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【西方面から】高松から車で30分
 ことでん志度線・原駅下車徒歩10分
 高松東ICより車で10分
【東方面から】JR高徳線・JR志度駅から車で5分
 志度IC（または、さぬき三木IC）より車で10分

●入学試験

学長　井伊久美子
　香川県立保健医療大学は、時代の要請を受け、医
療の高度化や複雑多様化する人々のニーズに応える
べく、平成16年４月に保健医療学部に看護学科、臨床
検査学科２学科の構成で開学しました。平成21年４月
には、大学院保健医療学研究科を開設し、修士課程
教育を開始しました。そして、平成29年４月に、大学院
保健医療学研究科に博士後期課程臨床検査学専攻
を、平成31年４月からは、博士後期課程看護学専攻の
教育を開始しました。
　看護学教育については、令和２年度の看護学科入学
生から、看護実践能力を身に付け、地域の人々の健康
で幸福な生活の実現に貢献する自律性と創造性を発
揮できる人材育成を目指し、４年間を看護師育成に
限定した看護基礎教育を開始しております。
　そして、令和４年度からは、学部選択制で行っていた
保健師教育と専攻科１年で行っていた助産師教育課
程を大学院で行います。

　両教育課程の大学院化は、地域包括ケアや女性の
健康支援、虐待・災害、新型感染症等の社会のニーズ
に対応できる保健師・助産師育成を目指すものです。
保健師・助産師各々の専門性を発揮できる実践力を
有し、かつ実践上の課題に取り組める研究能力を備え
るために大学院において、新たに「実践者養成コース」
を設置します。両教育課程の大学院化により、本学の
大学院教育は大きく拡充することとなります。
　県立大学として、地域の保健医療専門職の拠点と
して機能するべく、しっかりと研鑽を重ねたいと考えて
おります。
　HANDsご愛読の皆様には、今後ともご支援ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。

国家試験合格、
就職・進学
おめでとう！！ 

国家試験合格状況・進路状況

　令和２年度の国家試験は、看護師100％、保健師100％、助産師100％、臨床検査技師90%の合格状況でした。
卒業生・修了生は、大学院への進学や、専門職として社会へ踏み出す等、一人ひとりが主体的に自分の適性に応じた
進路を選択できました。

 看護師 保健師 助産師 臨床検査技師

受験者数（人） 71 21 8 20
合格者数（人） 71 21 8 18
合格率（％） 100.0 100.0 100.0 90.0
新卒者の全国平均（％） 95.4 97.4 99.7 91.6

≪国家試験合格状況（令和２年度実施）≫

令和３年度 修士論文中間報告会

≪進路状況（令和３年３月卒業生・修了生）≫
学　科

職　種  看護師 保健師 その他 臨床検査技師  看護師  助産師

就職者数（人）
 県内 29 3 0 11 1 4

 県外 27 4 0 4 0 3
進学者数（人） 　　　　　　　6 　　　　　　　3
その他（人） 　　　　　　　2 　　　　　　　2
合　計（人） 　　　　　　　71 　　　　　　　20

看護学科 臨床検査学科 助産学専攻科
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保健師・助産師教育課程の
大学院化

◆大学院入試（看護学専攻・臨床検査学専攻）
　　令和３年10月30日㈯
◆専攻科入試（助産学専攻科）
　　令和３年11月27日㈯
◆推薦入試（看護学科・臨床検査学科）
　　令和３年12月11日㈯
◆一般前期入試（看護学科・臨床検査学科）
　　令和４年  2月25日㈮
◆一般後期入試（看護学科）
　　令和４年  3月12日㈯

タイトルのHANDsは“高い専門的医療技術により、尊い
生命を支える人間愛に溢れた温かい手”を意味しています。

〒761‒0123 香川県高松市牟礼町原281-1
Ｔｅｌ：087‒870‒1212　Ｆａｘ：087‒870‒1202
E-mail：hokeniryodaigaku@pref.kagawa.lg.jp
https://www.kagawa-puhs.ac.jp/

●お知らせ
◆公開講座
　　令和３年10月25日㈪
　　会場：香川県社会福祉総合センター
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によって、中止する場合が
　あります。

新任紹介

　本年４月から再び看護学科に着任しました。地域で生活している人々
や、地域そのものをケアしていく地域看護学領域の面白さを学生たちと
分かち合えたらと思っています。学生と共に考え、探究の問いを立て、少し
でも地域に還元できる研究を進めていきたいと考えています。
　どうぞよろしくお願い致します。

