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RESEARCH

先端医療への挑戦

フロンティアに挑む - ①

癌治療に新たな光を！――光線医療の可能性
医学の発展は、常に患者さんのためにあります。超高齢化社会を目前に、より低侵襲かつ高精度な医療の実現

光で診る、光で治す
高知大学が開発した光線医療技術

を目指し高知大学医学部が取り組んできたのが、特殊光源を用いて癌などの病気を診断・治療する新技術――

高知大学医学部光線医療センターは、2017 年、日本初の本格的な光

光線医療の研究です。患者さんの希望の光となるべく、挑戦が続いています。

線医療技術の開発、提供、普及を目指し発足しました。
ここで創出された技術は大きく二つあります。一つは生理学講座で開発さ
れ乳腺外科・心臓血管外科で臨床使用されている、リンパ節や血管を光
で可視化する技術「インドシアニングリーン（ICG）を用いた診断」です。
これは乳癌などの術中に血液やリンパの流れを光らせてナビゲーションし、
癌の広がりや転移したリンパ節を的確に把えます。
もう一つは、泌尿器科・消化器外科で開発された、光で癌を検出する技
術「5-アミノレブリン酸（5-ALA）による光線力学診断（PDD）
」です。こ

研究の先にいる患者さんのために

ちらは一歩進んで、5-ALA の内服によって癌細胞そのものを光らせます。

こうした医学研究は、すべてそれを待ち望む患者さんのためにあります。

これにより人間の目では認識できない初期のステージや微小な腫瘍も完

高知大学の光線医療技術は現在、複数の癌において国内で保険適用

全切除が可能になりました。5-ALA に関してはさらに、光による生化学反

されていますが、それを適用拡大して全国の患者さんに提供していくこと

応で癌細胞を死滅させる「光線力学治療（PDT）
」や、採尿して癌を発見

が今後の目標の一つ。また開発された技術をすぐにも必要とする患者さ

する「光線力学スクリーニング（PDS）
」の開発も進んでおり、今後の展開

んへの自費診療の検討や、さらには世界中の患者さんに最新の光線医

に期待が寄せられています。

療を届けるための手続きも既に始まっています。

より低侵襲かつ高精度の治療を実現する高知大学の光線医療。癌治療

地方大学であっても、強い信念と情熱があればこのような大きな貢献が

の世界に革新的進化をもたらしています。

できる――高知からそれを証明し続けていきたいと考えています。

1

2

ALA-PDD 補助下 経尿道的膀胱腫瘍切除術

学生たちの挑戦

3

①切除前の状態。腫瘍が赤色に蛍光発光している。
②不完全切除の状態。外科的切除断端に赤色に蛍光発光する残存病変を視認。
③完全切除の状態。外科的切除断端に蛍光発光を認めず、完全切除を実証。

光線医療センター長

井上 啓史 教授
（泌尿器科学講座）

科学の視点をもった医療人を育てる

医学部は研究と臨床を往還しながら最新の医療を切り開いていく場所であり、次代の医療人を育む場所です。本学の「先端医療学コース（医学科 2 ～ 4
年生）
」
では、学生が自分の希望する分野の基礎・臨床研究に早期から取り組みながら、次代を担う医療人としての高い資質とリサーチマインドを養っています。

▶︎ ラボ訪問

ー

先端医療学コース 光線医療班

学生たちが取り組むのは、単剤では効果が弱い薬剤に光線医療技術を併用した場合の癌
への治療効果についての研究。教員らの手厚い指導のもと、
医学の最前線に挑んでいます。

「医師は生涯勉強」を実感

高知大学医学部光線医療センター
創設以降、光線医療に関する新技術や薬剤の開発、治験、保険適

石川 真紀子 医学科 2 年

実験は細胞培養という基礎中の基礎から始ま

2 年生ではまだ専門知識も少なく、理解できな

り、
今は薬剤投与の条件検討まで進んでいます。 いことも多いのですが、実験で一つひとつ結果

用、国際特許の出願など数多くの研究成果を上げてきた光線医療セ
ンター。医学をはじめ、生命科学、工学など多様な分野が連携して次
世代技術の創出に挑み、高知大学医学部発の“高知ブランド”医療
膀胱癌における光線力学診断（PDD）についてのレクチャーの様子

目指す医師像を見つけた！

山口 頌太 医学科 2 年

技術を世界に向けて発信し続けている。

まだまだ未熟で失敗もありますが、こうした研究

が出るのは本当に楽しく、週 2 日の授業以外

の積み重ねがあってこその臨床だと知り、臨床

にも時間を見つけて研究室に通っています。情

医になっても研究にしっかり目を向けていきたい

熱あふれる先生方の姿を間近で見て、将来は

と考えるようになりました。医師は生涯勉強とい

臨床医として働きながら研究にも携わりたいと

う言葉をとても実感しています。

キャリアイメージも変わってきました。

左から、専属研究員、山口頌太さん、石川真紀子さん、井上啓史センター長

※本取材は COVID-19 の感染防止策のもと実施しました。撮影時のみ一時的にマスクを外しています。（取材は 2020年度に実施）

4

Kochi Medical School 2023

Kochi Medical School 2023

5

KOCHI MEDICAL SCHOOL - 巻頭特集 フロンティアに挑む [2]

K.M.S

RESEARCH

先端医療への挑戦

フロンティアに挑む - ②

看護とAIの未来――その基盤技術の開発
科学技術の発展に伴い、様々な分野・場面で人工知能（AI）や人型ロボットの導入が進む現代社会。看護の

人と AI 技術との両輪で
次代の看護を創る

仕事はロボットに代替できるのか、できないのか ――その疑問に臨床研究を通じて取り組む研究室があります。

少子高齢化社会の到来による看護や介護の従事者不足――その解決

検証を経て見えてきたのは、代替ではなく共存、連携の姿でした。

策の一つとして国は 2012 年から介護ロボットの開発・普及を推進し、その

a

b

動きは保健医療分野にも広がりました。ただ AI 技術に期待が高まる一
方で、
“患者さんの心に寄り添う”という看護の仕事を本当にロボットが代
替できるのか？という疑問も提起されています。
それを検証するチャンスとなったのが 2017 年、人型ロボット「Pepper」を
用いた「人型対話ロボットと連携した高齢者のためのケアリングとしての看
護の方法の開発」の実証実験への参画です。これは実際に高齢者施設
や精神科病棟で Pepper が患者さんに介護予防の体操や会話を試み、
その効果を客観的に評価してAIプログラムの開発・改良につなげる研究
です。ただ AI の進化は人のレベルにはまだ追い付かず、ロボットを怖がる
患者さんもいます。このような取り組みの中で、
私は看護師などが「介在者」
として患者さんと AI の間に入る支援方法を開発しました。患者さんの気持
ちに寄り添いながらAI 技術を継続的・効果的に活用する連携のかたちを

c

d

a. 心電図
（心拍変動）解析を用いたロボットの効果測定／ b. 大坂教授と人型ロボット「Pepper」
c. 高齢者施設でロボットを用いた実証実験／d. AI 未搭載の初期の人型対話ロボット

看護の本質とは何か そこに答えがある

創出しようとしています。

AI 技術の導入に取り組む中で、
私が何より深く考えたのは「看護の本質」

また徳島大学と共同で、患者さんに反応して“思いやり”を表現できる「次

についてでした。患者さんやご家族に接しながら様々な思いや背景を感

世代看護・介護用知的対話ロボットの開発」も進めており、看護と AI の

じ取り、その方に本当に必要な支援を考えていくこと。このようなケアリ

未来図を四国から描くべく、ともに研究に励んでいます。

ングとしての看護は、人にしかできない仕事です。一方で、AI でもできる、
あるいは AI の方が得意だという部分もあり、そこを見定めて連携・活用
できれば、よりよい看護につながります。
もう一つ大切なこと――医療現場の技術革新は目覚しく、今ではあたり
まえのデジタル体温計や電子カルテすら昔は先端技術でした。AIも同
じです。そのような新技術が導入される時、患者さんの権利の擁護がで
きるのか、それが本当に看護に必要なのか、看護師の視点でしっかり見
極めることは人にしかできない仕事です。これからの看護を担う皆さんに

大坂 京子 教授

も、ぜひ考えてみてもらえたらと思います。

専門領域：精神看護学

看護の質の向上につながる研究活動

学生たちの挑戦

看護師、保健師、養護教諭を育成する看護学科。隣接する附属病院や協力施設での実習を学びの柱にしながら、4 年生では 2 ～ 5 名のチー
ムで卒業研究に取り組みます。看護の現場で研究疑問を得て、それを論文にまとめ上げることで、課題解決力や論理的思考力などを養います。

▶︎ 卒論テーマ一覧（令和 3 年度）

保健医療分野におけるAI の導入
技術革新の目覚しい人工知能
（AI: Artiﬁcial Intelligence）やインター
ネットを通じた相互制御技術（IoT: Internet of Things）
。介護分野で
はロボット介助や遠隔リハビリ、医療分野では手術支援ロボット「ダ
ビンチ」などが導入される中、看護領域においても基盤技術の開発
や制度設計が進んでいる。

コロナ禍の実習において看護学生が感じる困難感や達成感、自己効力感の関連
大学生の臓器提供の意思表示に関する実態調査－臓器提供の意思と意思表示の記入状況について－

被災地避難所で看護学生に求められている看護技術を提供できる可能性

看護系女子大生の不妊症の認識と妊孕性維持のための行動変容ステージの関連

高知大学医学部看護学科の学生における新型コロナウイルス感染症の知識に伴う行動調査

高校生の SNS の利用状況と自尊感情の関連について

養護教諭が実施した新型コロナウイルス感染予防策の実際

看護学生におけるドナーカード所持に関する実態調査

新型コロナウイルス感染拡大防止のための非同期型遠隔授業導入に伴う問題への医

COVID-19 流行下における地域在住高齢者の外出頻度と新型コロナウイルス感染の不安感との関連

学部生の対処行動と課題

訪問看護師の業務上の負担感に関する要因の研究～感染症流行時でのアンケート調査の結果から～

コロナ禍のオンライン授業による大学生の学習意欲改善への検討

大学入学後 1年間をコロナ禍で過ごした看護学生のストレスとコーピング行動

認知症を併発した糖尿病患者のセルフケアを支える援助についての文献検討

青年期の「望まない妊娠」に関する性教育の文献検討

ユズ成分と市販の消毒薬による細胞傷害の検討

成熟期女性の冷え性のセルフケアに関する文献検討

看護業務を補助・代行するロボットに関する看護師と看護学生における意識調査

看護学科棟の清潔度調査とユズ果汁による抗菌効果の検討

※本取材は COVID-19 の感染防止策のもと実施しました。撮影時のみ一時的にマスクを外しています。（取材は 2020年度に実施）
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K.M.S

EDUCATE

医療の未来を担う - ①

早期の臨床体験で、目指す医師像を描く

5 年生とペアを組み、
1 年生から臨床の現場に入る！
従来の日本の医学教育では、共用試験に合格する 4 年生の終わり

世界医学教育連盟のグローバルスタンダードに基づく医学教育分野別評価に対応し、高知大学においても臨床実

まで、医療の現場に入る学びはほとんど行われていませんでした。

習の充実に重点を置いたカリキュラム改革が進んでいます。柱は、臨床実習を行う 5年生と1～3年生がペアを組

しかし、
高知大学が2018年度から導入している
「臨床体験実習」
では、

んで医療の現場に入る「臨床体験実習」
。高い教育効果を狙います。

1～ 3 年生も白衣を着てペアを組んだ 5 年生と一緒に臨床の現場を
体験します。この新しい学びについて学生たちから話を聞きました。

患者さんに信頼される
医師を目指して

学習への意欲と
医療人としての心構えを得た
兼竹 里奈

小嶋 咲絵

医学科 2 年

医学科 5 年

私は 1年生で病理診断科に、2 年生で第三内科と第一外科に実習に

臨床実習が始まりスチューデントドクターとして医療の現場に入ると、学び

入りました。医療に直接関わることはできないため、実習では現場の医

も意識も大きく変わります。例えばこれまでは病気を一つずつ勉強してきま

師や看護師の方々、5 年生の動きなどを間近で見て、説明を受けながら

したが、実際の患者さんは複数の病気や問題を持っているし、病気だけで

学んでいきます。現場では、先生方がどういうことを大切に患者さんに接

なくその方の生活歴・社会歴や抱える想いといった背景も一緒に診ていか

しているのか、手術の際、術者を中心にスタッフ全員がどう連携している

なくてはなりません。そういった情報を聞き取りながら
“患者さんを診断する”

