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～卒業生からのメッセージ～

私は現在，聖隷横浜病院の整形外科・内分泌・膠原
病・耳鼻科・麻酔科の混合病棟で働いています。様々
な疾患の患者さんが入院されているため，勉強するこ
とも多く大変ですが，実習で学んだ退院後の生活を見
据えた看護は，現在も活かすことができています。
私の病棟は整形外科の患者さんが多く，患者さんの

自立を促しながらの日常生活の援助や，痛みや退院後
の不安を軽減できるようにどうしたらいいのか常に考
えながら看護をしています。
看護師になるまで，多くの知識や技術を学ぶのにと

ても大変で，これからの看護師人生が想像つかないこ
ともあるかもしれません。大学生活で得た知識や技術，
患者さんとの関わりで得た経験は糧になっています。
皆さんの今後を応援しています。

聖隷横浜病院 看護学科22期生 田島優美さん

卒業後の進路

≪2020年度≫

大学院
本学には，大学院修士課程

看護学専攻と，博士課程ヒュ
－マンヘルスケア学専攻があ
ります。学部卒業後すぐに進
学する人や，実践経験を経た
後に進学する人もいます。昼夜開講，長期履修制度が
あります。多くの大学院生がこれらの制度を利用して
仕事と学業を両立させています。

甲府駅⇒医学部キャンパス

・甲府駅南口バスターミナル3番乗り場より
「山梨大学附属病院」行き約30分，終点下車

・甲府駅でJR身延線に乗り換え，「常永駅」まで
最短17分，常永駅から南東方向に徒歩約15分

アクセス

～大学院生からのメッセージ～

私は大学卒業後すぐに，大学院に進学しました。
先入観を持たず多角的な視点で物事を考えられるの
は，卒後すぐに進学してよかったと思える点の一つ
です。また，試行錯誤しながら研究に取り組む中で，
日々新たな発見があり，大変さの中にやりがいと楽
しさを実感しています。大学生時代の実習の際に対
象者との関わりを通して疑問を抱いたことが大学院
進学のきっかけとなり，
それが現在の研究の原
点になっています。
今後も好奇心と向上

心を大切にし，看護の
学びを深めていきたい
と考えています。

山梨大学大学院修士課程地域看護学専攻 勝俣沙映さん

2020年度キャンパスライフ

授業は，学生同士
隣り合わせで
受けていました。

学生同士で練習！！

2020年度キャンパスライフ

これまで

感染予防しながら学んでいます

コロナ禍でも学びを
止めない！

国立大学法人山梨大学医学部看護学科
〒409-3898 中央市下河東1110番地

TEL: 055-273-9334
（医学域学務課 学生グループ）

お問い合わせ先

山梨大学
医学部
看護学科

UNIVERSITY OF YAMANASHI
Faculty of Medicine 
School of Nursing

山梨大学モバイルサイト
https://daigakujc.jp/u.php?u=00065/

（2021年3月現在）

普段より広い講義室で広々と♪ モデル人形で何度も練習！

オンライン授業の
日もあるよ。！

その他
2％

助産師
6％ 職種 勤務先

看護師

山梨大学医学部附属病院

日本赤十字社医療センター

国立がん研究センター中央病院等

助産師
山梨大学医学部附属病院

山梨市立産婦人科医院

保健師
山梨県庁，栃木県庁

甲府市役所，世田谷区役所等

主な就職先



実 習
1～2年次は基礎看護学実習，3～4年次は小児・母性・成人・精神・高齢者・地域・在宅看護学実習，更に統合実習があります。

また，助産専攻学生は4年次に助産学実習があります。ここでは，その一部をご紹介します。

母性看護学実習

附属病院に入院中の産後
のお母様と新生児をそれぞ
れ別の学生が担当し，ペア
で1組の母子を受け持つ実
習を行います。担当する母
子の理解に基づいた看護を
実践します。

地域看護学実習Ⅰ

家庭訪問や健康教育の実

施，保健事業参加により地

域で暮らす人々の健康や生

活への支援について学びま

す。 本学では，保健師国

家試験受験資格を取得でき

ます。

高齢者看護学実習

認知機能低下や身体機能
低下などの様々な健康状態
にある高齢者とそのご家族
が，その人らしく最期まで
生活できるように援助しま
す。療養病棟やデイサービ
ス，グループホームで実習
します。

在宅看護学実習

訪問看護ステーション実習
で様々な方に家庭訪問を行
う他，在宅生活を支える多
職種連携活動への参加，附
属病院での退院支援を通し
て学びます。「生活支援」
での看護の役割の広さも体
験できます。

保健学

統合実習
室

4名の教員で，母性看護と助産師基礎教育を担当し
ています。母性看護学では，女性の生涯にわたる健
康と，女性が母親・男性が父親となる過程の基本と
なる，新しい命が育まれることを支える看護につい
て学習・実習をします。講義はアクティブラーニン
グを基本に，反転授業やグループ討議を導入してい
ます。実習は上段に紹介しています。

研

活クー 動

軟式テニス部

軟式テニス部は医学科と合
同で活動しています。季節ご
とにテニスの大会や楽しいイ
ベントがあります。部員全員
仲良しで元気いっぱい！初心
者も大歓迎です。皆さんをお
待ちしております！

