
※一部回答していない質問もございますので予めご了承ください。電話やメールで直接アドミッションズセンターにお問合せください。

No 学科 項目 質問 回答（模擬授業に関する質問は、担当教員より回答）

1 医学科 入試

学校推薦型選抜の出願条件・要件について学校での評定が10段階なのでこの場合

は半分に割った評定で考えれば良いですか？一般選抜での地域医療枠や神奈川県

指定診療科枠に学校の評定が関わることはありますか？

文部科学省が定める「大学入学者選抜実施要項」に従って、全ての高等学校（中等教育学校・特別支援学校の高等部含

む）は、調査書に5.0を最高値とする評定を記載します。現在通われている学校で生徒向けに示されている10段階評価

は、おそらく2倍相当のスケールと思いますが、学校ごとの換算方法があると思いますので、学校の方にお問い合わせ

ください。

2 医学科 入試
私立中高一貫の方が多いと思いますが、公立高校出身の方の割合はどのくらいで

しょうか？

公立高校の出身者の割合は２割を超えるくらいです。私立高校、中でも中高一貫校の出身者の割合は多いですが、門戸

は等しく開かれていますのでチャレンジしてください。

3 医学科 入試 受験日当日の時間割が知りたいです。 WEBサイトに掲載している昨年の募集要項をご覧ください。

4 医学科 入試

入試についての質問です。募集枠の神奈川県指定診療科枠と地域医療枠で合格

し、進学した際は卒業後9年間の県内での勤務が条件だという説明がありました

が、入試説明会で紹介されていた神奈川県のホームページにある『神奈川県地域

枠制度(キャリア形成)の手引き』を見てみたところ、注意書きとして、「令和2

年度以降入学者(必須)及びキャリア形成プログラム選択者は、9年間の県内従事

義務に加え、医師不足地域等(医師不足地域、医師不足診療科)で4年間の就業が

必須になりました。」との記載があったのですが、この4年間というのは9年間の

プログラムに含まれるのでしょうか。(概要には9年間に含まれるという記述があ

りますが)是非教えていただけると嬉しいです。

４年間の医師不足地域等での就業期間は、9年間の県内従事義務年限に含まれます。

5 医学科 入試
地域医療枠で入学した場合、出産や子育てでプログラムを一時的に停止すること

は可能ですか？
可能です。

6 医学科 入試
医学科/看護学科、2つの学科の特徴と学科決定の時の決め手となる点を知りたい

です。
本学WEBサイトに掲載しているアーカイブ動画をご覧ください。Youtubeからも検索できます。

7 医学科 入試
数学の2次試験がとても難しい時期があったと本日のオープンキャンパスで知り

ました。具体的にいつの問題が難しかったのかが知りたいです。
過年度の入試問題をご覧ください。

8 医学科 入試

特別推薦で研究医志望の場合、医者志望と同じテーマで話すのですか。また、横

浜市立大学に入学したら、武部孝則特別教授のもとで研究を行うことはできるの

でしょうか。

研究医も医師ですので、特別公募制学校推薦型選抜における志願理由の記載や面接での質疑において、大きく変わるも

のではありません。武部特別教授は、横浜市立大学を含む複数の機関に所属しており、研究テーマにより拠点が異なり

ます。現在本学においては、広告医学に取り組まれています。

9 医学科 入試
小論文で見られるポイントを知りたいです。ただ人格を見てると言うだけでなく

どのようなことを読んで感じているのかを知りたいです。
選抜要項に記載している通り、論理的思考力、記述力などを評価します。

10 医学科 入試

私は小児科医になりたいと思っています。横浜市在住なのでこの場合パターン

1、2のどちらかで受験するのが良いでしょうか？説明の中で診療科の選択が希望

通りに行かないということはほとんどないとお聞きしたので、でしたらパターン

1、2で受けた方が合格する可能性は少しでも上がるのかなと思いました。

ご質問の趣旨を鑑みますと、一般選抜ではパターン１ないし２を選択するのが、合理的です。

11 医学科 入試 入試説明会について質問をしたい場合はどちらに聞けばよろしいでしょうか。 横浜市立大学アドミッションズセンターにお問合せください。

12 医学科 入試

学校の先生から毎年公募制推薦で二次までは合格するけど、今まで最後まで合格

したケースがなく、共通テストの点数で落ちてしまうと聞きました。二次選考の

後は共通テストの点数の高い順に合格が決まるという事なのでしょうか。

特別公募制学校推薦型選抜の最終合否判定は、二次面接の評価点（1,000点）と共通テストの成績（1,000点）の合計で

判断します。ですので面接の評価点も最終合否に大きく影響します。また、二次面接の評価と共通テストの成績は相関

する傾向にあります。

13 医学科 入試
地域枠の関連の話が神奈川県のホームページにあるとのことでしたが、リンク先

があると助かります。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/t3u/cnt/f535143/kyariakeisei.html