のかなど、医学ではなく
「医療」の面をしっかり見ることができました。ま

ことに近いやり方で学ぶのはとても奥が深いし、目の前の患者さんのため

たカンファレンスでは医師同士の意見交換のスピードと英語力に圧倒さ

にもっと勉強しなくてはという気持ちが自然と湧いてきます。

れ、もっともっと勉強が必要だと学習への意欲も高まりました。

一方で、専門知識や英語力が追いついていないことも身に染みて感じま

3 年後、臨床実習に入る 5 年生になった時に何が必要で、今何を準備

す。低学年から現場を体験できればそういった点に早く気づくことができ

しないといけないのか。さらに将来、自分はどんな医師になりたいのか。

るし、勉強への意欲や質も変わるのではないでしょうか。私も一層努力し、

先を想い描きながら取り組んでいきたいと思います。

信頼される医師になりたいと思っています。

教育の現場、臨床の現場から

学生は、臨床の現場でこそ大きく成長する！

医学科の新しい実習カリキュラム
1年生から段階的に臨床の現場に触れながら学んでいきます。

世界医学教育連盟の国際基準では、医療人を育成する上で臨床での教育が非常に重要であると強調されて
います。我々の新カリキュラムはその基準に対応し、かつ建学の精神である「敬天愛人」
「真理の探究」を体
現できる豊かな人間性と高度な知識・技能を身につけた医療人の育成を目指しています。
柱となる「臨床体験実習」は、早期から段階的に現場に触れることで学びへの意欲を高めること、また医師
として何十年と続くキャリアについて早い段階から考えることを目的とします。そのため、1 年生では実習前に
総勢 21 人の現役医師の話を聞く授業もあわせて行います。一連の学びを通して、ロールモデルとなる医師と
出会ってほしいとも思っています。
一方、1 ～ 3 年生とペアを組む 5 年生にも大きな教育効果があります。実習後のアンケートでは、
「後輩に教
えることで自分がとても成長した」というコメントが数多く見られます。ここでともに学び羽ばたいていく彼らが、
次代の日本、そして世界の医療を担ってくれることを願っています。

瀬尾 宏美 教授 総合診療部
※本記事は 2019 年 12 月に取材しました。掲載学年は取材時のものです。
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - 巻頭特集 医療の未来を担う [2]

K.M.S

EDUCATE

1 年生から
附属病院で患者さんと関わる

医療の未来を担う - ②

多様な現場で、看護の心に触れる

隣接する附属病院やともに学ぶ医学科の存在は、看護師を目指し学ぶ上

高知大学医学部看護学科では、隣接する附属病院を拠点として入学してすぐの１年生から、看護の現場に触
れる体験や実習が行われています。また、学年に応じて段階的に、在宅医療や地域の保健・福祉との連携な
ど、多様な現場を体験しながら学びを深めていきます。

で恵まれた環境と言えます。皆さんが入学して最初に体験するのは「外来
つきそい体験実習」
。これは外来に来られた患者さんの付き添いをさせてい
ただき患者さんのニーズや想いを知るという授業で、医学科と合同で実施
されます。また、
１年生2月と2年生9月にはナース服を着て病棟に入る
「基
礎看護実習」が組まれており、早い時期から看護の現場に触れることで看
護師になるという自覚を促し、学習への意欲を高めています。

臨地実習で、看護過程を実践
本格的な看護の実習は3 年生で行われます。9月から2月の 6カ月間、
附属病院で成人･高齢者･精神･小児･母性の5領域をまわる
「臨地実習」
では、
受け持ち患者さんとの会話や記録からその方に必要な看護を考え、
計画を立てて介入し評価するという一連の看護過程を、講習会を受講し
た実習指導者と教員の指導体制のもとで、学生が主体的に実践してい
きます。その中で、コミュニケーションや看護に必要な総合的な視点など、
患者さんを通して実に多くのことを学ばせていただくのです。
附属病院では多くの患者さんが実習を受け入れてくださり、またどこの科
にも看護学科・医学科の OB･OG がたくさんいるので学生にとっては
“ホームグラウンド”
の環境。過剰に緊張することなく実習に臨めることが、
いい看護、いい学びにつながっていると思います。

地域と連携しながら成長
附属病院は超急性期病院であり、患者さんはいずれ住み慣れた地域や
ご自宅に帰っていかれます。そこで 3年生では地域の特別養護老人ホー
ムやデイサービス、訪問看護ステーションなどの現場を体験。患者さん
が早く家に帰れるよう、附属病院の入院前調整や退院支援カンファレン
スに参加して、地域との連携を学んでいます。また、こうした地域との関

山脇 京子 教授
専門領域：成人看護学

わりから学生ボランティア活動も活発になるなど、学びの機会は学内外
に広がっています。

実習の現場から

多くの気づきや学びを得ながら、目指す看護師像に近づく

看護学科の実習体系
附属病院を軸に、様々な地域の現場で実習が行われます。

附属病院で学んだ

患者さんの想いや

連携の重要性

尊厳を支える看護を

森本 真央

松本 悠佳

看護学科 3 年

看護学科 3 年

実習では、
直接患者さんと関わる中で看護師の仕事のハードな部分も体験します。

コミュニティ共生実習

高齢者看護学実習
健やか親子実習

附属病院での実習はつい患者さんのリスクに目が行きがちですが、大切なのは患

多職種連携・地域生
活者支援実習

でもそれがあってこそ患者さんの命や健康がつながっていることを実感し、3 年生

者さんご本人の想いや尊厳。病気だけでなく、病気によって阻害される生活やそ

公衆衛生看護学実習
養護実習

の今は患者さんに必要な看護を考え実践していく上でどういうふうに対象者に接し

の質をどう改善していけばいいかを考えるのが看護の本質だと、実習の中で教わ

ていくのか、より深く考えるようになりました。また、患者さんの帰って行かれる先を

りました。また、先を見越した介入をしていく上で、患者さんが暮らすご自宅や地域

見据えた看護のアプローチや、多職種・地域と連携した支援の重要性も、附属

の実態を学ぶ地域看護実習はとても勉強になりました。多様な現場を体験し、自

病院や地域の実習で学んだ大事な視点です。

分の将来への選択肢も広がったと感じています。
※本記事は 2019 年 12 月に取材しました。掲載学年は取材時のものです。
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - 医学科 概要

高度な知識・技能を身につけた
「心を診る医師」を養成する

医学科
Medical course
建学の精神は平木潔初代学長の言われた「敬天愛
人」と「真理の探究」です。
「医学を学ぶものは科学
者であり、真理を守り追究する決意が必要である。
しかし科学は万能ではなく限界があり、大自然の摂
理に謙虚な気持ちを常に保持すべきである」ことを意
味します。私たちは、医の倫理を身につけた人間性
豊かで、高度の知識・技能を有する臨床医・研究者
として、時代の要請に応じうる“心を診る医師”を養
成することを目指しています。

教育理念

敬天愛人

▶︎ 本学科では、このような人材を育成します

真理の探究

卒業認定、学位授与に関する方針

受け入れ方針（アドミッションポリシー）

知識・理解

医学科は、
「良識のある社会人として行動する力」、
「コミュニケーショ

主体性・多様性・協働性

1. 医学に関する幅広い専門知識を身につけている。

ン力」
「
、医学に関する幅広い知識と技能」
「
、地域の医療へ貢献する力」

1. 自発的で継続的な自己学習の習慣を身につけている。

2. 医療人の基盤となる高い教養を身につけている。

及び「自ら真理の探求に取り組む力」を有する人材を養成します。

2. 協調性や他者への深い思いやりがあり、周囲と良好なコミュニケー

1. 異なる分野の医学知識を横断的に活用することができる。

知識・技能

3. 多様な背景を持つ他者の能力を認め、同じ目標に向かって協働す

2. 自ら探求すべき課題を見つけ、問題解決に取り組むことができる。

1. 医学知識を修得するために必要となる幅広い分野の基礎知識とし

思考・判断

技能・表現
医学科は、
前身である高知医科大学 建学の精神「敬天愛人」
と「真
理の探究」に則り、人間性豊かで、医の倫理と高度な知識・技能

1. 基本的診療能力（コミュニケーション、
診察、
処置）
を身につけ、
医療チー
ムの一員としての役割を意識した行動ができる。

を身につけ、地域と時代の要請に柔軟に対応しうる医師を養成し

関心・意欲・態度

ます。

1. 安心・安全な医療に関心を持ち、実践することができる。
2. 医師の社会的使命を遂行し地域医療に貢献する意欲を持っている。
3. 人間性豊かで倫理感と責任感に富む人格を身につけている。
4. 社会人としての常識と感性を身につけている。

12
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▶︎ 入学者として、このような学生を求めています

ションをとることができる。

て、高等学校卒業程度の教科学習に関する知識があり理解している。

ることができる。
関心・意欲

思考力・判断力・表現力

1. 生命科学や医学 ･ 医療に対する強い関心・意欲を持っている。

1. 学習及び生活の中で自ら積極的に問題点をみつけ、解決方法を探

2. 高知県内の地域医療に従事する強い意欲がある。
（一般選抜［地域

求することができる。
2. 科学的根拠に基づいて問題を分析的、批判的に考え、解決するこ
とができる。

枠］
、学校推薦型選抜Ⅱ、総合型選抜Ⅰ）
3. 社会的な善悪に対して正しく判断し、自分の発言や行動に責任を持
つことができる。

3. 自分の考えを口頭あるいは図や文章を用いて筋道を立てて明確に表
現することができる。
Kochi Medical School 2023
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - 医学科 学び紹介 [1]

診療チームの一員として、臨床現場で学ぶ

医学科の学び ６年間の流れ

臨床実習

5 ～ 6 年生

臨床実習の中でも、診療参加型実習（クリニカル・クラークシップ）では、

基礎社会医学、臨床体験実習、地域医療学、保健医療制度、社会医学演習、臨床実習など）
。

学生が診療チームの一員として患者さんの診察に参画します。医療面接や

また、2 ～ 4 年生の間はTBLなどのグループ学習か先端医療学推進センターでの研究体験のいずれかを選択します。

治療計画の策定、カルテへの記載、医療スタッフへの連絡といった実際の
診療に関わることで、医師としての思考法や診療技能だけでなく、患者さん
の社会・心理的背景に注意を払うことなど、将来「病気だけでなく人を診る
ことのできる医師」になるために必要な態度・習慣を身につけていきます。

初めての白衣に感動。現場での体験が学習意欲に！

EME 初期臨床医学体験

1 年生

5

入学直後の早い段階から医療・介護・福祉の現場を体験することで、自分の
将来像を描き、医学生として必要な心構えや態度を身につけることを目的とし
た実習です。附属病院での「外来つきそい実習」をはじめ、看護部、検査部、
リハビリテーション部、薬剤部、栄養管理部に入ってコ・メディカルスタッフ
の業務を知る「附属病院実習」
、市内の診療所での「プライマリ・ケア実習」
、
高齢者・障がい児者の施設を訪問する「施設実習」などを体験します。
（1 年生アンケートより）
「専門科目の満足度」

2021年度

10.0 満点中 7.4

2020年度

10.0 満点中 6.9

2019年度

10.0 満点中 7.0

EME は毎年 8 割以上の人が「よかった」
「モ
チベーションが上がった」と回答。1年生の専
門科目の中ではダントツ 1位の評価です！

※「IR」については P.30 をご覧ください

2

3

4

■

臨床実習

■

地域医療実習

1
■

教養科目

■

EME 初期臨床医学体験

■

臨床実習に進むための知識を評価する CBT（コンピュータ試験）と
態度・技能を評価する OSCE（客観的臨床能力試験）を行います。
これは全国の医学部で共用して用いられる試験で、合格すると
Student doctor の称号が与えられます。

