズマリー
特別養護老人ホーム うぐいすの里
特別養護老人ホーム ひらかた聖徳園
総合老人福祉施設 夢心
介護老人保健施設ふじさか

高齢者施設等

枚方市社会福祉協議会
枚方市地域包括支援センター（各所）

寝屋川市地域包括支援センター（各所）
大東市地域包括支援センター

地域包括
支援センター等

社会福祉法人枚方療育園
　枚方総合発達医療センター

交野支援学校
大阪西本願寺常照園：児童養護施設

子ども（児童）
施設等

企業・保健所・
保健センター等

大阪府下保健所・保健センター
株式会社クボタ 枚方製造所
株式会社小松製作所 大阪工場
一般財団法人京都工場保健会
日本精線株式会社 枚方工場

富士通株式会社 健康推進本部
　関西健康推進センター
吉泉産業株式会社
枚方市役所 

2年次の「地域生活援助論実習Ⅰ」では、1年次から2年次までの学習を
基に、日本各地で1週間程度の実習を行います。実習先の地域の生活や
住民の健康、保健教育などを広く学びます。

秋田市保健所・秋田市保健センター
足利市保健センター
岡山県美作保健所勝英支所
岡山県西粟倉村保健福祉課

岡山県奈義町保健相談センター
高知県福祉保健所
中芸広域連合保健福祉課
香南市健康対策課

すこやか広場・きょうぶん（枚方市）
守口市子育て世代包括支援センター あえる
守口市児童センター
こどもセンター（寝屋川市）
ぽらりすひろば（交野市）

高槻市子ども未来部子育て総合支援センター
　『カンガルーの森』
大阪市ひろば型子育て支援施設U-me-café
なかむら助産所
じょさんしの杜 ふわり　

母性看護論実習では、以下の施設で実習を行います。

地域子育て支援拠点等

関西医科大学附属病院
関西医科大学総合医療センター
大阪府済生会野江病院
医療法人成育会なりもとレディースホスピタル
医療法人一祐会藤本病院
医療法人桜花会 あきせウィメンズクリニック

医療法人明峰会 東山産婦人科・小児科
医療法人竹村医学研究会（財団） 小阪産病院
橋本助産院
和泉乳児院
大阪赤十字病院
社会福祉法人大念仏寺社会事業団ボ・ドーム大念仏

※助産師コース履修者は以下の病院で実習を行います。 助産師コース実習施設

※太字は本学の関連施設※地元創成看護論実習I~IVは、枚方市および北河内地区の住民の方を対象とします。

・地元創成看護論実習IV
・助産実習I・II（助産師コース履修者のみ）

〈その他の実習〉

卒前インターンシップ

統合実習

自己の課題に取り組みながら、
実践力と職業意識、社会人としての準備状況を
整えることを目的として進めます。

学生が進もうとする看護の場において、実際に就職した
際のリアリティショックを最小限にし、自己の課題に向き
合いながら社会人としての準備状況を整えます。これま
で学んだ知識・技術を統合し、専門職業人として求めら
れる実践力を養います。また、キャリア継続に向け必要な
課題を明確にし、卒業後も主体的・継続的に学び続ける
態度を身につけることを目的としています。

これまでに修得した看護実践能力を基盤に、健康と生活
との関連や人々が体験する多様な健康障がい等が生活
に与える影響について、学生自身で課題を設定。その課
題に対し、人々の生活の自立を目指した看護実践を展開
します。また、看護のシステムや機能のあり様を学び、看
護専門職がヘルスケア組織・チームの一員として果たす
べき役割について学びます。

インターンシップで
準備を重ね、
いよいよ卒業！

年次4

樟葉駅
直結

医療機関に加え、保健所や地域で実習。

Check

から在宅医療までそろう附属医療機関で、幅広いニーズに応える看護力を身につけます。
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看 護 実 習

実習オリエンテーション

在宅生活援助論実習 I
実習場所：附属病院併設および近隣の訪問看護ステーション

訪問看護ステーションで学ぶ臨地実習です。実習では、在宅で生活されている療養者
さんとご家族の療養環境を知り、その特徴をふまえた生活と健康ニーズに適した看護
援助のあり方について理解を深めていきます。さらに、在宅ケアに関わる他の関係
職種と看護師の連携や協働の実際も学びます。

学内では、実習の目的・目標、実習の展開方法、記録の記載方法等
について説明を受け、在宅看護に関連する制度や仕組みなどの知
識を整理します。実習施設では、指導担当の訪問看護師より実習
施設の概要や訪問看護の内容について説明を受けます。

臨地実習
訪問対象者さんの基礎情報や訪問時の留意点等について確認し、
訪問看護師と共にご自宅へ訪問。対象者さんの健康状態や療養環
境などの情報収集、訪問看護の見学、最適な看護援助について考
えます。なお、専任教員も実習指導者と連携して支援します。

最終カンファレンス・実習レポート作成
訪問対象者さんの情報を整理・分析、実施した看護援助や同行訪
問での見学から学びについて訪問看護師と意見を交換。また、在宅
における看護専門職の役割と機能について理解を深めます。学内
では各実習施設での学びを共有、最終レポートにまとめます。

3
STEP

2
STEP

1
STEP

在宅生活援助論実習I

2年次に2週間通った在宅看護の実習は、医療設備が整った病院とはかなり違いました。提供できる看護
の内容にさまざまな制約がある中、同行した看護師さんが療養者さんの日常生活機能の維持やご本人
らしさを常に尊重する姿を目の当たりにし、とても刺激を受けました。バイタルサインの測定や入浴介助
などをしたのですが、初対面の時は話さなかった療養者さんが、少しずつ笑顔になり、最後には感謝の
言葉をかけてもらった時は本当にうれしかったです。実習は大変ですが、これを乗り切れば次に行ける…
そんな思いで学びを重ね、経験豊かな看護師になりたいです。

療養者さんからの「ありがとうね」の言葉が、私のモチベーションです。

3年次  山田 瑞季さん
（兵庫県 親和女子高等学校 出身） 

さぁ、学びを生かす看

年次2
実 習 レ ポ ート
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護の現場へ。その気づきを原動力にして。

母性看護論実習
実習場所：附属病院、総合医療センター、枚方市及びその近郊における地域子育て支援拠点、包括的性教育が行われる教育機関

妊娠・分娩・産褥期の女性とその家族を対象に、身体的・心理的な変化や適応して
いく過程を理解して、母性看護の基礎的な看護実践を学びます。新生児の子宮外生
活に適応する過程の促進や、親子関係確立および家族役割構築への援助について
理解するとともに看護を実践します。

3
STEP

2
STEP

1
STEP

年次3

最初の病棟実習は緊張や戸惑いが多くありましたが、それらの感情を患者さんの目の前では出さない
ことが大切、と指導されたのが印象に残っています。子どもに関わる仕事がしたくて選んだ道ですが、助産院
で「助産師は、生まれてきたことの素晴らしさを伝える仕事」という言葉を聞き、これだ！と具体的な目標
が定まりました。今は、授業で助産診断や妊婦さんと関わる演習をしています。実際に妊婦さんの側で
分娩介助をするのは緊張しますが、知識や技術をしっかり身につけ実習に挑み、妊婦さんや赤ちゃんと
温かい関わりが持てるようになりたいです。

初めて分娩を見せてもらって、双子の赤ちゃんが誕生…もう感動でした。

4年次 助産師コース  藤平 珠音さん
（滋賀県立 守山高等学校 出身） 

病院実習（病棟・外来）、
地域子育て支援拠点実習、包括的性教育実習
病院実習では、主に産後の母親や新生児を受け持ち、全身観察や
授乳支援、沐浴など必要な看護を実践します。地域子育て支援拠
点では講座等に参加し、地域で暮らす子育て中の親子が置かれて
いる環境を理解し、提供されている支援を学びます。包括的性教育
では、性教育の見学を通して目的や意義を学びます。

最終カンファレンス、事後面談
病院・地域子育て支援拠点、包括的性教育における学びを相互に
意見交換しながら共有し、学びを統合。グループ毎にテーマを決め
実習での学びを発表します。事後面談では、実習全体の学びを
振り返り、実習目標の到達度及び今後の課題を明らかにして次の
実習につなげます。

実習オリエンテーション、
母性看護に関する看護技術演習
実習の目的・目標、スケジュール、実習施設の特徴について説明を受け、
母性看護に関する基礎知識、母体や新生児の観察方法、沐浴などの
看護技術を演習した上で実習に臨みます。学生は、これまでの講義、
演習をふまえた自己課題や母性看護における課題について記載した
母性看護論実習ポートフォリオを作成し、事前に教員と共有します。

母性看護論実習
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関西圏の私立で本学だけ! 
保健師の国家試験受験資格を全員が取得可能。
看護師＋保健師、さらには助産師まで、在学中に3つも国家資格が取得可能。
複数の資格を持ち地域生活に多角的に貢献、より求められる人材に。

保健師国家試験受験資格

看護師国家試験受験資格

助産師国家試験受験資格
（選択制）

看護師になるには、所定の学科を修め、看護師国家試験に合格する必要
があります。看護師には人間を幅広く理解する能力や根拠に基づき計画
的に看護を実践する能力、多職種と連携・協働していく能力などが求めら
れるため、免許を取得する前の教育では、これらの能力を培うための教育
が行われます。看護・医療の基本的な技術を学ぶだけでなく、思考力や洞
察力、コミュニケーション能力などを身につけることが大切です。

“保健室の先生”として、小・中・高等学校でケガや病気の
応急処置や学生の健康管理、学校全体の衛生管理など
を担当、近年では心のケアも重要な仕事です。本学で所定
の授業を履修した上
で、保健師免許を基礎
資格として各教育委員
会に申請することで
養護教諭2種免許状
の授与を受けることが
できます。

助産師は、妊産婦や新生児への保健指導、お産の介助、出産
後の新生児・乳児のケアや育児指導などが主な仕事です。
病院や助産施設、母子健康センターなど、多彩な勤務地が
あります。助産師になる
には、まず看護師国家
試験に合格している必
要があります。併せて
所定の学科を修め、助
産師国家試験に合格
しなければなりません。

養護教諭2種免許状

資格取得

合格

保健師は、地域住民の健康指導や健康管理、乳幼児健診
などが主な仕事です。保健所などの行政保健師、企業の
健康相談室の産業保健師、地域包括支援センターなど、活
躍の場は多岐にわたり
ます。本学では４年次
で看護師、保健師国家
試験の受験資格を同時
に得られ、保健師にな
るには両方の国家試験
に合格する必要があり
ます。

