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JA岐阜厚生連看護専門学校の概要

開設者：岐阜県厚生農業協同組合連合会

所在地：岐阜県高山市大新町5丁目45番地１
学生定員：120名 （1学年40名）

【卒業後の資格】

・看護師国家試験の受験資格

・保健師・助産師学校の受験資格

・看護系大学への編入学受験資格

・専門士（医療専門課程）の称号付与
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JA岐阜厚生連看護専門学校
教育目的

•看護師に必要な知識・技術・態度を習得でき
るように教授し、豊かな人間性をそなえた社
会に貢献できる専門職業人を育成する。
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看護師への道

高 等 学 校 卒 業

看護大学
４年

看護専門学校
統合カリキュラム

4年

看護短期大学
３年

看護専門学校
３年

看護師国家試験受験資格 → 合格 → 看護師

看護短期大学
専攻科1年

保健師学校
１年

助産師学校
１年

保健師・助産師国家試験受験資格 →合格 →保健師・助産師

大学編入
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看護学校卒と大学卒に違いはあるの?

◆ 看護師免許（国家資格）に違いはありません。

◆ 就職先の施設（病院）での待遇等は、

施設（病院）ごとに、異なっています。

5



看護師の職場

病院・診療所 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
介護老人保健施設
介護老人福祉施設

助産所
国・地方
公共団体

学校・企業など

介護サービス
提供事業所

看護系学校
国際協力
留学
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ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校の特徴

【教育課程】 112単位（3050時間）

【修業年限】 3年間

【特徴】 ① 1学年40名程度と小規模
個別に応じたきめ細かな指導

②臨床現場での実践力を養う教育を重視

(実践するための倫理力・判断力・技術)
【就職率】 １００％
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地域共生社会の実現

③多職種
と協働する
能力

少子・超高齢多死社会

医療費削減

②臨床
判断能力

複数の病気を
有する患者

このような社会の変化に伴い、新たな看護師の能力が必要になったため

本校では下記の能力を強化するために、
令和４年度から社会の変化に対応した新カリキュラムになりました。

①保健
指導能力

少子化対策・
労働力
確保対策

④家族・地
域をみる
能力

⑤情報通
信技術
(ICT)の
活用能力

社会の変化に対応した看護基礎教育
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ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校の教育課程

区分 単位 時間数

基礎分野 14 335
専門基礎分野 22 460
専門分野 83 2026

<専門分野>
臨地実習

29 990

合計時間数 112 3050
全体（合計時間数）の約1/3
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♪⾼校⽣活との違い♪
・ 授業時間は１時間９０分 （１～４時間目）
・ 部活動はありませんがサークル活動は可能
・ 原則としてアルバイト禁止 (経済状況により許可)

希望者に「看護補助者」の紹介（臨地実習施設にて）

・ 中間・期末試験はなく、各科目終了後に試験
・ 試験合格基準 60%(点)以上

・ 臨地実習前には看護技術チェックがあります

↓
毎日の学習の積み重ねが患者さんへの看護に直結します
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人体構造機能学（身体のしくみ）
のテキスト

理解・記憶する
事柄がたくさんあります

毎日の復習は

欠かせません
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ＪＡ岐阜厚生連看護専門学校の
５つの魅力

１高い教育力（高い看護師国家試験合格率)

２ 看護を生かしたボランティア活動

３ 学習環境に適した学生寮

５ 安心できる授業料

４ 魅力あるJA岐阜厚生連病院への就職が可能
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看護師国家試験の概要（試験日 毎年2月）

①必修問題・・・・・・40点以上／50点
合格基準（80％以上）

②一般、状況設定問題・・・

合格基準（Ａ以上）／250点
Ａ＝毎年変動型（過去10年間の合格基準は

250点中57～67％）

①・②の２つが合格基準以上で
看護師国家試験が合格となります

13



27回生まで卒業
840人卒業

国家試験合格者836人
免許取得率99.5% 平成１４年からの卒業生は全員「看護師」の免許取得

魅力その１：⾼い教育⼒
⾼い看護師国家試験合格率



♪校内実習の様⼦♪
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♪校内実習の様⼦♪⾎圧測定の練習！
ペアになって患者役と
看護師役に分かれ練習

します。
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校内実習公開授業

病院の臨地実習指導者に１年生の校内実習に参加していただいています。

学生さんを理解することが、効果的な臨地実習指導に繫がっていきます。
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高山赤十字病院救護班 災害時救護訓練

３年次
７月
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高山市総合防災訓練
３年次
９月

多職種協働の理解
が深まります。
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① 臨床経験豊富な臨地実習指導者の丁寧な指導
② 専任教員による学生の個別性に応じた確実な指導
③ 全国的にも先駆的な取り組み
④ 自転車で通える範囲の臨地実習施設