統合医学コース

2 ～ 4 年生
臨床医学

医師として最善の治療を行うためには、常に最新の医学知識や情報を自ら

臨床推論学／外科学総論／

学び、集めることが必要です。そこで、本コースではチーム基盤型学習
（TBL：

老年病学／呼吸器病学／

解剖／病理／生理／薬理／微生物／

臨床実習後 OSCE
臨床実習が終了し、卒業するに値する臨
床能力が身についているかどうかを、臨床
例を模した課題で評価します。
知識を評価する卒業試験とともに、卒業
要件の一つとなっています。

チーム基盤型学習を通じて、能動的学びを身につける
■

基礎医学・実習

卒業試験

臨床実習開始前の共用試験 CBT・OSCE

先端医療学コース
統合医学コース

6

医師国家試験

地域医療を理解するために、全学年において様々な科目が用意されています（EME 初期臨床医学体験、大学基礎論、

消化器病学／内分泌・代謝学／

Team-Based Learning）を取り入れ、様々なテーマに対して個人の責任性

脳神経外科学／他

を持ちながらチームで協働して課題解決を目指す中で、必要な知識、態度、
技能を習得していきます。TBLは米国発祥の学習法で、本学部が日本で初

公衆衛生／生化学／免疫／他

めて導入しました。知識を応用する能動的な学習を重視しています。
TBLでは、右記の3つのフェーズを
繰り返しながら学びます。

医学研究を通して、課題探求能力を高める

2 ～ 4 年生

① 予習

（個人学習）

② 準備確認

（多肢選択テスト）

③ 学習テーマの応用

（グループ討論、全体討論）

（卒業予定者アンケートより）
「アクティブラーニングの満足度」

先端医療学コース

独自性とリサーチマインドを持った医師・医学者の育成を目指し、

2021年度

10.0 満点中 6.8

2020年度

10.0 満点中 7.0

2019年度

10.0 満点中 7.3

統合医学コースの授業内で行われるアクティブラー
ニング（教員による一方的な講義ではなく学生が
能動的に参加する授業）も、学生から好評です！

最先端医療研究を通して、医学研究に必要な基礎学力と課題
探求能力を涵養します。学生は、医学部附属先端医療学推進
センター内の研究班（6 部門 24 班）のいずれかに所属して研
究に携わり、成果を論文にまとめます。また国内学会や国際学
会にも積極的に参加し、国際感覚も磨いていきます。

医学科 学びを支えるポイント
医学科教育の最終目的の一つは、医療の実践力を養うことです。そのために、高学年では附属病院での臨床実習があります。そこでは、各専門分野の課題に取り組み、
患者さんの症状や訴えなどから診断にたどりつくための幅広い臨床推論能力を養うとともに、基本的診療技能および医療コミュニケーション能力を高めます。さらに、医
療チームの一員としての役割を認識し、他職種と協働できるための姿勢を身につけます。そのためには、専門的知識を幅広く身につけることはもちろん、自ら探究すべき
課題を提起し、異なる科目にまたがる知識を統合して解決に取り組むことが求められます。また、自分の考えを論理的、明確に表現することや診療に関わる内容を適

大学院 MD-PhDコース
14
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先端医療学コースを修了した学生は、医学部を卒業後、大学院博士課程医学専攻
MD-PhD コースにおいて、さらに研究を深化発展させることができます。

切に表現する能力が重要となります。これら高度な内容を学修するためには、しっかりとした土台となる予備知識が必要です。そのために、まず 1 年次に自然科学系お
よび人文科学系を含む教養科目などを学びます。
※写真は、2019 年度以前に撮影したものです。

Kochi Medical School 2023
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - 医学科 学び紹介 [2]

1 年生履修

KOCHI MEDICAL SCHOOL - 医学科 進路データ・国家試験サポート体制

EME 初期臨床医学体験
先輩 VOICE

医学科 進路データ

多くの刺激をもらえる貴重な機会！

小野 夏実 医学科 1 年

卒業が認定され、医師国家試験に合格した後は、様々な進路選択が可能です。

EME 初期臨床医学体験は、1年生のうちから医療や看護、福祉の施設を訪問し、自

※診療に従事しようとする医師は、大学病院または臨床研修病院で 2 年間以上の臨床研修が義務付けられています。

分の将来像を思い描きながら体験することによって医師になるための心構えをつくる目的
で行われています。EME を通して、今までは患者としてしか知らなかった医療の現場をス

医師国家試験合格状況（新卒者）

タッフの視点からも体験することができ、医師が患者さんのいない時に何をしているのか、
チーム医療の中でそれぞれがどのような役割を果たしているのかを学びました。理想の医

平成29年 平成30年 平成31年 令和 2 年 令和 3 年 令和 4 年

師像や、そのためにこれからどうすべきかなど多くを考えることができる貴重な体験でした。

先生VOICE

家庭医療学講座

受験者

114 名

104 名

112 名

合格者
合格率

101 名

125 名

109 名

107 名

99 名

93.9%

95.2%

105 名

96 名

118 名

102 名

93.8%

95.0%

94.4%

93.6%

高知大学医学部
附属病院 研修医

その他

（111 回） （112 回） （113 回） （114 回） （115 回） （116 回）

大切な気づきを得る初めての実習

阿波谷 敏英 教授

令和 4 年3月卒業者進路状況

7名

12 名

県内病院
研修医

医師として必要な態度や心構えを身につけることを目的としたこの実習では、大
学病院はもちろんのこと、市中のクリニックや施設で実際の医療や福祉に触れ

県外病院
研修医

卒業生の主な研修先

ます。実際の現場での経験で、多職種によるチーム医療の重要性、地域社会
の中での医療の役割など、大切なものに気づけます。医学的な知識や技術がな

■協力型病院／国立病院機構高知病院、高知県立幡多けんみん病院、高知県立あき総合病院、土佐市民病院、高知

い 1 年生でも、たくさんのことを得ることができると思います。

赤十字病院、高知医療センター、近森病院、近森リハビリテーション病院、近森オルソリハビリテーション病院、細木病

36 名

54 名

院、JA 高知病院、土佐病院、くぼかわ病院、独立行政法人地域医療機能推進機構高知西病院、須崎くろしお病院、高
知厚生病院、高知鏡川病院、高知生協病院、渭南病院、いずみの病院、徳島大学病院（徳島県）
、四国こどもとおとな
の医療センター（香川県）
、国立病院機構四国がんセンター（愛媛県）
、十全総合病院（愛媛県）
、国立病院機構呉医療セ

2 - 4 年生履修

統合医学コース

■協力施設／本山町立国保嶺北中央病院、梼原町立国民健康保険梼原病院、大月町国民健康保険大月病院、いの町
立国民健康保険仁淀病院、いの町立国民健康保険長沢診療所、高知市土佐山へき地診療所、津野町国民健康保険杉

先生VOICE

個人学習とチーム討論を融合させた
新しい学習法「TBL」で、能動的に学ぶ
瀬尾 宏美 教授

ンター（広島県）
、東京医科歯科大学医学部附属病院（東京都）
、日本医科大学付属病院（東京都）

総合診療部

従来の医学教育では、単位を満たして卒業しても現場で何もで
きないという問題がしばしば起こっていました。そこで、
「授業を
修了したら○○ができるようになる」ことを目標とする学習法が

ノ川診療所、四万十市国民健康保険西土佐診療所、四万十町国民健康保険十和診療所、四万十町国民健康保険大正
診療所、仁淀川町国民健康保険大崎診療所、馬路村立馬路診療所、佐川町立高北国民健康保険病院、大井田病院、
高知県中央東福祉保健所、高知県幡多福祉保健所、高知ファミリークリニック、みなみの風診療所、佐野内科リハビリテー
ションクリニック、聖ヶ丘病院、あおぞら診療所高知潮江、朝倉病院、こにしクリニック（愛媛県）
、田野病院

キャリアパスについては
 P.31 をご覧下さい

※協力型病院及び協力施設は専門医制度における連携施設とは異なります。
※地域枠の学生は、医師臨床研修は高知県内で行います。

「チーム基盤型学習：TBL」です。TBL では予習（個人学習）と
確認（テスト）
、その応用（グループ討論）を通じて、知識だけで

医師国家試験のサポート体制

なく広い視野やチーム医療に必要な協調性、リーダーシップな
どを身につけます。能力を高めると同時に
“学び方を学ぶ”TBL。
この学習法で能動的な学習姿勢を習慣化し、将来、現場で活
躍し続けることのできる医師になってください。

毎年 2 月に行われる医師国家試験の合格に向け、高知大学では様々な学生の支援を行っています。
SUPPORT

5 - 6 年生履修

臨床実習

先輩 VOICE

チーム医療の一員として現場を学ぶ

桑原 俊樹 医学科 5 年
5 年生から始まる臨床実習では、実際に病棟に入り自らもチーム医療の一員とな
ります。患者様の問診や処置をしたり、外来、検査、手術などを見学し医療の現
場に身を置くことで、これまで座学で得た知識をさらに深めることができます。
高知大学では、この臨床実習を通して「傾聴」と「共感」の心を養い、将来医師
として働く上で求められる豊かな人間性や、理想とする医師像を模索しながら充実
した実習を積むことができます。

先生VOICE

医師としての基礎を培う

北岡 裕章 教授

老年病・循環器内科学講座

医学教育における臨床実習の重要性は言うまでもありません。診療参加型の実習
を通し、知識・技術・コミュニケーション能力など、将来にわたる医師としての礎
を涵養してください。

1

SUPPORT

専用の学習室で、グループ学習

2

模擬試験を活用した指導と費用の支援

5 年生 3 月から、終日使用できる専用の学習室がグループごとに

医師国家試験本番までの間に複数回受ける模擬試験の試験結

用意されます。国家試験は、独りではなく仲間とともに挑む“団

果を、アドバイザー教員もチェックし、学習到達度の確認と学習

体戦”
。無線 LAN も完備された快適な環境で、互いに教え合い

指導にあたります。また、模擬試験の受験費用を大学が一部助

励まし合いながら勉強することで、学習効果も高まります。

成する制度もあります。

SUPPORT

3

医学教育創造・推進室によるバックアップ

SUPPORT

4

国家試験対策委員も全面サポート

年々変化する医師国家試験の傾向に対応するため、アドバイザー

4、5 年生で構成される国家試験対策委員が、6 年生をサポート

教員に加え、医師国家試験に精通した医学教育・創造推進室が

しています。対策委員は学内模擬試験の準備・実施を担うほか、

さらにバックアップ。最新の情報に基づいた個別の指導・相談に

医師国家試験当日に試験会場まで同行し、6 年生が万全の体制

対応し、受験当日までサポートしていきます。

で試験に臨めるようバックアップしています。

（卒業予定者アンケートより）
「教職員に対する満足度」

2021年度

10.0 満点中 7.3

2020年度

10.0 満点中 7.5

2019年度

10.0 満点中 7.6

「教員と学生の距離が近い」
「質問しやすい
雰囲気がある「丁寧に指導
」
してくれる」
など、
教職員への満足度も高評価！

※本ページの記事は 2019 年度のコメントです。掲載学年は取材時のものです。
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - 医学科 卒業生からのメッセージ

KOCHI MEDICAL SCHOOL - 医学科 先輩の 1 日

医学科 LIFE!