こちらです。選抜要項や募集要項にもURLを記載しています。

14 医学科 入試
国際バカロレア特別選抜についての質問ですが、EEやIAなどのIBの成果につい

て面接などで話す機会はありますか。

MMIの５つの面接室のうち、最初の２つは志願理由書の記載内容に基づいた質疑になりますので、志願理由書にその内

容を盛り込んでおくと良いでしょう。
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No 学科 項目 質問 回答（模擬授業に関する質問は、担当教員より回答）

15 医学科 入試
理科の試験が記述式なので解答用紙がどのようなものなのか知りたいです。ま

た、物理などではどのくらい記述すれば良いのかも知りたいです。
解答用紙は非公表です。

16 医学科 入試
医学科入試説明会の時に見せてくれたスライドをもう一度見たいです。どこから

見られますか？
本学WEBサイトに掲載しているアーカイブ動画をご覧ください。Youtubeからも検索できます。

17 医学科 入試
医学部の一般入試では英語の資格などは合否に関係しますか？一般入試の受験資

格を教えてください。

一般選抜では、英語資格の提出は不要で合否には無関係です。一般選抜の出願資格は、学校教育法で定めている一般的

な内容に準拠している他、大学入学共通テストにおいて所定の教科科目を受験していることです。大学入学共通テスト

への申込資格そのものが、学校教育法で定めている一般的な内容に準拠していますので、大学入学共通テストの申込が

受け付けられていれば、学歴等の要件は問題ないと判断できます。

18 医学科 学科概要 貴校から医者ではなく医学の研究者となることは可能でしょうか？ もちろん可能です。すでに多くの世界的な研究者を輩出しています。

19 医学科 学科概要
将来的には、研究医になりたいと思っています。横浜市大には研究医になる為の

プログラム等はありますか？

研究医養成プログラムはありませんが、４年次に進級すると１５週間、主に学生が希望する研究室において医学研究に

参加するカリキュラム（リサーチ・クラークシップ）が組まれており、将来の研究医になる動機づけや、リサーチマイ

ンドが養成されていきます。研究実習が終了した後においても教室に出入りし、教室の教員や大学院生とともに研究を

継続しているケースもあります。

20 医学科 学科概要 地域診療枠で入学した場合でも研究医になることは可能ですか？ 神奈川県で決められたプログラム等に準拠しながらキャリアを形成し、将来的に研究医になることは可能です。