全員取得

■ 3年次 助産師コース 3学期集中講義　1週間の一例

助産診断・
技術論

助産診断・
技術論

助産診断・
技術論演習

助産診断・
技術論演習

助産診断・
技術論

助産診断・
技術論

分娩介助
自己演習

分娩介助
自己演習

分娩介助
自己演習

助産診断・
技術論

助産診断・
技術論

助産診断・
技術論演習

助産診断・
技術論演習

助産診断・
技術論

助産診断・
技術論

助産診断・
技術論演習

助産診断・
技術論演習

1

月 火 水 木 金

2

3

4

5

6

助産師コースは、3年次2学期までの成績、
学習意欲等を総合的に勘案し、希望者のうち10名が選択できます。

同年の受験が可能

合格
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母が看護師だったので自然と同じ道を志すようになり、保健
師の受験資格も全員が取れるとのことで、この大学を選びま
した。最近は入院期間が短くなり、地元に帰ってから療養され
るケースが多いので、地域の特性を見極め、療養者さんの生活
もしっかり看る、保健師的な視点も大切だと学びました。明確
な目標はまだですが、常に幅広い視野を持ちケアされる方の
気持ちに寄り添えるようになりたいです。

コツコツと“貯金の勉強”をして、
思考の幅が広い保健師や看護師に。

 

保健師の仕事とは？ なぜ保健師にも興味を？

 

資格を持つ現役の先生と目指す学生、両方の声を聞いてみよう。

2年次
田邨 里佳さん
（大阪府立牧野高等学校 出身）

4年次 助産師コース
片尾 奈都美さん
（奈良県立畝傍高等学校 出身）

保健師は、保健所や保健センター、学校・企業の健康相談室、
地域包括支援センターなど、さまざまなキャリア選択が可能
です。個人や集団、地域全体を対象とし、人々がどんな時も自分
らしく健やかに生活できるよう、看護の知識や技術を活かし
て支援。顕在化・潜在化したヘルスニーズを見出し、健康な街
や学校、会社づくりに貢献できる魅力あふれる仕事です。経験
豊富な教員が、学生の進路や研究等の指導を行っています。

看護の知識や技術を活かし、
地域の人々の健やかな生活を支援。

地域看護学領域
森田 理江講師
（保健師）

 

助産師を目指すきっかけは、ドラマでお産シーンを見たこと。
さらに実習で分娩を見学した際、生まれてきた赤ちゃんを
見つめる、お母さんのキラキラした瞳に感動し、助産師になり
この瞬間に立ち会いたい！と強く思いました。国家試験の勉強
はこれからですが、授業で先生が「国試に出るよ！」と今から
サポートしてもらっています。出産の介助をさせていただく
実習もこれから始まるので、緊張する反面、本当に楽しみです。

“産科は病院で唯一おめでとうが
 言える場所”…先生の言葉に感銘。

助産師の仕事とは？ なぜ助産師になりたい？

助産師として、母子の安全と健康を守るため、これまで多くの
女性と家族に寄り添ってきました。その中で女性の「健康で
ありたい」という願いや、「子どもを守りたい」という思いの強さ
に魅了されてきました。助産師コースでは、正常出産を基礎と
し、疾患を持つ妊婦や育児に困難を持つ家族へのケアなど、
幅広く学修できます。女性の持つ力を引き出す、助産師として
のアイデンティティと実践力を共に育んでいきましょう。

生涯にわたり、女性の健康に寄り添える
専門職です。

母性（助産）看護学領域
冨田 英里子助教
（助産師）

1期生だったので3資格同時取得した前例がなく不安でした。すべて合格したい！と強く感じて努力した
結果、無事3資格合格に至り、助産師であった祖母は泣いて喜んでくれました。3つの受験は、国語や数学
といった異なる単元ではなく、全てが繋がっていると感じています。余裕のある計画を立て、それぞれの
資格の勉強を進めることにより、3資格を並行して理解を深めることができました。

3資格の勉強を並行して深める。余裕のある計画を立て、すべて合格！
助産師3ライセンス取得も可

北嶋 祐花さん（関西医科大学総合医療センター 4B病棟 1年目） 
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初めてシミュレータを使った時は、そのリアルさにびっくり。成人と小児のシミュレ
ータを使ったのですが、胸郭の動きだったり、苦しそうな呼吸音、瞬きなどが、人体
同様に再現されていて、実習で接する患者さんの様子を想定しながら演習しました。
訪問看護に同行し、初めて人の脈を測った時は、正直手が震えました。シミュレータ
は何度でもできますが、患者さんにはやり直しができないと実感。スムーズにでき
なかった時は、大学に戻りシミュレータで何度でも練習できるので、苦手を克服
して実践力をもっと高めていきたいです。

充実した環境や設備で安心、
シミュレータで何度も練習ができます。

本学では、看護実践能力の育成の方法論のひとつとして、演習科目においてシミュ
レーション教育を段階的に取り入れています。実習でよく遭遇する場面を再現し、
観察やケアの実施・振り返りを行うことで、自信をつけて臨地実習にのぞめます。
シミュレータや模擬患者でさまざまな場面や状況を設定、失敗が許される安全・
安心な環境下で、繰り返し練習ができるというメリットがあります。学生は知識を
フル活用し、仲間とディスカッションしながら、最適な看護を見つけ出そうとし
ます。シミュレーションで学んだことは、実習でしっかり活かされています。

シミュレーション演習での学びは
実習での自信につながります。

全領域で体系的な
シミュレーション教育を行っています。

臨場感ある看護の現場をリアルに再現、
実際に手を動かし課題解決能力を養います。
臨床でのさまざまなケースに備え、人体を精密に模した多様な人形・高機能シミュレータを採用。
数・種類ともに圧倒的な好環境で実践トレーニングが経験できます。

シミュレーション教育

基礎看護学領域
山本 加奈子教授

3年次
原田 美里さん（大阪府 常翔学園高等学校 出身）

演習ごとに達成目標を設定、学生自身が主体的かつ能動
的に課題を見出し取り組む、PBL（Prob lem Based 
Learning）により、課題解決能力を養成します。特に看護
技術の習得に関する科目では、シミュレータを繰り返し活用
し、確かな技術を身につけます。技術を統合した看護
援助へと高められるように、ケアを行う状況や場・対象と
なる人々との関係・刻々と変化する病状などを重視し、
高機能シミュレータを活用した演習を通し学習を積み
重ねていきます。
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さまざまな生体反応や、病態モデルを再現。

成人 Sim Man 3Gシミュレータ
血圧や脈拍の測定が可能。胸部が上下し、人間
が呼吸しているような動作を再現。聴診では、
呼吸音や心音、腸蠕動(ぜんどう)音が聴取でき、
正常音に加え異常音も自在に再現できます。

こども Sim Juniorシミュレータ
演習での活用を通し、実際に病気や症状をかかえ
るこどもの測定や観察が可能。言葉で症状を伝
えにくいこどもの異常を早期発見し、何が起こっ
ているのかをアセスメントするのに役立ちます。

SCENARIO
ハイブリッドシミュレータ
顔色の変化や、年齢・性別の変更、咳や嘔吐な
どの発声機能など、シナリオに沿ってモデルの
動きが変化。患者さんの状態の変化を観察し、
対応する力を学びます。

演習では学生同士の議論も交え、多様な意見や考え方を受け入れるプロセスや、コミュニケーション能力、チームワーク、リーダーシップについても学びます。

フィジカルアセスメント技術
向上用シミュレータ
瞳孔反射や血圧・脈拍測定、呼吸音聴診、
心電図などの項目について診察手技を繰り
返し学べます。

心肺蘇生法学習用シミュレータ
心肺蘇生法に特化した学習が可能。トレー
ニングによって緊急時にも落ち着いて対応
できる実践力を養います。

呼吸音再現シミュレータ
正常時と異常時の呼吸音の違いを学べる
ほか、どの部分に異常が起きているかの聴診
トレーニングが可能です。

多様な高機能シミュレータで、実践的な演習が可能。

●リアルなシミュレータで患者さんの状態の観察や看護ケアを繰り返し練習可能です。
●臨床現場の実践に近い環境下で、状況に応じた判断力・対応力を身につけられるので、
　臨地実習にも自信をつけてのぞめます。
●全領域にわたるシミュレーション教育で幅広い実践力を身につけられます。

本学のシミュレーション教育の特長
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それぞれの学部から、いろんな視点の意見が聞けて良かった。

1年次からチームで連携、
さまざまな視点で考える経験を。

入学直後の早い時期から、将来のチーム医療の現場を想定し、医療の多職種で連携する大切さを知る。
1年次に加え4年次にも行う合同授業では、身につけた専門知識や技術を活かし、さらに深いディスカッションを。

3学部合同
座談会

いろんな職種が意見を出し合い、
患者さんのために議論することが大切。
看護学部 × 医学部 × リハビリテーション学部が連携できるのは、医療系複合大学ならでは。

ホンネ座談会

関西医科大学 教育センター
西屋 克己センター長

看護学部 2年次
西奥 小晴さん
（奈良県 帝塚山高等学校 出身）

看護学部 2年次
河居 史晃さん
（滋賀県 立命館守山高等学校 出身）

医学部 2学年
吉田 祥さん
（愛媛県 愛光学園 愛光高等学校 出身）

医学部 2学年
小山 遼さん
（三重県 鈴鹿高等学校 出身）

リハビリテーション学部
理学療法学科 2年次
松田 菜々子さん
（三重県立 松阪高等学校 出身）

リハビリテーション学部 作業療法学科 2年次
稲垣 千明さん
（和歌山県 近畿大学附属和歌山高等学校 出身）

今日は3学部の皆さんに集まってもらって、1年目の春に
行った多職種連携教育の授業について感想をうかがおう
と思います。どうでしたか？
医学部の人は基本的に患者さんをみる時、いちばんは病気
を治すことと思っている人が多いと思うんですけど、
看護学部やリハビリテーション学部の方の意見を聞いて、
いろんな視点から考えることができたのが良かったです。
初めて医学部の人とリハビリテーション学部の人と話して、
看護学部の人だけと考えるより、違った意見がいっぱい
出ておもしろかったです。自己紹介とかの時間もとっても
らえて、意見の言いやすい雰囲気を作ってもらえました。
ある一つの症例に対して、自分ひとりで思いつかないよ
うな意見を、看護学部と医学部の人から聞くことができ
て良かったと思います。