OB & OG Messages

Enjoy Kochi medical school

医学科のとある先輩の 1 日

Medical course

医学科 卒業生からのメッセージ

1 年生 2 学期のある1 日

4 年生 2 学期のある1 日

岡見 和奏

林 能亜

医学科１年

バレーボール部、ARMS

硬式テニス部、ジャズ研究会

やりたいことに全力で
元々献身的であった性格のせいか、
「人を助ける仕事がしたい」と思い、医
師を目指すようになり、地元である高知大学医学部に入学しました。大学時
代には周りの理解があったのもありますが、ラグビー部と陸上部という2 つ

7 : 00

起床

7 : 30

起床

8 : 00

登校

8 : 50

1 限 オンライン授業（中毒学）

8 : 50

1 ～ 2 限 実践医学英語

の運動部を掛け持ち、家庭教師のアルバイトもしながら、多忙でしたがとて
も充実した学生生活を送っていました。
初期研修後は母校である高知大学脳神経外科へ入局し、他３人の同期と
共に切磋琢磨して日々の診療と向き合っています。当院脳外科は若手に多

横谷 昌樹 平成30 年度卒業
高知大学医学部附属病院 脳神経外科

医学科４年

10 : 30

2 限 オンライン授業（血液病学）

12 : 00

昼食

13 : 10

3 限 オンライン授業（医療安全学）

14 : 50

4 ～ 5 限 基本的診療技能実習

くの成長のチャンスを与えてくれます。そのチャンスに応えるために日々の準

医師になる第一歩

備が怠れません。また脳外科領域には緊急性が高く、緊急手術となったり、

基本的診療技能実習では、5 年生から始まる病院実習に

長時間手術でかつ繊細な技術を要する疾患が多く存在し、日をまたぐよう

向け、診察方法を医師から学ぶことができます。実際に模

な日も多々ありました。思い通りにいかなことや、疲れが溜まることもありまし

英語で医療を先取り！

たが医局内の先生方や同期のご助力でここまで頑張ることができました。た

オールイングリッシュで課題に取り組みます。患者と医師の

擬患者さんに問診を行うなど、座学だけでは学ぶことので
きない実践的な技能を身に付けることができます。

会話がテキストに載っているので、英語で疾患や体の部位

まにくじけそうにもなりますが、日々の患者さんたちに向き合い、患者さんか

の名前を学んだり対話の仕方を学んだりします。

らありがとう言われた時にはふと嬉しくなりまた頑張ろうと思えます。

18:00

部活（バレーボール部）

やらない後悔よりやって後悔しようとこれからも自分の決めた道をたまには
休みながら、全力で走っていこうと思います。

12 : 00

昼食

13 : 10

3 限 医学概論

医学研究を知る

常に患者に寄り添った医療を

2 年生以降のコース選択に備えて、高知大学で行われ
ている研究を教授から教えてもらいます。毎回、どの研

高知で生まれ育ち、地元の高知大学医学部に入学しました。学生時代は

究室の研究が面白そうかウキウキしながらお話を聞いて

バスケットボール部に所属しており、勉学も程々に熱い仲間と目標に向かっ

やりたいことができる

います。

バレー部では週 3 回練習を行っています。コロナ前の成績

て汗を流していた記憶があります。部活動でも勉学や実習においても、つ

にはなりますが、医学生の大会である西医体ではベスト 4

らい時に仲間とコミュニケーションを図り、何かを成し遂げることの大切さ、

に輝きました。ARMS にも所属しており、家庭医道場の実
行委員を担当させていただきました。

充実感を学んだのが高知大学でした。
卒業後は、高知医療センターで初期研修を行い、現在は母校である高知

17 : 30

部活 ( 硬式テニス部 )

大学医学部附属病院で、脳神経外科学講座に所属し、病棟や手術室、
急患対応など日々充実した生活を送っています。
日本は超高齢多死社会を迎えようとしており、高知はその先取りをしてい
るような状態です。高知大学は大学病院ながら地域医療を意識した医療
が日々行われており、これからの日本の医療に役立つ人材を育てる環境が

天野 真太郎

平成30 年度卒業

高知大学医学部附属病院 脳神経外科

21 : 00

帰宅

0 : 00

就寝

お休みの日は？

20 : 30

勉強

0 : 00

就寝

お休みの日は？

整っており、大変勉強になります。

高知はいいところだらけ！

聖地巡礼！？

まだまだ一人前にはほど遠いですが、今後は高知県で学んだことを糧に国

授業の合間や後によくドライブに行きま

高知は自然豊かで、海・川・山などできること

内留学や国外留学を経て、高知県また日本の医療に貢献していければと

す。海や山に行ったりコスモス畑を見に

がたくさんあります。最近では映画竜とそばか

考えています。

行ったりと、とても楽しいです！大学の近

すの姫のロケ地である安居渓谷に行ってきまし

くに自然が溢れているのは幸せだなぁ…。

た。ほかにも友達とカフェ巡りや釣りなど自然
を味わいながらゆっくりした休日を過ごせます。

「医学科生の
一日の平均勉強時間」
（2021 年度調査）
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - 看護学科 概要

次代のニーズに応えられる
革新力を備えた看護専門職

看護学科
Nursing course

看護学 科では、4 年間の教育課程の中で豊かな
人間性と高い論理感を身につけ、看護専門知識と
技術を習得し、臨床現場や地域住民の生活の場に
触れて看護実践能力を培っていきます。私たちは、
病んだ人を優しくケアできる看護師、人々の健康生活
向上の援助ができる保健師、児童生徒の健康増
進に寄与できる養護教論の養成を目指しています。

教育理念
▶︎ 本学科では、このような人材を育成します

豊かな
人間性

グローバルな
視点

高い
倫理観

創造力

看護学科は、豊かな人間性と高い倫理観に裏付けられた感性を
持ち、看護をグローバルな視点から捉え、人々の健康生活向上

▶︎ 入学者として、このような学生を求めています

卒業認定、学位授与に関する方針

受け入れ方針（アドミッションポリシー）

知識・理解

看護学科は、
「教養と専門知識を基盤に、人々のこころに寄り添う感

主体性・多様性・協働性

1. 看護の基盤となる幅広い教養を身につけている。

性と高い社会正義感を持って、看護実践能力を用いて、人々の健康

1. 他の人と協働しながら、主体的に取り組むことができる。

2. 看護に必要な基本的な知識を体系的に修得している。

と生活を支えることができる看護専門職」を養成します。同時に、
「社

2. 自ら学び、挑戦することができる。

思考・判断

会に生じてくるさまざまな問題を看護の視点でとらえ、多職種と協働

3. 相手の立場に敬意を払い、関心を持って他の人の話を聞くことがで

1. 人々の健康や生活でおこる様々な問題を看護の視点で捉えるこ

しながら課題の解決に向かうよう自ら学びつづけ、よりよい医療・看

とができる。

護を実現できる革新力を備えた人材」の養成を目指します。

1. 人と触れ合うことが好きであり、人々の健康と生活を支える専門職

2. 看護の専門知識を用いて、問題解決に向けての解釈・判断ができる。
技能・表現

知識・技能

1. 対象者や場に応じた基本的な看護実践能力を身につけ、使うことが

1. 看護学・医学を学ぶために必要な高等学校卒業程度の知識があ

できる。

きる。
関心・意欲
を目指す意欲がある。

り、特に理科・社会・英語の基礎学力を有する。

関心・意欲・態度

思考力・判断力・表現力

のために援助し、看護学の発展に貢献しうる創造力を有する人

1. 人間・環境・健康・看護に関心を持ち、知的好奇心を高めることができる。

1. 筋道を立てて物事を考え、的確な判断ができる。

材を育成します。

2. 医療・保健・教育の進歩に対応できるよう、自律して学び続ける

2. 自分の考えや思いをわかりやすく伝えることができる。

姿勢を身につけている。
3. 個々の特性をつかみながら、チームを統合することができる。
20

Kochi Medical School 2023

Kochi Medical School 2023

21

KOCHI MEDICAL SCHOOL - 看護学科 学び紹介 [1]

1 年生から病院や地域での実習を行い、個別性や多様性のある対象者の理解を深めます。講義や演習ではグループワークを設け、チーム
での課題解決を学びます。2、3 年生では専門性の高い講義や演習、隣接する附属病院や地域で実習を行います。4 年生では、学びを
統合して看護を行う実習や、各コースの講義や実習があります。また、1 年間を通して 1 つのテーマについて研究を行います。

1 年生

治療援助論

3

● 臨床での実践能力開発
● 専門技術の学習

看護学コース

健康が障がいされた人々の健康回復に向けた基本と

※看護師国家試験受験資格は全員が取得できます。

なる治療援助技術を学ぶ科目です。薬物療法の単元
では、薬物療法の意義を理解し、安全な与薬方法の
実際として、経口与薬法や直腸内与薬法、点眼法の

2

演習を行います。演習では十分な説明と確実な手技、
さらに体位の工夫など効果的な方法を事例に基づい
て考え、看護師の役割と責任について考えます。

1

公衆衛生看護学コース

■

■

初年次科目

統合看護実習

3 ～４年生では、自分の将来に向けて、より専門性を高める 2 つのコース、選択プログラムが準備されています。

看護学コース

専門科目

コース選択

養護教諭１種免許状取得プログラム
教養科目

卒業研究

■

● 専門技術の習得

成人／小児／母性／高齢者／精神／在宅看護概論／他

■

■

● 専門知識の習得

● 看護学の基礎学習
● 人間力の育成

● 卒業研究

保健師
国家試験

実践の中で主体的に考えながら、看護を学ぶ

● なりたい将来像に応じて、コースを選択

● これまでの学びの統合

看護師国家試験

4

看護学科の学び 4年間の流れ

公衆衛生看護学コース

看護学を学び、看護師免許取得をめざすコースです。新生

公衆衛生看護学を学び、保健師免許取得をめざすコースで

児から高齢者というあらゆる人の生活と健康状況を理解し、

す。公衆衛生学は地域・職域・学校で多くの人々が病気にな

人々が住み慣れた場所でその人らしく健康で幸福な暮らしが

らずに健康で活動できるように支援する学問です。人々を最

出来るよう理論と実践を探求する学問です。

も幸せにできるのが公衆衛生看護学です。

※公衆衛生看護学コースを選択するためには、３年生ま
でに関連科目の修得が必要です。

ロールプレイングなどを通じて、より専門的な気づきを得る

2 年生

医療安全論

ヒューマンエラーの特徴やその対策について理解し、医療の場に
おける安全について組織的な取り組みの基本を学びます。これま
でに学修した授業や実習を通して医療事故につながりやすい状況
を振り返り、発生要因とその対策についてグループワークで話し
合って検討します。

養護教諭１種免許状取得プログラム
学校教育及び児童生徒の理解を基盤とした健康課題の知識と技術を学習し、保健管理・保
健指導や保健室経営の実際を学びます。1 年次から関連科目を計画的に修得します。

臨地実習

地域や病院など多様な現場に入って学ぶ実習を 1 年生から段階的に配置。
看護専門職になるという意識と実践能力を早期から養います。

地域福祉の拠点に出向いて学ぶ

1 年生

コミュニティ共生実習

子どもから高齢者まで年齢や障害の有無に関わらず誰
もが必要なサービスを受けられる「あったかふれあいセ
ンター」で行います。この実習を通して人々の暮らしや
多様性、共生型支援を学びます。

高齢者施設や保育施設を訪問して学ぶ

2 年生

高齢者看護学実習
健やか親子実習

宅老所などで実習を行い、レクリエーションや運動
などを通して高齢者との関わり方を学びます。保育
所（園）実習では、子どもの成長・発達の実際や
関わり方、親の子育てへの思いや現状を学びます。

半年間かけて、様々な領域の看護を体験する

3 年生

領域実習

隣接する附属病院で約 6 ヶ月間、
「成人」
「高齢者」
「精神」
「小児」
「母性」の
各領域をまわり、授業で得た知識を実践しながら学びにつなげる実習を行います。
卒業生の先輩看護師がたくさんいる環境の中、学生も医療チームの一員として
温かく迎えられ、スタッフの方と一緒に、患者さんやご家族のことを考えながら看
護を学んでいくことができます。病棟での実習を通して得た気づきや学びは、4
年生でさらに、卒業研究やコース別実習で深めていきます。

※写真は、2019 年度以前に撮影したものです。
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - 看護学科 学び紹介 [2]

