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看護学部は1999年に創設され、これまでに1,584名の学部生を輩出し、医療・保健・福祉に貢献する優れ
た看護学士を育成してきました。本学は、公立大学の中でも、医学部・薬学部・看護学部の医療系三学部を有
する唯一の総合大学で、教養教育には医薬看連携地域参加型学習の教育プログラムがあります。
看護の使命は、病院での人々の健康の回復や苦痛の緩和に関わることはもちろんのこと、その人らしい生活

が営めるよう家族や地域を含めた、健康の保持・増進、病気の予防などの活動を行うことです。学士過程では、
総合大学の強みを生かして、教養教育で人間の理解や人に寄り添う看護に役立つ様々な知識や感性などを身に
つけることができ、専門教育課程の人間の尊厳を大切にして、看護を通じて保健・医療・福祉に貢献できる人
材の育成につなげています。高齢化や国際化などの社会情勢の変化・多様化にも対応して基礎的能力のみなら
ず、豊かな人間性と高い医療倫理観を併せ持ち、医療・看護分野で活躍し、地域や社会に貢献できる人材を育
成することを目指しています。また、公衆衛生看護活動に必要となる理論と実践を通して修得できる教育プロ
グラムを提供し、選択履修にはなりますが、保健師国家試験受験資格を取得することもできます。国際交流活
動では、韓国のハルリム大学などと海外研修などの交流を行っています。
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薊 隆文

看護学部長

桜山（川澄）キャンパスには、医学部と名古屋市立大学病院が併設されています。恵まれた環境が一層、学生の皆さまのモチベーションを
高めてくれることでしょう。卒業時には、幅広い学識と研究心を兼ね備え、人を尊重し高い倫理観をもち、人々の健康に貢献できる看護専門
職者として成長されることを期待します。
大学院看護学研究科は、2003年に博士前期課程、2005年に博士後期課程が設置されました。2008年には国公立大学初の大学院での助産

師教育を開始、その後、クリティカルケア看護学と精神保健看護学に専門看護師（CNS）教育課程を設けました。高度な専門性と学術的視
点を備えた研究者・職業人を育成することを目指しています。本学では、長期履修制度や昼夜開講授業を取り入れ、在職のまま学修を継続で
きる環境を整えています。これまでに300名を超える修了生を輩出し、それぞれが大学教育や看護実践の場で活躍しています。

（博士前期課程）
授業科目の特徴/修了要件
年間スケジュール
大学院生活の実際
データで見る大学院生

（博士後期課程）



看護学部 School of Nursing

教育理念

教育目標

人間の尊厳を理解し、看護を通じて保健・医療・福祉に貢献できる人材を育成する

●幅広い教養を育み豊かな人間性を養う
●科学的根拠に基づいて判断できる力と社会の変化に対応できる実践力を養う
●保健医療サービスを受ける人々や提供する側の諸職者との協力的関係を調整する力を養う
●地域的問題から国際的問題まで幅広い視野を持って人々の健康を考える力を養う

アドミッション・ポリシー

≪求める学生像≫

●看護学に興味があり、将来、看護に関する仕事を通
して社会に貢献したいと考える人

●目標に向かって新しいことを意欲的に学ぶ姿勢をも
っている人

●人に対する温かい態度と物事を客観的に捉え判断す
ることのできる冷静さを併せ持っている人

●人とのかかわりをいとわず、様々な背景をもつ多様
な文化を尊重し、他者への思いやりをもっている人

●理系および文系科目を幅広く履修し、多様な側面を
もつ看護学を修得するための十分な基礎学力を身に
つけている人

看護学は、人々の健康を生活の側面より支えることを学ぶ学問です。
看護学部では、次のような人を求め、入学を歓迎します。

≪修得しておくべき知識等の内容・水準≫ 

◇理系および文系科目の幅広い知識と、看護学を修得するための十分な基礎学力
●看護学は、医学や薬学をはじめとする自然科学系の学問や、人との関係や家族
や社会との関わり、様々な制度など、人文科学や社会科学に関する内容を専門
基礎としての位置づけで学習します。

●そのため、入学には、高等学校卒業までに修得すべき基礎学力を偏りなく、幅
広く身につけておくことが必要です。

◇他者と良好な関係を築くためのコミュニケーション能力
●看護の対象は様々な年代や健康状態にあり、自分とは異なる多様な背景を持つ
人です。

●他者と良好な関係を築くためには、相手の考えや気持ちを理解することに加え、
自分の考えを言語化しそれを適切に伝えられることが必要です。

●そのため、国語および英語などによる基本的なコミュニケーション能力を身に
つけておくことが求められます。

≪選抜方法≫ 

看護学部のアドミッション・ポリシーにある≪求める学生像≫ 、≪修得しておくべき知識等の内容・水準≫に示した十分な基礎学力につい
ては、いずれの選抜方法においても、大学入学共通テストを課すことによって確認します。
◇一般選抜・前期日程
大学入学共通テストに個別学力検査およびグループ面接を加えて、十分な基礎学力を確認するとともに、 ≪求める学生像≫ にある資質、
≪修得しておくべき知識等の内容・水準≫ に示した他者と良好な関係を築くためのコミュニケーション能力を確認します。
◇学校推薦型選抜B
大学入学共通テストに志願理由書および学校長からの推薦等の出願書類等を加えて、十分な基礎学力を確認するとともに、 ≪求める学生像
≫ にある資質、 ≪修得しておくべき知識等の内容・水準≫に示した他者と良好な関係を築くためのコミュニケーション能力を確認します。

看護職者にふさわしい能力と態度を養い、必要な基
本的知識と技術を身につけるため、授業では看護学だ
けではなく、医学や疫学などの専門科目も学びます。
また、看護学は実践の学問であることから、講義と平
行して実際に看護活動が行われている現場で実習を
行って学習を深めます。実習は学年の進行に合わせて
段階的に行われ、その時間数や学習内容のウエイトも
大きくなります。保健医療福祉分野における幅広い看
護活動を学ぶため、病院や福祉施設、保健所等を実習
場所としています。
特徴的な授業として、入学直後から医学部、薬学部、