西屋先生：

    小山さん：

    西奥さん：

    松田さん：

    吉田さん：

    河居さん：

看護学部とリハビリテーション学部の方は、病気だけ
じゃなくて、まず患者さんを一人の人として認識して、
その人の背景まで見てる感じがして。医学部が対処する
病気の先まで見据えているというか、そんな意見がとて
も有意義に感じ、コミュニケーション能力の向上にもつな
がったと思います。
現場では“チーム医療”が大切だと授業では言われて
きたのですが、 一人の患者さんとそのご家族に対し、
どんな方針でケアを提供するのかを他の学部の人たち
と話し合って考えていく…こういうことが“チーム医療”
なのかな？って。そんな体験が、すごく良かったです。

医

看

リ

医

看
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スタッフが連携し、患者さん一人ひとりに合った医療
を提供する「チーム医療」。医学部・看護学部・リハ
ビリテーション学部の学生が合同講義や演習でディ
スカッションを重ね、異なる互いの専門性を活かし
ながら、互いの責務や役割を理解。協働する職種で
あることを自覚し、学びを深めます。

臨床の現場を見据えた、
チーム医療の実践教育。

看護学部の人は、患者さんの背景や
病気のその先まで見ていると思った。

より良い訪問看護や在宅ケアも、
チームでの連携が大事だと知った。

多職種連携教育

病院 地域

自宅

［医学部］
医師

［看護学部］ ［リハビリテーション学部］

看護師
保健師  助産師

理学療法士
作業療法士

患者さん ご家族

それぞれの学部の皆さんの考え方は、途中で相違点も
あったんですけど、最終的には思っていたよりも早く、同
じ目標に辿り着いて。3学部で話し合えば、より良い方向
性が導き出せると思いました。
それぞれ、いろんな感想がありますね。では、授業の事例
で、翔馬くんというユーイング肉腫でターミナルステー
ジの子どもさん、覚えてます？翔馬くんが、ちょっと自暴
自棄になって「おうちに帰りたい」って言ったら、どんな
サポートができますか、という議論がありましたね。

    稲垣さん：

西屋先生：

    吉田さん：

    河居さん：

    稲垣さん：

僕の班では、翔馬くんの意見を尊重し、家に帰してあげる
か、家の雰囲気を病院で再現してあげるか、どっちが
いいのか議論をしていました。
うちの班では、おうちに帰りたいっていう意見を優先し、
訪問看護や在宅ケアを進めていく方向で、医師やリハビ
リテーションの方と相談して、なるべく在宅で終末期の
ケアに携われる工夫をするのがいいのでは、となりま
した。
私の班は皆さんと少し違って、帰してあげたい気持ちは
あるけど、帰せない可能性の方が高いのでは、という
結論でした。

いろんな考え方がありますね…高齢者の方なら最期は
おうちっていうのは受け入れやすいけれども、子どもさん
の場合は、おうち＝治療をあきらめるという意味合いに
なる可能性もある訳で。そんな難しい事例を、低学年の
うちから考えて欲しいと思うんですね。こういう授業は、
医療人になるためにどう役立つと思いますか？
“医師中心の治療法” ではなく、他の職種と連携すれば、
より良いチーム医療を患者さんに提供できるのかな、と
考える機会になりました。
医療系で3学部が揃っている大学だからこそ、それぞれ
の職種の観点からお互いに提案ができて、つねに患者
さんのために何ができるのかをみんな考える、という
経験ができたと思います。
それぞれの視点から、患者さんのために意見が言える
ことが大切ですね。一歩下がってしまうと、結局は患者
さんのためにならないこともある。この授業で得た、しっ
かり議論する大切さを、現場に出た時に活かしてもらい
たいですね。

西屋先生：

    吉田さん：

    河居さん：

西屋先生：

翔馬くん（9歳）
ユーイング肉腫（小児がんの一種）
治療の効果が認められず終末期の状況  しんどい！家に帰りたい！と苛立っている
医師・看護師・理学療法士・作業療法士の各立場から事例における問題点を挙げる。
経過を踏まえて合同カンファレンスを開き、翔馬くんにどう説明をして対処すべきか、
などを話し合う。

仮想シナリオを用いた授業を振り返って

医

看

医

看

リ

リ

■患 者さん：
■病気の設定：
■ 経 過 ：
■ 課 題 ：
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直接会ってもオンラインでも、
いつでも応えてくれるから、
いつまでも悩んだりしない。

本学は1名のチューターが10名ぐらいの学生を担当します。
1学年だいたい100名だから、10名のチューターがいます。
一人を見てくれる先生の数、多いですよね？
うん、他校に比べても手厚いんじゃないかな。さらにチュー
ターとクラス担任のダブル体制で見てますし、先生はもち
ろん授業もするから…大忙しです！（笑）
この前も、提出物のことをチューターの先生に相談しまし
た。すごく親身になってくださるし、どこかお母さんみたい
な存在かも。
大まかにはチューターは勉強はもちろん、大学生活全般の
相談を担当。クラス担任はもう少し深い話…例えば将来の
キャリアや進路の悩みなどが多いですね。
先生たちはみんなフレンドリーで声をかけやすいので、些
細なことでも一人で考え込んだりするなら相談した方が
早いんです。
学生たちは全員iPadを持っているので、直接会う時間がな
ければ、オンラインで面談もできます。
ちょっとしたことなら、すぐ返事してもらえますし。
その分、先生たちは気を抜けないですが。（笑）

矢山先生：

上田さん：
矢山先生：

上田さん：

矢山先生：

上田さん：

矢山先生：

上田さん：
矢山先生：

学生と先生の距離が近いから、いつでも気軽に相談できる。
クラス担任とチューターの先生で、一人の学生をしっかりサポート。

上田さん：

矢山先生：
上田さん：

1年次の間は少し時間があるので、アルバイトも大学の事務
室に相談し、附属病院を紹介してもらいました。授業と両立
できるように考えてもらって。
これから授業や実習で忙しくなるけどがんばってね。
がんばります！

きめ細かいサポートで、
やる気を高め学びに集中できる。

医療ツーリズム先進国、タイの国立大学と。短期交換留学
タイの国立チェンマイ大学看護学部への短期留学を実施。国際的な医療現場での共通語である英語力を磨きながら、現地の学生と共に授業を受け、
病院や地域保健の現場を見学。本学にもチェンマイ大学からの看護学部生を受け入れ、交流を図ります。

精神看護学領域
矢山 壮准教授

2年次
上田 亜希さん
（大阪府立寝屋川高等学校 出身）

講義や実習はもちろん、学校生活や就職、人間関係や健康のことまで。一人ひとりの学生を、しっかり見守ります。
対面やオンラインなどでいつでも身近に、心身両面からバックアップ。

サポート
制度

チューター制度
クラス担任制とチューター制（学生10名に
教員1名）を組み合わせ、勉強から学生生活全
般まで、学生にさまざまな助言・相談・指導を
行えるよう教員を配置しています。さらに初年
度の基礎ゼミは小グループで学習、担当教員
の目がしっかり行き届きます。最終年度は課題
レポートを担当する教員がチューターに。授業
の相談時間以外でも、教員と気軽にコミュニ
ケーションがとれます。

教育効果を高める「ICT教育」
本学ではICT教育を推進しています。学舎全体
にWi-Fi環境を構築し、いつでもどこでもイン
ターネットへのアクセスが可能です。またデジ
タル教科書を採用し、40冊以上の教科書を
iPadに入れて持ち歩け、書き込みも可能です。
さらに学習管理システム(LMS)を導入し、授
業の配付資料やレポートなどの提出物、eラー
ニング、在学中の自身の学びの記録(eポート
フォリオ)などを一元的に管理、いつでもアク
セスすることができます。

キャンパスライフ サポート

ホンネ座談会

定期検診や精密検査、予防注射
など、専任の担当者が学生の健康管理や体調の相
談などに対応。相談内容によっては、受診科の紹介
や手続きをとることも可能です。

保 健 室

臨床心理士でもある専門のカウ
ンセラーを配置。学業や人間関係など一人ひとりの
あらゆる相談に対応、さらに学生に関するご家族の
相談にもできる限りお応えします。

学生相談室

保健室・学生相談室と連携し、身
体的・精神的な困りごと、生活や学習での困りごと
など、さまざな相談を受け支援をしています。

学生支援室
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手厚いサポートと分析で、国家試験に強い。

国家試験に関する４年次の予定
4月
7月

10月
11月
2月

国家試験に関するガイダンス
国家試験の受験手続に関する
ガイダンス
受験手引きと願書記載
願書と受験票等の提出締め切り
受験票の交付と試験当日の説明

安心のサポート 模擬試験と対策講座の実施

＊看護師・保健師・助産師に関する国家試験
　模擬試験を年間でそれぞれ複数回実施します。
＊国家試験対策講座は、各模擬試験結果を分析
　し弱点を克服する内容で実施します。

国家試験対策

【看護師】

附属医療機関はもちろん、幅広い進路に踏み出そう！  将来に続くキャリアを支援 

本学では4年次に、看護師・保健師の国家試験を
全員が受験、さらに助産師コース選択者は助産師
国家試験も受験します。1年で最大3つの国家試験
受験は大変な面もありますが、実習での学びを定
着させ、そして看護師と保健師・助産師に共通す
る視点を学ぶよい機会ととらえ、eラーニング教材
等も活用しながら、学生へのサポートを継続的に
実施しています。

看護学部生全員が看護師、保健師の国家試験受験資格を取得できるのは、関西圏の私立大学では本学だけです。医学部・リハビリテーション
学部と多彩な附属医療機関を持つ本学ならではの環境、地域を意識した本学独自のカリキュラムや充実したバックアップ体制が今回の結果に
つながりました。

最初の模擬試験は、2年次の夏休み前の「解剖生
理学」「病態生理学」です。4年次には看護師模
擬試験を4回、保健師・助産師は3回の模擬試験
を実施します。対策講座は看護師7回、保健師
は2回実施します。模擬試験結果からみた本学
の学生の特徴を踏まえ、実力アップに向けた
講座を、講師と検討しながら開催しています。