医学部交響楽団

現在およそ60名で活動し
ており，部員の中には大学
から楽器を始めた人も沢山
います！大学に入って私た
ちと一緒に楽器を演奏して
みませんか？部員一同楽し
みにしています♪

学部をこえてサークル活動を楽しめます♪

教員が模擬患者となり，学生が退
院後に生活調整が必要な患者さんに
対して，入院前の生活について情報
収集し，患者さんの生活に合った退
院指導を計画・実施しました。

学生が自身の興味や
関心にそった実習目的
を設定し，精神科病棟
やデイケア，訪問看護
や地域の就労支援施設
などで主体的に実習に
取り組みます。

精神看護学

成人看護学

ッメ生

やる気を高めるや
1年次は看護の専門的な授業だけで

はなく，一般教養の授業もあります。
今年度は新型コロナウイルスの流行に
伴い思うようにいかないこともありま
したが，先生方が親身になって接して
くれたり，同期の仲間と協力しあった
りすることで意欲をもって学ぶことが
出来ました。時には息抜きをしながら
仲間と協力し，お互いに学びへのやる
気を高め，自分の看護師としての将来
像を見出していきたいです。

1年次生 毎日が学び

2年次からは看護の専門的な授業
が増え，課題・部活動など1年次に
比べるととても忙しくなり，基礎
看護学実習Ⅱでは，授業に基づい
た実践を行います。とても大変で
すが，先生や友達と話し合いなが
ら1つ1つ学びを深めています。今
後も周囲の人と協力しながら勉強
と部活を両立していけるように頑
張ります！

2年次生

将来に向けて

4年次は，病棟実習，看護研究，
国家試験などの大事なイベントが
あります。コロナの影響で，実習
や研究は，例年とは異なる形で行
われました。その中で，先生方は
オンラインを活用し，密にならな
い形で指導してくださったため，
看護において必要な力を身につけ
られました。将来，看護師として
働くために，今は国家試験に向け
て全力で頑張っています。

4年次生仲間と共に看護を深める

9月から本格的に実習が始まりま
す。疾患理解を深め，学びを活かし
て看護を実践します。今年はケアを
行うことが難しい状況ですが，実習
メンバーや先生と話し合う時間が増
え，新たな視点を得ることで看護観
を深める良い機会になっています。
また伝え方や仲間の大切さを改めて
感じ，自己と向き合うことで人間的
に成長できる1年です。これからも，
将来を見据えてポジティブに頑張り
たいと思います！

3年次生

（2021年3月現在）

山梨県出身 井上菜々香さん長野県出身 北村祐凪さん

山形県出身 上野杏奈さん

情報処理室で文献検索の演習

助 産 師 課 程
助産師教育は，3年次後期に実施する学内選抜試

験に合格した学生に対して，助産師国家試験受験資

格を得るための学習・実習を開講しています。看護

師と同時に，助産師の国家試験受験資格が与えられ

ます。狭き門ではありますが，2003年3月から2021

年3月までの間に本学で助産師教育を終えた卒業生

は88名います。

専門職としての看護

基礎看護学

義

看護研究

基礎看護学では，「看護方法論」という科目で基礎看
護技術を学習します。1年次では患者さんのベッドを作る
技術でも精一杯ですが，2年次の終わりになると，点滴の
準備や喉に管が入っている患者さんの痰を吸引する方法
など，幾つもの基本技術を応用して実践する技術が出来
るようになります。もちろん基本的な学習や練習は大変
です。だからこそ演習を
する度に感じる，できる
技術が増える喜びを一緒
に味わっています。

2020年度は，少人数で
距離をとりながらの演習
を行いました。

1年次は甲府市の甲府キャンパスでの一般科目の講義が中心です。

2年次以降は，中央市の医学部キャンパスで専門科目の講義を受けます。講義の一部をご紹介します。

小児看護学

感染予防の演習

情報処理室で文献検索の演習集中講義

実習施設で利用者の方と
パンを作っています♪

統合実習は，4年間の学びを通
しての実践課題を見出し，実践能
力を強化することを目的にしてい
ます。

小児看護学は，受精から20歳くらいまでを対象とした
分野です。子どもの年齢ごとに異なる身体機能や心理・
認知・日常生活習慣等の特徴を理解したうえで「病気や
障害のある子どもと家族を対象として，子どもの年齢や
症状などのさまざまな状況に合わせた看護の方法」を学
びます。1～2年次に学んだ
基礎的な知識や技術をもと
に健康障害のある子どもの
事例を通して，適切な看護
方法が考えられるよう講義
を行います。また，実習で
子どもに看護を実践できる
ように，実習室で子どもの
看護技術を習得します。

新生児のおむつ交換

ま

な し

山梨県出身 石山愛子さん

3年次の1月から始まります。はじめに集中講義で，研究の意義
や研究過程を学びます。この時，興味や関心のあるテーマに関す
る論文を読み，自分自身の研究テーマを見つけます。
その後，テーマにあった看護領域で，少人数でゼミを行いながら，

研究を進めていきます。