看護学部の学生で構成されるチームによる体験型学習
を取り入れています。これにより将来の医療人として
の素養を習得します。さらに3年生、4年生では、各自
の興味ある看護現象の研究動向を把握し、研究的視点
で看護を探求する能力を養います。
このようにして、本学部では、社会の要請に十分応

えることのできる看護職者を育成するとともに、将来
の看護の教育者、研究者、管理者として社会に役立つ
ことをも視野に入れて教育研究活動を行っています。

カリキュラムの概要
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1年生 2年生 3年生 4年生

研究方法を学び看護を探求する

看護や保健医療のシステムを学ぶ

生活や療養の場に応じた看護を学ぶ

健康障害の特徴に応じた看護を学ぶ

発達に伴う健康問題と看護を学ぶ

看護学の基本的な理論と技術を学ぶ

健康障害とその治療方法を学ぶ

看護管理に関する
実習

対象の特性と健康障害に応じた看護を実践
する実習

基礎的看護を実践する
実習

援助的関係を築く実習

保健師国家試験受験資格取得科目（選択制）医療人としての素養の
習得
人間としての総合的な
知の力の育成

学年

看護研究 看護学実習
専門科目 教養科目
保健師科目

＊国家試験︓看護師は全員、保健師は選択者。

人間の身体的・心理的・社会的特徴を学ぶ



学びの環境

看護学部のある桜山キャンパスは、その名の通り
名古屋市地下鉄桜通線桜山駅からすぐ。中でも看護
学部は、改札を通り3番出口から地上に出て、一番
近い学び舎になります。
金山総合駅（JR・名鉄）から出ている複数系統の

名古屋市営バスに乗車し 「市立大学病院」もしくは
「桜山」で下車、バス停から数分で到着できるなど、
交通の便も良いです。マナカ学生証で ʻピッʼ

同じキャンパス内には、名古屋市立大学の本部・医学部・病院があります。各学年
で履修する看護学実習の多くをこの附属病院で行うため、看護学部棟でユニフォーム
に着替え、病院に向かいます。実習終了後は看護学部に戻り、また、図書館を利用し
て学習を深めることができます。
近隣には、本学の滝子キャンパスをはじめ、名古屋市博物館、複数の公立・私立高

等学校が点在する、都市の文教地区にある総合大学です。また、附属病院内に都市銀
行・地方銀行のATMがあり、徒歩圏内に郵便局、ドラッグストア、各科クリニックが
あることから、生活しやすい地域と言えましょう。

PICK UP 授業

治療方法について、看護学部の教授だけでなく医学部の教授や名
市大病院の医師など多様な医療分野のエキスパートから講義を受
けるので、教科書に記載されていることだけでなく、医療現場で
の実際の状況や対処方法、最先端の技術など、専門的なことを幅
広く学ぶことができる、貴重な機会です。また、専門的なこと以
外にも日常生活の健康に関して知っておきたいことについても教
わるので、医療や健康についての教養を深めることもできます。

1年 日髙 涼輔さん

疾病・治療論
この授業はⅠ～Ⅵまで6科目あり、この

うち3科目を1年生の後期に受講します。
それぞれ週1回ずつ全15回の講義で構成さ
れています。様々な疾病のメカニズムや

2年 藤本 咲希さん

看護技術
1年生の後期と2年生で履修するこの授

業では、看護援助を実施する上で必要とな
る看護技術を学びます。この授業では、講
義で必要な知識を得たのちに演習を行うた

め、講義で得た知識が身につき、実践できているかどうかを確
認することができます。また、看護師役のみならず患者役も体
験することができるため、患者さんの気持ちに寄り添う看護援
助について理解することができます。臨床経験豊富な先生方及
び現役の看護師の方々からの指導を直接受けることができるた
め、臨床を意識した実践的な学びができ、自分自身の成長を感
じられます。

3年 秋田 萌衣さん

臨地実習
3年生では前期に領域別看護過程の学習

をし、1・2年生で学んだこともふまえて、
後期に実習を行います。実習では、演習
では学ぶことができない実際の患者さん

の個別性に合わせた看護を実践します。工夫や配慮が必要な点
を考慮するのは大変ですが、無事に実施できると達成感があり
ます。領域ごとの看護の特徴や課題、多職種との連携などを、
2週間ずつ実習して理解を深めます。また、看護技術を行う機
会がたくさんあるので、実技面を磨くこともできます。同じグ
ループのメンバーと半年間実習を行うため、切磋琢磨しながら
成長することができたと感じています。

4年 石黒 杏菜さん

看護研究Ⅰ・Ⅱ
3年生で履修する看護研究Ⅰでは、看護

研究の方法や内容について、一通りを学び
ます。3年生で学んだことを活かし、4年
生で履修する看護研究Ⅱでは、自分の興味

※2022年3月現在の学年を示します。
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がある分野について、実際に研究を行います。3年生から学ぶ分
野なので、初めは難しく感じることも多かったですが、ゼミの
先生方のサポートを受けながら、論文を完成させることができ
ました。4年生は、就職活動や実習が重なり大変な時期ではあり
ますが、興味のある分野に対して、学びを深めることができて
よかったと思います。

看護学部 School of Nursing



看護学部の４年間

合宿研修
医学部・薬学部と連携した地域参加型体験学習
教養教育と専門教育の講義
初めての看護学実習

専門科目の開始
２週間の看護学実習
保健師コースの選抜

専門科目の講義と演習
半年間の看護学実習
研究Ⅰの開始:ゼミ分け
保健師コースの学修開始
進路ガイダンス
インターンシップ活動

看護管理実習
保健師実習
就職試験
看護研究発表会
国家試験
進学への準備

川澄祭

毎年11月上旬に、桜山キャンパスで開催
される学祭です。医学部と看護学部の学生
が、企画から当日の運営まで行っています。
手術体験や沐浴体験など、医療系ならでは
の企画が盛りだくさんです。小さなお子様
から大人の方まで楽しめる内容となってい
ますので、ぜひお越しください。
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１年生

