
八戸学院大学　健康医療学部

看護学科

人間と文化、社会、
自然に関する知識の
理解と客観的に物事
を考えるための能力
やコミュニケーション
能力、本 学 建 学の
理念の理解に向けた
宗教一般の基本的
知識を身につける。

人体を系統立てて
理解し、健康や疾病、
障害に関する観察力
や判断力および社会
資源の活用と保健医
療福祉に関する理念
や制度等を臨床で
活用できる知識と
能力を身につける。

看護職としての物の
見方や考え方および
基本となる看護技術
と人々の健康的な
生活を整えるための
看 護 方 法 、理 論に
基づいた看護実践の
ための方法を身に
つける。

多様な健康状態に
ある人々に対する
看護の方法および
公衆衛生看護活動の
基本理念や活動方法
を身につけ、看護実
践に研究成果を活用
するなど看護職とし
て生涯学び続ける
態度を身につける。

在  

学  

生

ら
か

学習の進度と資格取得までの流れ

1 年 次 2 年 次 3 年 次 4 年 次

得
取
格
資

専門技能と人間性とを育む４年間。
地域医療を支える看護実践者を養成。

学びの注目ポイント

看護学科2年生 青森県・八戸東高校出身関川 真衣 さん

基本の看護技術を習得する
「日常生活援助論」
１年次に履修する「日常生活援助論」では、人間の生活を看護の視点

からとらえ、解剖生理学と連動させながら、看護の専門性の裏づけとし

ての対象に合わせた看護技術を習得します。特に日常生活看護技術

としての食事・清潔・排泄を中心とした看護技術について演習形式で

きめ細かく指導。また、安全管理の重要性についても学習します。

治療・処置の援助技術を身につける
「回復促進援助論」
「回復促進援助論」は医療的側面から人間の健康に寄与することを

目的に、診察・検査・与薬・治療・処置に伴う看護技術の基本を習得

する授業で、１年次に履修します。身体各部の主要症状を緩和する

ために必要となる周辺科学の知見に基づくエビデンスと技術の実

際について、演習を重ねながら理解を深めていきます。

看護の対象は「人間」です。「人間」は身体と精神を持ち合わ

せ、人的・物的環境から大きな影響を受けています。つまり、

看護師になるためには「人間」を理解することが重要なので

す。学ぶことは視野を広げ、感性を豊かにし、皆さんの可能

性を広げるでしょう。身近なサポーターである教員は、あな

たの良き人的環境となれるよう日々努めています。

祖父の病気をきっかけに医療職に興味を持ち、両親の勧めもあって看護師
を志しました。大学で学びを深めるごとに、看護師になりたいという思いが
強くなっています。本学は看護技術を学ぶための実習設備が充実しており、
優しく経験豊かな先生方や切磋琢磨し合える友人と学ぶ中で毎日新しい発
見があります。将来、患者さんの心に寄り添った看護を提供できるよう、技術
や判断力を身につけたいと考えています。

学ぶごとに強くなる看護の仕事への思い。

先生は頼れるサポ
ーター

看護師になるために

まずは「人間」を理解すること。

看護学科 （母性看護学概論、母性看護援助論）羽入 雪子教授

教育
目的

こころとからだの健康と医療に
ついての学びをふまえ、幅広い
分野の研究・指導・実践が
でき、地域住民の健康増進と
地域の保健医療の向上に
貢献できる人材を育成する。

准教授
壬生 寿子
小沢 久美子
西村 美八

覧
一
員
教

学科長・教授
蛭田 由美

教授
高橋 正知
木村 紀美
羽入 雪子
神郡 博

村 史子
矢野 章永
田中 克枝

長南 幸恵
講師
田名部 麻野
山野内 靖子
下川原 久子
木村 緑
坂本 保子

助教
三浦 広美
佐藤 真由美
切明 美保子
市川 裕美子
坂本 弘子
藤邉 祐子

助手
久保 宣子
佐々木 真湖
古舘 美喜子
清塚 智明
日當 ひとみ
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●取得できる資格・免許

