
受 験 案 内

医学教育部看護学科学生（自衛官候補看護学生）受験案内

自衛官募集ホームページ 防衛医科大学校ホームページ



第11代
防衛医科大学校長

四ノ宮 成祥
防衛医科大学校では、防衛省・自衛隊に関心があり、将来患者
さんに対する高度な看護と心のケアを担いたいという情熱を
もつ受験生の皆さんをお待ちしています。
防衛医科大学校は、昭和48年の創設以来、「医師である幹部
自衛官」となるべき者の教育訓練を任務とし、優れた総合臨床
医を育成しています。平成24年の防衛省設置法の改正により、
その任務に保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者
の教育訓練が加わり、平成26年4月に4年制の看護学科を
開設して以降、これまでに212名（令和2年3月卒業第3期生ま
で）が卒業しています。
看護学科のうち、保健師及び看護師である幹部自衛官となる
べき者を養成する本コースでは、一般の看護系大学と同様の
看護学教育に加えて、将来幹部自衛官となるための基礎的な
教育訓練を受け、独自の防衛看護学も学びます。また、保健師
としての資格を取得するために必要な事項も学修します。
卒業後は、幹部候補生として幹部候補生学校等で教育訓練を
受けたのち、自衛隊の病院・部隊等に勤務し、隊員等の健康を
守りながら幹部自衛官としての任務に当たっていきます。防衛
省・自衛隊の任務の多様化・国際化にともない、今後国内のみ
ならず国際社会への貢献の機会がますます増えていくことで
しょう。
このような状況のもと、医療の分野では技術の高度化・専門
化に対応しうる優秀な人材育成の期待が高まっています。防
衛省・自衛隊では、国内外における多様な活動に貢献できる、
専門的技能と豊かな人間性や的確な判断力を兼ね備えた質の
高い保健師及び看護師を求めており、若い皆さんの志に大いな
る期待が寄せられています。ぜひ、新たな第一歩を防衛医科大
学校で踏み出していただきたく、ここにご案内申し上げます。

 ： 特別職国家公務員

 ： 117,000円（令和3年1月1日現在）

 ： 年2回（6月、12月）

 ： 約75名

防衛省・自衛隊では、任務の多様化・国際化、
医療技術の高度化・複雑化に十分に対応し
得る資質の高い保健師・看護師を育成するた
め、平成26年度に防衛医科大学校に4年制
の「看護学科」を新設しました。卒業時には
申請により、独立行政法人大学改革支援・学位
授与機構から学士（看護学）の学位が授与さ
れます。

（例）　令和2年3月の卒業生の償還最高額　847万円

防衛看護学各論
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本校では、入学と同時に特別職国家公務員
（学生）の身分となります。
これにより、経済的な自立が図れ、安心して
学業に専念することができます。
また、全寮制で規則正しい生活を送ることが
でき、寮費や食費のほか、授業料もかかりま
せん。万全の環境で勉強ができます。

近年における任務の多様化・国際化、医療技術の高度化・複雑化に、十分に対応し得る専門的知識・能力と豊かな人間性や的確な判断力を有する質の高い看護師

を養成します。

看護学科では、一般教養科目を充実させるとともに、保健師・看護師に必要な特色ある教育を行います。さらに、保健師・看護師たる幹部自衛官になるべき者に

とって必須となる防衛看護学など特色ある教育や部隊実習、基本教練を実施していきます。また、防衛省・自衛隊では、衛生環境の劣悪な被災地等での任務にお

ける傷病等の予防のため、衛生環境を調査し、公衆衛生活動を実施する必要が高まっています。全国各地の自衛隊病院、部隊等においては、疾病等の予防、メン

タルヘルス、特定健診、特定保健指導などの業務が増大しています。このため、看護学科においては、保健師の養成にも取組みます。
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公衆衛生看護学実習、在宅看
護学実習、統合実習、卒業研究
を進めつつ、保健師・看護師国
家試験の準備が本格化する。
防衛看護学では、特殊戦傷病
や自衛隊における国際貢献看
護について学ぶ。

看護に従事するための知識と技術、
マインドを習得する
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看護学科（自衛官候補看護学生）学生舎
看護学科（技官候補看護学生）学生寮

看護学科
（自衛官候補看護学生）

学生舎

（講堂）

看護学科
（技官候補看護学生）

学生寮

34

36 114 30

36 14 118

31

238

31

（参考　令和2年度）
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合気道部
空手道部
弓道部
剣道部
硬式庭球部
サッカー部
山岳同好会
自転車部

柔道部
準硬式野球部
水泳部
スキ一部
躰道部
バスケットボール部
バドミントン部
バレーボール部

ハンドボール部
ラグビ一部
陸上競技部
レスリング部
ソフトボール同好会
チアダンス部

演劇部
音楽部
合唱部
華道部
弦楽アンサンブル部
茶道部
写真部
書道部

吹奏楽部
ディベート部
美術部
ESS同好会
囲碁・将棋同好会
ダンス同好会

医用工学研究部
国際医学科生連盟防衛医科大学校支部
分子医学研究部

8:00～22:20 8:00～22:20 17:15～22:20
22:20

事前に申請書を提出することで
外出・外泊が可能です。休日はそれ
ぞれ計画を立て有意義に過ごすこと
ができます。

本学の学生は、宿舎生活が義務であり、学生として、規則正しい
生活が定められています。4年間生活を共にする仲間たちとの絆
は将来幹部自衛官になるべき学生としてかけがえのないもの。互い
に切磋琢磨しながら強く優しい保健師・看護師である幹部自衛官
を目指していきます。
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自衛隊中央病院をはじめとする全国16カ所の自衛隊病院は、全国の主要な部隊
がある場所にできた病院であり、ほとんどが外科や内科がある総合病院です。

（平成30年卒業） （平成30年卒業）

保健師・看護師である幹部自衛官として活躍

大きく分けると、以下の4つが卒業後に自衛隊看護師として果たすべき任務
となります。これらの任務に従事する上で必要な技能・知識等を身につける
のが、看護学科学生の役割であり、使命と言えます。
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0715

試 験 種 目：

食事・一部の被服類・寝具については支給又は貸与
防衛医科大学校への入学金・授業料等の納入はあり
ません

学生手当：月額117,000円（令和3年1月1日現在）

※試験に関する詳しいことは、受験要項又は自衛官募集ホームページをご確認ください。

受験要項

第１次試験：学力試験及び小論文
第２次試験：口述試験及び身体検査

約10分

看護学科学生（自衛官候補看護学生）
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