２年生

３年生

４年生

看護学部 School of Nursing

NAGOYA CITY UNIVERSITYNAGOYA CITY UNIVERSITY NAGOYA CITY UNIVERSITY NAGOYA CITY UNIVERSITY10 2

210▷00A ▷0A ▷1A ▷2A



クラブ＆サークル

蝶ヶ岳ボランティア診療班
蝶ヶ岳ボランティア診療班は医師、看護師、薬剤師などのボランティアスタッフを募集して運営し

ている蝶ヶ岳山頂の診療所において、夏期シーズンに問診やバイタル測定などの診療の手伝いをしま
す。活動は山頂だけではなく週に一度、学生主体の勉強会を行っており、山について、また山頂で行
う医療活動について学び、夏山に向けて準備をします。
私たちは蝶ヶ岳ボランティア診療班に入部し、学生のうちから患者さんと接する機会をもちました。

そして医療者としてではなく、学生として何ができるのか考え、医療技術だけでなく、声掛けや小さ
な配慮が患者さんにとって安心感につながることに気づきました。また、現在様々な学部の学生が
100名以上所属しており、学部、学年を超えた関わりをもつことができます。その中の一人として部
活に所属することで、様々な価値観や考え方を吸収することができました。

バスケットボール部
バスケットボール部は、山の畑キャンパスにある体育館で活動し

ています。公式戦で一試合でも多く勝ち進むことを目標としており、
週3日の限られた練習時間をできるだけ質の高いものにできるよう、
ひとつひとつの練習メニューの意図をよく理解しながら活動するよ
うに心がけています。目標に向かってチームのメンバーみなで一丸
となって取り組むことは、バスケットボールにも看護にも共通する
ところだと思います。

日本拳法部
日本拳法部は、様々な学部から集まった四十数名の仲間と共に仲

良く楽しく活動しています。日本拳法は大学から始める人がほとんど
で、私達全員が入部当初は初心者でした。武道といっても防具をつけ
ているので安全です。マネージャーでも防具を着けない運動には参加

国際交流

看護学部では、交流提携校との間で学生が相互に行き来する交換研修を行っています。特にハル
リム大学（韓国）とは平成22年度から交流が始まり、10周年を迎えました。平成24年度より継続
的に学生派遣と受け入れを交互に行っており、学生はお互いの大学の授業への参加、病院・保健所
見学、文化交流などを経験しています。
その他、外国人研究者が来日・来学するさまざまな機会を積極的に活用し、国際的な視点からの

特別講義を聞くことができるようにしています。看護学部には、グローバルヘルスに関心をもつ学
生が活動するサークルもあります。このように、海外の人々と一緒に学ぶ機会は多く、誰もが国際
交流に関わるチャンスがあります。

6

が可能です。さらに、女子部員の人数は中部地域で最大であり、看護学部の学生も多数在籍しています。
私たちは武道を通して体力、精神力を鍛えることができました。実習や授業の合間に自分のペースで参加をすることができ、

リフレッシュになりました。さらに、先輩方や同期、後輩に支えられて、4年間最後まで続けることができました。

名古屋市立大学のクラブ・サークル活動としては、2020年6月現在、運動系のクラブ27・同好会10、
文科系のクラブ23・同好会21が活動しています。以下はそのうち、ごく一部のご紹介です。

看護学部 School of Nursing



先輩からのメッセージ

私は名市大を卒業し、看護師として集中治療室、小児科病棟
を経験してきました。看護師という仕事は、責任も多く大変な
こともたくさんありましたが、少しでも患者さんを笑顔にでき
るよう日々努力を続けています。
名市大の魅力は、学習環境が整っていることだと思います。

看護学部では実習が多くありますが、自習スペースがあり、先
生にも相談しやすい環境がある学校、実習先の病院、専門書が
多く蔵書されている図書館が一つの敷地内にあることで、時間
を無駄にせず効率的に学習できたことは、非常に良かったと思
います。
看護学部ということもあり、入学前は男性が少ないことを心

配していましたが、同期だけでなく先輩や後輩、OBの方々と
も幅広く仲良くなれる環境があり、志をともにする心強い仲間
たちに出会えたことは、今でも大きな支えになっています。

河内 良太さん

・看護学部 2010年度卒業
・名古屋市立大学病院
看護師

鈴木 愛さん

・看護学部 2005年度卒業
・名古屋市 保健師

私は卒業後、名古屋市に就職し、保健師として働いています。
地域を担当する本市の保健師は、あらゆる年齢の住民を対象

に健康増進の活動をしています。住民に寄り添い、長期的な視
点で健康づくりの支援ができること。また、健康を脅かす課題
を解決するため、環境面へのアプローチとして市の事業や施策
へつなげていけることが、行政保健師の魅力です。
本学は総合大学であり、学生時代は医療系に留まらず、大学

活動を通して、多様な分野の学生との交流の場に恵まれました。
また、看護学の学びを通し、「人の健康を守る」ことへの理解
を深め、将来の職業人としての視野を広げることができました。
そうした経験が、多様な価値観を持つ人々に寄り添い、支援を
する保健師としての原動力になっています。

私は名古屋市立大学看護学部を卒業後、名古屋市立大学病院
へ就職し、病棟勤務の後、名古屋市立大学大学院へ進学、その
後教員となり、現在は母校である本学で仕事をしています。研
究者として臨床現場の看護に活かせるような知見を見出すこと、
教育者として看護の知識や技術を学生に伝え、一緒に「考え
る」ことが主な仕事です。
「考える」ことは、患者さんのニーズに沿った看護を提供す

る上で大切です。名古屋市立大学看護学部では、講義や演習、
実習、さらには看護研究を通して、自主的にそれを身に付ける
機会が多く得られます。私自身も日々学生と関わる中で、お手
伝いができればと考えています。
また、同窓生の中には高い向上心や、影響力をもって活躍を