●想定される進路

■看護師国家試験受験資格

■保健師国家試験受験資格

　※保健師は選択・選抜制になります。

■病院・クリニック　■保健所・保健センター

■大学院　■学校　■介護老人施設

■訪問看護ステーション　■企業内健康管理室

■検診センター　など

100%100%100%

2014
（平成26）年度

2015
（平成27）年度

2016
（平成28）年度

看護学科

1年次

目
科
育
教
門
専

（第1・第2セメスター） 2年次（第3・第4セメスター） 3年次（第5・第6セメスター） 4年次（第7・第8セメスター）
看護職に必要なコミュニケーションスキルを身につけます。 身体の構造や健康維持についてのメカニズムを学びます。 臨床の現場での実習を通して実践能力を身につけます。 実践能力に研究成果を活かし国家試験合格を目指します。

[◎2]キリスト教概論
[◎2]地域文化論
[◎1]基礎演習
[◎1]プレゼンテーション
[◎1]情報処理基礎
[◎1]日本語リテラシー
[1]日本語表現リテラシー

[◎2]宗教学

[1]看護教育のための生物基礎　[1]看護教育のための化学基礎

[◎2]看護学概論　　　[◎2]日常生活援助論
[◎2]回復促進援助論　[◎1]ヘルスアセスメント
[◎1]基礎看護学実習Ⅰ

[◎2]看護過程論　[◎1]看護倫理
[◎2]基礎看護学実習Ⅱ

[◎2]成人看護学概論　[◎2]成人看護援助論Ⅰ
[◎2]成人看護援助論Ⅱ

[◎2]高齢者看護学概論　[◎2]高齢者看護援助論

[◎3]成人看護学実習Ⅰ
[◎3]成人看護学実習Ⅱ

[◎1]高齢者看護学実習Ⅰ
[◎3]高齢者看護学実習Ⅱ

[◎2]小児看護援助論

[1]英語Ⅰ　[1]英語Ⅱ　[1]ドイツ語
[1]ドイツ語コミュニケーション

[1]英語コミュニケーション　[1]英語（TOEIC）Ⅰ
[1]英語（TOEIC）Ⅱ

導入教育

専門科目
看護の基本

看護の展開・成人看護

看護の展開・高齢者看護

[◎2]小児看護学概論
[◎1]小児看護学実習Ⅰ
[◎1]小児看護学実習Ⅱ

看護の展開・小児看護

[◎2]母性看護援助論[◎2]母性看護学概論 [◎2]母性看護学実習
看護の展開・母性看護

[◎2]精神看護援助論[◎2]精神看護学概論 [◎2]精神看護学実習
看護の展開・精神看護

[◎2]在宅看護援助論[◎2]在宅看護学概論 [◎2]在宅看護学実習

[◎2]統合看護実習

看護の展開・在宅看護

[◎1]医療安全論
[◎1]家族看護論

[◎2]統合看護論　[◎1]チーム医療論
[◎1]看護管理論　[◎1]災害看護活動論
[◎1]国際看護活動論

[2]公衆衛生看護学概論　[2]公衆衛生看護支援論
[2]公衆衛生看護活動展開論

[1]公衆衛生看護管理論　[2]公衆衛生看護学実習Ⅰ
[3]公衆衛生看護学実習Ⅱ

[1]看護教育論　　　　　　[1]救急看護
[1]リハビリテーション看護　[1]緩和ケア論
[◎1]僻地看護活動論

看護の統合・看護の発展

公衆衛生看護

[◎2]看護学研究法 [◎2]看護卒業研究
看護の研究

[◎1]公衆衛生学
[◎2]疫学　[◎1]保健統計学Ⅰ　[1]保健統計学Ⅱ

[◎1]保健医療福祉行政論Ⅰ
[◎1]保健医療福祉行政論Ⅱ

[◎2]病態学Ⅰ　 [◎2]病態学Ⅱ　[◎2]病態学Ⅲ
[◎2]病態学Ⅳ　[◎2]薬理学

[◎2]健康医療総論　[◎2]生命と倫理　　[◎2]人間発達学
[◎2]解剖生理学Ⅰ　 [◎2]解剖生理学Ⅱ　[◎1]栄養学
[◎1]微生物学

[◎1]社会福祉論

人間と健康

環境と健康

[2]哲学　　　　[2]芸術論
[2]デザイン論　[2]心の科学
[2]行動の科学

[2]歴史学　　　[2]日本国憲法
[2]政治学　　　[2]社会学
[2]国際関係論　[2]海外事情

[2]自然科学概論
[2]数学
[2]スポーツの科学

人としてのあり方を学ぶ領域

社会のあり方を学ぶ領域

自然と科学を学ぶ領域

外国語を学ぶ領域

習
実

実習

専門導入科目

専門基礎科目

100
看護学科

で

目指せる

資格と進
路

高齢者看護援助論

高齢期にある対象の老化の特徴と健

康レベルに応じた援助に必要な基礎

知識・技術・態度を学びます。また、リ

ハビリテーション期、終末期における

高齢者の看護、入院に伴う看護と高齢

者に多い疾患に伴う看護、認知症高

齢者の看護について学びます。

基礎看護教育を終えた２年

次の春。ナイチンゲールの

生誕祭（５月12日）の時期

に、看護学科の宣誓式が行

われます。教員から学生へと

看護の心の灯が受け渡さ

れ、学生は看護職への思い

をあらためて強く胸に刻む

のです。

統合看護論

患者と看護者双方にとって、安全で満足度の高
い看護サービスを提供できるために、看護学の
専門領域でこれまでに学んだ知識・技術・態度
を統合し、確実に看護を実践する方法を学びま
す。看護制度や、看護学教育、看護業務基準、
看護関連の法律等、看護実践の場を支え実践
を円滑に進める要素を明らかにし、看護実践の
構造を具体的に理解します。看護職の倫理観に
そって専門職としての自信と誇りをもって看護
を実践するために看護理論について学びます。