看護師・保健師・助産師として、豊富な実務経験を持つ教員たちにより組織されたキャリア支援委員会を中心に、卒業後に向けたキャリア形成を
サポート。関西医科大学附属医療機関に勤務する看護職との交流会などを開催し、現場でのリアルな声が聞けるチャンスも設けます。3年次生
を対象とした「進路ガイダンス」では、プロの医療人になる心構えに関する講演や、就職活動の実践的な説明、保健師の就職や大学院進学
希望者への説明なども実施しています。外部の専門家によるマナー、面接、小論文対策講座等も充実。卒業生たちは、看護師・保健師の国家
試験受験資格を全員が取得できる本学ならではの強みを生かし、さまざまな医療機関・保健所・企業などに採用されたほか、関西医科大学
大学院看護学研究科博士前期課程へ進学しています。

【保健師】

【その他】

【助産師】

■主な就職先（過去2年間）

関西医科大学附属医療機関（関西医科大学附属病院・関西医科大学総合医療センター・関西医科大学香里病院）／国立循環器病研究センター／
大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター／大阪府立病院機構大阪母子医療センター／大阪赤十字病院／清風会茨木病院／
南大阪小児リハビリテーション病院／淀川キリスト教病院／兵庫県立尼崎総合医療センター／兵庫県立こども病院／兵庫県立西宮病院／
京都大学医学部附属病院／京都府立医科大学附属病院／滋賀医科大学医学部附属病院／東京大学医学部附属病院／東京医科歯科大学病院／
国立国際医療研究センター病院／東京都立小児総合医療センター／藤田医科大学病院

行政保健師：大阪府／大阪市／交野市／大東市／浜松市　産業保健師：一般社団法人京都工場保健会／株式会社NTTデータ

奈良県警察

関西医科大学附属医療機関（関西医科大学附属病院・関西医科大学総合医療センター）／大阪市民病院機構／大阪市立総合医療センター／
順和会山王病院／愛仁会高槻病院

国家試験対策委員会委員長
地域看護学領域 大川 聡子教授

2023年3月卒業生（新卒者）
進路および就職先

関西医科大学附属医療機関
（看護師73名・助産師6名）

79名

その他医療機関
（看護師10名・助産師1名）

11名

保健所・保健センター
（行政保健師）

3名

その他
1名

企業等
（産業保健師）

2名

関西医科大学大学院
看護学研究科

博士前期課程進学
2名

2023年3月卒業生（新卒者）国家試験結果

看護師

98名
卒業生98名のうち

合格率100％

合格

保健師

92名
卒業生98名のうち

合格率93.9％

合格

助産師

7名
助産師コース
卒業生7名のうち

合格率100％

合格
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基盤看護
分野

広域看護
分野

生涯発達看護
分野

治療看護
分野

●基礎看護学領域
●看護学教育領域
●国際看護学領域

基盤看護
分野

広域看護
分野

生涯発達看護
分野

治療看護
分野

博士後期課程博士前期課程

●地域看護学領域
●在宅看護学領域※

●精神看護学領域※

●こども看護学領域※

●母性看護学領域
●老年看護学領域※

●慢性疾患看護学領域※
●がん看護学領域※

●クリティカルケア※

  看護学領域

程
課
期
後
士
博

課
期
前
士
博

程

標準修業年限
入 学 定 員

取 得 学 位

標準修業年限
入 学 定 員

取 得 学 位

2年
20名

3年
5名

修士（看護学）
 （Master of Science in Nursing：M.S.N）

博士（看護学）
（Doctor of Philosophy in Nursing：Ph.D.）

看護学研究科の概要

 

宮川先生：
友則さん：

宮川先生：

友則さん：
宮川先生：

友則さん：
宮川先生：

友則さん：

宮川先生：

わからなかったことが学べたし、視野も広がりました。
私は、逆に臨床経験がないまま、大学院に行っていいのかなと。
社会に出て働いてからでも、大学を卒業してすぐでも、大学院に
行く時期は、自分がどの道に進みたいかによると思います。私
は、臨床経験が必要な分野でしたが、今！と思った時に、行くの
がいいと思いますよ。
以前、産業保健師の方達とお話しした時も、臨床を経験せず
大学院を経て、活躍している方も沢山いらっしゃいました。
そうですね。大学からストレートで大学院に行くメリットは、勉強
する習慣が引き継げることかもしれませんね！

どうして大学院へ進学しようと思ったの？
3年次の時に、産業保健の実習があって、従業員の方のメンタ
ルヘルスを支える仕事に興味がわいたんです。先生に相談し
たら、大学院の精神看護学領域の教授を教えて頂いて、その教授
が産業保健師で、大学院では専門的な勉強ができるよって。
私は看護師としてICUで勤務していて、危機的な状況の患者
さんやご家族と接する中で、本当によい看護ができているのか…
と疑問が生まれて。先輩に相談すると「迷っている時は、勉強
した方がいい！」と言われ、大学院へ勉強しに来ました。
看護師の仕事を中断するのは、不安じゃなかったですか？
最初は不安でしたよ、時間もお金もかかるし。でも結論としては、
大学院に来て本当によかったと思います。臨床の現場だけでは

同一キャンパス内に大学院、
看護専門職のあり方を身近に体感。
看護学研究科博士前期課程には、高度実践看護師コース・臨床看護教育者コース・研究者コースの3つを設置。
また、高度実践看護師コースには7分野が認定、さらに研究者コースが複数の領域にあるため
学部から進学した場合には多彩な選択肢があります。

大学院
看護学
研究科

大学院に来て、新たな知識と視野が広がった。
大学院に行く意義とは？
本学大学院看護学研究科博士前期課程を修了した教員と、内部進学した現役大学院生に語ってもらいました。

ホンネ座談会

クリティカルケア看護学領域
宮川 彩花助教
(急性・重症患者看護 専門看護師、
大学院 看護学研究科 博士前期課程 修了)

大学院 看護学研究科精神看護学領域
博士前期課程
友則 綾乃さん
（大阪府 四天王寺高等学校 出身）

※高度実践看護師コース認定分野
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技術だけでなく学問として、看護研究に取り組む先生たち。
臨床現場の看護師のみならず、将来の選択肢として、さまざまな分野の看護研究職という道もあります。

こども看護学領域
石浦 光世講師（小児看護 専門看護師）

こどもは、家族や友人などさまざまな人々と過ごす中で、遊び、学び、経験を重ねて成長
発達し、主体性・自律性を発揮できる存在です。しかし、重篤な疾患や障がいがあるこども
は生命の危機におかれやすく、あたりまえの社会生活の営みが容易に脅かされやすい状況
にあります。家族や多職種と協働しながら、病気や障がいがあっても社会に参加する力を
発揮して伸ばし、こどもがこどもらしく過ごせる、看護支援のあり方に関する研究に取り組
んでいます。

どんな状況でも、
すべてのこどもがこどもらしく過ごせる看護を目指して。

老年看護学領域
伊坪 恵助教（老人看護 専門看護師）

“フレイル”とは、運動機能や認知機能などが低下してきている状態。近年の新型コロナ
感染症流行の影響で、高齢者が感染以外にも大きな影響を受け、このフレイルの状態に
なっていることが報告されています。私は、病院に入院する高齢者を中心に看護師として
関わってきましたが、大学教員となり病院以外での看護師の役割について考えるように
なりました。高齢者のフレイルを予防し、心身の健康を維持できる活動に興味を持ち研究
をしています。

高齢者の“フレイル”を予防して、健康を維持。
住み慣れた街で元気に長生きを。

クリティカルケア看護学領域
谷水 名美准教授

重症な病気や事故などで臓器の機能が低下した患者さんの治療の選択肢の1つに、臓器
移植医療があります。新人看護師の頃、ベッドから起き上がることも難しかった患者さん
が、移植手術の後には旅行や仕事など、その人の望む人生へと一転していく様子に驚き
ました。しかし退院後には、術前と違う困難な状況も生じます。移植後の患者さんが望む
人生を叶えられるよう、困難に陥らないような看護支援のあり方について研究を継続して
行っています。

臓器移植後の患者さんが困難に陥らず、
望む人生を送れるような看護支援のあり方を。

特徴ある研究

精神看護学領域
手嶌 大喜助教

看護学生が実習で効果的な学びを得るために、“メンタリング”という概念を基にした教育
や研究に取り組んでいます。これは、メンター（指導者）がモデルを示しつつ、メンティ
（学生）と継続的、定期的に交流しながら信頼関係を築き、メンティの成長を目指す方法
のことです。既に教育プログラムが開発されている諸外国のように、看護学生自らが学ぶ
姿勢を身につけ、専門職としてのキャリアデザインの形成ができる指導体制を目指し研究
しています。

看護学生が実習でより効果的に学べる環境へ。
指導者と共に成長できる指導体制へ。
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施設・設備

看護学部棟には、先進設備やICT環境が充実。

Faculty of Nursing31

徒歩数分で医学部棟の施設へ

シミュレーション実習の様子を討議室へ、リアル
タイムで投影可能。教員はマジックミラー越しなの
で、学生は教員を気にせず実習に専念できます。

統合看護研修室（操作室）
ベッド16台装備。療養環境の整え方や車椅子へ
の移動など、基本となる看護技術の演習が可能
です。患者さん・看護師役も交互に体験し、患者
さん視点の技術を習得。

基盤看護研修室

台所や和洋室の模擬ルームを設け、在宅や老年
の看護学演習を行うことができます。浴室は、療養
者の麻痺側に合わせシャワーなどの左右位置変
換が可能。

生活・療養支援研修室
看護専門書を中心に、電子ジャーナルを含む医学
部図書館とも連携。庭の緑を感じる閲覧席も。
■平日/9:00~21:00　■学生長期休業期間/9:00~19:00 
■第1・3・5土曜日/9:00~17:00 ■日・祝・第2・4土曜日・
年末年始/休館

図書館
ナチュラルで明るい空間で、休憩時間や昼休み
に食べて・話して・くつろいで。コピー機や自動販売
機の他に、予習や復習ができるデスクも設置。

学生ラウンジ

基礎・専門基礎・専門、各科目の講義を行う3室を
設置。自然光が入る大きな窓、ホワイトを基調とした
スタイリッシュな環境で気分よく講義に臨めます。

講義室

外来診察室や病室を想定し、さまざまな疾患を
再現できるシミュレータを使用。コミュニケーシ
ョンや臨床判断力などを育む実践的な学習を。

統合看護研修室

シミュレーションセンター 図書館(本館)
■平日/9:00~21:00 
■第1・3・5土曜日/
　9:00~18:00 
■日・祝・第2・4土曜日・年末年始/
　9:00~18:00