されている方が多くおり、その繋がりを得られたことが、今の
私の大きな財産になっています。

遠藤 晋作さん

・看護学部 2007年度卒業
・大学院看護学研究科
博士前期課程
成育保健看護学専攻
2012年度修了

・大学院看護学研究科
博士後期課程
成育保健看護学専攻
2020年度修了

・名古屋市立大学大学院
看護学研究科 教員私は、名古屋市立大学の看護学部を経て、同大学の大学院へ

と進学し、助産師の資格を取得しました。名市大は公共交通機
関からのアクセスが良いことや、大学病院にて実習を行わせて
いただけるため、通学や実習に関してとても充実していると思
います。
大学院では専門分野のみならず、小児や急性期などの他分野

も履修でき、その領域の専門家の方々との意見交換など貴重な
経験もさせていただきました。助産学分野の学習に関しては、
一人一人に真摯に向き合ったご指導から、とことん突き詰める
ことの大切さを学びました。
名市大は手厚いご指導に加えて、同じ道を志す仲間とともに

様々な経験を積み、高め合うことができる場です。ぜひ楽しく
学びを深めていってください。

新田 真夕さん

・看護学部 2017年度卒業
・大学院看護学研究科
博士前期課程 助産学領域
助産師国家試験受験資格
取得コース 2019年度修了

・公立陶生病院 助産師

7

看護学部 School of Nursing



奨学金制度
経済的理由により修学困難な新入生を支援する名市大生スタート支援奨学金制度があります。また、多くの学生が利用
している日本学生支援機構奨学金を始め、各種奨学金があります。詳細については、ホームページをご覧ください。

卒業後の進路

各種奨学金HP

≪過去5年間≫ 就職希望者の就職率は100％です。

名古屋市立大学病院
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
名古屋大学病院
名古屋セントラル病院
名古屋第二赤十字病院
名古屋市立緑市民病院
名古屋医療センター
大同病院
名城病院
南生協病院
協立総合病院
中部ろうさい病院 ほか

江南厚生病院
安城更生病院
刈谷豊田総合病院
トヨタ記念病院
一宮市立市民病院
春日井市民病院
小牧市民病院
豊川市民病院
豊田地域医療センター
あいち小児保健医療総合センター
藤田医科大学病院
愛知医科大学病院 ほか

岩手県医療局
順天堂大学医学部附属浦安病院
東京大学病院
虎の門病院
東京都立松沢病院
東京逓信病院
総合東京病院
日本医科大学付属病院
国立成育医療研究センター
杏林大学医学部付属病院
横浜市立大学附属市民総合医療センター
組合立諏訪中央病院
聖隷浜松病院
岐阜県立多治見病院
大垣市民病院
三重大学病院
奈良県立医科大学附属病院
国立循環器病研究センター
近畿大学病院
兵庫県立病院尼崎総合医療センター
神戸大学病院
神戸市民病院機構
鹿児島大学病院

【名古屋市内】

【愛知県内】

【愛知県外】

看護師 保健師

【愛知県内】
名古屋市
愛知県
あま市
蒲郡市
高浜市
豊川市
豊田市
豊橋市
日進市
半田市
中部電力（株）
トヨタ自動車（株）

【愛知県外】
岩手県
岐阜県
三重県
京都府
浜松市
京都市
大阪市 ほか

進学

名古屋市立大学大学院看護学研究科*
愛知県立大学大学院看護学研究科
名古屋学芸大学別科助産学専攻
名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校
名古屋医専
獨協医科大学助産学専攻科
静岡県立看護専門学校助産学科
岐阜県立衛生専門学校助産学科
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻
沖縄県立看護大学別科助産専攻
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授業料減免制度

国の高等教育修学支援制度の一つとして、日本学生支援機構の給付奨学金と同じ基準に該当する学生に対して、授業料
の全額、2/3または1/3の額が免除される制度があります。

授業料減免HP

＊名古屋市立大学大学院看護学研究科については、
P.10以降をご覧ください。

師健保師護看

受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率

2018年2月 86名 86名 100％ 96.3％ 20名 20名 100％ 85.6％

2019年2月 83名 83名 100％ 94.7％ 20名 20名 100％ 88.1％

2020年2月 80名 80名 100％ 94.7％ 20名 20名 100％ 96.3％

2021年2月 81名 81名 100％ 95.4％ 20名 20名 100％ 97.4％

2022年2月 82名 82名 100％ 96.5％ 20名 20名 100％ 93.0％

国家試験合格状況 ≪新卒者≫ 

率格合国全率格合国全

看護学部 School of Nursing



入試情報
看護学部では令和5年度入学から、下記のとおり入学定員増を計画し、現在、文部科学省に定員増加の認可申請を行っています。出願に際
しては、認可後に発表するホームページ（令和4年9月上旬掲載予定）をご確認ください。

大学入学共通テストで使用する科目は共通です。 ＜令和5年度入試用＞

目科科教

国語 国語

数学
数Ⅰ・数A

数Ⅱ・数B

地理歴史 ❶世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、
現社、倫理、政経、倫政経から選択 ＊1 ＊2

以下のア～エのうち１つ選択
＊3 ＊4 ＊5
ア「❶の第１解答科目、❷、❸の第１解答科目」
イ「❶の第１解答科目、❸から２科目」
ウ「❶から２科目、❷」
エ「❶から２科目、❸の第１解答科目」

公民

理科
❷物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から
2 科目選択

❸物理、化学、生物、地学から選択

外国語 英語 ＊6

選抜方法

一般選抜（前期日程） 45名 → 60名 +15名 大学入学共通テスト、学力検査（英語）、小論文、面接、調査書

学校推薦型選抜B 35名 → 60名※ +25名 大学入学共通テスト、出願書類

＊1
＊2
＊3

＊4

＊5
＊6

倫政経とは『倫理、政治・経済』を指す。
❶において、同一名称を含む科目の組合せで選択することはできない。
アにおいて、❷と❸で同一名称を含む科目の組合せを本学では認めない。よって、❷と❸において同一名称を含む科目の組合せで解
答した場合は、アを選択することができないため、ウ若しくはエのうち合計得点の高い方を合否判定に用いる。科目選択には十
分注意すること。
ア～エにおいて２つ以上の選択ができる場合は、ア～エにおいて最も合計得点の高いものを合否判定に用いる。ただし、＊3 には
十分注意すること。
❶と❸において１科目のみ受験した場合の当該科目についても、ここでいう第１解答科目に含める。
リスニングの成績を含む。配点比率は、リーディング80％、リスニング20％とする。
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＊最新の情報は、ホームページをご覧ください。