21 医学科 学科概要
横浜市立大学と附属病院を行ったり来たりする、臨床医と研究医を交互にやられ

ている方はいらっしゃいますか。

医学部と病院は併設関係にあり、立地面からも附属病院で働きながら医学部の研究室に行き来している教員（大学院

生）は複数います。

22 医学科 学科概要
現役医学生の方に質問です。横浜市立大学の志望理由・動機を教えていただきた

いです。
こちらのインスタグラムをご参照ください。https://www.instagram.com/yokoichi.ydc2019/

23 医学科 学科概要 学食はありますか。
あります。学生教職員が出資して設立された生活協同組合が運営する食堂・売店の他、附属病院内で営業しているレス

トランやカフェなども利用できます。

24 医学科 学科概要 法医学を学ぶ方は卒業後どのような進路になるのでしょうか。

様々なケースが考えられますが、卒後、初期研修（２年間）を終えたのちに、大学院生となるケースや、初期研修と同

時に大学院生となるケースなどが考えられます。４年次の研究実習（リサーチ・クラークシップ）で法医学教室を希望

する方もいます。

25 医学科 学科概要
法医学者を目指しているのですが、リサーチクラークシップなどで法医学に関す

る勉強はできますか。

１５週間の研究実習（リサーチ・クラークシップ）で法医学教室を志望し、かつ教室の受入れが可能となった場合は、

法医学教室で学ぶことができます（ただし、人気のある教室なので必ず配属が可能となるかは分かりません。法医学教

室に限らず、概ね、研究室の受け入れは１教室につき、１人から５名までとなっています）

26 医学科 学科概要

在学中に研究室などで一般企業と関わることなどはありますか？また、卒業後に

病院勤務のほかに商品の監修などに関わるお仕事をされている方はいらっしゃい

ますか？

一般的には在学中に商品の監修等にかかわることは少ないと思います。ただし、卒業後に本学の医局に入局（本学に就

職）し、診療、研究に携わりながら、基礎研究、臨床研究を行う過程で、企業との共同研究は多くあるので、そこで医

療機器の開発や、創薬の開発に携わることは多くあります。

27 医学科 学科概要

将来は国際機関で働きたいと考えており国境なき医師団も視野に入れて考えてい

るのですが、海外で働く前に日本で経験を積むためのサポートやシステムは貴校

にありますでしょうか

国際医療機関で働くことに特化した本学独自のシステムはありませんが、４年次のリサーチクラークシップにて、

WHO（世界保健機構：ジュネーブ）での実習を自己開拓して行った学生がおります。また課外活動で国境なき医師団

等の団体に取材・インタビューを行う学生もおります。

28 医学科 学科概要
横浜市立大学の卒業生の中で国境なき医師団に入団されている方は何名ほどいま

すか。

医師団に加入するのも卒後すぐではなく、初期研修、専門医研修等、医師のキャリアを積んだ人が入団することが考え

られるため、把握できていません。

29 医学科 学科概要

私は将来無医村や離島など過疎地で働きたいと考えているのですが、そのような

進路に進むことは可能でしょうか。また、そのような進路に進んでいる方はい

らっしゃいますか。

将来的なキャリア形成の点で、無医村などで働くことは当然可能ですが、本学を卒業し、無医村で就業しているケース

を大学で把握はできていません。

30 医学科 学科概要 医師の過疎地への派遣はありますか？(国境なき医師団に入るのが夢です)
横浜市立大学の医局に入局後（市大に就職後）、人口が少ない県西の病院等に派遣される可能性はありますが、過疎地

への派遣は、確認できません。

31 医学科 学科概要
座学はオンライン授業で行われているものもあるとおっしゃられていましたが、

具体的に何割くらいがオンラインになっているのか教えていただきたいです。

コロナの感染状況により流動的ではありますが、福浦キャンパスでは、演習・実習は対面授業、座学講義はオンライン

授業を主体としています。

32 医学科 学科概要
命を守ることには、大きな責任がかかると思います。日々の医療現場でどのよう

に考えながら仕事をしているのかを、教えてください。
こちらのインスタグラムをご参照ください。https://www.instagram.com/yokoichi.ydc2019/



No 学科 項目 質問 回答（模擬授業に関する質問は、担当教員より回答）

33 医学科 学科概要 希望の診療科が通る割合は？英語教育（AP）は市大ならではの特徴？

就職先のことであれば、受け入れ先の病院が認めれば可能となります。英語教育は、決められた１年次のカリキュラム

（大学案内等参照）のほかにも、研究実習での海外留学や、５,６年次のカリキュラムの一環として海外の医療機関で

診療の現場を見学したり、参加するプログラムがあります。

34 医学科 学科概要 留学支援制度は何かしらありますか？ あります。医学部概要説明のアーカイブ動画や大学案内等でご確認ください。

35 医学科 学科概要 シュミレーションセンターは授業外でも利用可能なのでしょうか。 可能です。こちらをご参照ください。http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~skills/

