
看護科・看護専攻科

TIME TABLE

本校の看護科はさぬき・東かがわエリア唯一の看護科で、これから必要とされる看護師の知識や技術を身につけて、高
齢化社会に対応できる有能な看護師を育成しています。

看護科では入学から５年間の一貫教育が
特徴で、最短期間で看護師資格を取得す
ることができます。
具体的には看護専攻科の入学試験が無く
なり、「看護師」になるための学習に重点
を置いています。これにより５年間、余
裕を持って高等学校の一般学習、看護教
育のカリキュラムを組むことができるよ
うになりました。

現在、看護師が必要とされている場面は
多方面にわたります。需要は平成 27 年
には約 150 万１千人に増加するとの見込
みですが、将来的にも供給がまだまだ不
足するとの報告があります。また、病院
での診療報酬制度の改革も相まって、看
護師の求人は非常に多くなっています。
本校でも平成 26 年度中の求人病院数は
200 余件と、高い求人倍率となっていま
す。活躍している就職先は、国公立病院・
大学病院・老健施設等多岐にわたります。

５年先の看護師国家試験
合格に向けて

看護の知識・技術・精神を
身につける

　 月 火 水 木 金

１ コミⅠ 体育 現代社会 校内実習 数学Ⅰ

2 国語総合 基礎医学
（解剖 A） 音楽 校内実習 生物基礎

3 基礎医学
（解剖 B） 家庭基礎 体育 国語総合 国語総合

4 基礎看護 基礎医学
（解剖 A） 生物基礎 コミⅠ 基礎医学

（栄養）

5 現代社会 基礎看護 LHR 現代社会 基礎医学
（解剖 B）

6 音楽 国語総合 コミⅠ 数学Ⅰ 家庭基礎

7 基礎医学
（微生物）

５年後 私は

　看護師になる。

COURSE

※看護科には７時間授業が有ります。

（１年生）
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看護師国家試験受験資格

看護科５年（本校） 看護師
2009年度より

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

看護科 2学年
17

看護科 3学年
18

専攻科１学年
19

専攻科２学年
20

看護師１年目
21

看護師 2年目
22

試験
なし

普通科（他校）
看護短期大学・専門学校３年 看護師
看護大学４年

16
看護科１学年

（
年
齢
）

５年一貫教育で最短期間で看護師へ
看護のこころを養い育てる専門的な 

入学３年後に試験なしで看護専攻科に進級し、さらに高度な看護について学びます。

１年 高橋　芽生（太田中学校出身）
今、看護についてたくさん勉強し
ています。初めて習うことばかりな
ので分からなくてくじけそうになる
こともありますが頑張っています。

MESSAGE

５年後 私は

　看護師になる。

看護科では一般教科の授業も
しっかりと行なっています。ま
た、様々な部活動でも活躍して
いる生徒がたくさんいます。

学校内にある実習施設で、まず
看護の基礎を学びます。知識や
技術、看護に対する心構えを養っ
た後、県内の病院や保育所など
で、臨地実習を行います。

一般教科・部活動 校内実習・臨地実習

５年後 私は

　看護師になる。

先輩より
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　講座紹介

校内実習・臨地実習PRACTICAL 
TRAINING
看護科では各学年において、まず校内実習を行い看護のスキルを身につけます。柔軟な発想と心を持ち、感受性豊かな
早い時期から専門教育を受けることで、生命の尊さを肌で感じ取り、大切にしていく看護の心を育んでいきます。

患者さんに安全で安心な良
い療養環境を提供するため
に、ベッドメーキングを学
びます。

３回チェックし、誤薬を防
ぎます。

無菌的にガーゼなどを渡す
練習や、医療器具の取扱い
を慎重に行っています。

ベッドメーキング 薬液の確認の実習 清潔操作の実習

看護教員の指導は、身近なことから専門的
なことまでいろいろです。
校内実習の後、病院等の施設で臨地実習を
します。その目標は「看護に関する各科目
において、習得した知識と技術を臨床の場
で活用し実践する経験を通して、看護観を
育み、問題解決の能力を養うこと。また、
チーム医療に携わる様々な職種の役割及び
保健医療福祉との連携・協働について理解
し、臨床看護を行うために必要な能力と態
度を育てる。」ことです。教師のサポート
の中、生徒は現場で貴重な経験を積むこと
ができます。

看護の基礎知識・技術・
心構えを指導

（観　察）赤ちゃんの目を見つめながら授乳
します。

（沐　浴）しっかりと支えて、やさしく洗い
ます。

（着替え）赤ちゃんの着替えを行います。

小児看護実習（観察・沐浴・着替え）
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 課　程

●５年課程　（看護科３年）（看護専攻科２年）
●定員40 名／男女入学可

 看護科・看護専攻科の学習

●座学による看護知識の修得
●看護実習室・在宅看護実習室で行う看護実習
●外部講師による専門科目授業
●外部で行う臨地実習

正 確 な バ イタル サイン
（体温・脈拍・呼吸・血圧・

意識状態）を把握します。

実際に県内の病院や保育所など
で、実習を行います。患者さん
や園児たちの中で貴重な経験を
積み、現場で「患者さんの気持
ちによりそって」行動すること
を学びます。

車いすの 特 性をよく理 解
し、患者さんの安全な移送
を心がけています。

しっかりとよく見て点滴の速度を適切な早
さになるように管理します。

（保育器）保育器内の赤ちゃんの様子をよ
く観察し、細かなチェックを行います。

バイタルサイン測定 校外で行う臨地実習車いすでの移送の実習 点滴の滴下数調整の実習

小児看護実習（保育器 )

得られる受験資格

 卒業後の進路

年度 県内 県外 短大（保健師）

看　護　専　攻　科
H24 28 7 1

（保健師）

H25 12 5 0
H26 23 8 0

１ 看護師国家試験受験資格
２ 保健師学校受験資格
３ 助産師学校（女子）受験資格
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看護実習設備

専門的な看護の施設と設備で、しっかりと実習をサポート

NURSING FACILITIES

看護科実習室
病室を模した造りになっています。ベッド、保
育器などがあり、それぞれに実習用モデル人形
や新生児人形など本物に近く作られています。

在宅看護実習室
和室や風呂場、トイレなど「普通の家庭の間取り」
と同じように造られています。老年看護や専攻
科での在宅看護論の実習で使用しています。

2 年生になると戴帽式がありま
す。一人ひとりがナースキャップ
を受け、責任の重さを自覚し、こ
こから気持ちを新たにして看護の
道を進みます。

専攻科では医師、薬剤師、臨床心
理士、社会福祉士、臨床検査技師
など、多くの外部講師による授業
を行っています。看護師資格取得
に向け専門的な学習をします。

戴帽式 外部講師による専門科目授業

専攻科での学習
専攻科に進級すると、実習は高等学校の時よりも専門的になります。外部講師による専門科目授業や、高度な実習などがあり
ます。さらに５年次になると最終学年として特に専門性の高い、実践的な実習が行われます。看護師国家試験合格に向けたこ
れらの学習を修めて、いよいよ看護師国家試験受験へとなります。看護師への道を最短距離で進んでください。
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