学部入試情報HP

データで見る看護学部生
●男 女 比
●出身高校
●選択科目

男
3%

女
97%

10%

14%

53%

18%

5%

出身高校男女比

名古屋市立高校
その他名古屋市内高校
愛知県内高校（名古屋市内除く）
岐阜・三重・静岡県高校
その他県外高校

文系
70%

理系
30%

選択科目

（令和4年4月現在）

︓圧倒的に女性が多いですが、男女共学ですし、男子学生も頑張っています。
︓約80％が愛知県内の高校出身ですが、遠くは鹿児島や宮崎の高校から入学している学生もいます。
︓令和4年度入学生の大学入学共通テストでの社会・理科科目の選択は、文系が70％でした。

看護学部 School of Nursing

変更後変更前

※学校推薦型選抜Bの募集人員60名のうち、5名は名古屋市高大接続枠（名古屋市立高校出身者の枠）。

募集人員（認可申請中）



アドミッション・ポリシーと各領域・教育研究分野／コースの編成

博士前期課程
≪求める学生像≫

●豊かな人間性、柔軟な姿勢、ニーズを汲み取る感性、高い倫
理観を持ちあわせている人

●高度な看護実践能力をもって人々の健康生活支援に関わるこ
とにやりがいと使命を感じている人

●大学院で修得したことを基盤に、実践の場で問題を適切に解
決していくリーダー的存在となる意志のある人

●身に付けた幅広い知識や分析力をもとに、多職種と連携し、
チーム医療を推進する意志のある人

●看護学の教育者・研究者・高度実践家をめざすために、十分
な教育研究力を身につけようとする意欲にあふれる人

●研究を遂行し、実践を探求するための自律性および向学の志
が高い人

≪修得しておくべき知識の内容・水準≫

●看護学をより深く学ぶために必要な学士課程卒業レベルの専
門知識

●共感的、援助的コミュニケーション能力
●研究に関する基礎的知識
●論文作成に必要な基礎的語学力並びに英語読解力

博士後期課程
≪求める学生像≫

●自らの問題意識を深め、倫理的配慮を含めて計画性を持って課題を探究し
ていくことのできる人

●看護実践から得た知見を生かし、論理的な思考に繋げられる人
●修得した高度な教育研究能力を活用し、看護学・助産学の発展に貢献する
意欲があり、看護学・助産学の教育研究職に就くことを強く希望し、その
意志を持ち続けることのできる人

●世界レベルの研究に目を向け、高い知的関心と粘り強さで、研究をやり遂
げる意志のある人

≪修得しておくべき知識の内容・水準≫

●希望する看護領域の専門的知識
●看護学研究の遂行に必要な研究能力
●英語文献講読、論文作成並びに発表に必要な語学力
●自律した研究態度

修士論文コース

性生殖看護学

成育保健看護学

クリティカルケア看護学

慢性看護学

高齢者看護学

先端医療看護学

看護マネジメント学

感染予防看護学

精神保健看護学

在宅看護学

地域保健看護学

国際保健看護学

専門看護師教育
コース ※

クリティカルケア看護学

精神保健看護学

修士論文コース 助産学

上級実践コース
アドバンスコース

助産師国家試験受験資格取得コース

健康支援看護学分野

性生殖看護学・助産学

成育保健看護学

クリティカルケア看護学

慢性看護学

高齢者看護学

先端医療看護学

ケアシステム看護学
分野

看護マネジメント学

感染予防看護学

精神保健看護学

在宅看護学

地域保健看護学

国際保健看護学
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教育理念 人間の尊厳を理解し、看護を通じて保健・医療・福祉に貢献できる人材を育成する

教育目標 博士前期課程︓臨地における問題や課題に積極的に取り組む研究・実践能力を養う
博士後期課程︓健康生活支援や新たなケアシステムに関する研究を通じて、看護学の学問的構築を推進できる

優れた教育・研究者を育成する

※クリティカルケア看護専門看護師教育コース、および精神看護専門看護師教育コースは、令和4年度から職業実践力
育成プログラム（BP）に認定されました。

大学院看護学研究科 Graduate School of Nursing

大学・大学院・短期大学・高等専門学校におけるプログラムの受講を通じた社会人の職業に必要な能力の向上を
図る機会の拡大を目的に、大学等における社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムをBPと
して文部科学大臣が認定するものです。

●職業実践力育成プログラム（BP︓Brush up Program for professional）とは…
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授業科目の特徴 授業科目は、教育研究分野と専攻支持科目群から構成されています。

教育研究分野科目

●特 論 健康をめぐる課題や問題状況をふまえて設定された各教育研究分野について、より深く探求するための知識を教授します。
各教育研究分野の教員が担当する講義科目です。

●演 習 各教育研究分野における健康課題や問題を持つ対象者への看護実践に焦点を当て、研究文献を批判的に読み、事例を深く検
討することなどを通して、各大学院生の研究疑問の設定につなげ特別研究へと発展させます。大学院生の報告をもとに授業
が行われます。

●特別研究 専攻する教育研究分野における研究疑問について、指導教員のもとでそれぞれに適した研究方法を検討し、研究計画を立案
して研究を実施し、修士論文にまとめる過程を指導します。大学院生の研究能力の開発を図る科目です。

●課題研究 専攻する教育研究分野（コース）における実践を通して研究課題を明確にし、適切な研究方法を用いて研究結果を引き出し、
その成果物として課題研究論文にまとめる過程を指導します。

