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良き医療人材の育成と
生命科学分野の研究拠点を目指して

看護学科

看護による健康への支援を通して保健医療に貢献できる看護師、保健師
を育成。

人間と生命の尊さがわかる専門職を育成

医学科

宮崎の地域医療に貢献し、国際的にも活躍できる医師・医学研究者を
育成。

地域における医学・医療の中心的な役割を果たす
医学部長

菱川善隆

医学部は、昭和49年に設立された宮崎医科大学を前身とし、平成13年に看護学科を併設しました。

平成15年10月に宮崎大学と統合し、宮崎大学医学部となりました。

Faculty of Medicine

　医学科と看護学科は、本学のスローガン「世界を視野に地域

から始めよう」のもと、地域社会はもとより広く世界に貢献する

医療人を輩出することを目指しています。両学科共に1年次から

始まる専門基礎科目を経て、学内外での体験学習を行い、医療

人としての自覚を早期に育成します。医学科では4年次、看護学

科では2年次から医療現場での臨床実習が始まります。臨床実

習は本学部附属病院のみならず、各地の連携研修医療施設に

おいても行われ、最前線で活躍する先輩医師や看護師から直

接指導を受けます。また、ドクターヘリの運航や救命救急セン

ターの診療を通して、県下医療機関と連携した救命救急医療

体制を構築しており、新型コロナ禍においても、県内医療機関

の最後の砦として貢献しています。このような環境のもとで医

学・看護学を学び、地域を支える意欲、また世界に貢献する意

欲に燃えるみなさんの入学を歓迎します。

■医学部 各学科
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https://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/

■施設紹介

■ 医学部の使命

■ 医学部の教育理念・目標

臨床技術トレーニングセンター フロンティア科学総合研究センター 総合周産期母子医療センター

■ 卒業認定・学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）

総合教育研究棟

　宮崎大学医学部は、「地域における医学・医療の中心的な役割を果たすと同時に、進歩した医学・看護学を修得せしめ、人命尊重を第一義

とし、医の倫理に徹した人格高潔な医師、医学研究者、看護職者及び看護学研究者を育成し、国内外の医学及び看護学の水準向上と社会福

祉に貢献すること」を使命としています。

　教育・研究・診療を通して、地域社会や人類全体の健康と福祉の増進に寄与し、高潔かつ温かな人間性を有し、最新の幅広い知識と確か

な技術を持ち常に向上のための努力を惜しまず、地域の問題を理解すると共に豊かな国際性を有する医師、看護師、研究者、教育者を育成

します。

　宮崎大学医学部では、以下の素養を身に付けるとともに、所定の期間在籍し、基準となる単位を修得した学生に、卒業を認定し、学位（学

士号）を授与します。

社会に貢献できる医療人として、豊かな人間性を持ち、謙虚な心で、人命尊重、的確な判断力、実行力を備え、義務と権利を適正に行使

できる。

自ら学修計画を立て、主体的に学び、自己研鑚し、最新の医学および看護学の知識を生涯にわたって学修することができる。

教育によって身に付けた医学および看護学の知識や新たな知見を複眼的、論理的に分析するとともに、課題を認識し医療の進歩に貢献

できる。

相手の伝えたいことを的確に理解し、自己を表現でき、他職種と連携してチーム医療を実践できる。

医学および看護学を学ぶ機会が得られたことへの感謝の心とプロフェッショナルとしての自覚を持ち、教育で得た知識、技能によって

地域医療に貢献できるとともに、グローバルにも活躍できる。

医学部
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3.
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地域における医学・医療の中心的な役割を果たすと同時に国際的にも幅広く活躍できる人命尊重を第一とした医師、

