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　宮崎大学医学部医学科は1974年に設立された宮崎医科大学が前身であり、2001年に
は看護学科が併設されました。2003年10月に旧宮崎大学と統合して、宮崎大学医学部の
医学科および看護学科として、現在まで多くの優秀な医療人・医学研究者を世に送り出し
ています。わたしたちは、日頃から統合後の新生宮崎大学のスローガンである『世界を視
野に地域から始めよう』のもと、卒前・卒後の一貫教育と宮崎の地域医療に貢献できる優
秀な医療人の輩出に全力を尽くすと共に、広く世界に通用する医療人、医学研究者の育
成を目指しています。医学科の卒業生は、臨床医、医学研究者、あるいは医学教育者と
して幅広い分野で活躍し医学の発展と福祉の向上に寄与しています。また、看護学科の
卒業生は、人間性豊かな看護師、保健師、助産師、看護学研究者あるいは看護学教育
者として人々の健康への援助を実践し、看護学の発展ならびに社会福祉に貢献しています。
　医学科は、2018年度に日本医学教育評価機構による医学教育分野別認証を受審し、国際医学教育連盟グローバル
スタンダードに準拠した医学教育機関として認定されました。近年、我が国における医学教育は「スチューデント・ドクタ
ーの公的制度化」や「卒前・卒後のシームレスな医学教育制度化」をはじめ、医師法改正もあわせた改革が進められて
います。本学でもカリキュラムを改編しながら診療参加型臨床実習の充実をはかり、地域包括ケア実習では約三ヶ月間
に及ぶ長期滞在型の地域医療実習も導入され、大きな期待が寄せられています。また、宮崎県と連携した地域医療の
充実に向けた取り組みでは、2018年度改正医療法に基づいた「キャリア形成プログラム」を早期に確立し、2022年度入
試からは、学校推薦型選抜（地域枠）の定員を15名増員の40名に拡充し、全国の高等学校卒業生を対象とした「地域
枠C：日本のひなた枠」を創設しています。今後も地域医療の将来を担う人材の育成に積極的に取り組んでいきたいと考
えています。
　看護学科は、１年生では基礎教育の科目の履修と同時に専門基礎科目および専門科目の講義が始まり、進級するに
したがって専門基礎科目や専門科目の講義が増えていくことで、経年的に専門的な知識・技術が積み重ねられるカリキュ
ラムになっています。臨地実習は、1年生の後期からスタートしますが、附属病院や関連する病院・施設を活用すること
で、学年が進むごとに、より深くより幅広い学びが得られるプログラムとなっています。
　さらに、医学科と看護学科共に、世界を視野に入れた国際感覚を持った医療従事者の育成のため、医学科研究室
配属（3年次）、医学科クリニカル・クラークシップ、看護学科臨地実習（4年次）等における海外関連施設への学生派遣
や海外学生の受け入れに積極的に取り組んでおり、そのための充実した英語教育カリキュラムも整備されています。ま
た、大学卒業後、専門的な分野をより深く学問的に追究したい、あるいは研究者の道を歩きたいなどの希望者のために、
医学獣医学総合研究科（修士課程及び博士課程）および看護学研究科（修士課程）を設置しており、意欲に満ちた研
究者を広く募集しています。とくに、医学と獣医学が融合した医学獣医学総合研究科は全国でも初めての試みであり、
新興・再興感染症をはじめとする生命科学分野での学際的・先端的な特色ある研究を推進しています。
　地域での先進的な取り組みとして、宮崎県内を一つの周産期医療ネットワークとして万全な周産期医療体制を確立し、
このシステムに沿った形で新たに発達期脳障害研究を開始しています。また温暖な気候をいかして、宮崎スポーツメディ
カルサポートシステムによる全県的なスポーツ医学の啓発と医療支援を行い、スポーツ立県の目標を支えています。さら
に、超高齢社会での健康寿命延伸に向けたロコモティブシンドロームの病態解明・対策（地方創生・ロコモザワールド宮
崎の構築）や、寄附講座として「血液・血管先端医療学講座」を中心とした東九州メディカルバレー構想における血液や
血管に関する医療・機器開発、地域医療・総合診療・家庭医療領域の県内唯一のアカデミックセンターとしての「地域医
療・総合診療医学講座」等、地域に根ざした特徴的な臨床・研究活動も盛んに行われています。
　宮崎大学医学部は、多様な価値観を理解し尊重する創造意欲に満ちた学生諸君の入学を歓迎し、将来、社会から
信頼される優れた医療人として、また、世界のさまざまな分野で活躍できる人材としての飛躍を期待しています。