専攻支持科目群

看護学一般の知識や深化を促す科目や研究の方法論、隣接諸科学の理論やスキルに関わる科目などが用意されています。

修了要件

領域／研究分野
必要単位数

教育研究
分野科目

特別研究または
課題研究

他分野の特論・
専攻支持科目群 合計

看護学
領域

上以03上以818究研別特上以4スーコ文論士修

上以24上以414究研題課42スーコ育教師護看門専

助産学
領域

上以03上以818究研別特上以4スーコ文論士修

上級実践コース
アドバンスコース 8以上 課題研究4 18以上 30以上

国家試験受験資格取得コース 43以上 課題研究4 14以上 61以上

下記の単位を修得し、修士論文（課題研究成果物）の審査と最終試験に合格する必要があります。

・理論看護学 ・看護倫理学 ・疫学適用論 ・臨床生理学 ・法医診断学 ・看護学研究方法論 ・コンサルテーション論
・がん看護論 ・看護教育論 ・病態生理学 ・看護政策論 ・臨床薬理学 ・緩和ケア看護論 ・フィジカルアセスメント

年間スケジュール

次年2次年1生修履般一

次年3次年2～1生修履期長

時 期 4月 6月 9月 11月 2月 4月 9月 10月 1月 2月 3月

学 事

他分野の特論・専攻支持科目群履修

教育研究分野科目履修 特別研究・課題研究

大学院看護学研究科 Graduate School of Nursing（博士前期課程）



月 火 水 木 金

2限

務勤務勤
3限

4限

5限

勤務6限

7限
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大学院生活の実際

クリティカルケア
看護学特論

高齢者看護学特論

看護学研究方法論

西川定之さんの場合 ●1年次の時間割（前期）
看護学領域 国際保健看護学分野
長期履修制度を利用し、2021年度修了

大田麻美さんの場合
看護学領域 クリティカルケア看護学分野
専門看護師教育コース
通常履修、2021年度修了

月 火 水 木 金

1限

2限

3限

4限

5限

6限

7限

●1年次の時間割（後期）

大学看護学部卒業後、看護師として総合病院に就
職。9年の臨床経験の後、急性･重症患者看護専門

看護師の資格取得を目指して大学院に進学した。職場の理解もあり、
2年間の休職期間を得て通学をしている。専門看護師コースは授業や
研究に加え臨地実習もあり、看護師として大いに成長ができる環境
であると感じている。

鈴木琴子さんの場合
助産学領域 助産師国家試験受験資格コース
2021年度修了

月 火 水 木 金

2限

3限

4限

5限

6限

7限

●1年次の時間割（前期）

クリティカルケア
看護学特論

地域保健看護学
特論

ライフサイクル
健康支援論

助産基盤特論Ⅱ

助産基盤特論Ⅰ

国際保健看護学
特論

助産診断技術特論
Ⅰ

助産実践演習Ⅰ

看護学研究方法論

性生殖看護学特論

成育保健看護学
特論
助産マネジメント
論
助産診断技術特論
Ⅱ

助産実践演習Ⅱ

感染予防看護学
特論

実習中心の生活。在学中に取得する単位数が多いため、空き
コマを利用しながら、分娩介助の練習や研究を進めている。
授業では、社会人学生と一緒に学ぶ機会も多く、臨床実践の
様子も知ることができ、よい経験となっている。

データで見る大学院生
大学院博士前期課程には、幅広い年齢層とさまざまな経歴を持つ学生が在籍しています。（令和4年４月現在）

男
14%

女
86%

男女比

20代
56%

30代
28%

40代
14%

50代
2%

年齢層

社会人
65%

非社会人
35%

社会人比

資格審査
16%

学部卒業
84%

入学時の出願資格

看護学研究科には、仕事を続けながら学修する社会人大学院生も多く在籍します。どのように仕事と
学業を両立させているのか、どのような大学院生活を送っているのかなどを紹介します。

大学経済学部卒業後、看護専門学校に進学。そ
の後、看護師としての病院勤務や青年海外協力

国際保健看護学
特論

緩和ケア看護論

※土日は勤務

クリティカルケア
看護学演習

クリティカルケア
看護援助特論Ⅰ
クリティカルケア
看護援助特論Ⅲ

コンサルテーショ
ン論

クリティカルケア
看護援助特論Ⅱ

フィジカルアセス
メント

●男 女 比
●年 齢 層
●社 会 人
●出願資格

︓在学生の約14％が男性です。
︓博士前期課程全体の平均年齢は31歳。20代から50代まで幅広い年齢層の学生が在籍しています。※入学時の年齢
︓看護学領域の学生は、ほぼ全員が社会人か、社会人経験があります。
︓在学生のうち約16％は、出願時に資格審査を受けて受験資格を得ています。
（看護学校や看護専門学校、看護短大等を卒業し、臨床経験を積んだ人たちです。）

大学院看護学研究科 Graduate School of Nursing（博士前期課程）

看護倫理学

助産学演習Ⅳ

助産学演習Ⅰ

助産学概論

臨床薬理学

看護教育論

隊参加を経て、専門学校卒業後17年目に大学
院入学。根拠を持った情報の収集と分析、効果的なアプローチの
計画、実践、評価とは如何なるものか、さらなる学びを深めるた
めに、国際保健看護学を選択。常勤として勤務しているため、長
期履修制度を利用。

看護大学卒業後、助産師資格取得のため、
そのまま大学院へ入学。1年次前期は講義
科目を履修し、1年次後期から2年次前期は



●無精子症告知を受けた夫婦への看護支援モデルに関する研究 －当事者男性の心理と妻の困惑・葛藤に着目して－
●介護老人保健施設において看護師が実施する聴力アセスメントとコミュニケーションに関する研究
●医療施設内結核感染予防のための結核健診受検職員の継続支援システムの構築に向けた研究
●循環器疾患患者におけるせん妄ケアの質の向上を目指した看護師に対する教育的戦略
●先天性心疾患をもつ学童期までの子どもに対して母親が行う病気説明の構造
●乳幼児をもつ母親の自己肯定感を高め母親役割を促進するプログラムの開発
●救急場面における患者家族の特性・看護師の能力・システムの相互関係
●救急・集中領域で終末期を迎える患者の看護に関する教育の検討
●中年労働者における認知症予防を意識した健康行動に関する研究
●救急看護師の臨床判断の実態と臨床判断能力育成に関する研究
●採血を受ける2歳未満の子どもと母親への支援モデルの開発
●心臓・胸部大血管手術後の手術部位感染予防に関する研究
●女性高齢清掃員における就労中の転倒要因に関する検討
●女性の酸化ストレス度と抗酸化力に関する研究

