
日々 を希望へ

　　つなぐ人

世 の 中 が お もい もよらい な いことに 直 面し 、

誰 もが 健 康 や 命 の 尊 さを 感じて い る 。

そん な 時 代 に 、医 療 人を 志 す あ な た は 、

強く 、やさしい 。

あ な た が 夢 を 掴 むそ の日ま で

成 長しつ づ ける 、あ な たとともに 。

※����年�月開設予定（仮称・設置構想中）

看護学部 看護学科

大阪歯科大学

Continue to growContinue to grow



2040年という

「未来」を

考えてみよう。

自分のために、家族や社会のために
人生の最期まで「健康」に生きる

若い世代への負担も増大

����年の未来では「人生���年時代」が現実となっています。男性の�割が

��歳、女性の�割が���歳まで人生をまっとうします。でも、それは平均寿命

のお話。長生きはすばらしいことですが、健康で���年生きられるということ

ではないのです。WHO（世界保健機関）は健康上の問題で日常生活が制限

されることなく生活できる期間として「健康寿命」を提唱しました。この健康

寿命と平均寿命には、男性で�年、女性で��年の差があるといわれていま

す。それだけ医療や介護を必要とする人が増加している未来です。����年

には人口割合が高い団塊ジュニア世代が��歳となり、約�,���万もの人が

高齢者に。十分なケアが受けられない可能性も考えられます。超高齢社会

に対応するには健康寿命と平均寿命の差を縮め、人生の最期まで一人ひと

りが健康で自分らしく生きるための医療とケアが求められています。

����年の�億�,���万人をピークに日本の人口は減少。一方で、高齢化が進み、����年には
人口は�億�,���万人に減少しているにも関わらず、団塊ジュニアが��歳を迎えることで高
齢化率は��％に。��歳から��歳のわずか�.�人で�人の高齢者を支えることになります。

��歳未満

��%��歳以上

��%

��～��歳以上

��%

団塊ジュニア世代が
��歳以上になることで 高齢化率は に��%

高齢者の
�人に�人が
要介護者に

����年問題
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自分や身近な人の

「健康」から

考えてみよう。

あなたとあなたの大切な人の
あたりまえの暮らしに必要なこと
毎日ごはんを食べる。家族や友人と話し、楽しく笑う。そんなあたりまえの

日々は「健康」だからこそ続けることができます。コロナ禍で一変したわた

したちの暮らし。「あたりまえの日常」のありがたさを痛感した人も多いの

ではないでしょうか。例えばコロナ禍で外出ができなかったり、黙食せざ

るをえなかったり。何気ない日々の「息抜き」ができなくなって、ストレスか

ら体調を崩す人も少なくありませんでした。健康に影響を及ぼしたり、痛み

や苦しみを与えたりするものは病気やケガだけではありません。自分や自

分のまわりの人の心と体の状態や、とりまく環境など自分らしさ、その人ら

しさの回復や尊重を支える「トータルケア（全人的ケア）」が重要です。そ

れがあたりまえの日々を続けるための「健康」につながっていきます。

苦痛はひとつではない！
健 康を害す苦痛は複合 的かつ複 雑な要因が
影響しています。それらの要因を多方面から捉
える概念を「トータルペイン（全人的苦痛）」と
いい、医療従事者をはじめ関わる人びとによる