　本年４月より２年間、基礎看護学助手として県立中央病院より出向し
てきました。臨床看護を教育の場で伝えることで、学生の学習の助けに
なれば幸いです。
　２年間ではありますが、よろしくお願い致します。

佐々木 純子
看護学科准教授

地域看護学
領　域

横井 麻衣子
看護学科助手

基礎看護学
領　域

　本年４月より検査総合管理学担当の教員として着任しました。新規
臨床検査法の開発に繋がる基礎的な研究を実施しております。臨床現
場経験や大学教員としての経験を最大限に活かし、教育および研究を
通して臨床検査技師の養成に尽力いたします。
　どうぞよろしくお願いいたします。

　本年４月から臨床検査学科の助教として着任しました。私は本学の
卒業生であり、昨年度までは病院検査室にて勤務していました。本学
卒業生と臨床検査技師としての２つの視点から、学生が臨床検査への
興味と理解を深めることが出来るような実習を行い、学生をサポート
出来るよう努力致します。
　宜しくお願い申し上げます。

徳原 康哲
臨床検査学科准教授

情報解析検査学
専門分野

近藤 明宏
臨床検査学科助教

形態検査学
専門分野
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本学の授業・実習・学校生活の紹介については、大学HPにも掲載しています。
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　令和３年度前期においては、遠隔授業も一部取り入れながら、概ね対面授業を行いました。
　各学科・学年の実習も、学内・臨地で実施しています。
　ここでは、令和３年度前期の本学の授業・実習の様子を紹介します。

看護学科  4年　大西 玲奈
　感染予防対策を徹底しながら精神看護学実習・
在宅看護学実習は学内で、成人看護学実習は臨地
で行いました。学内実習では各領域で学んだ知識
を関連付けながら知識を深め、臨地実習では患者
さんとかかわる時間の制限はありましたが、学内で
深めた知識を活用し実践力を身につけることが
でき、貴重な経験になりました。

看護学科  4年　森末 由香里
　公衆衛生看護学実習では、コロナ禍で事業が制
限されているなかで、１歳６か月健診や家庭訪問に
参加させていただくことができました。対象者に寄
り添い、対象者の考えや生活を知り、対象者のニー
ズに合った公衆衛生看護活動を展開していくこと
が大切であることを学びました。

～新入生より～

臨床検査学科  2年　今治 留菜
　生理学実習では感染対策のため常にマスクを着
け、なるべく三密にならないよう心掛けて行いまし
た。特に心電図の測定では、肌に触れる器具のこま
めな消毒を心がけ、感染防止の注意を払いながらも
充実した実習が出来ました。

臨床検査学科  ２年　藤澤 茉央
　採血実習では手洗いやアルコール消毒、必要最
低限の会話など感染対策が取られており、安心して
実習を行うことができました。実際にお互いに採血
しあうと模型を使って練習したときとは全く違い、と
ても緊張感があり、難しかったです。手技を身につけ
るには実習で経験することが大切だと感じました。

臨床検査学科  3年　上枝 世里香
　私たち３年生は、すべての学内実習で感染症対
策を行っています。例えば、生体機能検査学実習な
どでは手袋をつけたり、フェイスシールドを装着し
たりしています。今までの実習風景とは少し異なり
ますが、実習を行うことができて嬉しく思います。

臨床検査学科  3年　西岡　凌
　今年度の臨地実習は、いつもの年よりも短い期
間での実習となりますが、中止されることなく実施
されることとなりました。しかし、これからの県下の
感染状況がどうなるかまだ分からないため、未だ不
安に思っています。

看護学科  1年　宮井 七菜
　入学してから対面授業であったため、皆と直接コミュニ
ケーションをとることができています。これからも新型コロ
ナウイルスに対して油断せずに対策に努めながら、知識
を身に付け、充実した大学生活を送っていきたいと思い
ます。

臨床検査学科  1年　松本 月碧
　新しくできた友達との仲も深まり、６月からの遠隔を
交えた授業にもすっかり慣れました。後期からは専門的
な科目が増えるので、理想の臨床検査技師を目指して
勉強を頑張りつつ、大学生らしい充実した４年間にしたい
です。

新　型　コ　ロ　ナ　ウ　イ　ル　ス　感　染　防　止　対　策　実　施　中

看護学科  3年　新穂 幸恵
　小児看護学実習では、肺炎の３歳児と家族への
看護介入の検討とシミュレーション学習を行いま
した。グループで、発達課題や生理学・解剖学的
観点から話し合うことで、自己課題の達成や思考
の傾向に気付き、自己研鑽に繋がりました。