看護卒業研究

指導教員の専門性に沿い、テーマごと

に少人数で研究活動を行います。各自

の気づきや関心を深め、広範な知識と

高度な専門性を追究しながら研究計画

に基づいて研究のプロセスを勧めま

す。成果は看護研究論文としてまとめ、

学生が主体的に企画運営するゼミ発表

等のプレゼンテーションを行います。

ナイチンゲールに誓う宣誓式。

八戸学院大学看護学科では、4年間の学びを通

して看護師及び保健師の国家資格の受験資格を

得ることができます。4年次2月の国家試験に合

格すると晴れて資格取得となります。看護学科の

学生は国家試験合格をめざし、幅広い知識を身

につけるとともに、多くの実習施設で実践的に学

習します。本学では1年次より対策講座も行い、

確認テストや模擬試験などを通し、しっかりとサポ

ートを行います。昨年度の八戸学院大学短期大

学部新卒者の合格率は94.1％と、とても高い結

果となりました。なお、保健師については選択制

で定員は20名となります。

授 業 科 目

看護学 科

Pick up

Topics

取得しました!就職
内定率

%

カリキュラム
整った実習設備での演習や医療機関と連携した豊富な病院実習。

国家試験合格もきめ細かくサポート。

看護師が就職する医療機関

にはそれぞれ専門分野ごと

に特徴があります。学生個々

が満足のゆく就職ができる

よう、本学科では医療機関

の採用担当者を学内に招い

て就職相談会を行い、現場

の声を聞く機会を設けてい

ます。

医療機関が集まる就職相談会を開催。

小学校からの夢であった看護師として働くこと

が目標です。資格取得に向けて、外部のセミナー

を活用したり、先生方のアドバイスを受けながら

学習に取り組みました。まわりの友人たちと同じ

目標に向かって学ぶのも良い刺激になりました。

将来は一人でも多くの患者さんに寄り添い、丁

寧な看護を行える看護師になるため日々頑張っ

ています。

八戸学院短期大学
看護学科
2017年3月卒業

黒川 彩 さん

［青森県・七戸高校出身］

看護師免許

［ 2 年 次 ］ ［ 2・3 年 次 ］ ［ 4 年 次 ］

アドミッション・ポリシー 入学者受け入れの方針と判定方法

カリキュラム・ポリシー 教育課程編成・実施の方針

ディプロマ・ポリシー 卒業認定・学位授与の方針

【健康医療学部看護学科の具体的な受け入れ方針】
1.人間を理解し、共感する知性と感性を磨き、援助的人間関係を築こうとする意欲を有する。
2.看護師・保健師としてのものの見方や考え方、基本的な看護技術、看護理論、多様な場における看護実践を主体的に学ぶ強い意欲を有する。
3.多くの医療関係職種と連携・協働して、地域の看護活動に貢献する基礎的研究方法を身につけようとする高い意欲を有する。
4.高等学校における「国語」、「外国語（英語）」の基礎科目のほかに、「生物基礎」、「数学Ⅰ」、「数学Ａ」のいずれか1科目を学習し、十分な基礎学力を身につけている。