医学研究者を育成します。

School of Medicine

医学科  5年

西田航太朗  Kotaro Nishida
宮崎県　宮崎第一高校出身

　両親共に医師で、働く姿を幼い頃から見ていました。中学生
のときに父が開業し、仕事の話などを聴く機会も増えて、自然と
この道に進みたいと思うように。本学は縦のつながりが強いで
す。所属する部活のバレー部をはじめ、さまざまなきっかけで知
り合いができ輪が広がります。4年次の後期から臨床実習に入
りますが、本学では実習前に臨床に不可欠な知識や技能が習得
できているか、試験を受けてから臨みます。知識を身に付けて
実習に出ることで、より深く学べていると感じます。将来は父の
跡を継ぐつもりです。オペの経験を多く積み、技術という強味が
ある医師になりたいですね。

縦のつながりの強さが魅力。
将来はオペ経験豊富な医師に。

医学部
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■卒業後の主な進路
臨床研修医（本学附属病院、他の国公立大学附属病院、
他の公立・民間等病院）

■取得可能な免許、資格
●医師（国家試験受験資格）

医師として働き続けるための
『キャリアデザインサポート』体制

　宮崎大学医学部では、医学科の卒業生及び学生が個人の資質を

最大限に発揮しながら、医師・研究者として社会貢献を果たすキャ

リア形成を支援しています。大学ホームページ上では、専用サイト

「キャリアデザインサポート」を運用し、卒後臨床研修プログラム

や専門研修プログラム、医学研究及び大学院進学、海外留学等に

関する情報提供をはじめ、登録された卒業生・学生の問い合わせ

にも対応しています。 

　また、宮崎の医療を担う若手医師の育成のため、宮崎県を始めと

する自治体、医師会、大学病院の三者が一致協力して、オール宮崎

体制を築いています。

　大学や附属病院の情報提供はもちろん、本学医学部で学んだ皆

さんを卒業後も大学教員・職員・宮崎県が一丸となって応援してい

きます。

宮崎大学医学部卒業生を支援するサイトです

医学科では、臨床医、医学研究者、あるいは医学教育者と

して宮崎の地域医療に貢献し国際的にも活躍できる、優

れた人材の育成を目標としています。

医学科では、自ら課題を見つけ解決しようとする探求心と意

欲、行動力（主体性・学問への関心）を有し、医学と医療を学

ぶために必要な幅広い基礎学力・応用能力（知識・技能）と他

者と協調・共感できる豊かな人間性（協調性・思考力・表現

力）を持つ人、また、学習を通して獲得した知識・スキル・行動

力を社会に還元することのできる人材を求めています。

VITA BREVIS, ARS LONGA

　医学部の象徴ヒポクラテス像の箴言で、「医学を習得

するには人生は短い」という意味です。時機は逸しやす

い、経験は危うく、判断は難しい、と続きます。医療は日

進月歩、昨日正しかったことが明日は間違いかも、とい

う世界。医師である限り、常に学びが続きます。医学部

医学科では、医師国家試験合格までの教育課程におい

て、基礎医学・臨床医学の体系的な学びを中心としなが

ら、医学の域を超えた幅広い視野での学びを深め、自ら

考え・探求することの喜びを経験していきます。英語教

育プログラムを通した海外協定校への研究・臨床留学

のチャンスも。宮崎の暖かい日差しの下、地域に根ざし

た医学部キャンパスで、あなたの色に輝く医師を目指し

ませんか。

渡邉　望
Nozomi Watanabe

教授

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy

ココに
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機能制御学講座循環動態生理学分野

地域に根ざし、かつ
国際的視野に立つ、
輝く医師像を目指して。
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School of Nursing