KOCHI MEDICAL SCHOOL - 看護学科 進路データ・国家試験サポート体制

看護学科 進路データ

看護学コース
看護の対象となるあらゆる個人、集団、地域に対して、専門的な知識と技
術や倫理的判断を用いて、看護実践を行う能力を養います。基盤となる看
護理論や看護倫理、看護技術の科目に加えて、急速に変化する社会を見据
えた、国際看護や災害看護を学びます。
先輩 VOICE

患者さんがいるから成長できる

堀田 翔衛 看護学科 4 年 （旧看護師実践力育成コース）
学生生活を通して、患者さんに対して看護している自分も患者さんから温かい目で見

卒業が認定されると、
「看護師国家試験受験資格」
が得られます。
また、所定科目単位の修得により「保健師国家試験受験資格」
、または「養護教諭第一種免許状」の資格を得ることができます。
※保健師国家試験に合格した者は、本人の申請により「第一種衛生管理者免許状」が取得できます。
※保健師国家試験に合格した者で、所定科目単位を修得している場合は、本人の申請により「養護教諭第二種免許状」が取得できます。
※高知大学大学院実践助産学課程に進学・修了すると、
「助産師国家試験受験資格」を得ることができます。

国家試験合格状況（新卒者）

守ってもらっているから看護師として成長ができるということを学びました。患者さん

平成 30 年
保健師

への感謝の気持ちを忘れることのない看護師になりたいと思います。
先生VOICE

様々な看護の場面の体験は、看護の実践力となる

佐藤 美樹 成人看護学 准教授

看護師

平成 31 年
保健師

看護師

令和 2 年
保健師

看護師

2名

令和 3 年3月
卒業者進路状況

令和 3 年
保健師

その他

5名

養護教諭

7名

看護師

受験者

36 名

58 名

39 名

60 名

26 名

61 名

26 名

58 名

合格者

32 名

58 名

38 名

60 名

26 名

59 名

26 名

58 名

合格率

88.9%

100％ 97.4%

100％

100% 96.7％

100%

100％

相手を尊重する人間力を養い、人の成長を支援します。

保健師

看護師

4名

49 名

看護は実践の科学です。学内演習や附属病院をはじめ様々な場所での実習を
通して、多様な年代や療養環境の変化に応じた看護を実践する能力や倫理観、

医療安全論の授業

進学（大学院など）

卒業後の進路先
【看護師】■大学病院（大学名のみ）／高知大学、北海道大学、東京大学、東京医科歯科大学、順天堂大学、金沢大学、
名古屋市立大学、滋賀医科大学、京都府立医科大学、大阪大学、大阪市立大学、関西医科大学、神戸大学、兵庫医科大
学、奈良県立医科大学、鳥取大学、岡山大学、徳島大学、愛媛大学、九州大学、長崎大学
■一般病院／高知赤十字病院、高知医療センター、野市中央病院、埼玉県立病院、行田総合病院、千葉県こども病院、

公衆衛生看護学コース

国立がん研究センター東病院、虎の門病院、名古屋第二赤十字病院、トヨタ記念病院、甲南病院、大阪市立総合医療セン
ター、大阪母子医療センター、神戸市立西神戸医療センター（独立行政法人）
、神戸赤十字病院、兵庫県立こども病院、兵

災害や感染症のまん延のとき、困っている人たちを助ける保健師の活躍が報道

庫県立西宮病院、公立学校共済組合近畿中央病院、北播磨総合医療センター、倉敷中央病院、兵庫県立加古川医療セン
ター、松江市立病院、大田記念病院、山口県済生会下関総合病院、愛媛県県立病院、神代病院

されます。かっこいい！と思いませんか？日々健康で生活できるよう支援すること

【保健師（臨時含む）
】高知県、埼玉県、兵庫県、佐賀県、須崎市、四万十市、香美市、益田市（島根）
、三豊市（香

は、
とてもやりがいのある仕事です。そのほか保健行政に関わって大局的に人々

川）
、玉津あんしんすこやかセンター（兵庫）
、大川村（高知）

を幸せにする事業や法制度の改正をする仕事に就く人もいます。

【養護教諭（非常勤、臨時講師を含む）
】高知県、鳥取県、岡山県、広島県、愛媛県、福岡県、沖縄県

キャリアパスについては
 P.31 をご覧下さい

【大学院等進学先】高知大学大学院（助産）
、岡山大学大学院（助産）
先輩 VOICE

人々の暮らしと人生に寄り添いたい

前田 留那 看護学科 4 年 （旧保健師育成コース）
この４年間で対象者に寄り添う方法を学びました。それは時に問題解決の方法を具体

国家試験のサポート体制

的に示すことだったり、傾聴だったりと対象者によって様々でした。私も住民の生活に
寄り添い、その人生を陰ながら支えられる保健師になりたいと思います。
先生VOICE

毎年 2 月に行われる看護師・保健師国家試験の合格に向け、様々な学習支援を行っています。

“お互いさま”の精神で健康を守る保健師

杉本 加代 地域看護学 准教授

SUPPORT

私は看護師・助産師・保健師を経験した結果、住民に対する縁の下の力持ちのよ
うな存在である保健師業務に最もやりがいを感じています。保健師は、住民とお互

公衆衛生看護実習（3 歳５ヶ月健診の現場で学ぶ）

い様の精神で助け合いながら、予防の視点をもって住民の健康と生活を守ります。

養護教諭１種免許状取得プログラム
養護教諭に必要な専門的知識・技能はもちろん、教員に必要な生命の尊厳に
基づく倫理観や、教育者としての人間性を備えた養護教諭を育成します。
先輩 VOICE

ずっと学び続ける養護教諭に

新原 春香 看護学科 4 年（旧教諭育成コース）
大学生活では医学や教育の知識だけでなく、様々な実践力も身に付けることができました。4 年
間で学んだことを土台に、これからも学び続ける養護教諭になりたいです。
先生VOICE

夢を叶え、学校現場で活躍しよう

齋藤 美和 地域看護学 講師
養護実習
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1

きめ細かい指導で学習を支援

SUPPORT

2

いつでも勉強・質問できる環境

学科内に国家試験対策検討会を設置し、学習内容や学習方法

主体的に勉強を進めていく中でわからないことがあれば、教員が

を学生に指導。習熟度に応じたきめ細やかなフォローを行います。

できる限り疑問や質問に答え、学生のそばで合格を支えます。

進路選択・就職のサポート体制
看護学科では取得を目指す資格によって、履修計画や就職に向けた行動計画が異なります。そこで、個々の将来設計に応
じたキャリア形成支援、就職支援を大学が手厚くサポートしています。
SUPPORT

1

インターンシップや病院訪問を支援

SUPPORT

2

担当教員による個別の進路指導

職業適性や職業生活設計を考える機会を早い段階から持てるよ

学生一人ひとりにつくアドバイザー教員や進路担当教員が、個々

う、インターンシップや病院訪問を大学がサポートしています。

の希望進路に応じて具体的なアドバイスや支援を行います。

SUPPORT

3

就職・進学した先輩からのアドバイス

SUPPORT

4

高知大学医学部附属病院の説明会

看護学の勉強と養護教諭資格取得の両立は簡単なことではありません。でも今、看護師資格

大学院進学者、看護師、保健師、養護教諭、助産師として働くOB・

附属病院の看護師長や看護師から看護の実際や卒後教育の話

を持った養護教諭が求められています。養護教諭になりたいあなたを待っています。

OG から話を聞き、職業理解を深める機会を設けています。

を聞きます。附属病院には、毎年多くの卒業生が就職しています。

Kochi Medical School 2023
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - 看護学科 卒業生からのメッセージ

KOCHI MEDICAL SCHOOL - 看護学科 先輩の 1 日

看護学科 LIFE!

OB & OG Messages
Nursing course

看護学科 卒業生からのメッセージ

Enjoy Kochi medical school

看護学科のとある先輩の 1 日

1 年生2 学期のある1 日

4 年生 2 学期のある1 日

竹原 瞳

佐々木 桃香

看護学科１年

看護学科4年（養護教諭コース）

水泳部マネージャー

サッカー部、管弦楽部、天文部

仲間と出会い、世界を広げよう
子どもと関わる仕事がしたいと考え、私が辿り着いたのが看護師でした。

7:15

起床

8 : 00

起床

入学した当初は看護学科の歴史がまだ浅い時期でしたが、パワフルな先

8 : 00

登校

8 : 50

1 ～ 2 限 教職実践演習（オンライン）

生方や多彩（才）な仲間に出会い、看護はもちろん、自由さの中にも自分

8 : 50

1 限～ 2 限 生活援助技術論Ⅱ

たちで考え開拓していくことや自身で選択・決断していくことを教わりまし
た。看護の学びは決して楽なことではありませんが、一緒に向き合って下

12 : 00

昼食

13 : 30

3 限 教職実践演習（オンライン）

さる先生方や仲間と共に楽しく乗り越えることができました。今でも全国に
繋がっている大切な仲間がいますが、私の支えの一つとなっています。
私は今、小児看護専門看護師となり、日々子ども達のケアを行っています。

看護師

山﨑 麻朱

平成 18 年度卒業

高知大学医学部附属病院 第一病棟２階
副看護師長・小児看護専門看護師

看護師と言っても様々な選択肢や専門性がありますが、その基盤は大学
で築くことができます。ぜひ大学生活で一生の仲間を見つけ、世界を広げ

早い段階で実践的な経験を

ていって下さい。

大学で過ごした日々が今につながる
大学で地域看護や家庭医道場で学んだことは、私にとって一つの大きな
ターニングポイントだったと思います。

友達と協力して英語力アップ！

子どもたちを支えながら、
ともに成長
看護の知識を持った養護教諭を目指して看護学科に入学しました。大学時代
の学びを振り返ると、４年間で学んだ看護の知識が学校現場でも欠かせない

橋村 睦美

平成30 年度卒業

高知県立山田特別支援学校 田野分校

国家試験の勉強

18 : 00

部活動（水泳部マネージャー）or アルバイト（飲食店）

グループで助け合いながら問題
いところを補い合って活動する
ことや外国人の講師の方からネ
イティブな発音を聞くことで英語
力の向上をすることができます。

15 : 10

4 限 スポーツ科学

16 : 50

帰宅

大学でも青春したい !
夏の大きな大会に向けて、週４程度の部活動に参加していま
した。アルバイトとの両立が大変でしたが、マネージャーみん

18 : 00

アルバイト

22 : 30

帰宅

23 : 00

課題

22 : 30

0 : 30

就寝

0 : 30

なで走りながらスイマーのタイムを計測した日々は間違いなく
青春で、とても良い思い出です。

課題・勉強
就寝

ものだと感じています。特に、実習先での患者さんとの関わりや４年生での養

お休みの日は ?

お休みの日は ?