学生食堂
■平日/11:00~14:30
■第1・3・5土曜日/
　11:30~14:00

カフェテリア

校舎を
VRで

体験しよう。

同敷地に隣接する附属病院内のコンビニやカフェ、医学部棟にある食堂などの施設も利用できます。

※看護学部棟の図書館、医学部棟の図書館と学生食堂の開館時間は、大学行事などにより変更する場合があります。

附属病院

医学部棟

枚方市駅

関医タワー

看護学部棟

附属病院内の
コンビニ

「ファミリーマート」
も利用可能



看護とは、人をどう理解するか。
そのために教養を深め、地域と関わる。
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学部長×学生トーク

学部長の部屋

2年次  下山 美桜 さん
（大阪府立 枚方高等学校 出身） 

加藤 令子 看護学部長・看護学研究科長 4年次　吉永 小槙さん
（大阪府立 いちりつ高等学校 出身） 

初めての実習を外来でする大学は、
ほとんどないんですよ。

まず最初に、本学に決めたのはどんな理由でしたか？
附属病院があるので、実習施設が充実してそうだったのと、
看護師と保健師の資格がとれることです。
私は、オープンキャンパスに来た時、シミュレータがいっ
ぱいあって、いい環境だなと思いました。
そうですね、実習に行く前にシミュレータ学修ができます
からね。あと、1年次から、地域に関わらせてもらえるのは
どうですか？
高齢者の方が集うサロンに参加させてもらって、病院は
一部で、患者さん一人ひとりに生活背景があるというのを
意識するようになりました。　　　　　　　　　　　　　　
他の看護の学校に行った友達は、地域の人と関わるのは
すごく少ないと言っていました。本学はその人らしさや地域
の特性に合わせた看護が学べてとてもいいと思います。
本学部の教育はね、生活・健康・ひとの3つの概念を統合し
ているカリキュラムなんです。地域と関わり、その人の生活と
健康、環境や住んでいる所まで見て支援していくことが大切
なんですね。

学  部  長 :
吉永さん :

下山さん：

学  部  長 :  

吉永さん :

下山さん：

学  部  長 :

学  部  長 :
吉永さん: 

学  部  長 :

吉永さん :

下山さん：

学  部  長 :

吉永さん・下山さん :はいっ！　　

2年次に行った外来実習はどうでした？
一人の患者さんの生活から病の状態までを見て、外来か
入院かを瞬時に判断して…生活に関心を持つのは、地域に
関わった経験が生きていると思います。　　　　　　　　　
初めての実習を病院の外来でするのは、本学の大きな特
徴なんですよ。地域から外来へ通って入院、退院されて地域
からまた外来へ…一連の看護のイメージがわくんですね。
サポート体制はどうですか？困ったこととか、ある？
今ちょうど実習に行っていて、各グループに先生がついて
いるので、すごく距離も近くて安心感があります。
困ってるというか大変なのは、1年次の3学期から演習と
専門科目の勉強が重なるので、初めから専門科目が学べ
るといいのになぁ、と思いました。
1年次の1・2学期に教養科目をしっかり学ぶのには理由
があってね、まず教養科目で人の理解を多面的にして、その
上に医療的な知識を学び、看護を深めるためなんですよ。
大変だけどね…頑張ろう。



医学部棟の食堂に集まって、
時にはみんなでリラックス。

将来は保健師として生まれ故郷の地域・福井に貢献したいと
思い、地元にはなかった全員が保健師の国家試験を受けられる
この大学へ来ました。勉強・アルバイト・サッカー部のマネー
ジャー・ひとり暮らしの家事など忙しい毎日ですが、好きなこと
を目一杯楽しんで、勉強をする時はしっかり集中するようにして
います。大変な時はご褒美を決め、それを楽しみに頑張ります。
例えば、友達と旅行に行ったり、インスタで見たカフェに行った
り…上手にリフレッシュしています。3学期から演習も増え忙
しくなってきた分、充実しているので、忙しくても自分を信じて
頑張っています。

演習に、学外での実習、レポート提出…忙しい毎日だけど、
医療の勉強以外にだって、学生の今にしかできないことがある。
365日×24時間、どうやって過ごしているのか聞いてみよう。

Campu  s Life
学ぶ時も、遊ぶ時も、全力で！ 　充実の秘密はメリハリにあり。

2年次
青山 愛奈さん

（福井県 北陸高等学校 出身）

私の１週間

地域生活
看護学

地域生活
看護学

病態生理学/
機能障害I

病態生理学/
機能障害I

病態生理学/
機能障害I

公衆衛生学

公衆衛生学

こころの健康

ヘルス
アセスメント

ヘルス
アセスメント

ヘルス
アセスメント

ヘルス
アセスメント

病態生理学/
機能障害II

病態生理学/
機能障害II

在宅生活
看護学

表現と
コミュニケーション

表現と
コミュニケーション

表現と
コミュニケーション

生活者
援助論

生活者
援助論

生活者
援助論

1

月 火 水 木 金

2

3

4

5

6

平日の一例
One day 

24 0123
0222

0321

0420

0519

0618

0717

0816

0915
1014

1113 12

睡眠

起床
準備

通学

講義
講義

昼休み

アルバイト

帰宅
家事
自由時間

（1年次3学期の一例です）　　 ※科目名は受講当時のものです

Faculty of Nursing33



Campu  s Life
学ぶ時も、遊ぶ時も、全力で！ 　充実の秘密はメリハリにあり。

自分のペースをつかめば、
アルバイトも勉強も両立できます。

看護師・保健師に加え、助産師の資格を目指せるということで、
この大学を選びました。1年次は比較的ゆったりしていて、アル
バイトを3つぐらいしていた時期も。実習やレポートが増え、
助産師も目指している今は、週末に数時間だけアルバイトをして
います。自分でペースをつかむまでは大変でしたが、慣れてくる
とアルバイトもいい息抜きになります。暖かい時期は、大学の裏
にある淀川の河川敷でみんなとお昼ごはんを食べたりして、
ちょっとしたピクニック気分！勉強だけに集中したい人も、息抜き
するからこそ勉強に励める人も、全ては自分次第なので、自分
なりの方法を見つけて、頑張るのがいいと思います。

4年次 助産師コース
山植 楓さん

（大阪府立 鳳高等学校 出身）

私の１週間

母性看護論

成人生活
援助論
演習

成人生活
援助論
演習
成人生活
援助論
演習
成人生活
援助論
演習

生活看護論
実習III

母性看護論

母性看護論

生活看護論
実習III

生活看護論
実習III

生活看護論
実習III

生活看護論
実習III

生活看護論
実習III

母性看護論
演習

母性看護論
演習

母性看護論
演習

こども生活
援助論
演習
こども生活
援助論
演習
こども生活
援助論
演習

成人治療
看護論

成人治療
看護論

1

月 火 水 木 金

2

3

4

5

6

休日の一例
One day 

24 0123
0222

0321

0420

0519

0618

0717

0816

0915
1014

1113 12

睡眠

起床
準備
朝食アルバイト

友人と遊ぶ

復習
予習

自由
時間

キャンパス
ライフ

（3年次1学期の一例です） ※科目名は受講当時のものです
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フォークソング部という名前ですが、邦楽
ロックから洋楽までさまざまなバンド活動が
できます。学年・学部を問わず和気あいあい、
学園祭では思いっきり盛り上がれます！部活
は不定期なので自分のペースでOK、学業も
バンドも、メリハリをつけて両立できますよ。

医学部・リハビリテーション学部との情報交換の場でもある、
クラブ活動をする学生が多いのも本学の特徴の一つ。 
体育会系も文化会系も、楽しそうな部活がいっぱいです！

文化会系クラブ フォークソング部
2年次 西谷 渉さん
（兵庫県立 御影高等学校 出身）

バレーボールの観戦が大好きでマネー
ジャーとして入部しました。経験を問わず
学年や学部を超え、男女仲良く活動してい
ます。近年の活動成績では、2022年度の
近畿医学部バレーボール大会 春季新人戦
で準優勝！部活動と勉強ともに充実した
毎日を送っています！

体育会系クラブ バレーボール部
3年次 林 千紗乃さん
（滋賀県立 石山高等学校 出身）

Club Activities クラブ活動

他学部・他学年の子とも仲良くなれる！
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加多乃講堂 牧野講堂（武道館）

4
・入学式  ・保護者会総会
・看護学部合宿研修（1年次）

・健康診断
・1学期開講

・1学期末試験
・1学期終講
・夏季休業

・夏季休業
・２学期開講

・学園祭 ・保護者懇談会
・2学期末試験
・2学期終講

・3学期開講
・冬季休業

・3学期再開 ・地元創成看護論実習Ⅰ報告会 ・3学期末試験
・3学期終講

・春季休業
・卒業式（4年次）

6 7

8 10 11 12

1 2 3

体育会
● ソフトテニス部
　 部員数：45名　活動日：月・水・土
　 活動場所：テニスコート
● 硬式テニス部
　 部員数：51名　活動日：火･木・土
　 練習場所：テニスコート
● バドミントン部
　 部員数：68名　活動日：月または水・金・土
　 活動場所：牧野キャンパス体育館、
　　　　　　市内の体育館
● バレーボール部
　 部員数：47名　活動日：月・水・土
　 活動場所：牧野キャンパス体育館
● 準硬式野球部
　 部員数：30名　活動日：月・水・土
　 活動場所：牧野キャンパスグラウンド
● 卓球部
　 部員数：36名　活動日：火・木・金
　　　（男子は週3回、女子は週2回）
　 活動場所：加多乃講堂  牧野キャンパス体育館
● サッカー部
　 部員数：56名
　 活動日：火・木・土・日（試合の場合）
　 活動場所：牧野キャンパスグラウンド
● ワンダーフォーゲル部
　 部員数：62名　活動日：土日・長期休暇中
　 活動場所：不定

● バスケットボール部
　 部員数：64名　活動日：火・木・土
　 活動場所：牧野キャンパス体育館
● 空手道部
　 部員数：5名　活動日：月・木(祝日休み)
　 活動場所：加多乃講堂
● 競技スキー部
　 部員数：23名　活動日：月・木(祝日休み)
　 活動場所：淀川河川敷、冬期は滋賀、福井、
                    長野などのスキー場
● 剣道部
　 部員数：29名　活動日：月・水・金・土（自主練）
　 活動場所：牧野キャンパス武道館(牧野講堂)
● 陸上競技部
　 部員数：49名　活動日：月・水・土
　 活動場所：河川敷、競技場
● 水泳部
　 部員数：35名　活動日：火･木
　 活動場所：くずはスイミングスクール、
　　　　 　  大阪プール(不定期)
● 弓道部
　 部員数：45名　活動日：火、木、土
　 活動場所：牧野キャンパス弓道場「心鏡館」
● ラグビーフットボール部
　 部員数：26名　活動日：火・木・土
　 活動場所：牧野キャンパスグラウンド
● カヌー部
　 部員数：2名　活動日：応相談
　 活動場所：淀川