「トータルケア（全人的ケア）」が不可欠です。

トータルペイン
（全人的苦痛）

痛み
他の身体症状

日常生活動作の
支障

身体的苦痛

経済的な問題
仕事上の問題
家庭内の問題

社会的苦痛

不安
いらだち
うつ状態

精神的苦痛

生きる意味への問い
死への恐怖

自責の念

スピリチュアルな苦痛

身体的ケア

スピリチュアルケア
自分への無価値観や
死への恐怖への傾聴、
その人の存在を支持し
寄り添うなど

社会的ケア
経済的問題を解決す
るための調整や専門
職の紹介、家庭内の問
題解決支援など

精神的ケア
不安やイライラの緩和
孤独や悲しみに寄り添う

痛みの緩和や
食欲の改善
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「医療専門職」に

今、求められていることを

考えてみよう。

これからの医療に不可欠な
「チーム医療」とは

誰もが人生の最期まで健康で自分らしく生きるために医療従事者には、患

者とその家族のことを第一に考えて、チームで連携・協働して、より高い

QOLと「その人らしい生活」を実現していくことが求められます。この実現

は個々の力はもちろん、保健・医療・福祉といったさまざまな専門職に就く

人たち、異なる機関・施設が連携しチーム一丸となって総合的かつ包括的

に医療やケアを提供し継続していくことが欠かせません。未来に向けてよ

り高度な専門性を発揮し、「チーム医療・多職種連携」の強化が求められて

います。あらゆる人たちと協働できる医療専門職の育成・輩出が急がれて

います。

多職種・他機関の連携が必須の
「地域包括ケアシステム」とは

国は、超高齢社会を見据えて、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の

目的のもとで、要介護状態となっても住みなれた地域で自分らしい生活を

最後まで続けることができるように地域内で助け合う「地域包括ケアシス

テム」の構築を進めてきました。

疾病を抱えても、自宅などの住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生

活を続けられるためには、地域における医療やケアにかかわる関係機関

が連携して、様々な医療従事者が「プロフェッショナル」としての専門性を

発揮し、協力することが必要です。

チーム医療 多職種連携

医療に従事する多種多様なメディカ
ルスタッフがチームとして目的と情
報を共有。それぞれの専門性を活か
し、患者のQOLの維持・向上と患者
の意思を尊重した治療・療養生活の
実現をめざします。

異なる背景を持 つ専門 職 が目的や
目標を共有し、共に働きます。領域を
超えた専門職種の連携・協働によっ
て、医療やケアの質の向上、より効率
的なサービスの提供もめざします。
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シミュレーション教育を充実したカリキュラムで
「実践力」を身につけます