護実習から、その人を取り巻く環境も視野に入れた個別性に応じた柔軟な支

きれいな自然を見に友達とドライブ！

高知の魅力をたくさん発見！

援の重要性を学ぶことができ、それが今の自分につながっていることに気づきま

高知県は海も川などの自然がとてもきれいで

高知県は東西に広く、
太平洋に面しており、

す！少し距離がありますが、ついた先は絶景

自然いっぱいで魅力的な場所が多くあり

した。子どもたちの抱える課題が困難な時も多いですが、
健康を傍で支えたい、

で感動するので、いろいろなところに行って

ます。コロナ禍でもドライブで高知を堪能

そして一緒に成長していきたいと強く感じる場面が多くあります。

みてほしいです。

したり、ソーシャルディスタンスで自然に
触れたりしています。

養護教諭として働いていく中でも大学での学びや出会いに支えられています。子

養護教諭

15 : 30

を解き、発表をします。わからな

大学時代の学びや出会いに、社会人となった今でもたくさん支えられてい
員として、健康や暮らしを守っていきたいです。

勉強になります。

3 限 大学英語入門

りしてきて、ちょっと主体的な行動へと変わり始めるきっかけとなりました。
ます。しかし、まだまだ修行中です。これからも、住民とともに地域の一

の春ごろに教育実習を行います。大学で得た知識や技

13 : 30

経験が得られたと思います。少しずつ自分のしたいこと、目指す姿がはっき

平成 21年度卒業

どをするため、
実践経験を早い段階で積むことができます。

昼食

そして熱い仲間や先生方との出会いがあったからこそ、こういった濃密な

馬路村役場 健康福祉課

や演習を通して教育や保健の知識を身に付け、4 年生

12 : 00

たいか、
どう生きていきたいのか」
。悩み、
考え、
話しあってきました。素敵で、

大田 未耶美

養護教諭の資格を取る場合は、１～３年生の間に座学

本物の物品や人体模型を使用し、バイタル測定や注射な

能が、現場に出向くことで生きた学びに変わり、とても

実際に地域のなかに飛びこんで学び、
「では自分は看護を活かして何をし

保健師

実習は学びの宝

生活援助技術論では、ベッドに 3 人グループで実践的
な演習をします。事前学習をもとに意見交換をしながら、

どもたちが元気に登校して元気に下校できる当たり前の毎日が続くように、
また、安
心して学校生活を送ることができるようにこれからも学び続けていきたいと思います。

「看護学科生の
一日の平均勉強時間」
（2021 年度調査）

※本記事は 2019年度以前に寄稿いただきました。所属は取材時のものです。
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - 中特集 地域と医療を考える

土佐の山間から、医療を考える

家 庭 医道場

家 庭 医 道場インタビュー

2 日間の道場を終えた参加者に、決意表明と感想をお聞きしました。

大きな病院での救急処置や手術ばかりが医療ではありません。住民の生活に近い場所で

馬路村での 2 日間はたくさんの気づきや感動があり、人のつながりや絆

はプライマリ・ケアが重要です。その貴重な学びの場が「家庭医道場」です。

の温かさを感じました。医師は医療者である前に“人”であり、患者さんも

実行委員！

患者である前に“人”です。私も将来医師になった時、患者さんと人と人
としての関わり方ができるよう、まずは地域の一員になることが大切だと
気づくことができました。目指す医師像に近づけるよう、努力していきます。

井上 愛美 医学科 2 年
馬路村のみなさんは、初めて来た私たちにも気さくに接してくださり、まずそ

初参加！

れがすごく素敵で村が大好きになりました。また、道場に来るまでは「地域
医療とはこれだ」という決まった学問があるのかなと思っていたけれど、そう
ではなく地域医療はその土地の暮らしや特色、患者さんの生活スタイルに根
ざして考え、提供していかなければならないと学び、視野が広がりました。

「 家 庭 医 道場 」とは
高知の中山間地に 1泊 2 日で訪れ、地域の人々とも交流しながら地域の医療につ

家庭医道場への参加は７回目。初参加の時、コンビニすらないのか！と地域

7 回目！

いて考える課外授業です。春には安芸郡馬路村、
冬には高岡郡梼原町で開催され、

大西 ひなた 看護学科 1 年

の様子に衝撃を受けたのを覚えています。学年が上がり、大学では臨床実習
で手術室に入ったりするようになる一方で、なりたい医師像に向け患者さんと

毎回、30 ～40 名の医学科、看護学科の学生が参加しています。

の関わり方を考えるようになりました。道場では診療所の先生からたくさんア
ドバイスをいただき、
僕も
“人を治せる医師”になりたいと、
思いを強くしました。

山本 雅貴 医学科 5 年

道場で、医療の本質に触れる

将来の日本の医療を支える

プライマリ
・ケアとは、
住民のいちばん身近にあって何でも相談にのっ

団塊の世代が後期高齢者となり、医療費の急増や介護の人手不足

てくれる総合的な医療、包括的な保健・福祉サービスのこと。それ

が懸念されている 2025年問題。その時に予想されている日本の高

を担うのは医師（プライマリ・ケア医 / 家庭医）のみならず、看護師、

齢化率は 30.3%ですが、高知県は現時点で 32.8%（2015年）
と、

保健師、薬剤師、理学療法士、ケアマネジャー、消防、行政など

すでにそれを上回っています。家庭医道場で訪れる中山間地はさら

地域の中にいるさまざまな職種です。

にその先を行っています（2015 年梼原町 42.3%）
。つまり、全国的

とくに人的資源、医療資源の限られている中山間地では、その多職

な共通課題に全国に先んじて対峙しているのです。

種の結びつきが強く、住民の意識もとても高い傾向にあります。地

高齢化が進むと、単なる「病気を治す医療」ではなく
「生活を支え

域住民の暮らしを守るために多くの人が協力し合っているのです。こ

る医療」が重要になってきます。障がいや、治らない病気とうまく付

うした「患者中心の医療」は、家庭医療だけでなく医療そのものの

き合いながら住み慣れた地域で暮らすためには、医療、介護、
予防・

家庭家庭医道場 2018 in 馬路村 概要

本質に通じるものです。家庭医道場は、単に高知のへき地医療の

生活支援といったサービスが連携して支える地域包括ケアシステム

１日目

確保のためではなく、いい医療者を育てるという大きな意義を持って

が必要になるのです。これは、中山間地だけでなくこれから高齢者

いるのです。

が急増する都市部でこそ重要になります。高知で最先端の地域包
括ケアシステムを勉強すると、これからの医療が見えてくるはずです。

午前／フィールドワーク、
オープニングレクチャー
午後／村人インタビュー、講演（馬路村長）
報告会、意見交換会

2 日目

（馬路診療所所長）
、
午前／グループワーク、講演

これから医療人を目指すみなさんへ

馬路村の医療者への質問コーナー、

あなたは、
どんな将来を描いていますか？

決意表明（発表）
、総括
午後／診療所見学、自由行動（村探索）

我々医療者は、
「Life」に関わる仕事に携わっています。
「Life」とは、
日本語にすると
「生命」
「生
、
活」
、
そして「人生」です。みなさんには、
この 3 つの「Life」をぜひ意識してほしいと思います。
生命にかかわる病気を治療することはもちろん、地域コミュニティの中で人々とともに暮らし、
ともに考え、ともに歳をとっていくのも医療です。大学病院、かかりつけ医、診療所、
それぞれ
役割は違いますが、いずれにしても地域の中で連携し、人々の「Life」を守っています。
そこに共通するのは、
「人々の幸せを支える」という使命。自分
のためではなく、誰かのためだからこそ我々医療者はがんばるこ
とができます。
――あなたは、どんな医療者になりたいですか？
道場主
阿波谷 敏英 教授 （家庭医療学講座）

※本記事は 2018 年8 月に取材しました。掲載学年は取材時のものです。
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - 学びの質保証 医学教育 IR 室の取り組み

KOCHI MEDICAL SCHOOL - 卒業後のキャリアパス

教育プログラムの質保証

大学卒業後の進路

I Rで学びの質を向上

医療人のキャリアパス

医学部医学科では、世界医学教育連盟のグローバルスタンダードに基づく医学教育分野別評価に対応したカリキュラム改革が進

国家試験に合格し大学を卒業した後、皆さんの医療人としての実質的なキャリアが始まりますが、その道筋は一つではなく各々が

んでいます。その鍵となるのが、IR です。収集・分析したデータをエビデンスとして、教育の質の担保と向上を目指しています。

抱く志や目指す将来像によって様々な選択肢があります。先を見据え、自分自身のキャリアパスを発展させていってください。

3〜5年目

臨床医

1〜2年目

教育に関係するあらゆるデータを集積・分析し、主に教育カリキュラム（何年生の時にどんな科目を学ぶかなど）の
改善の指針となる情報を大学・学部に提供しています。
データの中でも定期的に行われる各種アンケートは、学生の立場から見た大学・学部の特長、あるいは改善点を把
習を受けてアンケートに答えることは、言わば“後輩への愛”
。皆さんが高知大学医学部のことを知っていく中で、こ
れはいいなと思う授業や学びの環境を見つけたなら、それは 卒業生や先輩から皆さんへの愛 だと言えるでしょう。

認定
試験

志望する専門分野（診療科）を
決め、専攻医として専門医のもと
で指導を受けます。義務ではない
（3年以上） ものの目指すキャリアに向けて多
くの医師が受けています。

研修医

専門研修

医師臨床研修

●病院勤務医
●開業医 ●指導医
卒後10年目くらいまでは、医師
としての成長期。知識や技術を
貪欲に吸収しながら専門医や
学位などを取得していきます。

（2年以上）

医師免許取得

研修医として指導医のもと
診療にあたりながら、基 本
的な診察能力を身につけま
す。法律で定められた義務
であり、医師としてのキャリ
アの土台となります。

病院以外

卒 業

握するために特に重要なもので、その結果は次年度以降のカリキュラム改善などに反映されます。つまり、授業や実

大学病院・市中病院など

会社の業績やコストのデータを分析して経営方針に反映させています。この大学版が「教学 IR」です。教学 IR は

専攻医

高知大学が
丁寧に
マッチング支援！

医 療 人 として 生 涯 学 び 続 け ︑
さ ら な る 発 展・成 熟 を 目 指 す

卒後
年数

専門医資格取得

I R は、Institutional Research の略で、直訳すると企業研究や組織研究です。多くの企業は IR 部門を持ち、

医学科卒業後

▶︎

みんなに届け

“ 愛ある あいあ〜る （IR）
”

センパイの愛！

高知大学 医学教育 IR 室のキャッチフレーズ

6年目〜

●研究者
●産業医

臨床医以外の道

大学院

●教育者
●医系技官 etc

研修医や専攻医として働きながら、また臨床医として一定の経験
を積んだ後、大学院で学び博士号を取得できます。

具体的なキャリア形成については、
「YMDP高知」のウェブサイトをご覧ください。
http://cmsc-kochi.jp/ymdp/

看護学科卒業後

▶︎

その結果を、よりよいカリキュラムを

の改善などに活かされ、学生のコンピテンシー※獲得を支援しています。
※卒業時に修得しておくべき臨床能力
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養護教諭

大学院

認定
審査※

認定看護師

認定
審査※

専門看護師

保健師や養護教諭に
なった後、看護師として
働くことも可能です

助産師
免許取得

カリキュラムに特化したデータの集積・分析を行い、教育効果の検証やカリキュラム

養護教諭一種免許状取得

IR 部門としての役割を担っています。また医学科では「医学教育 IR 室」が医学教育

看護師
保健師

看護師免許取得

高知大学には全学の組織として「IR・評価機構」や「大学教育創造センター」があり、

この冊子の中には、様々な学びに
関するIR データが挿入してあります。
ぜひ探してみて下さい。

保健師免許取得

I R が 皆さんを支援！

保健師・養護教諭は選択者

▶︎

卒 業

つくるために提供する。

1〜2年目

6年目〜
医 療 人 として 生 涯 学 び 続 け ︑
さ ら な る 発 展・成 熟 を 目 指 す

卒後
年数

貴重な情報・意見を集約し分析をする。

3〜5年目

助産師
看護教員
大学教員
臨床経験を蓄積

※実務研修５年以上が必要
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - グローバルな学び

海外留学・国際交流
高知大学では、海外の95大学※と交流に関する協定を締結し、教育や研究において活発な交流を行っています。また、医
学部生の海外派遣制度として、医学科学生はハワイ大学へ、看護学科学生は台湾大学へ短期留学できる制度があります。
※平成 31 年 1月 29 日現在のデータ。学部間交流 33 校を含む。

ハワイ

台湾

医学科の取り組み

看護学科の取り組み

ハワイ大学での医学部臨床実習

主なスケジュール（令和元年度の場合）

ハワイ大学や Kuakini Medical Center（クアキニ病院：ハワイ大学の臨床実習病院）で
4 週間の臨床実習を経験します。現地医師の指導のもと、はじめに米国式身体診察の研修
を受け、その後、17 日間の内科病棟実習、次に 8 日間の家庭医療実習プログラムに参加し
ます。病棟実習では、数多くの症例を経験するとともに、日常的に組み込まれている教育講
義を通じて学びます。家庭医療実習では外来診療に加え往診にも同行するなど、異文化が
混在するハワイで、医療チームの一員として実践的教育を受けることができる充実したプロ