文化会
● 軽音楽部
　 部員数：14名　活動日：火・土
　 活動場所：慈仁館防音室

● フォークソング部
　 部員数：48名　活動日：不定期
　 活動場所：部室（慈仁館）

● MESS
　 （Medical English Speaking Society）
　 部員数：11名　活動日：月1回（日）
　 活動場所：講義室、部室

● 茶道部
　 部員数：31名　活動日：水・木の月2回
　 活動場所：談話室

● 東洋医学研究部
　 部員数：22名　活動日：月1・2回（不定期）
　 活動場所：部室・講義室

● Life Support Club
　 部員数：27名　活動日：月1回（水）
　 活動場所：シミュレーションセンター、講義室

● ダンス部
　 部員数：33名　活動日：水・木
　 活動場所：加多乃講堂

● 学生雑誌編集部
　 部員数：11名　活動日：不定期
　 活動場所：部室（慈仁館）、セミナー室

主な活動場所

・創立記念日（6月30日）※

※ 2023年1月時点

学園祭などの年間行事も豊富。仲間との充実した時間は大切な思い出に。

キャンパスカレンダーCampus Calendar

※予定は変更の場合もあります。

※創立記念日6月30日正午に医学部棟正面に建
つ「オベリスク」のスリットを太陽光が通過し、下に置
かれたプレートを指し示すように設計されています。
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附属医療機関・クリニック

系列の4病院+2クリニックで学べる。
将来のなりたい姿を間近で感じられる。

附属病院 KANSAI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

総合医療センター KANSAI MEDICAL UNIVERSITY
MEDICAL CENTER

看護部 島村  里香 部長

私たちは、人間性豊かで確実な知識・技術を有する医療人の育成に努め、患者さん・ご家族、地域
の皆様から信頼される病院を目指します。看護の専門職として新たな知識やスキルを吸収しながら、
皆様が安心して暮らせるように患者さん・ご家族に寄り添って看護を提供しています。時代や社会
環境が変化しても安心して暮らせるように、訪問看護・在宅医療・リハビリテーションにも積極的に
取り組み“生活の場”に看護をつないでいます。病院群の真ん中には、緑豊かなホスピタルガー
デンがあり、皆様の憩いの場となっています。これから看護職を目指す皆様に素晴らしい学習環境
を用意し、臨床の場で会えることを楽しみにしています。

〒573-1191 大阪府枚方市新町二丁目3番1号
TEL 072（804）0101
病床数／751床　外来患者数／1日平均2,168人

災害拠点病院、高度救命救急センター、地域がん診療連携
拠点病院、大阪府アレルギー疾患医療拠点病院として認可
を受け、地域医療の中核を担う。また、特定行為指定研修機
関にも指定され、 多くの看護職員が研修を受けています。

〒570-8507 大阪府守口市文園町10番15号
TEL 06（6992）1001
病床数／477床　外来患者数／1日平均1,271人

地域医療を支える北河内医療圏の基幹病院として、ほぼ全て
の診療分野を網羅。救命救急センター、心臓血管病センター、
不整脈治療センター、人工関節センター、ブレストセンターなど
30以上のセンターも備え、チーム医療で最先端の医療を提供。

附属病院看護部では、急性期医療を軸に患者さんの尊厳を守り、安全で質の高い看護の提供に努
めています。医療ニーズが高まり、かつ医療技術が急速に発達する今、看護師はハードな業務に対
応しながら、新たな知識の獲得や手技を習得することが不可欠となっています。附属病院では、
2020年度に特定看護師の指定研修機関の認可を受け、現在までに90名の特定看護師が誕生し活
躍しています。チーム医療のキーパーソンとしての役割が期待される看護師の役割拡大は、現場の
医師からも高い評価を得ています。看護は患者さんの命と向き合い人を助け、人を支える、尊い仕
事です。看護の世界へ一歩を踏み出し、一緒にキャリアプランを考えてみませんか。

命と向き合い、人を助け支える尊い仕事。
役割の広い看護師はチーム医療のキーパーソン。

“大切な人を受診させたい病院へ”をビジョンに掲げ、
地域の方々から信頼される病院へ。

認定看護管理者 1名
専門看護師 7名
認定看護師 29名
特定行為研修修了者 68名

病院やクリニックでは、看護管理者や専門看護師、認定看護師など、看護のスペシャリストが多数活躍。
また、退院後も継続して大学病院クオリティの看護やリハビリを提供し、在宅療養を支援する『関医訪問看護ステーション』や
全国的に珍しい大学病院が運営するリハビリ特化型施設『関医デイケアセンター』など、多彩な学びの場があります。

看護部 谷田 由紀子部長

認定看護管理者 1名
専門看護師 4名
認定看護師 19名
特定行為研修修了者 6名

※認定看護管理者他の人数は、2022年10月1日時点のものです。Faculty of Nursing37



香里病院 KANSAI MEDICAL UNIVERSITY
KORI HOSPITAL

天満橋総合クリニック KANSAI MEDICAL UNIVERSITY
TEMMABASHI GENERAL CLINIC

予防医療と総合診療における看護を学ぶ。
高度医療への架け橋となり地域に貢献。

安本 マリ部長

地域の医療に貢献する急性期病院として、夕方や救急の診療をはじ
め、訪問看護ステーションの併設や退院後の生活サポートも行って
います。看護師は“あたたかく思いやりのある看護の提供”を目指し
ています。また、常に“患者さんにとってどうか”を念頭に、患者さんご
家族、他の医療従事者と共に悩み考え、時には喜び、人としても成長
できるやりがいのある職業です。関西医科大学で学び、附属4病院
で充実した実習を実施し、自律した看護職を目指してください。

“地域に根ざした大学病院”を目指し、
夕方診療や救急診療体制を整備。

〒572-8551 
大阪府寝屋川市香里本通町8番45号
TEL 072（832）5321 
病床数／199床 　
外来患者数／1日平均689人

くずは病院 KANSAI MEDICAL UNIVERSITY
KUZUHA HOSPITAL

くずは駅中健康・健診センター KUZUHA HEALTH PROMOTION AND 
PHYSICAL EXAMINATION CENTER

看護部 岩田  聡子 部長

急性期から回復期、そして在宅まで継続した医療・看護・介護が
一つの病院で提供できる「ケアミックス型」が特徴の病院です。身体
機能を回復させることと、その人にとってのあたりまえの日常を共
に考え、その思いを支える役割を看護師は担っています。看護の
現場は、多くの人との関わりの中で、人間の可能性に新しい発見と
驚きを感じ、自分自身の成長のきっかけをもらえる魅力的な場所
です。一緒に看護の楽しさと無限の可能性を体現してみませんか。

外来クリニックと総合健診センターを併設しています。超高齢社会
における予防医療の重要性に注目し、総合健診センターでは人間
ドックや各種健診を行っています。外来クリニックでは地域の
かかりつけ医としてだけでなく、健診で異常を指摘された方に対
する生活指導や治療を提供しています。

京阪樟葉駅直結。健診やメディカル・
フィットネスなどを行う予防医療施設。
心身ともに健康で障がいのない期間、“健康寿命”を延ばすことを
目的とした予防医療の専門施設を、2022年11月に開設。病気の
早期発見・治療へと導く健診や、健診結果を受けた助言から運動
療法までを行う、学習実践型の予防医療施設（健康カレッジ）を
目指します。

あたりまえの日常を取り戻したい。
そんな患者さんの思いを支える役割を。

〒540-0008 大阪市中央区大手前一丁目7番31号 OMMビル3階　TEL 06（6943）2260 

〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町14－1 京阪くずは駅ビル南館2階
TEL 072（809）2005

〒573-1121 
大阪府枚方市楠葉花園町4番1号
TEL 072（809）0005
病床数／94床　
外来患者数／1日平均136人　

認定看護管理者 1名 
認定看護師 5名 
特定行為研修修了者 2名

特定行為研修修了者 1名

看護部
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現在、1年目の看護師として働いているのは、超急性期の患者さんが入院されている病棟です。
生命の危機状態にある患者さんをチーム医療で回復に向け支援をしています。治療の補助として
人工呼吸器を装着している患者さんも多く重症管理が必要となります。ケアが実を結び、患者
さんが人工呼吸器を離脱し、発声ができ、ご飯が食べられるようになった姿を見ると喜びを感じ
ます。回復過程が目に見えて達成感を感じることがありますが、そのためには回復過程を支援
する幅広い知識と確かな技術が必要です。学生時代の実践的な学びは、今に繋がっています。
入学・卒業後、皆さんと共に働ける日を、楽しみにしています。

今は、保健所の感染症チームに所属し、さまざまな感染症対応をしています。特にやりがいを
感じているのは、結核患者さんへの支援です。結核に関する正しい知識の啓発や、日頃から健診
を受診することの重要性を、地域全体に広めるべき課題として取り組んでいます。保健師として
就職する過程では、同期の友達や大学の先生方に助けていただきました。関西医科大学では、
看護師と保健師の国家試験を全員が同時受験できるカリキュラムになっています。だから
こそ、実習やテスト勉強など乗り越えなければいけないことがとても多いですが、その中でも
関わりを大切にし、大学生時代でしか体験できないことを存分に楽しんでほしいと思います。

高機能シミュレータでの演習や病棟での実習、
大学での学びが、現場に繋がっています。

保健師の魅力は個別のケースを通じて、
地域の健康増進に向けて携われることです。

卒業生からのメッセージ

キャリアを築く第一期生たち、
さまざまな現場の第一線で活躍中です。

関西医科大学附属病院 4N病棟 看護師
白石 貴幸さん

私は助産師として、現在、関西医科大学総合医療センターで勤務しています。女性の人生の
一大イベントである出産に関わり、今後の育児について産後のお母さんと一緒に考えられること
にやりがいを感じています。また、助産師は病院だけではなく、市町村や性教育、乳児院など
幅広い選択肢があることを、大学で教えてもらいました。いつも優しく、どんな時でも最後まで
見届けてくださった先生方には、本当に感謝しています。受験は人生の分岐点となり、悩み考える
と思います。でも数年後、今の自分があるのはその経験があったからだと必ず感じることができ
ます。私も先輩として、受験を考えている学生さんを応援しています！