保健・医療・福祉の幅広い分野で人々に寄り添い、健康をま

もるために傷病者や妊産婦の療養上の世話をしたり、診療

の補助を行う看護師は、対象となる人を身体や精神、社会、

文化など、いわば日常生活を「全方面」から支えます。

大阪歯科大学看護学部看護学科では、患者さんとその家族

が少しでも安心・安楽・安全に過ごせるように、情報を総合

的にアセスメント（分析・評価）して、必要な看護を的確に判

断する力を身につけるために、シミュレーション教育を充実

したカリキュラムを用意します。

看護学部のための新棟には、病院同等の機器やICTを活用

したシミュレーターなどを整備し、現場さながらの環境で

実践力を高めます。

���� 年�月 看護学部  看護学科開設

����年から����年、日本は世界でも例のない「超高齢社会」に

突入します。一人ひとりが人生の最期まで健康を維持し、その人

らしく生きるために、十分な医療やケア、サービスを提供するこ

と、それらに取り組む多くの人材が求められます。大阪歯科大学

は創設から���年にわたって、生きることの原点である「食べる」

「話す」を支える歯科医療と、医療人の育成を使命としてきまし

た。目前に迫った超高齢社会においても、これまで実践してきた

治療やケア、予防を基軸に、健康寿命の延伸のために果たすべ

き役割は大きいことから、新たに看護職の養成に挑みます。

これからの社会課題の解決へ
看護職養成は大阪歯科大学の使命

学びの特色看護職養成課程設置の趣旨

養成する人材像

将来の活躍の場

「要（かなめ）」だからこそ
多方面で活躍できる
看護師は国家資格の専門職。傷病者や

妊産婦の療養上の世話、治療の補助な

ど、さまざまな仕事を行います。����年

から����年には、医療・福祉の仕事は

今より、もっと、ずっと身近で重要な仕

事、進路となり、�人に�人が医療・福祉

人になることが予測されています。中で

も、看護師は、患者や家族のニーズを重

層 的・複 合 的 に 捉 えること が で き 、

「チーム医療」「多職種連携」に不可欠な

存 在なので、活 躍の場は多方面に広

がっています。

看護師は、患者を中心にその家族、医療チームのメンバーをつないで、より安全で安心な治

療を支援し、よりあたたかなケアを実現する「要（かなめ）」といえる存在です。

看護学部では、ヒューマンケアリングを基盤とし、人々の生命を護りその人らしい生活を支

える確かな看護実践力を備え、医療チームの一員として地域の保健・医療・福祉に貢献で

きる探究心と行動力を身に付けた人材を養成します。

看護学部では次のような資質を備えた人材を育成

�人に�人は
医療・福祉人

※仮称・設置構想中

シミュレーション教育とは

実際の治療や看護、ケアに関する臨床場面などの環境を擬似的に
作り、学習者が実際に経験することを、シミュレーションを通じて
学ぶ教育。できたことは何か、できなかったことは何か、患者にとっ
て最善の実践であったかどうかなどを振り返り、学習者同士が議
論し、学びを深めます。

写真提供  (株)島津理化・(株)京都科学

病院・診療所

入院患者には
��時間交代で看護

訪問看護

家庭を訪問してケアを
提供。多職種・他機関

との連携保健センター
保健所

地域住民を対象に、
予防活動や健康保持・増進

の支援。

企業や
教育機関などの

健康管理室
働くひとや学ぶひとの

健康管理や、心と
身体の保健相談

産科・助産所

妊婦さんの健康管理、
出産の介助、
子育て支援

介護保険施設
社会福祉施設

利用される高齢者の
健康管理やケア

大学院進学
さらなる

専門性の探究
看護の質の向上や

充実のために、
教育・研究を行う

超高齢社会
到来

労働力
不足

医療費・
介護費増大

����年問題

生産年齢人口の減少
雇用喪失・GDP消失

社会保障費全体で
約���兆円も必要

国民の�人に�人が
��歳以上

看護実践力

安全・安心の保証
臨床判断能力

口からの全人的
健康支援

プロフェッショナ
リズム

自己研鑽
誇りと使命感

多職種連携

協働する力
コミュニケーション力

「多職種連携」「チーム医療」で
パートナーとして協働できる人材を育てる

看護師・保健師

目 指 せる 国 家 資 格
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■施設紹介（新棟）

医療系総合大学の顔となる新棟
看護学部のための充実の学習環境
京阪本線・樟葉（くずは）駅から徒歩�分。特急電車も停車し、通学に便利な大阪歯科大学楠葉

キャンパスに、看護学部（仮称）の新しい学舎を建設予定です。実習室やセミナー室、ICUシミュ

レーションルーム、母性･小児看護シミュレーションルームなど、病院さながらの最新設備を完

備。食堂やカフェ、緑豊かなオープンスペースなどキャンパスライフを彩る施設も充実させ、地域

の人びととの交流の中で、看護の実践力を高めることができます。

�F

�F

�F

�F

5F　研究フロア

教育研究室、共同研究室、来賓室

最新の施設設備がそろう
５階建ての新看護学部棟

母性･小児看護学実習室、シミュレーションルーム、
コントロールルーム、デブリーフィングルーム、
国家試験対策自習室

看護実習室、シミュレーションルーム
コントロールルーム、デブリーフィングルーム

（北）　大講義室、中講義室
（南）　PC演習室、図書室

（北）　食堂、カフェ、地域連携･交流サロン、学友会
（南）　地域連携･在宅･精神看護学実習室、
　　　地域連携･実践研究センター、キャリアサポート室

4F　看護実践教育フロア

3F　看護実践教育フロア

2F　Society5.0教育フロア

1F　地域連携・交流フロア

※現在計画中の内容で、写真・イラストはすべてイメージです。

教員研究室
ゼミ演習室が
ずらりと並ぶ

看護の専門図書
が豊富にそろう
図書室

地域・在宅看護学
実習室には和室も。
本物の居宅を再現。

大講義室は
３００名収容

食堂にはカフェや
地域連携・交流
サロンを併設。

   
   