台湾大学との相互交流
本学科では、国立台湾大学看護学科において、1 週間の海外短期留学を実施しています。

① 約 1 週間
Dr. Jinichi Tokeshi（渡慶次仁一先生）の
Family Clinic での実習
② 約 3 週間

留学期間中は、現地の学生とともに講義や実習に参加し、施設見学や学生間交流を持つこ

Kuakini Medica Center 内科病棟実習（研修
医のチーム診療の班の一つに配属）
※ 毎週木曜日の夕方は、医学英語の個人指導に参加

ハワイ大学は、1907年に創立されたハワイ州を支え
る高等教育複合キャンパス・システムです。88の領
域におよぶ学部課程、87の修士課程、53の博士
課程および法学・薬学の専門博士課程を持ち、多く
の卒業生を輩出しています。医学部はオアフ島にキャ
ンパスがあり、John A.Burns School of Medicine
（JABSOM）と呼ばれ、日本、韓国、中国、タイなどか
ら毎年、医学生と医師の研修を受け入れています。

「国際看護」はそれぞれの文化や考え方、生活習慣の違いを理解することから始まります。

ハワイ医学教育プログラム
（HMEP）
について

台湾大学について

本学医学部では医学教育のグローバル化を促進する

国立台湾大学は、1945年に設立された台湾の最高学

ため、米国医師免許試験（USMLE）に合格する実

府で、1928年日本統治時代に設置された台北帝国大

力をつける教育を目指し、平成 29年度から HMEP

2 日目

・オリエンテーション
・附属病院紹介
・看護実習（基礎看護）
・台大博物館訪問

3 日目

・看護実習（精神看護）
・地域保健看護実習

4 日目

・文化視察（国立故宮博物館）
・台大医学人文博物館訪問
・小児病院紹介

5 日目

・附属病院金山分院訪問

6 日目

・看護実習（外科手術）
・オープンディスカッション
・文化視察（淡水、九份）

7 日目

・帰国

学を前身としています。11の学部と 54の学科を擁し、

をスタートさせました。

学生数は 3万人を越え、全島に分布するキャンパスなど

希望者は HMEP メンバーに登録し、国際標準教育

の敷地は、台湾の総面積の約百分の一に相当します。

の授業を Web 上で受講することができます。5、6

医学部と付属病院は、台北市中心部のキャンパスにあ

年次には、日本で実施している HMEP クリニカル
クラークシップ
（アメリカ式臨床実習）に参加するチャ

ります。台湾大学は世界500以上の大学と学術交流を

ンスもあります（参加者は学内選抜します）
。

行っており、世界中から優秀な学生が集まっています。

ハワイ大学 CancerCenter

・台湾到着
・周辺散策

護職にとって国際的視点は欠かせないものとなりました。
この短期留学での体験は、国際的視点から看護を考える第一歩になるはずです。

ハワイ大学について

1 日目

とを通じて台湾の看護学教育や文化に触れることができます。
看護基礎学教育カリキュラムの中でも「国際看護」がクローズアップされ、これからの看

グラムです。

台湾大学病院

海外の学び体験記

海外の学び体験記

静岡医療センターにて HMEP 実習に参加
■ 内科実習に参加
横井 和子 医学科６年
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主なスケジュール（平成31年 3 月の場合）

■ 救急科実習に参加
入澤 里桜 医学科６年

患者さんを中心とした医療チームの絆に感動
台湾への留学は、１週間と短くも日本との違いにあふれた刺激的なものとなりました。

■ 救急科実習に参加

台湾大学病院では精神科や内科などの病棟に入って、病棟看護師さんと実習中の台湾大学

菅田 夏央 医学科６年

内科では入院（あるいは救急での初診）から退院

救急科では、救急車が到着する前に主訴から鑑別

この実習を通して、
「挑戦」と「異議を唱える」とい

まで常時二人ほどを担当させていただき、H ＆ P

疾患を考え、critical な疾患と common な疾患を想

う 2 つの意味の challenge を学びました。ある先

の大切さを学びました。鑑別を考えながらも丁寧に

起し、問診や身体診察から緊急性の高い疾患を除外

生に「アメリカの学生ならもっと上級医のやり方に

history taking をすること、どの所見を特に取りた

し、検査や治療を考えるというように系統的かつ実

意見を出すし、
自分で治療計画を立てる」
と指摘され、

いかを考えながら physical exam をすることで、か

践的に学ぶことができました。

あらためてカルテを遡り、患者さんの状態、かかり

なり鑑別が絞れることを患者さんから教えていただ

また、大学の実習では各科ごとに診断がついた患者

つけ医で処方されている内服薬、併存している疾患

きました。

さんを受け持つことが多いですが、ここでは患者さん

の治療法など全てに「なぜ？」と問いかけてみると、

HMEP 実習では、ほぼ毎日ある内科カンファと救

が救急車で搬送されてから入院し、診断・治療を考

自然と疾患ガイドラインへと手が伸び、論文を読み

急カンファに加え、高名な先生方のレクチャーや有

えながら退院するまで受け持つことができ、幅広い

漁るようになりました。先生の治療方針に疑問を投

名な外国人講師による international conference

臨床能力を涵養できました。

げかけてみると、一緒に考えてくださり、実際に治

まで学ぶ機会が豊富に用意されており、それも大

指導してくださった先生方は臨床留学という大きな目

療方針を変えることができた時はとても嬉しかった

きな魅力だと思います。

標を持ち、
幅広い知識と情熱を持っていらっしゃる方ば

です。今後もこの二つの challenge 精神を忘れずに

かりで、私自身のモチベーションにもつながっています。

医療に携わっていきたいと思います。

Kochi Medical School 2023

※本記事は 2019 年度のコメントです。掲載学年は取材時のものです。

の看護学生に付いて現場を見せていただきました。最も印象的だったことは院内に病院ボラ
ンティアがいて、医療スタッフと連携して活動していたことです。彼らは、患者さんのベッドサ
イドにお茶を持っていって話をする人、入浴介助をする人など、いくつかのチームに分かれて

堀坂 侑加
看護学科 4 年

活動していました。医療スタッフと患者やその家族、ボランティアの方々など、院内には多くの
人がいて活気があり、とても新鮮に感じられました。
また 5 日目には山や海に囲まれた土地にある金山病院に行き、地域で活躍する訪問看護師さ
んに同行して 2 軒のご自宅に伺うことができました。台湾では病院の車を運転するドライバーも
チームの一員として働いています。伺った先の患者さんやご家族は、訪問看護師やドライバーを
まるで家族のように受け入れている様子で、自宅のソファーで手作りのお菓子を食べて和気あい
あいとお話されているのを見て驚くとともに、患者・家族とスタッフの間に大きな絆を感じました。
短い期間でしたが、日常会話から医療英語まで英語を使うことに慣れている台湾大学の皆さ
んを見て、世界の人とつながるために英語を話せるようになりたいという気持ちが一層強くな
りました。また、国は違うけれども同じ世界の中で自分も何かに挑戦し、成し遂げたいと思う
ようになりました。
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - 学年暦

医学部の 1 年間
医学部では、一年を通じて様々な行事や楽しいイベントが行われています。

4

■

入学式 ■ 新入生・在学生オリエンテーション

■

授業開始 ■ 健康診断

■

新入生歓迎会 ■ 新入生研修

April

■ アドバイザー教員との懇談会

新歓ライブ

体育祭

南風祭

南風祭

注目のイベント
白衣に袖を通し、決意も新たに

5

Spring

医学科白衣授与式

その熱さや一体感は、ヤミツキに？！

Summer

よさこい祭り

May
オープンキャンパス（看護学科）

6

■

入学者選抜要項発表

June

7

■

学士入学試験（1次選抜）
［医］

■ オープンキャンパス

July

10
October

■

創立記念日

■

体育大会 ■ 南風祭（大学祭）

■

合同慰霊祭

11
November

8

12
December

■

西日本医科学生総合体育大会、西日本コメディカル体育大会

■

学士入学試験（2次選抜）
［医］

9

学校推薦型選抜Ⅰ
［看］

■ リーダーシップセミナー

夏季休業 ■ よさこい祭り

■ 3 年次編入学試験［看］

August

■ 総合型選抜Ⅰ
（2次選抜）
［医］
■

■

に開催され、全国から150 以上ものチームが集まって個性を競い合います。

衣が手渡されます。スチューデントドクターとして医療現場へ踏み出す覚悟と

医学部の学生を中心としたチーム「醫 – KUSUSHI –」では、毎年、衣装や地

使命感を心に刻む場となっています。

方車のデザイン、振り付け、作詞作曲まで自分たちでプロデュース。必見です！

医学部の大学祭は、イベント目白押し

Autumn

南風祭（みなかぜさい）

学年の名誉を賭けて競い合う

Autumn

体育祭

September

体育祭

■

学校推薦型選抜Ⅱ
（地域枠）
［医］

■

冬季休業

■

冬季休業

南風祭は、学生だけでなく地域の人や附属病院の患者さんも来てくれる一大

体育祭は、スポーツを通じて親睦を深めることを目的に平成 17 年度から毎年

■

大学入学共通テスト

イベント。キャンパスのシンボル・図書館前広場を中心に、お笑いライブや

12 月に実施されています。これは、開学当時（昭和 53 年度）運動会として実

January

フレンドリーコンサート（附属病院）

高知が発祥のよさこい祭りは、南国土佐の夏の風物詩。毎年 8 月 9 ～ 12 日

新１年生と保護者が見守るなか、一人ひとり名前が呼ばれ、医学部長から白

■ 総合型選抜Ⅰ
（1次選抜）
［医］

■

1

臨床実習を前にした 5 年生に、
同窓会組織から白衣が贈られる白衣授与式。

2

■

医師国家試験

■

看護師国家試験

■

保健師国家試験

February

■

一般選抜（前期日程）
［医・看］

3

■

授業終了

■

学年末休業

■

一般選抜（後期日程）
［看］

March

■

卒業式、学位記授与式

ダンスなどのステージイベントのほか、学生による模擬店や県内名店の出張

施されていたものが 20年ほど中断後、学生の強い希望を受けて復活したもの。

店舗が楽しめます。献血や健康チェックがあるのも医学部ならではです。

運営は体育会と自治会が行い、学年ごとのチームで順位をつけます。

医師国家試験に向かう 6 年生の見送り

学位記授与式（卒業式）

学位記授与式（卒業式）
※写真は、2019 年度以前に撮影したものです。
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - サークル活動

実はけっこうスゴい！

サークル加入率

医学部だって、勉強だけじゃない！部活と勉強を両立

サークル・課外活動

▶▶︎▶

「クラブ・サークル活動の満足度」

135％

（2021年度調査）

医学部のある岡豊
キャンパスには 22 の
体育会系サークルと
20 の文化系サーク
ルがあり、86％の学
生がその活動に満足
しています！

（2021年度データ）

心身の健康や成長を促し、情操を豊かにしてくれる課外活動。

高知大学医学部では、ほぼすべての学生が部活やサークルに所属して

本学部では、
学生の部活動・サークル活動を推奨し、勉強との両立を支援しています。

おり、２つ以上の団体に加入している学生も多くいます。みなさんも入学
が決まったら、ぜひ興味のある活動を見つけてください。

全く満足していない

大変満足
している

3%
11%

あまり満足
していない

31%

まあまあ
満足している

55%

注目のサークル紹介

初心者も活躍！
「医科学生総合体育大会」で好成績

医学部硬式庭球部
テニス部は現在 41名の部員が在籍しています。練習は週に 3 回で、月曜日
と水曜日に 2 時間、土曜日に 3 時間行っています。テニス初心者の人も多く、
部員全員で楽しく部活をしています。昨年の「平成 30 年度中国四国医科学

全力で楽しむ「全員ソフト」

生総合体育大会」では女子部優勝、
「平成 30 年度西日本医科学生総合体
育大会」では男子部ベスト 8、女子部優勝という素晴らしい結果を残すこと
が出来ました。これからも今まで以上の成績が取れるように、キャプテンを中