【入学者選抜における判定方法】
1.人間を理解し、共感する知性と感性を磨き、援助的人間関係を築こうとする意欲については、書類審査と小論文および面接により判定する。
2.看護師・保健師としてのものの見方や考え方、基本的な看護技術、看護理論、多様な場における看護実践を主体的に学ぶ強い意欲については、書類審査と小論文および面接により判定する。
3.多くの医療関係職種と連携・協働して、地域の看護活動に貢献する基礎的研究方法を身につけようとする高い意欲については、書類審査と面接により判定する。
4.高等学校における「国語」、「外国語（英語）」の基礎科目のほかに、「生物基礎」、「数学Ⅰ」、「数学Ａ」のいずれか1科目を学習し、十分な基礎学力を身につけていることについては、書類審査と学力検査により判定する。

看護師・保健師になる強い意志を持ち、将来において医療関係職種の一員として主体的に行動し、地域の看護活動に携わる
高い意欲のある人を受け入れる。

1.豊かな人間性と高い倫理観、主体的な判断力、行動
力、コミュニケーション能力を身につけ、地域の文化や
特性について理解している。

2.科学的な根拠に基づく基礎的看護ケアを実践し、多く
の医療関係職種と連携・協働して看護の役割を判断し
行動する能力を身につけている。

3.僻地や医療過疎地など地域特性の理解のもと、地
域の看護活動に積極的に取り組むことのできる基
礎的な看護実践能力を身につけている。

4.地域住民の健康特性の理解のもと、地域の看護活
動の向上に資するための基礎的研究方法を身に
つけている。

1.豊かな人間性と高い倫理観、主体的な判断力、行動
力、コミュニケーション能力、地域文化の理解を養うた
めに、建学の精神に関わる科目、基礎演習、日本語リテ
ラシー、情報処理基礎、語学、地域文化論等の必修科
目を含む多様なリベラルアーツ科目を配置する。

2.看護専門職になるうえで必要な基礎的知
識や実践能力を養うために、専門導入科
目と専門基礎科目をおき、「人間と健康」、
「環境と健康」の２領域を設ける。

3.看護師・保健師としてのものの見方や考え方、基本的な看護
技術、看護理論、多様な場での看護実践と研究方法を身につ
けるため、「看護の基本」、「看護の展開」、「看護の統合・看護
の発展」、「看護の研究」、「公衆衛生看護」の５領域からなる
「専門科目」をおく。

4.看護師・保健師の国家試験受験資格を取得させる
ため、保健師助産師看護師学校養成所指定規則
の教育内容を踏まえた教育課程の編成とする。

八戸市立市民病院
八戸赤十字病院
国立病院機構八戸病院
五戸総合病院
十和田市立中央病院
三沢市立三沢病院
公立野辺地病院
むつ総合病院
聖マリアンナ医科大学病院

●主な就職先

青森県立保健大学健康科学部看護学科
大阪大学医学部保健学科看護学専攻
※詳しくはP32をご覧ください。

●主な就職先

（八戸学院大学短期大学部 実績)
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