助産師として、人生の一大イベントである
出産に関われることの尊さを、実感しています。

関西医科大学総合医療センター 4B病棟 助産師
北嶋 祐花さん

大阪府岸和田保健所 保健師
松井 紗友里さん

看護師

保健師

助産師
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出身校一覧

 

16名

14名

4名

※2020年度～2022年度入学者
　および2023年度学校推薦型選抜試験での合格者データ

都道府県別出身校

208名

43名

23名

大 阪 府

京 都 府

兵 庫 県

滋 賀 県

奈 良 県

和歌山県

学校推薦で入学できたのは、日頃から受け身にならず、勉強は
もちろん、部活なども積極的に参加していたのが評価された
と思います。また“当たり前のことをキチンとやる”こと。これは
母に言われたのですが「当たり前にできるのは、当たり前じゃな
いからね」と。自分を律し、期限などは必ず守る。そんな習慣
づけは、入学後のレポート提出の際にも活きています。これから
目指す看護の道も初心を貫き、日々の学びを積み重ねていこう
と思います。

自分の意志を貫くこと。
面接ではその意志を伝えること。

学校推薦型選抜試験で入学

2年次 青木 菜南さん（京都府　京都女子高等学校 出身）

福島県1名
宮城県1名

石川県1名

福井県2名
岐阜県1名
静岡県1名

三重県1名
岡山県2名
広島県2名
高知県2名

茨城県1名
愛知県1名

関西学院高等部
県立尼崎北高等学校
県立伊丹高等学校
県立川西緑台高等学校
県立神戸鈴蘭台高等学校
県立須磨東高等学校
県立豊岡高等学校
県立鳴尾高等学校
県立西宮北高等学校
県立御影高等学校
甲南女子高等学校
神戸海星女子学院高等学校  
神戸市立六甲アイランド高等学校 
三田学園高等学校
親和女子高等学校 
須磨学園高等学校

 兵 庫 県

京都教育大学附属高等学校
京都産業大学附属高等学校
京都女子高等学校
京都成章高等学校
京都聖母学院高等学校
京都橘高等学校
京都西山高等学校
同志社女子高等学校
ノートルダム女学院高等学校
府立嵯峨野高等学校 
府立城南菱創高等学校
府立莵道高等学校
府立鳥羽高等学校 
府立南陽高等学校
府立西城陽高等学校 
府立宮津高等学校 
府立桃山高等学校 
府立山城高等学校 
府立洛北高等学校
平安女学院高等学校
立命館高等学校

 京 都 府

 大 阪 府

上宮高等学校
追手門学院高等学校
追手門学院大手前高等学校
大阪学院大学高等学校
大阪学芸高等学校
大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎
大阪国際高等学校
大阪国際滝井高等学校
大阪女学院高等学校 
大阪信愛女学院高等学校
大阪成蹊女子高等学校
大阪桐蔭高等学校
大谷高等学校
開明高等学校
関西大倉高等学校
関西大学高等部
関西大学北陽高等学校
近畿大学附属高等学校
金蘭会高等学校
金蘭千里高等学校
好文学園女子高等学校
香里ヌヴェール学院高等学校
金光八尾高等学校
四天王寺高等学校
四天王寺東高等学校
宣真高等学校
大商学園高等学校
常翔学園高等学校
常翔啓光学園高等学校
清教学園高等学校
帝塚山学院泉ケ丘高等学校
東海大学付属大阪仰星高等学校
初芝立命館高等学校
府立阿倍野高等学校
府立生野高等学校
府立池田高等学校
府立市岡高等学校 

近畿地方 府立いちりつ高等学校
府立茨木高等学校
府立今宮高等学校
府立大手前高等学校
府立鳳高等学校
府立春日丘高等学校
府立交野高等学校
府立河南高等学校
府立岸和田高等学校
府立北千里高等学校
府立久米田高等学校
府立高津高等学校 
府立香里丘高等学校
府立金剛高等学校 
府立桜塚高等学校
府立佐野高等学校
府立四條畷高等学校
府立清水谷高等学校
府立住吉高等学校
府立泉北高等学校
府立千里高等学校
府立高槻北高等学校
府立槻の木高等学校
府立天王寺高等学校
府立豊中高等学校
府立富田林高等学校
府立寝屋川高等学校
府立阪南高等学校
府立東高等学校
府立東住吉高等学校
府立枚方高等学校
府立牧野高等学校
府立三国丘高等学校
府立箕面高等学校
府立八尾高等学校
府立山田高等学校
府立夕陽丘高等学校
箕面自由学園高等学校 
履正社高等学校

県立石山高等学校
県立草津東高等学校
県立膳所高等学校
県立長浜北高等学校
県立東大津高等学校
県立彦根東高等学校
県立守山高等学校
光泉カトリック高等学校
立命館守山高等学校

 滋 賀 県

育英西高等学校 
県立郡山高等学校 
県立畝傍高等学校 
智辯学園高等学校
智辯学園奈良カレッジ高等部
帝塚山高等学校
奈良学園登美ヶ丘高等学校  
奈良女子大学附属中等教育学校 

 奈 良 県

近畿大学附属和歌山高等学校
県立向陽高等学校
智辯学園和歌山高等学校

 和 歌 山 県

三重高等学校

 三 重 県

中部大学春日丘高等学校

 愛 知 県

中部地方

県立本巣松陽高等学校

 岐 阜 県

県立武生高等学校
北陸高等学校

 福 井 県

県立小松明峰高等学校

 石 川 県

聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校

 茨 城 県

関東地方

県立岡山城東高等学校
県立倉敷南高等学校

 岡 山 県

広島市立舟入高等学校
広島なぎさ高等学校

 広 島 県

浜松市立高等学校

 静 岡 県

高知学芸高等学校
 高 知 県

中国地方

四国地方

県立郡山高等学校

 福 島 県

仙台白百合学園高等学校

 宮 城 県

東北地方
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学費・奨学金

区分

入 学 金

授 業 料

実 験 実 習 費

教 育 充 実 費

納 期 別 計

年度別納入金

4 年 間 総 額

納期別

100,000円

0円

0円

0円

100,000円

ー

550,000円

75,000円

150,000円

775,000円

ー

0円

0円

0円

0円

ー

1,100,000円

250,000円

300,000円

ー

1,650,000円

100,000円

550,000円

75,000円

150,000円

875,000円

初年度 次年度以降
（毎年）入学手続時 10月（後期分）

通常の学生 特待生 通常の学生 特待生 全員共通

（注）1．次年度以降の授業料等は、前・後期の2期に区分し、それぞれ定められた期間（4月・10月）に年額の2分の1に相当する額を納入することになっています。
　　2．助産師コースを選択する場合は、4年次に実習費として別途300,000円納入していただきます。　3．いずれも諸会費は含みません。また、実習等に伴う費用や経費が別途必要となります。

※1．詳細は学生募集要項をご確認ください。  ※2．詳細は文部科学省、日本学生支援機構のホームページでご確認ください。

傷害・賠償保険料（日本看護学校協議会共済会「Will Ⅱ」4,500円/年間）

電子教科書（約8万円）、その他書籍代

iPad（大学指定、約13万円）、ユニフォーム・聴診器・ナースシューズ代、保護者会費2万円/年（初年度のみ入会費1万円）、
学生自治会費、演習・実習にかかる交通費、合宿研修費　など

学 生 保 険

そ の 他

教 科 書 代

【通常の学生】 1,650,000円　　【特待生】 100,000円

学　費

学納金以外に必要な経費

奨学金

【通常の学生】6,600,000円　　【特待生】5,050,000円
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学費の引き下げや特待生の拡充で、学びたい気持ちを応援！

学 内
奨学金

学 外
奨学金※2

※1

授業料、実験実習費
および教育充実費 
合計155万円

月額5万円

200万円

各学年のうち前年度の
成績上位3名（2年次以上）

卒業後、本学附属の医療機
関に就職し、一定の条件を
満たせば奨学金の一部（56
万円）の返還を免除する。

関西医科大学
特待生制度

関西医科大学看護学部
学生給付奨学金

関西医科大学看護学部
学生貸与奨学金

関西医科大学附属の
医療機関勤務を条件とする
看護学部貸与奨学金

免 除

給 付

貸 与

貸 与

なし

なし

-

日本学生支援機構奨学金（貸与）

高等教育の修学支援新制度（授業料等減免・給付型奨学金）

種類 種別 奨学・免除金額 選考基準 返還免除要件

授業料、実験実習費および
教育充実費の合計額以内

入学後、家計の急変により学費の支弁が
困難となったもの、かつ学業成績が優秀で、
人物が良好なもの（2年次以上）

卒業後、本学附属の医療機関に就職を
希望する学生、かつ学業成績が優秀で、
人物が良好なものに審査の上、貸与。

・一般選抜試験（3教科型）10名
・大学入学共通テスト利用選抜試験（3教科型）2名
・大学入学共通テスト利用選抜試験（5教科型）1名

以下の試験制度合格者のうち成績優秀者

1POINT 入学金、実験実習費の見直しにより、4年間の学費を引き下げました。4年間の学費を、700万円から660万円に引き下げ！

2POINT 合格者のうち、一般選抜試験3教科型より10名、大学入学共通テスト利用選抜試験3教科型より2名・5教科型より1名の成績
優秀者には、初年度納入金のうち、授業料、実験実習費、および教育充実費の全額、合計155万円を免除します。

拡充した特待生制度の利用で、初年度学納金は入学金10万円のみ！

がんばって
成績が上位になると
学内奨学金が
もらえるチャンス！



入試情報
2024年度（令和6年度）入試について

学校推薦型選抜試験

一般選抜試験

大学入学共通テスト利用選抜試験
試験日 試験科目

高校の先生にも勧められ一般入試で本学を受け、合格しました。実は第一志望ではなかったものの今は
この大学で良かった！と本当に思っています。施設や設備が新しくてキレイですし、保健師の資格も全員が
目指せます。また、附属病院があるので実習などをしやすい環境が揃っています。一般入試の勉強は、
とにかく基礎を完璧にして、ホームページで公開されている過去問題をたくさん解くこと。高校受験の時に
緊張しすぎた経験があるので、しっかり勉強をして、自信を持って挑めたと思います。