36 医学科 学科概要
他の医学部とは違う貴校の良さや取り組みや学生の方の平均の通学時間について

教えください。

６年間のカリキュラムの特色としては、医師となる点に必要な実践的な知識と技術がまんべんなく学べるようになって

います。本学の特色として、４年次にリサーチマインドを持った医療人育成を目的として、学生が希望する国内外の研

究室にて、１５週間の研究実習に参加するカリキュラムが組まれており、学生の学び方次第で、学生が志望する領域の

修学を深める土壌があります。また、コロナ禍で制限があるものの、６学年を通じて多くの海外留学等のプログラムが

あります。また、学生生活を充実させるための部活動も盛んで、福浦キャンパスではこれらを可能とする敷地（テニ

ス、野球、サッカーグラウンドや学生専用の体育館等）も多く確保されています。通学時間については、コロナ禍によ

る影響から他県から通学する学生（２時間程度）もいますが、自転車通学圏（10分程度）の学生を含め県内の学生が多

いです。

37 医学科 学科概要
授業はレクチャー以外にディスカッションや実験などを行うこともありますか？

また、その割合を教えていただけると幸いです。

座学講義以外でも、多くの演習・実習のプログラムが組まれています。２年生の１学期は、ほぼ毎日午後は解剖実習が

ありますし、５、６年生では病院での実際の患者を前にした病棟実習になります。その他の学年でも、グループ学習や

演習、その他の体験学習など、座学講義以外のカリキュラムが多く含まれています。割合は学年にもよって異なります

が、全体を通じて半々くらいと考えられます（感染状況等で流動的な部分があります）。

38 医学科 模擬授業 医者で研究と臨床の両立はできますか？ できます。実際にやっている医師がいます。

39 医学科 模擬授業
普段から、研究の時などに心がけていることや、やりがいがあれば教えて下さ

い。

『何にでも興味を持つ』『否定しない』でしょうか。受験勉強の世界では常に答えがあると思いますが、研究の世界で

は『あり得ないはあり得ない』という感じです。そこがとても楽しい部分です。何でも学んで、自分の分野に応用でき

ないか考えています。また、仮説を立て、実験で検証し、実証できた時にもやりがいを感じます。これ以上に楽しいこ

とはなかなかありません。

40 医学科 模擬授業

私の祖母は膵臓がんで亡くなったのですが、模擬授業で膵臓がんは治療の手段が

限られているとおっしゃっていました。今、新しく治療方法が研究されていたり

するのですか？

もちろんです。難治性のがんこそ、研究が重要だと考えています。そして、難治性のがんを研究することで、他のがん

種にも応用できる治療法の開発ができるのではと考えています。

41 医学科 模擬授業 どういった学生に入学してほしいですか？
私が学生さんを選ぶ立場ではないですが、、自分が受験で苦労したので、やはり心から医者になりたい人に医者になっ

てほしいです。

42 医学科 模擬授業 何年後かには癌を完全に治す事が可能になる時代が来るのでしょうか？ そう信じています。その時代を少しでも早く到来させるため、私を含めた世界中のがん研究者が研究しています。

43 医学科 模擬授業
研究をするときに、多くの失敗や挫折を経験されたと思いますが、そのときどの

ような行動をしたり対応をとったりしていますか。

お恥ずかしい限りですが、私の研究人生は大半が失敗と挫折です。NIH（アメリカ国立衛生研究所）の芝生で『もう無

理だ』と天を仰いだこともあります。それで辞める人もいるのでしょうが、自分は研究が好きなのでまだ続けている、

という感じです。

44 医学科 模擬授業
研究をしている時や医師を目指す過程などで、諦めそうになったことはあります

か…？もしあればその時どのように対処したか教えて頂きたいです。

研究は好きなので諦めるということはあまりないです。医師を目指す過程ではやはり受験が大変でした。医師以外の人

生を何も考えていなかったので諦めるという発想はありませんでしたが、そもそも学力が足りずに苦労しました。

45 医学科 模擬授業 今、医師を目指す中学生高校生がやっておくべきことはなんでしょうか？
勉強が一番です。それ以外には、情報収集ですね。今の時代は医学部の受験形式もずいぶん変わっています。色々な選

択肢があるようですので、早めに知っておくとよいと思います。

46 医学科 模擬授業 アメリカに留学しようと思った理由を教えてください。

これは、単純に自分がこの人の下で勉強したい、と思った人が、アメリカの研究者だったからです。私は英語が話せま

せんし、留学希望はありませんでした。アメリカに住んでみたいというよりは、この人に研究を教わりたい！と思った

からです。留学を終えた今は、人生のどこかで海外に住む経験は本当にお勧めです。人生観が変わります。

47 医学科 模擬授業 先生のチームに女性の方はいらっしゃいますか。 今はいませんが、歓迎です。

48 医学科 模擬授業
医療ドラマは結構フィクションが多いと思うのですが、フリーのお医者様という

のは実際多いですか？
大学にはあまりいませんが、市中病院にはよくいらっしゃいます。



No 学科 項目 質問 回答（模擬授業に関する質問は、担当教員より回答）

49 看護学科 入試 県外からの受験者はどのくらいいますか？
その年や学部によって異なりますが、昨年度は大学全体としては約6割、看護学科では約４割が県外からの受験者でし