    POINT

1
シミュレーション

教育設備
３階・４階には、病室や居室を再現
したシミュレーションルームとコン
トロールルーム、録画や記録を見な
がら議論するためのデブリーフィン
グルームがあります。高性能シミュ
レータを使って、実践的なトレーニ
ングを積むことができます。

2
繰り返し学習で
実践力を高める

高性能シミュレーター（人形）は乳児、
妊産婦、成人など発達段階に合わせ
て用意。バイタルサインを始め、け
いれんや咳など、さまざまな生体反
応を示すことができます。実際の看
護シーンを再現した状況で繰り返し
学ぶことで実践力を強化します。

4
国家試験対策専用の

自主学習フロアを用意
研究室やゼミ演習室に近い、４階
に国家試験対策専用の自主学習フ
ロアを用意し、疑問点があればす
ぐに解消できる環境を整えます。
研究室横にはラウンジ空間を配置
し、教員と学生の円滑なコミュニ
ケーションをサポートします。

3
再現性の高い実習室

実際に病院で利用されている医療
器具やベッドに加えて、ナースス
テーションを再現したり、病院さ
ながらの充実した設備で、学生一
人ひとりが質の高い技術をみにつ
け、学外の臨地実習にそなえます。

コントロールルームとシミュレーション
ルームを仕切るマジックミラー！
学習者の状況をみながらシミュレーターを
制御。録音した音声や撮影した映像を使っ
て、学習内容を振り返ることができる。

デブリーフィングルームでグループディスカッション
大型モニタや壁面のホワイトボードに各シミュレーションルームの
映像などを選択して投影できます。ICT を活用して学生相互の学習
を深め、課題解決力や主体性を高めます。

テラスに面した開放的な自習室
個人学習や教員とのペア学習など、学
習スタイルに合わせた自習スペースを
用意します。国家試験対策用の教材も
設置します。

   
   

    POINT

   
   

    POINT

   
   

    POINT

３F・４F　シミュレーションルーム・コントロールルーム

ICUや分娩室
など本格的に
再現される

ナース
ステーション

高性能シミュレーター
を活用した学内実習

実際の病室同等
のベッドが並ぶ
看護学実習室

５F　研究室横のラウンジ

３F　看護学実習室

学生と地域住民が交流できる開放的な広場
健康遊具や四季折々に変化のある木々、花々が
心と身体をリラックスさせてくれます。地域住
民との交流、地域連携の機会を大学のなかに用
意します。

地域住民が気軽に健康相談できる
「まちの保健室」を開設

認 知 症 カ フ ェ や 子 ど も の 発 達 相 談 な
ど、地域住民が気軽に立ち寄れるイベ
ントや企画を計画します。

（仮称）
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大阪歯科大学
看護学部(仮称） 開設準備室 室長
 