　川　善隆
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松尾壽之名誉教授顕彰事業について

女子トイレに生理用品を設置
～生理にともなう様々な負担に悩む学生を支援～

　元宮崎医科大学長　松尾壽之名誉教授は、有機化学の深い造詣を基盤に、ペプチド化学分野において独自
の方法論を確立し、世界をリードする数多くの卓越した研究業績をあげてこられました。
　医学部では、松尾先生の業績を顕彰するため、以下の2つの事業を創設しました。

　医学部では、令和4年1月17日から、生理用品を必要な時に自由に使えるよう女子トイレに設置する取り組み
を開始しました。全てのトイレに必需品として置かれているトイレットペーパーと同様に生理用品が自然に配置
されることを目指し、設置場所を増やすなど今後も取組を推進していく予定です。
　本取組はSDGs Goal 1（貧困をなくそう）、3（すべての人に健康と福祉を）、4（質の高い教育をみんなに）、
８（働きがいも経済成長も）、そして５（ジェ
ンダー平等を実現しよう）の達成に寄与す
るものでもあります。本学では、誰もが安
心して学べる環境整備に取り組んでいき
ます。

左から片岡前医学部長、水光前理事、松尾名誉教授、
池ノ上前学長、鮫島前病院長、伊達前理事

　川医学部長（左）と坪内助教

＜松尾壽之名誉教授に関する文献等資料の展示＞
　附属図書館医学分館に松尾壽之名誉教授の業績展示
ブースを設置し、オープニングセレモニーを令和3年9月
24日に挙行しました。セレモニーには松尾先生もお越し
になり、当時の研究の思い出等を語られました。

＜松尾壽之賞（学術賞）の創設＞
　松尾先生に続く次世代の若手研究者を継続的に育成す
るため、篠懸会会員を主とし研究助成基金を募り、松尾
壽之賞（学術賞）を創設しました。
　松尾壽之賞の第1回受賞者として、内科学講座　呼吸
器・膠原病・感染症・脳神経内科学分野　坪内 拡伸 助教
（研究課題名「呼吸器疾患におけるグレリンの役割の解
明」）を表彰しました。
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■Myaoh.TV
● Miyazaki Online Hyper Media Broadcastingの略称
● 宮崎大学の公式YouTubeチャンネルとして、
　 大学の魅力や、各学部の取り組みなど内外に発信している
● 多彩な内容の動画700本以上が視聴できる（2022年現在）

■マルチメディアスタジオ
● 清武キャンパス・総合教育研究棟1階にあり、2010年度からバーチャル
　 スタジオシステムを導入
● 収録スタジオは、防音設備・照明機器、撮影機器、編集機器を完備

■バーチャルスタジオシステム
● グリーンバック(クロマキーシート)の前で撮影し、ＣＧセットと合成する事で
様々なシチュエーションに対応

● ビーチや草原など20種類のバーチャルセットがあり、木花キャンパスの講
義室を再現したセットも

● センサーが内臓されたカメラで撮影することで、カメラの動きにも対応した
自然な映像を作り出す

メディア企画室の活動内容

宮崎大学公式YouTubeチャンネル｢Myaoh.TV｣

スタジオで収録された医師出演の
模擬講義

リニューアルした医学部ホームページ

バーチャルスタジオ
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広報・地域連携
Public Relations / Regional Cooperation

● 医学部・医学部附属病院のホームページの管理運用
● 宮崎大学公式YouTubeチャンネルの管理運用
● 宮崎大学のニュース・トピック・イベント・学部紹介・学生生活等の情報発信
● 学生向け教育用ビデオ (学内 E-learning 等 ) の作成
● 病院職員の教育用ビデオ (院内 E-learning 等 ) の作成
● 附属病院の入院患者さん向け院内テレビへのコンテンツ配信
● 学内外に設置しているサイネージモニタの管理と情報発信