13

授業科目の特徴
授業は、教育研究分野科目と支持科目群から構成されています。

●特講および特講演習
個別の研究課題について、高度な専門性を修得させることを目的
として、教育研究分野ごとに特講・特講演習を開講します。
また、それらとは別に、研究内容・方法の補強のために、支持科
目の特講も開講します。
●特別研究
専攻する教育研究分野における研究を指導し、学位論文の作成を
支援します。

履修方法及び修了要件
3年（優れた研究業績をあげた者にあっては2年）以上在学して、
教育研究分野から指導教員の担当する特講2単位、特講演習2単
位及び特別研究を含む12単位並びに他の分野及び支持科目群か
ら特講2単位以上、計18単位以上を修得し、かつ、必要な研究指
導を受けた上、学位論文を提出し、その論文の審査及び最終試験
に合格することが修了要件となります。
なお、働きながら履修する場合などは、修業年限を超えて履修を
行う長期履修制度を利用できます。

年間スケジュール

次年3次年2次年1

時期 4月 6月 9月 2月 4月 9月 10月 12月 4月 9月 10月 1月 2月 3月

学事

これまでの博士論文題目の例

論文発表会の様子

在学生からのメッセージ

博士前期課程修了後に新たな研究を進めていく中で、質の高い研究を行うためのさらなる知識と技術の
必要性を実感し、博士後期課程への進学を志しました。指導教員とのディスカッションやゼミではこれ
まで以上に高いレベルの内容が求められ、仕事や家庭との両立はとても大変ですが、長期履修制度を利
用し、着実に学びを深めながら充実した日々を送っています。

3年 板津 良さん ケアシステム看護学分野 感染予防看護学専攻

大学院看護学研究科 Graduate School of Nursing（博士後期課程）



教育研究分野について

教育研究分野
担当教員名・連絡先メールアドレス 研究分野の紹介

性生殖看護学・助産学

准教授 渡邊実香 e-mail: mikaw

成育保健看護学

クリティカルケア看護学
教授 明石惠子 e-mail:   akashi

准教授 益田美津美 e-mail:   m.masuda

慢性看護学
教授 安東由佳子 e-mail:   yukakoa

准教授 小田嶋裕輝 e-mail:   odajima

高齢者看護学

准教授 原沢優子 e-mail:   harasawa

看護マネジメント学
准教授 樅野香苗 e-mail:   momino

感染予防看護学
教授 矢野久子 e-mail:   yanohisa

※各教員連絡先メールアドレスの後には@med.nagoya-cu.ac.jpをつけてください。

准教授 中垣明美 e-mail:   nakagaki

先端医療看護学
教授 薊隆文 e-mail:   azami509

教授 窪田泰江 e-mail:   yasuekbt
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麻酔・集中治療分野の呼吸生理学。モニタリングを応用した呼吸・循環の
相互作用視覚的説明。

排尿に関する泌尿器科学分野を中心とし、要介護高齢者に対する新たなデ
バイスを用いた排泄管理の研究などを行なっています。

感染予防は、病院や各種施設、在宅など様々な場で、人々が健康に生活す
るために不可欠なことです。個人または集団に対して、多角的な研究アプ
ローチを用いて、看護学の視点から医療関連感染の予防を探求します。

女性の一生を通じた健康への支援や子どもを産み育てる女性とその家族へ
の支援を探求します。博士前期課程では、看護学領域は修士論文コース、
助産学領域は修士論文コースと臨地での活躍が期待される上級実践コース
（アドバンスコース、助産師国家試験受験資格取得コース）を設置してお
り、研究・実践能力を修得します。

加齢に伴う機能の低下、心理・社会的変化によって生じる健康課題の把握
やその介入方法、さらに、高齢者を取り巻く家族、専門職の健康課題や機
能など、様々な視点や立場で看護の質向上に寄与する研究を行います。

急激な侵襲によって危機状態に陥った人の生命の維持、生理的機能の回復、
苦痛の緩和、日常性の回復、セルフケア能力の回復/再獲得、QOL（生活の
質）の向上を目的とした看護援助、家族への支援の方法を探究しています。

精神保健看護学
教授 香月富士日 e-mail: katsuki

精神疾患をもつ方やそのご家族に対して、よりよいケアが提供できるよう
になることを目的として研究します。また、看護職のメンタルヘルスの問
題を探求し、健康的に働き続けるために必要なサポート方法を研究します。

地域保健看護学
教授 門間晶子 e-mail:   akado

准教授 尾﨑伊都子 e-mail:   itsuko

地域で様々な事情を抱えて暮らす人々の生活・健康に関する現象、人々や
環境の相互作用、看護職者の活動について、院生の関心を尊重しながら多
様な視点で議論し、新たな発見と提案につながる研究を行います。

国際保健看護学
教授 樋口倫代 e-mail:   michiyoh

教授 金子典代 e-mail:   noriyok

公衆衛生学的アプローチを用いて、国際的視点を持って、健康における公
正を目指した研究を行います。

※令和5年度の募集はありません。

慢性看護学では、研究によって看護ケアの科学的根拠を集積することを目
指しており、臨床現場に還元できる研究テーマを幅広く扱っています。セ
ルフマネジメントやQOL、SDM（Shared decision making︓共有意思決
定）、病いの不確かさ等、慢性期看護に重要な概念を取り上げ、その要因
を解明して看護ケアの質向上に繋げています。

准教授 安岡砂織 e-mail:   syasuoka

看護の質向上に向けて、がん患者に対する症状マネジメント、ケア提供シ
ステムの構築や看護介入方法、ケア提供者である看護師に対するストレス
マネジメントや組織的介入について探求していきます。