特任教授雄西 智恵美

目の前の人の
健康と生活に関心を傾け
看護師にコミットできる人と
共に成長を

博士（医学）。専門分野は、がん看護学。東海大学健康科学部

教授、徳島大学医学部教授、����年甲南女子大学看護リハビ

リテーション学部特任教授などを経て、現在に至る。

学生時代から地域、人と
連携を図る好環境を用意

看護学部では、チーム医療、多職種連携の要となり、自

律した看護専門職として患者一人ひとりを地域、生活

の中で支援できる看護師を育成していきます。学びの

特徴としては、日々進化する治療や看護に対応した臨

床判断力を養うため、より高度なシミュレーション教

育を実現。心音や呼吸音などの生体反応を示す最新シ

ミュレーターを用いて実際の看護場面を再現した状況

のなかで、臨床現場と同様に考え、判断し、行動する一

連の体験的学習によって、高い実践力を修得します。

また、看護には地域との連携・コミュニケーションが不

可欠なことから、キャンパスを地域医療と交流の場に

設定。子ども、高齢者を問わず日常的に多様な人とふ

れあい、実習として健康相談などに携わるなど、在学中

から地域と人と関わりを深められることも魅力です。

全身の健康、疾病予防にも
つながる「口腔ケア」

現在、看護師は、医療、福祉、教育などあらゆる領域に

活躍の場が広がり、特定分野に深い知識、経験を持つ

専門看護師、認定看護師という資格を取得し、スペシャ

リストとして力を発揮することも可能です。看護学部で

は、看護の基礎教育はもちろん、自分の適性や能力に

気づき、将来像を思い描ける機会も多数提供してきま

す。さらに、昨今、口腔がさまざまな疾患のリスク要因

となることが解明されており、看護援助のひとつ・口腔

ケアが重視されています。そのため、歯科医療を基盤と

する本学で学ぶことは大きな強みになると思います。

ぜひ、大阪歯科大学で看護師をめざし、人びとにも地

域にも社会にも求められる医療人として一緒に学んで

いきましょう。

■教員メッセージ ■大阪歯科大学×SDGs  医療人育成によってSDGsを推進します。

地域連携・実践研究センター（仮称）同時開設予定

��の診療科を有し、総合歯科医療センター
として地域医療に貢献

● （公社）大阪介護老人保健施設協会との連携協定

● （一社）セレッソ大阪スポーツクラブとの連携研究協定

● 学校法人関西医科大学、学校法人常翔学園との「包括連携に関する協定」

● 学園都市ひらかた推進協諸会、枚方産学公連携プラットフォームに関する協定、
健康医療都市ひらかたコンソーシアム設立連携協定など

地域連携・社会連携の取り組み

大学附属病院での新たな取り組み
口腔リハビリテーション科、睡眠時無呼吸外来などを開設

教育拠点
HOME
機能現役看護職の

キャリア支援

新卒看護師の
卒後研修

リカレント教育

復職支援

オンライン講座

地域医療を学ぶ
フィールドワーク

医療従事者の
コミュニティ

フレイルやオーラルフレイルを含む口腔機能低下症の患者さんから、重度の嚥下障害の症状がみられ
る脳血管疾患、神経難病（特定疾患）、認知症の方など、ロ腔リハビリテーション科に来科される患者さ
んの症状は千差万別です。リハビリを実施し、数年ぶりに経口摂取が可能になった方もいます。また、
睡眠時無呼吸外来は医科・歯科連携による専門の外来です。大阪歯科大学附属病院では多職種連携、
チーム医療に向けた取り組みをはじめています。

すべての看護職のキャリアに寄り添う教育拠点を目指して

歯学部、医療保健学部、看護学部（仮称）の教育・研究を生かした看護実践教育の機会を
設け、在学生や本学の卒業生だけでなく、地元地域で働く医療・福祉従事者のキャリア支
援や卒後のフォローアップ、復職支援の実施を構想しています。また、オンライン講義とし
て全国に向けた配信で、歯科・看護・保健・福祉というこれまでにない地域連携・多職種連
携に関する教育コンテンツを発信する“教育拠点”としての活動を目指します。

大阪歯科大学が開発! 医療系進路探究プログラム
多くの学生が医療系の進路を知る

大阪歯科大学では、医療系総合大学として医療人育成でSDGsを推進しています。取り組
みのひとつである「医療系進路探究プログラム」では、本学の教員監修の下、さまざまな
医療職種について楽しみながら学ぶことのできるカードゲームを開発したり、��のSDGs
推進に関わりの深い教育・研究を収集した事例集を発行するなど、多くの学生がさまざま
な医療系の進路を知り、理解を深めるための活動に取り組んでいます。

探究プログラム

地域連携・実践研究センター

附属病院での取り組み

��のSDGs推進に関わりの深い教
育・研 究を収 集した事例 集を発
行。近隣高校���校にも配布。

SDGs学習×進路探究!
事例集作成�

●SDGs事例集に掲載された大阪歯科大学教員によるセミナー
●高校生参加型アクティブラーニングプログラム
●SDGsアワード開催

SDGsで地域医療・福祉の課題解決
に挑戦! アイデアコンテスト開催�

動画やカードゲームを使って無理なく、楽
しく、様々な医療系進路を知ることができ
るアクティブラーニング型プログラム。

「多職種連携体感
カードゲーム」の開発�

テーマ例：ヤングケアラー支援、女性の貧困問題、地域包括ケアなど
※大阪歯科大学の教員監修

（歯科医師・歯科衛生士・看護師など）

※名称はすべて仮称・設置構想中のため内容は変更になる可能性があります。
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くずはモール南館
ヒカリエモールすぐ横大阪歯科大学