■再生リストとコンテンツ
再生リスト 内     容

受験生向け 受験生を対象とした学部・学科を紹介
宮崎大学のこと 宮崎大学のニュース・トピック・イベントなどを紹介
教育学部 教育学部の紹介や関連情報
医学部・医学部附属病院 医学部の紹介や関連情報・医学部附属病院の紹介や関連情報
工学部 工学部の紹介や関連情報
農学部 農学部の紹介や関連情報
地域資源創成学部 地域資源創成学部の紹介や関連情報
宮大キッチン 宮崎大学オリジナルの料理や管理栄養士による病院食のレシピ紹介
公開講座 宮崎大学主催の公開講座やオンライン開催の講演をオンデマンド配信
大学院・附属施設・COC 大学院や附属施設などの関連情報
健康チャンネル 宮崎大学の教職員や医師が出演する健康情報など
学生の部屋 宮崎大学の学生が出演・制作する番組など

Myaoh.TV
イメージキャラクター

みゃおう



公開講座

講座名
講　師

期　間
曜　日
時間帯

対象（定員）
受講料
開催場所

内　容回数

一般(20名)
無料
(指定会場なし)

看護職者(２０名)
5,300円
医学部福利施設棟
臨床技術トレーニングセンター
(清武キャンパス)

医療機関勤務者（約20名）
無料
医学部総研棟１階
プレゼンテーションルーム
(清武キャンパス)

一般(20名)
無料
まちなかキャンパス
(宮崎市若草通アーケード内)

9/4
土曜

9:00～12:00
1

1

1

11

2

3

4

5 1

8/21
土曜

13:30～16:45

8/7
土曜

8:30～12:30

8/7
土曜

10:00～12:00

キャプテンシーと
医療安全管理を考える

看護学科　教授　甲斐由紀子　　

見て、触って、学ぼう！
人工呼吸器装着患者のケア
～成人の人工呼吸器ケアの
ポイント～

専門・認定看護師、臨床工学技士他

医学部公開講座
～医療における最近の話題～

医学科　助教　稲垣浩子
　　　　教授　池田康博

高血圧症・糖尿病患者のた
めの災害準備の豆知識
～医療専門職が教える災害
に備えるヒント～

看護部　久保田智美　他

子どもの健やかな成長のた
めに

看護学科　教授　野間口千香穂　他

11/13
土曜

13:00～15:20
　

子育て中の保護者
一般(20名)
無料
まちなかキャンパス
(宮崎市若草通アーケード内)

高血圧症や糖尿病を有する方々を対象に、宮崎大学医
学部附属病院の職員による災害時の備えについて学ぶ
講座です。避難所でのDVT(下肢深部静脈血栓症)予防
について薬剤師によるお薬手帳携帯の必要性や、栄養
士によるおすすめの非常食の話など、日頃の備えに役
立つ内容です。

医学部では、市民の皆様を対象に「医療における最近
の話題」をテーマに毎年講座を開催しています。令和
3年度は「新たな感染予防策～深紫外線とオゾン水へ
の期待」と「失明に繋がる目の病気」について本学部
教員による講義を行います。

宮崎県内看護職員を対象に、医学部附属病院看護師と
臨床工学技士による人工呼吸器装着患者(成人)への
フィジカルアセスメントや口腔ケア、人工呼吸器の基
本モードとアラーム等の対応ついて、講義と演習で学
ぶ実践型の研修です。

キャプテンシーとは、チームのキャプテンとして全体
を指導・統率する資質や能力と訳されます。医療チー
ムを統率し、突発的･流動的状況下で臨機応変に判断
する力は、医療安全管理者にも求められるスキルです。
多職種チームを統率し、協働によって安全を最優先す
る医療安全管理者の役割と能力について改めて考えて
みませんか。

子どもは本来「育つ力」をもって、成長していきます。
本講座では、子どもの日常生活と健康との関連、病気
と成長発達との関連について、紹介します。病気のあ
るお子さんもそうでないお子さんも子どもの健やかな
成長について、子育て中の親御さん、保育士、学校の
先生、看護職などみなさんと一緒に考えていきたいと
思います。

2021年度実績 2021

Faculty of Medicine UNIVERSITY OF MIYAZAKI 2022











宮崎大学 医学部概要 2022

2022
5200 Kihara,Kiyotake,Miyazaki,889-1692 JAPAN

TEL +81-985-85-1510  FAX +81-985-85-3101

宮
崎
大
学
医
学
部 

概
要 

2
0
2
2

令和4年8月発行


	P00-目次
	P00-表1表2-1 2
	P01-02
	P03-04
	P05-06
	P07-08
	P09-10
	P11-12
	P13-14
	P15-16
	P17-18
	P19-20
	P21-22
	P23-24
	P25-26
	P27-28