た。

50 看護学科 入試 一般選抜の遅刻欠席は評価対象になりますか？ 出席状況については、面接時等において、あくまで参考にする程度です。

51 看護学科 入試 理科の第一解答科目に化学基礎、生物基礎は可能ですか？

「理科①」は、解答する科目の順序と時間の使い方は自由ですが、必ず2科目の受験が必要で、1科目のみの受験は認め

られませんのでご注意ください。大学入学共通テストに関する詳細は、独立行政法人大学入試センターのWEBサイト

等でご確認ください。

52 看護学科 入試
理科科目についてなのですが第一科目と第二科目は受験後に決めることができる

のですか？

受験後に変更することはできません。「理科①」および「理科②」は、出願時に解答科目数や解答パターンなどの科目

選択方法を登録します。登録した科目選択方法は、試験当日に変えることはできません。受験科目は、登録した登録し

た科目選択方法に従って、試験当日に選択し、解答することができます。大学入学共通テストに関する詳細は、大学入

学共通テストの受験案内や独立行政法人大学入試センターのWEBサイト等でご確認ください。

53 看護学科 入試

志望理由書、高校の成績を送る、と聞いたのですが送り方、内容(文字数など）

といったことは時期が近づいてきたら貴学のwebサイトで知ることができます

か。

どの選抜区分も昨年度の募集要項を本学WEBサイトで掲載しているので、まずはそちらをご確認ください。最新版は

完成次第、参考用としてWEBサイトに掲載します。一般選抜はインターネット出願となりますので、募集要項の配布

はありませんが、それ以外の選抜区分は紙媒体の募集要項を入手し出願する必要がありますので、ご注意ください。

54 看護学科 入試 指定校推薦の募集要項はすでに出ていますか？
指定校制学校推薦型選抜の募集要項はWEBサイトで公表しております。指定校となっている高等学校には例年9月上旬

に直接送付しています。

55 看護学科 入試
面接形式は未定と仰っていましたが、いつ頃知ることが出来ますか？当日になら

ないとわからないですか？
面接形式は事前に公表しておりませんので、先輩の受験体験等を元に対策してください。

56 看護学科 入試
指定校推薦についてです。出願条件を満たしているとき、評定がより高い方か英

語資格のレベルが高い方のどちらが採用されますか？

まずは高校での校内選考があると思いますので、高校の進路の先生に確認してください。本学での評価基準は非公表で

す。

57 看護学科 入試 高校での皆勤は加点になりますか。 出席状況については、面接時等において、あくまで参考にする程度です。

58 看護学科 入試
共通テストで県外からの受験者は全体の受験者の何%までなどの設定はあります

か?
そのような設定はありません。

59 看護学科 入試
助産師養成課程が新たに大学院内に設置されたというチラシを見たのですが、

もっと詳しく知りたいです。

令和3年度より大学院医学研究科看護学専攻に助産師養成課程を開設しました。2年間の学修と所定単位を修得し、修士

課程を修了することで国家試験受験資格を取得できます。

60 看護学科 学科概要 学校の設備や雰囲気などを教えてください。 キャンパスツアーのアーカイブ動画をご確認ください。

61 看護学科 学科概要 遠距離から通っている人は、最大でどのくらいの通学時間ですか。
看護学科では静岡県や千葉県、埼玉県から片道2時間以上かけて通学される学生が過去にいました。 遠方にお住いの方

は、実習期間中のみ近くにお部屋を借りる方などもいます。

62 看護学科 学科概要 それぞれの学年での必修科目と、選択科目を知りたいです。

各学年で履修する科目は以下のとおりです。

1年生：必修20科目、選択2科目

2年生：必修32科目

3年生：必修23科目、選択1科目

4年生：必修10科目

63 看護学科 学科概要 実習はどのくらいの期間あるのか。

看護学科は、各学年で異なります。

1年生：後期に1週間

2年生：通年で計5週間

3年生：9月～11月に計11週間

4年生：5月～10月に計20週間

64 看護学科 学科概要 女子サッカー部を創設する予定はありますか？
福浦キャンパスでは女子サッカー部の創設予定はありません。条件を満たせばご自身で新設することも可能ですので、