看護学科  3年　二川 桃歌
　メンタルヘルス看護論実習では、臨地実習に行
き、統合失調症の男性患者を受け持つことができ
ました。治療的コミュニケーション技法を用いて患
者と話すことで、信頼関係を構築し、患者の持つ
その人らしさを見出すことができました。 小児看護学実習室でシミュレーション学習をしています。

事例について、グループで話し合いをしています。

在宅看護学実習（フィジカルアセスメント）

在宅看護学実習（発表）

密にならないよう工夫
するなど、感染対策をし
た上で、対面授業や実
習を実施しています。

本学では
４月６日（火）に
２年ぶりの入学式を
開催しました。
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卒業生・修了生は、大学院への進学や、専門職として社会へ踏み出す等、一人ひとりが主体的に自分の適性に応じた
進路を選択できました。

 看護師 保健師 助産師 臨床検査技師

受験者数（人） 71 21 8 20
合格者数（人） 71 21 8 18
合格率（％） 100.0 100.0 100.0 90.0
新卒者の全国平均（％） 95.4 97.4 99.7 91.6

≪国家試験合格状況（令和２年度実施）≫

令和３年度 修士論文中間報告会

≪進路状況（令和３年３月卒業生・修了生）≫
学　科

職　種  看護師 保健師 その他 臨床検査技師  看護師  助産師

就職者数（人）
 県内 29 3 0 11 1 4

 県外 27 4 0 4 0 3
進学者数（人） 　　　　　　　6 　　　　　　　3
その他（人） 　　　　　　　2 　　　　　　　2
合　計（人） 　　　　　　　71 　　　　　　　20

看護学科 臨床検査学科 助産学専攻科

0
0

0
0
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保健師・助産師教育課程の
大学院化

◆大学院入試（看護学専攻・臨床検査学専攻）
　　令和３年10月30日㈯
◆専攻科入試（助産学専攻科）
　　令和３年11月27日㈯
◆推薦入試（看護学科・臨床検査学科）
　　令和３年12月11日㈯
◆一般前期入試（看護学科・臨床検査学科）
　　令和４年  2月25日㈮
◆一般後期入試（看護学科）
　　令和４年  3月12日㈯

タイトルのHANDsは“高い専門的医療技術により、尊い
生命を支える人間愛に溢れた温かい手”を意味しています。

〒761‒0123 香川県高松市牟礼町原281-1
Ｔｅｌ：087‒870‒1212　Ｆａｘ：087‒870‒1202
E-mail：hokeniryodaigaku@pref.kagawa.lg.jp
https://www.kagawa-puhs.ac.jp/

●お知らせ
◆公開講座
　　令和３年10月25日㈪
　　会場：香川県社会福祉総合センター
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況によって、中止する場合が
　あります。

新任紹介

　本年４月から再び看護学科に着任しました。地域で生活している人々
や、地域そのものをケアしていく地域看護学領域の面白さを学生たちと
分かち合えたらと思っています。学生と共に考え、探究の問いを立て、少し
でも地域に還元できる研究を進めていきたいと考えています。
　どうぞよろしくお願い致します。

　本年４月より２年間、基礎看護学助手として県立中央病院より出向し
てきました。臨床看護を教育の場で伝えることで、学生の学習の助けに
なれば幸いです。
　２年間ではありますが、よろしくお願い致します。

佐々木 純子
看護学科准教授

地域看護学
領　域

横井 麻衣子
看護学科助手

基礎看護学
領　域

　本年４月より検査総合管理学担当の教員として着任しました。新規
臨床検査法の開発に繋がる基礎的な研究を実施しております。臨床現
場経験や大学教員としての経験を最大限に活かし、教育および研究を
通して臨床検査技師の養成に尽力いたします。
　どうぞよろしくお願いいたします。

　本年４月から臨床検査学科の助教として着任しました。私は本学の
卒業生であり、昨年度までは病院検査室にて勤務していました。本学
卒業生と臨床検査技師としての２つの視点から、学生が臨床検査への
興味と理解を深めることが出来るような実習を行い、学生をサポート
出来るよう努力致します。
　宜しくお願い申し上げます。

徳原 康哲
臨床検査学科准教授

情報解析検査学
専門分野

近藤 明宏
臨床検査学科助教

形態検査学
専門分野

学
校
へ
の
経
路