基礎は完璧に、過去問題で傾向を。受験当日は緊張しすぎないで！

※今後、選抜方法の見直し等により変更が生じる可能性があります。詳細は、2023年7月頃に発行する「学生募集要項」や本学ホームページにより確認してください。

Point

13月 日1 土

14日日

2024年

２教科型
マークシート式試験（英・選※1）
※1 数学ⅠA、生物、化学、物理から1科目選択

試験日 試験科目

2024年

3教科型
マークシート式試験（英・選※1・国※2）
※1 数学ⅠA、生物、化学、物理から1科目選択
※2 一部に記述式問題を含みます。

専願制
併願制

マークシート式試験【適性能力試験】、
小論文、個別面接

試験日 試験科目

26月 日11 日

2023年
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2年次 野中 玖瑠美さん（大阪府 近畿大学附属高等学校 出身）

一般入試で入学

英語・数学または理科

英語・数学または理科・国語

英語・数学・理科・地歴公民・国語

2教科型

3教科型

5教科型

試験科目
試験範囲

リーディング：リスニングの点数を3：1の配分とします。

「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」から1科目選択

「生物」「化学」「物理」「物理基礎・化学基礎」「物理基礎・生物基礎」
「生物基礎・化学基礎」から1科目選択

「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」「現代社会」
「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目選択

近代以降の文章のみ

大学入学
共通テスト

英語

数学

理科

地歴公民

国語

2月 日2 金

選択科目から複数の科目を受験した場合は、最も高得点の科目を合否判定に使用します。
5教科型は、自己採点後の出願が可能です。一般選抜試験とあわせて2方式以上を同時に
出願する場合、出願数に応じて適用される入学検定料割引制度があります。

Point
試験問題は共通です。2教科型・3教科型を併願すると、一度の受験で合否判定を2回行い
ます。大学入学共通テスト利用選抜試験とあわせて2方式以上を同時に出願する場合、出願
数に応じて適用される入学検定料割引制度があります。

Point 適性能力試験は「英語・国語」または「英語・数学」から1つ選択

※本学での個別試験はありません。



入試イベント

オープンキャンパスで、先輩たちのトークショーを
聞いて、私もここで学んでみたい！と思いました。
また、たくさんのシミュレータを見た時は、スゴイ…
人間みたいだと感動しました。他の大学も見たの
ですが、施設や設備が整ってると思い、オープン
キャンパスに来て専願に決めました。私学は高い？
と心配な人も、個別相談で相談できますよ。

迷っているなら、ぜひ来て！
個別にいろんな相談ができますよ。
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よくある質問
大学生活について

どのような教員が在籍していますか？

国家試験対策はどのようにしていますか？

大学内に自習室はありますか？

過去問題の配付はしていますか？

入試・入学費用／寄付について
入学時の学納金について教えてください。

寄付金はあるのでしょうか？

車、バイクでの通学、自転車通学は可能ですか？

学生寮はありますか？

就職先について教えてください。

養護教諭の資格取得は可能ですか？

本学では、自動車、バイクでの通学を禁止しています。自転車通学は
可能です。利用の際は学務課に届け出て、駐輪用ステッカーの
交付を受ける必要があります。また、駐輪台数には限りがあり
ます。

授業は何時から何時までですか？

学生全員が国家試験に合格するために支援体制を整えています。
国家試験に対する学生への動機づけと主体的な取り組みを促し、
学生全員がよりよい成績で合格することを目標とします。(詳しくは
P.28をご覧ください)

養護教諭二種免許取得に必要な科目を履修した場合は、保健師
免許取得後、都道府県教育委員会に申請することにより養護教
諭二種免許の取得が可能です。

学生寮はありませんが、大学周辺には学生マンションが多数あり
ます。ワンルームマンションで月5～6万円です。

関西医科大学の附属医療機関を含む、病院、訪問看護ステーション、
福祉施設、保健所・保健センター、企業等、幅広い現場に就職して
います。看護師のみならず、保健師・助産師としても多数採用されて
います。なお、就職に際しては、本学附属医療機関を含め、各施設の
採用プロセスを経る必要があります。（詳しくはP.28をご覧ください）

専任教員は、各領域における看護職としての実務経験を有して
います。また、専門看護師の資格を有する教員も在籍しています。 

看護学部棟のラウンジと図書館、医学部棟の図書館本館、交流
センターラウンジなどが利用できます。4年次生には、国家試験
勉強のためにコンピュータ室（看護学部棟）を授業使用時以外に
自習室として開放しています。

講義時間は1時限70分で、1限（9：00）～6限（17：50）です。昼休み
は12：50～14：00の70分です。 

過去問題集を発行しています。ご自宅への資料送付を
希望される方は、本学サイトの資料請求ページからお申
込みください。また、本学受験生サイト入試過去問題
ページにて、一般選抜試験問題・解答を公開しています。

入学手続き時に必要な金額は入学金（10万円）と授業料等（77万
5千円）の合計87万5千円（特待生は入学時は10万円）です。なお、
10月に後期分授業料等（77万5千円／特待生は免除）の納付が
必要です。

本学では、教育・研究施設設備の整備拡充のため、任意の寄付金
のご協力をお願いしておりますが、入学の条件に関わるものでは
ありません。入学後に多くの方々からご協力をいただいております。

3年次 仲本 美郁さん（大阪府立 寝屋川高等学校 出身）

オープンキャンパス

4 23日
7 9日

86日
8 20日

看護学部オープンキャンパス
2023年

事前
予約制

いずれも関西医科大学枚方キャンパスで開催予定（会場は看護学部棟が中心）。
※日程および内容については変更の可能性がありますので、
　ホームページで最新の情報を確認してください。

●学部ガイダンス ●入試・進路ガイダンス ●学生トークショー
●保健師・助産師のお仕事 ●体験ブース ●個別相談など

資料請求ページ
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関西国際空港

至 神戸

大阪空港

至 出町柳

至 名古屋至 博多

京都

丹波橋

近
鉄
京
都
線

千里中央

大阪三ノ宮

門真市

京阪
本線

新幹線

JR東海道線

大阪モノレール

淀屋橋

天王寺

京橋

森小路 滝井 香里園

リムジンバス

牧野

樟葉

天満橋

東梅田
関目高殿

井高野

太子橋今市

阪急電鉄

大日

至 奈良

今里

新森古市

京都河原町

関西医科大学
枚方キャンパス
（医学部・看護学部）

関西医科大学
牧野キャンパス

附属病院
総合医療
センター

香里病院

新大阪駅
（新幹線）
から

大阪メトロ
御堂筋線

京阪本線
特急淀屋橋 枚方市

JR大阪駅
から

JR環状線
京阪本線
特急京 橋 枚方市

京都駅
（新幹線）
から

近鉄京都線
急行

京阪本線
特急丹波橋 枚方市

神戸方面
から

奈良方面
から

JR神戸線 大 阪 JR環状線
京阪本線
特急京 橋 枚方市

くずは病院

天満橋
総合
クリニック

大
阪
メ
ト
ロ（
谷
町
線
）

大
阪
メ
ト
ロ

（
今
里
筋
線
）

大
阪
メ
ト
ロ（
御
堂
筋
線
）

枚方市

新大阪

〒573-1010  大阪府枚方市新町二丁目5番1号   
TEL.072（804）0101
京阪電車「枚方市」駅徒歩約3分

枚方キャンパス

近鉄奈良

くずは駅中
健康・健診
センター

（リハビリテーション学部）

大阪（伊丹）
空港から 大阪空港

大阪
モノレール 京阪本線門真市 枚方市

関西国際
空港から

リムジンバス
枚方市
本学前バス停
に停車

近鉄奈良 枚方市

約40分

約85分

約25分

約20分 約10分 約15分

約10分

約10分

約10分

約20分

近鉄京都線 京阪本線
特急丹波橋
約20分

近鉄京都線
急行

京阪本線
特急丹波橋

約40分 約20分

近鉄京都線 京阪本線
特急丹波橋
約20分

約20分

約15分

※本大学案内の撮影は新型コロナウイルス感染症の感染対策に十分留意して行っています。

京阪電車「枚方市」駅から徒歩約3分の好立地。
充実した交通機関でアクセスも良好、関西圏はもちろん東京方面からでも約3時間です。

三ノ宮

大 阪
（JR東海道線）

京 都
（新幹線）

新大阪
（新幹線）

関西
国際空港

新幹線
JR
京阪電車
大阪メトロ御堂筋線
大阪メトロ谷町線
大阪メトロ今里筋線
大阪モノレール
阪急電鉄
近鉄京都線
リムジンバス

ACCESS

※掲載のルートは一例です。

淀　川
関西医科大学 枚方キャンパス

1F/2F エントランス

エレベーター
エスカレーター

ビオルネ
イオン枚方店

みずほ銀行

府
道
20
号
線

病客用
有料駐車場

枚方市
総合文化芸術センター

ラポール枚方

関西国際空港行
リムジンバスのりば

シャトルバスのりば

サ
ブ
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

（
通
用
門
）

1F エ
ント
ラン
ス

シャトルバスのりば
京阪バスのりば

タクシーのりば

至 大阪市方面 至 京都市方面
京阪枚方市駅

徒歩ルート

1F エントランス

医学部棟附属病院

バスロータリー

看護学部棟

関医アネックス第1ビル

関医
タワー

府道13号線

慈仁館

N

関医アネックス
第2ビル

関西医大
交流
センター

関西医大
交流
センター
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資料請求番号

学生募集要項・入試問題集の請求方法

L I N E

今すぐ「友だち」追加！最新の情報が
受け取れます。

学生募集要項・入試問題集をご希望の方は、テレメールを
ご利用ください。

●インターネット

●学生募集要項

●入試問題集

（パソコン・携帯電話・スマホ）https://telemail.jp

〒573-1010  大阪府枚方市新町二丁目5番1号

入試センター
TEL.072-804-0101（代表）　
https:// www.kmu.ac.jp/
https:// www.kmu.ac.jp/ juk/（受験生サイト）

大学の学章は、醫（「医」の旧字体）の文字を梅花の輪郭で囲んだ
もので、2014年6月から正式な学章として使用されています。
それまでは副章として用いられており、本学の前身大阪女子
高等医学専門学校の校章であったゆかりの深いデザインです。

関西医科大学は、公益財団法人
大学基準協会による大学認証評価
の結果、基準に適合していると認定
されました。本学は、さらに医学の
発展と社会的使命の達成のため、
教育・研究・医療活動の向上に努力
を続けます。

999245
119766