ぜひ仲間を募って設立してみてはいかがでしょうか。

65 看護学科 学科概要
就職先で附属病院を第一希望とする場合は他大学の人などと比べて優先順位は高

くなりますか。

本学看護学科生対象の学内推薦試験（兼修学資金貸与選考）が、他大学生対象の採用試験とは別に設けられています。

他大学の学生と比較しての有利・不利については一概に申し上げられませんが、毎年多くの本学看護学科生が附属2病

院に就職しています。



No 学科 項目 質問 回答（模擬授業に関する質問は、担当教員より回答）

66 看護学科 学科概要
看護学科にいても、長期休暇を利用しての短期留学プログラムや長期留学プログ

ラム、交換留学プログラムに応募することは可能でしょうか？
可能です。ただし、学年によっては長期休暇中にも講義があり、日程が限られる場合があります。

67 看護学科 学科概要
医学部看護学科について質問です。海外の大学病院への派遣活動や、海外在学生

との交流など、国際的な活動や取り組みについてお伺いしたいです。

フィリピンやハワイにある大学や施設へのフィールドワークで、現地の方や学生との交流、現地の看護実態を学ぶプロ

グラムがあります。

68 看護学科 学科概要
コロナ禍になってから授業はずっとオンラインですか？それとも対面授業です

か？
講義は原則オンラインで実施しています。ただし、演習や実習は感染対策を講じて対面で実施しています。

69 看護学科 学科概要
在学中の看護学生に大学受験勉強で辛くなった時どのように乗り越えたのかを教

えて欲しいです。
本学WEBサイト内ヨコ知り等をご参照ください。

70 看護学科 学科概要
ハワイ研修が単位化された場合、ハワイ研修に行けなかった学生は単位をどこで

補うのですか。
ハワイプログラムは選択制です。プログラムに参加しなかった学生は、他の講義を選択して単位を取得します。

71 看護学科 学科概要
そちらの大学を出て助産師を目指している人は、どのようなルートで進んでいま

すか？

学部卒業後、本学大学院医学研究科看護学専攻に助産師課程があるため本学大学院へ進学しています。または、外部の

助産師専攻科などに進学されるケースがあります。

72 看護学科 模擬授業

「withコロナ時代の医療マネジメント」の講義の中で「日本は、諸外国に比べて

急性期病院が少ない。」というお話がありましたが、超高齢社会である日本では

慢性期病院の需要が高いため、必然的に急性期病院の割合が低くなってしまうと

思います。先生は、それらをどのように両立(または優先)するべきだとお考えで

すか。

おっしゃるように日本は超高齢化の時代を迎えています。この方達を慢性期（療養型）の病院に入院をさせ、治療を行

うのではなく、高齢者は治療が必要な場合に急性期病院で療養し、治療を終えたらできるだけ、ご自身の生活の環境の

中で暮らすことが良いと思います。高齢者は入院期間が長くなると筋力も落ちますし、認知機能にも影響が出てきま

す。私は適切な治療が行える急性期病院で短期で治療を終えて、安心して住みなれた地域で暮らせるようにするための

サービスや体制を増やしていくべきと考えております。

73 看護学科 模擬授業

１時限目でwithコロナ時代の医療のマネジメントで説明していただきました、勝

山貴美子先生に質問をさせていただきます。私は将来看護師として少し働いた

後、助産師になりたいと思っています。しかし救急救命にも興味があり、救急救

命科の看護師として働きながら専門の助産師の学校で学びたいと考えているので

すが、 救急救命の勉強をしながら助産師の勉強もすると言うことになるので正

直不安です。救急救命の経験がある先生だからこそお聞きしたいです。実際、難

しいことなのでしょうか、、。

助産師になりたいのですね。助産師の資格を取るためには、専門学校や大学院で学習をする必要があります。科目も多

く、実習も多いですから、働きながらではなくて、学業に専念されるのが良いと思いますよ。病院によっては、進学の

ための休職の制度を持っているところもあります。私は新卒で高度救命救急センターで働く機会を得ました。出産は普

通に生まれてきて当たり前ですが、救命センターには、出産後の出血でショックを起こして運ばれる産婦さんもおられ

ました。そのような方や生まれてきた赤ちゃんの命を守ることは、救命救急のナースとしてとても大事なことだと思い

ますし、助産師を目指されているのなら、緊急事態にも対応できる力を救命救急で養われて、それから助産師の学校に

進学をするという選択肢もあるかなと思います。