社会と地域の保健医療に貢献できる人材を育成します。何よりも豊かな人間性を大切にし、人々の健康な生活への援助

を実践するために附属病院の最先端医療設備を活用した高度な看護学を学びます。

看護学科  4年

長尾夏奈  Natsuna Nagao
宮崎県　宮崎西高校出身

　母が看護師ということもあり、自然と目指すように。地元で高
い知識や技術を身に付けるならここだと志望しました。本学科
は大学病院に隣接するため、実際に働く人を招いての講義があ
り、臨床で活躍するための知識を徹底して叩き込まれます。また
現役の看護師や医師、医学科で講義をする先生から話を聞く機
会もあります。座学でしっかり学んでから、学生同士で患者役を
しながら技術演習を行います。実習では学んだことが生かせず
落ち込みましたが、先生が即アドバイスし、足りない部分をカバ
ーしてくれ助けてくれます。しっかり学んで患者さんに寄り添う
看護師になりたいです。

医学科の先生の講義も参加でき
高い技術や知識が身に付く

医学部



看護学の発展のために！

　看護学の一層の発展のため、宮崎大学では医学

部看護学科を母体とし、単一の研究科に特化した大

学院看護学研究科を開設（平成26年）しました。研究科の構成は

実践看護者育成コースと研究者育成コースから成り立っています。

　実践看護者育成コースは、がん看護領域と実践助産学領域（免

許取得課程）および実務経験のある助産師を対象とした実践助

産学開発領域から構成されています。したがって従来看護学科で

行っていた助産師養成は発展的に解消し、実践助産学領域に組

み込まれています。一方、がん看護領域では、がん看護専門看護師

の養成課程を有しており、将来の資格獲得が可能となります。

　研究者育成コースでは、研究者の育成と共に、看護の多様化す

るニーズに応える形の研究を続けていきます。こうした大学院で

の研究成果が、今後の看護学の発展に寄与することは言うまでも

ありません。看護学が単独で大学院を構成することは国立大学で

は大変珍しく、その成果が注目されています。
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看護学科では、看護による健康への支援を通して、

社会と地域の保健医療に貢献できる人材の育成を目

標としています。

看護学科では看護職者になろうという目的意識と看護学を学ぶた

めに必要な基礎学力（知識・技能）を有し、生活している人々の身体

的・精神的健康への関心（学問への関心）、自ら課題を見つけ解決し

ようとする意欲と行動力（主体性・多様性）、他者への共感と円滑な

コミュニケーション能力（協調性・思考力・表現力）を持つ人、また、

学習を通して獲得した知識・スキル・行動力を社会に還元すること

のできる学習意欲の高い人材を求めています。

■卒業後の主な進路
本学部附属病院、他の国公立大学附
属病院、他の公立・民間等病院、宮崎
県職員（保健師）、他の自治体職員
（保健師）　他

■取得可能な免許、資格
●看護師（国家試験受験資格）
●保健師（国家試験受験資格）※1 選抜制、2年次後学期に履修生の選考試験を行う。

保健師免許取得後、教育職員免許法の所要単位を

修得し、申請により養護教諭二種免許を取得する

ことができます。

※1

　我が国では急速な人口構造や疾病構造の変化に伴

い、看護の対象やニーズ、療養の場、そしてケアのあり方

が多様化しています。未来を担う看護職者・教育研究者

には、人々の暮らしや環境を包括的に捉えながら、多元

的かつ高度なケアを実践・創造する力がこれまで以上

に求められています。

　当学科では令和2年度から、看護の対象や療養の場

の多様化に対応できるよう、対象を「生活者」としてと

らえ、地域に暮らす人々の理解とそこで行われる看護に

ついて学ぶ「ひむか看護論」と「ひむか看護実習」が新設

されました。

　看護学は、人を多様な観点から追究できる学問です。

宮崎大学でこのような観点を育み、地域社会に貢献で

きる看護職者・教育研究者を目指しませんか？

看護の対象を「生活者」としてとらえ、
活躍できる人材を育成する。

吉永尚紀
Naoki Yoshinaga

教授
看護学科生活・基盤看護科学講座
基礎看護学領域

アドミッション・ポリシー
入学者受入方針 -求める学生像-Admission Policy
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	060キャンパスマップ
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	062キャンパスライフ
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