教授 脇本寛子 e-mail:   wakimoto

在宅看護学 ※令和5年度の募集はありません。

大学院看護学研究科 Graduate School of Nursing

健康行動学、ヘルスプロモーションを基盤とし、マイノリティ集団の健康
改善に資する研究を行います。
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大学院を目指す方へ

1回目 2回目※

月4表発程日試入

募集要項公表 5月 10月

Web入試説明会 5月14日（土）

資格審査申請＊ 7月 11月

月21月8願出

試験日 9月11日（日） 1月21日（土）

合格発表 9月21日（水） 1月31日（火）

職業、家事、育児、介護などの事情をもつ学生のために、標準修業
年限を超えた年数で履修できる制度です。授業料は、標準修業年限
の学生が負担する額を、長期履修の期間で按分した額が年額となり
ます。
●助産師国家試験受験資格取得コースは、長期履修制度の対象外です。

※2回目の入試は、1回目の入試で定員に満たない場合のみ実施します。
＊看護短期大学や看護専門学校等を卒業後、一定期間の臨床経験など
の業績がある場合は、資格審査を受けることで、大学院受験の機会
を得ることができます。

令和5年度入学試験スケジュール

長期履修制度

昼夜開講制

仕事を続けながら大学院進学ができるように、平日に6時限（17:50
～19:20）、7時限（19:30～21:00）を設け、必要に応じて土曜日
にも開講し、標準修業年限（博士前期課程2年、博士後期課程3年）
で修了できるように授業を行います。
ただし、助産学分野の助産師国家試験受験資格取得コースに関わる
科目は、すべて昼間の開講となります。

大学院入学前に科目等履修生の制度を利用して、大学院の授業を履修
することができます。

科目等履修生・看護実践スキルアップコース

看護実践スキルアップコースは、科目等履修生として本コースの対象
となる科目の中から2科目以上履修し、担当教員の指導のもと“ケース
スタディ”を行った方に修了証を交付するものです。本コースを受講
することにより、大学院の科目履修に加えて、臨床における課題に取
り組むケーススタディの方法を身につけることができます。
また、大学院への進学をご検討されている方には、本研究科の教員や
大学院生との学びを通して、大学院生活をイメージできるようになり
ます。スキルアップコースにおいて修得できる単位は、大学院に入学
した場合に既修得単位として認められるものが含まれます。
●看護実践スキルアップコースは、令和4年度から職業実践力育成プログ
ラム（BP）に認定されました。

看護実践スキルアップコースを修了してから、
大学院の専門看護師（CNS）教育コースに入学
されたと聞いています。看護実践スキルアップ
コースを受講してみていかがでしたか︖

修了生からのメッセージ

新改 法子さん

私は短期大学を卒業後、神戸市の基幹病院に就職し看護師と
して働いています。病棟担当を経て、手術室に配属になった

概要

看護実践スキルアップコース修了者の声

Q

私は、学校で学ぶことから離れ随分経っており
ましたので、大学院進学がとても不安でした。
看護実践スキルアップコースでの一年間は、そ
の不安をなくし、大学院進学に向かって思い
切って一歩を踏み出すきっかけとなりました。

A

谷 彩乃さん

大学卒業時から携わっている小児看護の知見を深めるため、
NICU（新生児集中治療管理室）で勤続しながら大学院へ通い

博士前期課程 成育保健看護学専攻 2020年度修了
名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 看護師

博士後期課程 感染予防看護学専攻 2019年度修了
神戸市基幹病院 看護師

＊その他詳細は、ホームページをご覧ください。

看護実践スキル
アップコースHP

大学院看護学研究科 Graduate School of Nursing

入学金

本学大学院看護学研究科博士前期課程を修了し、引き続き本学大学院
看護学研究科博士後期課程に進学する場合、入学金は免除となります。

勤務先の種類・職種 博士前期 博士後期

大学病院
看護師 16名

助産師 15名

総合病院
看護師 26名 2名

助産師 50名

専門病院
看護師 7名 1名

助産師 5名

診療所・助産所
看護師 1名

助産師 5名

看護系大学 教員 30名 13名

看護専門学校 教員 3名

地方自治体 保健師 7名

企業 保健師 4名

大学 保健師 1名

名4学進

名3名31他のそ

大学院修了直後の勤務先の
種類・職種別一覧 ≪過去10年間≫ 

ました。仕事後や休日に授業やゼミを受講するのは大変でしたが、長期履修制度
を活用し自分のペースで学ぶことができました。大学院で学んだ様々な知見や研
究は、目の前の子どもたちへすぐに還元でき、日々やりがいと達成感を感じなが
ら臨床へ活かすことができています。

後、術後創部感染を起こした患者さんがいました。看護の側面から感染予防でき
ることはないか考え、感染管理認定看護師、感染症看護専門看護師の資格を取得
しました。その経験を通じて、これまで以上に感染管理の知識と実践をつなげる
重要性を感じ、更に学びを深めたい思いが強くなり、働きながら博士後期課程感
染予防看護学に就学して、長期履修を経て修了することができました。大学院で
は主体性と人とのつながりを大事にされる教授に出会え、学びに年齢は関係ない
こと、そして学びは人生を支える財産になることを心から感じました。これから
も学び続け、微力ながら福祉・一般の方々に役立つ仕事をし続けていきたいと思
います。



■交通のご案内

■桜山キャンパス

名古屋市立大学
看護学部
大学院看護学研究科

〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1（桜山キャンパス）
TEL: 052-853-8037 FAX: 052-852-4641
E-mail: nursjimu@sec.nagoya-cu.ac.jp
https://www.nagoya-cu.ac.jp/nurse/
ホームページQR

滝子キャンパス︓教養教育科目（看護学部）
桜山キャンパス︓専門教育科目（看護学部）

大学院看護学研究科

桜山キャンパスへのアクセス
●名古屋市営地下鉄 桜通線「桜山」駅下車3番出口すぐ
●名古屋市バス 金山総合駅市バスターミナルから
金山12・金山14系統で「市立大学病院」下車、
または、金山11・金山16系統で「桜山」下車

①看護学部棟
②西棟講義室・実習室
③名古屋市立大学病院
④地下鉄桜通線 桜山駅3番出入口
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