太平洋を眺めながら練習！

" 剣脈 " を広げる

医学部ソフトボール部

医学部ゴルフ部

医学部剣道部

ソフトボール部は年 2 回、春と夏にある大会やその他リーグ戦で

ゴルフ部は現在 34 名が所属している部活で、週 3 回練習を行っ

剣道部は現在 22 名が在籍しており、週 3 日練習をしています。
活動を通じて中四国、関西の大学と交流できることはもちろん、

の好成績を目指して日々練習しています。練習は週 3 回でみんな

ています。平日は学校に併設している練習場で打ちっ放しの練

で話し合いながらメニューを決め、和気あいあいと活動しています。

習を行い、土曜日には黒潮カントリーゴルフクラブでラウンド

地域の方や現役医師と剣を交えることもでき、大学の枠を超え

ソフトボール経験者、野球経験者はもちろんのこと、初心者でも

をさせていただいており、とても良い練習環境が整っています。

た学びを深めることができます。また、年に 3 回の大会に加え、

医学部は、オムニコート 5 面とナイター設備、壁打ちコートが備わった抜群の環境。

レギュラーとして活躍しています。創部 3 年目ながら、5 大会連続

ゴルフ部ではスポーツをして体を動かすことはもちろん、プレー

参加自由の遠征や自主練習などがあり、自分のペースで上達でき

日々の練習や遠征・大会のほか、楽しいイベントも盛りだくさんです！

で上位トーナメント出場、H29 年の春の大会では念願の初優勝

を通じて社会に出る上でのマナーなども学ぶことができます。

る環境です。道具の貸し出しがあり、大学から始めた先輩もいま

心に一致団結して日々の練習に励んでいこうと思います。

を飾りました。新入生歓迎 BBQ や部員旅行、ミニ花火大会など

附属病院や音楽ホールでコンサート

すので、初心者でも大丈夫。今まで剣道をしてきた人も、大学入

楽しいイベントもあり、アットホームな雰囲気の部活です。
「全員ソ

学を機に始めたいと思う人も、私たちと一緒に竹刀を振ってみま

フト」をモットーに練習も試合も遊びも全力で楽しんでいます！

せんか？修志館でお待ちしています！

医学部管弦楽団
医学部管弦楽団では、年に一度の定期演奏会を中心に、病院でのボ
ランティア演奏なども行なっています。定期演奏会では、プロの指揮
者を先生に招いて、大きいホールで演奏をします。また毎年病院で行
うクリスマス・コンサートは、患者様にも好評です。演奏する曲は、定
番クラシックからヒット曲のオーケストラアレンジまで、様々。楽器経験

最高のジャンプシュートを！

者も初心者も関係なく、部員同士で助け合いながらよい演奏を目指し

毎年 6 月の定期演奏会が、最大の晴れ舞台。

医学部ハンドボール部

医学部軽音楽部

医学部ダイビング部

医学部軽音楽部は部員数 66 人の医大屈指の大所帯な部活です。

高知へようこそ！高知の海は、沖縄に匹敵する程キレイでダイバーのあ

活で、現在部員は 18 人と少ないです。しかし、昨年の西医体（西

活動としては、年に 7 回ほどライブを行なっています。各々自分が好

こがれの海です。せっかく高知に来たのに、そんなキレイな海で遊ばな

日本医科学生総合体育大会）は初出場ながら決勝トーナメントま

きな曲を仲間たちと自由に演奏し、音楽を部員みんなが楽しんでい

いなんて勿体ない！
！海の中には、今まで皆さんがきっと知らなかった素

で進出することができました。
大学から始めた初心者が多いですが、

ます。

敵な世界が待っていますよ。綺麗な水の中で感じる360度の絶景を、

指導者にも恵まれ、みんなで楽しくハンドボールをしています。

初心者で入部した人も多く、それぞれ先輩や経験者の友達に教えて

是非みなさんにも体感してみてほしいです。ダイビング部では、部員向

表現することの楽しさや、仲間との一体感が魅力

ハンドボールの醍醐味と言えば、やはりジャンプシュート！高い位

もらいながら練習し、卒業するまでにはみんな立派に演奏できるよう

けライセンス講習会、マリンレジャーの他、潜水士免許取得、海底清

置から豪速球を放つ姿は必見です！
！少しでも興味のある方、ハン

になります。

掃ボランティア、なんて珍しいこともしちゃってます！45 名いる部員のほ

医学部ダンス部

ドボールをやっていたという方、ぜひ一緒にハンドボールをやりま

自分のスタイルで音楽を楽しめる部活で、大学で楽器を始めてみた

とんどが他の部活と兼部をしている関係で自由度も高く、好きな人が、

しょう。

い人にもおすすめです。

新入生が入って来る 4 月には、食堂前でゲリラライブも行っています。

ダンス部は現在 76 名の部員が在籍しています。部員のほとんどが大学から
にダンスを始めた初心者で、Hiphop、Lock、Waack、Pop、Jazz、House、

金曜 Girl's-hiphop、Break。ぜひ一度見に来てください！

サークル一覧

■ 体育系サークル

■ 文化系サークル

▪ 文化系サークル（医療系）

■ 合氣道部

■ 準硬式野球部

■ ラグビー部

■ 小原流華道部

▪ Peer 部

主な活動として、年に数回行われる学内のイベントの開催で、それに向けて

■ 空手道部

■ ソフトボール部

■ ワンダーフォーゲル部

■ 管弦楽団

■ 美術部

部員はショーケース作り、練習をしています。イベントには学内の学生だけで

■ 弓道部

■ ダイビング部

■ 水泳部

▪ 漢方研究会

▪ フィールド医学研究会

■ 剣道部

■ 卓球部

■ 陸上競技部

■ 軽音楽部

▪ MHCC 部

■ 硬式庭球部

■ バスケットボール部

■ アウトドア・HAM サークル

■ ジャズ研究会

▪ 地域医療研究会 ARMS

■ ゴルフ部

■ バドミントン部

■ 囲碁・将棋部

■ 裏千家茶道部

■ まんが研究部

■ サッカー部

■ バレーボール部

▪ ACLS 南国

■ 写真部

■ 蹴球会

■ ハンドボール部

▪ ACT-K

■ ダンス部

■ 柔道部

■ ヨット部

■ 合唱団

■ 天文部

知大学朝倉キャンパスのダンスサークルとも交流が盛んで、合同合宿を行っ
スケジュールは月曜 Hiphop、
火曜 Lock、Waack、水曜 Poppin、Jazz、木曜 House、Soul、

好きな時に、海に潜りに行っています。
もちろん、
ほぼ全員が大学始めな
ので気軽に始められます。好きな時に好きに自由な海を楽しみましょう♪

Soul、Girl's-hiphop、Break の 9 つのジャンルに別れて練習を行っています。

なく、OB・OG の先輩方、地域の方なども来ていただいています。また、高
みんなで夕ご飯を食べた後、21 時より修志館にて練習しています。

高知の海はエメラルドぜよ！

ハンドボール部は、2018 年 6 月に創部されたばかりの新しい部

ています。みんなで一体となってよい演奏ができた時にいただく拍手は、
何物にも代え難い喜びがあります！

学内外でライブ活動

たり、各々のイベントに出演をし合ったりしています。

※写真は、2019 年度以前に撮影したものです。
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - キャンパスマップ

CAMPUS MAP
高知大学医学部は敷地内に附属病院や各研究施設、看護宿舎など多くの棟で構成さ
れています。南国の日射しが明るく降りそそぐなか、学生たちはこのキャンパスで勉強に
サークル活動にと充実したキャンパスライフを過ごしています。
附属病院 正面玄関

実習棟

附属病院 第二病棟

解剖実習や、顕微鏡を使った実習などをはじめとする

平成27年 4月から稼働している第二病棟は、免震構

レジデントハウス「南風」
鉄筋コンクリート 5 階建てで、1階教育研究施設には

基礎医学の様々な実習が最新の設備を使って行われ

造となっており、また、ヘリポート、避難スロープを設

スキルスラボおよび低侵襲手術教育・トレーニングセン

ます。

置しており、安心して療養・治療を受けられます。

ターがあります。2 階以上は研修医などの居室となって
おり1室 25㎡と快適な居住環境が整備されています。

キャンパス近くにある岡豊山の桜

至 高知市内
非常勤講師
宿泊施設

至 高知市内

西門

総合研究棟Ⅲ
実習棟
慰霊碑

排水処理施設

弓道場

プール

体育館

駐車場

指定駐車場

西門北駐車場

アメニティ施設

総合研究棟Ⅱ

看護学科棟

テニスコート

陸上競技場

RI・動物実験施設

総合研究棟Ⅰ

1階にはコンビニや薬局、図書室が、2 階
には研修などに利用できるマルチスペース

発電機棟

講義棟

附属病院内保育所
「こはすキッズ」

車庫

課外活動施設
修志館
（武道館）

医学情報センター

学生食堂
駐車場
ゲート

医学部会館
（大学会館）

歩行者専用
出入口

中央機械室

臨床講義棟

附属図書館

高知大学医学部附属病院
第一病棟

管理棟

があります。

レジデントハウス
「南風」
駐車場

駐車場
外来診療棟

看護宿舎

ゲート

外来駐車場

中央診療棟

アメニティ施設
（コンビニなど）

至 南国 IC
PETセンター

薬局
ゲート

国際交流会館

第二病棟

病院食堂

発熱外来

東門

バス停

附属図書館

ゴルフ練習場

医学部図書館は、自然科学系統の中でも主として医学・看護学分野の

東駐車場

正門

資料を収集しており、図書約13万冊、雑誌 3千誌を所蔵し、教育・研究・
診療活動を支援しています。学生のみなさんは、授業・実習で学ぶ以外
に、
予習・復習やレポート作成など様々な用途で図書館を利用しています。
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主に医学科の 1年生から 3 年生までの講義がここで

建物は 2 階建てで、臨床系講義に使用します。2 階

好みのメニューを選べるカフェテリア方式で、授業など

談話室、
研修室、
和室があり、
学習・サークル活動などに利用できます。医学・看護学の専門書、
雑誌、

いつでも技術練習ができます。また、気軽に教員の研

行われます。建物は 2 階建てで、教養科目や基礎医

に 264 席を有する大講義室があり、学生の授業のほ

で忙しい学生たちの食生活を支えています。メニューも

小説、文房具、解剖器具なども販売している書店を併設しています。

究室を訪れることができ、看護学科棟はいつもオープ

学の講義が行われています。1階には英語の講義で使

か、学術講演会や各種研修などにも利用されています。

豊富で、栄養バランス、味、価格も満足できるはずです。

ンでにぎやかな雰囲気に包まれています。

う LL 教室などもあります。
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KOCHI MEDICAL SCHOOL - キャンパスマップ
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ACCESS

高松市

徳島市
松山市

高知市

高知大学 医学部
南国市岡豊町小蓮

高知大学 医学部
川

県庁

朝倉駅

大学前電停

鏡川
上町
二丁目電停

後免町駅

路面電車

はりまや橋
電停

R32

後免町電停

室戸市

物部キャンパス
農林海洋科学部

土佐道路

高知龍馬空港

朝倉キャンパス

高知東部自動車道

人文社会科学部、教育学部
理工学部、地域協働学部

所要時間の目安

讃

後免駅
大津バイパス

R33

線

分
JR

高知バイパス

高知駅

伊野 IC

四万十市

高
知
東
道
路

土

状線

北環

高知

南国 IC

高知 IC

高知自動車道

国

岡豊キャンパス

●高知龍馬空港から ……車で約30分
●高知駅から ……………車で約20分
バスで約30分
JR土讃線約20分「
、後免駅」
下車、
車で約15分
●南国ICから ……………車で約10分
●高知ICから ……………車で約1５分

高知大学 医学部
なんこくし

医学科／看護学科

おこうちょう こはす

〒783-8505 高知県南国市岡豊町小蓮
Tel 088-866-5811（代表）／入試お問い合わせ Tel 088-880-2295
高知大学受験生サイト

▶

h t t p s : / / n y u s i. k o c h i-u.j p/

発行 医学部・病院事務部 学生課 入試室