臨地実習に対する高い満足度

充実した臨地実習
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臨地実習時間は全学習時間の約３分の１を占め、
【看護実践能力の育成】のために非常に重要な学習です

最高の環境で実習
ができるように、学
校と実習先が連携

しています。

実習施設の多くは高山
市内にあり、自転車で
通うことができます。
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魅力その２：看護を生かしたボランティア活動

臨地実習施設等に出向き、座学や臨地実習での学びを生かしたボランティア活動

を実施しています。

多くの患者様やスタッフとのかかわりから、さらに学びが深まる活動となっています。
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魅力その３：学習環境に適した学⽣寮
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学⽣寮について
（全寮制ではありません）

学習のための
安全・安心・快適な学生寮

①外泊は自宅のみ、土曜日と祝日の前日に限り許可
②門限は２２時
③施設内は全て禁煙
④その他の詳細な学生寮規則あり

寮生活指導を通じて、看護師としての資質育成

高山市内の

学生も入寮可

寮管理人は

いません
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久美愛厚生病院 (高山市)
東濃厚生病院 (瑞浪市)
中濃厚生病院 (関市)
揖斐厚生病院 (揖斐川町)
岐北厚生病院 (山県市)
西美濃厚生病院 (養老町)
高山厚生病院 (高山市)
土岐市立総合病院 （土岐市）

８病院の協力により運営。
卒業生の9割は厚生病院へ
就職しています。

看護学校の運営費をJA岐阜厚
生連病院がサポートしています。

学費が高く
ない理由

魅力その４
魅力あるJA岐阜厚生連病院への就職が可能
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3年間で必要な経費は?（令和３年度実績）
１年間の経費（円） ３年間の合計（円） 備 考

入学金 150,000

授業料 300,000 900,000

実習費 130,000 390,000

クラス費 60,000
（毎月5.000円）

135,000
クラス費は

3年次6月分まで

保険料 9,000 27,000

ユニフォーム代金 約21,000 入学時のみ

テキスト代金 約183,000 3年間の合計

約1,806,000

魅力その５：安心できる授業料
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入学試験（令和５年度生募集）

【推薦入試：令和４年１１月１１日（金）】

指定校推薦制

小論文・面接

→ 学業成績がＢ段階（３.５）以上 かつ

国語・数学・英語の評定平均が３.５以上

高等学校を令和５年３月卒業見込の者で、成績、人物共に優秀

で、指定学校長が適当と認め推薦した者

→ 早めに進路指導担当の先生にご相談下さい。
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入学試験(令和５年度生募集)
【社会人入試：令和４年11月13日（日）】
国語総合（古文・漢文除く）・面接・小論文

（１）高等学校卒業者

（２）社会人経験３年以上であり令和５年３月31日までに原則
３５歳以下の者（年齢についてはご相談ください。）

（３）JA岐阜厚生連の病院勤務を希望する者、又は飛騨地域に
ある主な病院勤務を希望する者

（４）合格した場合、入学が確実にできる者

（５）心身ともに健康である者
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入学試験(令和５年度生募集)
【一般入学入試：令和５年１月６日（金）】

国語総合（古文・漢文除く）・数学Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅰ・面接

（１）高等学校卒業者（令和５年３月卒業見込の者を含む）

（２）高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる

満１８歳以上の者（令和５年４月１日に１８歳に達する者を含む）

（３）心身ともに健康である者
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一般入学試験受験倍率
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入学年度別の一般入学試験受験倍率

受験者数÷募集人数
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ライバルは高校３年生だけではありません！

受験生の背景が変化しています

男性の増加・社会人の増加
専門学校や短期大学、4年制大学の卒業生など

さまざまです

社会人入試 令和４年11月13日

（日曜日）
国語総合（古文・漢文除く・面接・小論文

数学Ⅰ・英語Ⅰ
が科目から外さ
れました。
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看護を支える基盤となる力

◆看護は患者の生活や命を支える仕事

→患者の立場で悲しみ・苦しみを受け止める【感性】
→相手の気持ちをくみ取ることのできる【思いやりの心】
→【基本的生活習慣】が身についている

◆看護は患者・医療チームとの対人関係が求められる

→コミュニケーション力
◆24時間体制の中で継続した看護が行なわれる
→心と身体の健康

◆医療現場は日進月歩 →学習を継続できる力

「看護師の資質」と「看護師になるという強い意志」が不可欠

看護学校の入学に際して一番大切なこと

36



在学生からのメッセージ
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在学生からのメッセージ
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在学生からのメッセージ
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ご覧いただきありがとうございました

皆さまにお会いできますことを
心からお待ちしています
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