理事長・学長 川添 堯彬

必然の流れというべき
看護職養成課程創設へ
時代が求める医療人育成を
目指した挑戦

■学長メッセージ

超高齢社会における医療費や介護費の増大、医療 従事者の不

足は大きな課題です。創設から���年にわたって医療人育成の

一翼を担ってきた本学だからこそ、国民の健康な暮らしを実現

できる人材育成で、貢献したいと考えます。治療はもちろん、「予

防」や 「ケア」によって健康寿命の延伸に寄与できる歯科医療

が、多職種連携において果たすべき役割は大きいものです。そこ

で、保健・医療・福祉サービスに関わる専門職の領域を新たに拡

大し、個々の専門職の自律的な専門性の発揮が求められる多職

種連携において、要となる「看護職」の養成に挑みます。

教育の男女格差をなくし、
高度医療人材の輩出で世界の貧困をなくす

����年、大阪歯科大学は���周年を迎えました。次の���年も本学が存続し、高等教育機関としてその社会的使命を全うするた

めに、SDGs達成に貢献することは必然です。医療人育成を担う本学では、「育て、貢献する」をモットーに、ESD（Education for 

Sustainable Development 持続可能な開発のための教育）に注力しています。

■交通アクセス

大阪歯科大学×SDGs

歯学教育における女性の参画及び
平等なリーダーシップの機会を確保する

本学では����年度より歯科技工士養成課程を�年制の学士課程とし

て設置し、デジタル技術教育や、社会福祉士コースとの連携による福

祉教育など、チーム医療の一員として 業界をけん引する歯科技工士

の育成、教育方法について 研究を進めています。学士課程の創設は、

歯科技工士の女性就業比率向上に寄与するものです。また、医歯薬分

野においては、近年、女性の博士課程進学や研究員が増加傾向にあ

る一方で、女性教員の割合は低い傾向にあります。本学では、主任教

授や准教授への女性教員の積極登用に着手いたしました。これぞ

SDG５及びSDG１の目標を実現に向けた大きな一歩となるでしょう。

誰もが手の届く質の高い
生涯学習の機会創出

医療人育成の一翼を担う本学では、 大学院歯学研究科及び医療

保健学研究科を設置し、研究者の育成にも尽力しています。����

年に開設した、大阪歯科大学歯科衛生士研究センターは、新人と

離職歯科衛生士の資質を向上させ、就業意欲を高めることで離職

を防止するとともに、復職を希望する歯科衛生士を支援すること

で、近畿圏における歯科衛生士の不足を改善し、住民の口腔の健

康に寄与することを目指しています。質の高い技術教育・職業教育

と働きがいのある仕事に必要な技能を備えた歯科医療人の輩出

を使命として、SDG４及びSDG１の目標につながる活動と信じ、今

後も生涯教育を推進してまいります。

楠葉キャンパス

〒���-���� 大阪府枚方市楠葉花園町�-�
TEL：���-���-����（代表） FAX：���-���-����（代表）

歯学部  大学院歯学研究科

牧野キャンパス

〒���-���� 大阪府枚方市牧野本町�-�-�
TEL：���-���-����（代表） FAX：���-���-����（代表）

医療保健学部  医療保健学研究科
天満橋キャンパス

〒���-���� 大阪市中央区大手前�-�-��
TEL：��-����-����（代表） FAX：��-����-����（代表）

大阪歯科大学附属病院  創立 ��� 周年記念館

歯学部 医療保健学部
口腔保健学科
歯科衛生士養成課程

口腔工学科
歯科技工士養成課程

社会福祉士コース
社会福祉士養成課程
両学科共通･選択制 定員１５名 ※仮称・設置構想中

����年�月開設予定
歯学科

看護学部
看護学科　

駅改札から
新棟正門まで
徒歩約�分 くずは

新棟
建設予定
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