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10年のあゆみ 

 

1．地域に根ざした医療大学として 

 

沿 革 

 

2008年 4 月 学校法人青淵学園及び東都医療大学設置認可申請 

2008年 10月 東都医療大学設置認可 

2009年 4 月 第 1回入学式挙行 

ヒューマンケア学部看護学科開設 

2013年 3 月 第 1回卒業式・学位記授与式挙行 

2015年 11月 日本高等教育評価機構の認証評価受審（2016 年 3 月「大学評価基準に適合」の

認定を受ける） 

2017年 6 月 幕張ヒューマンケア学部、収容定員の増加に係る学則変更認可 

2017年 8 月 管理栄養学部設置認可 

2018年 4 月 管理栄養学部管理栄養学科開設 

幕張ヒューマンケア学部看護学科開設 

2019年 4月 東都大学に名称変更 

幕張ヒューマンケア学部理学療法学科開設 
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教育理念 

 

本学は、生命を尊重し、人間の尊厳と基本的権利を理解するとともに、学問的基礎の

上に専門的な実践能力をもち、地域の保健・医療・福祉の担い手としてリーダーシッ

プを発揮し、学問の発展にも貢献できる医療人を育成することを教育理念とする。 

 

 

 

教育目標 

 

1． 生命を尊重し、人間の尊厳と基本的権利を理解できる豊かな人間性を涵養する。 

 

2． 看護学の基礎的な知識・技術・態度を修得し、ヒューマンケアの理念に基づい

た実践ができる基礎的能力を育成する。 

 

3． 保健・医療・福祉の重要な担い手としての役割を認識し、自己研鑽するととも

に、リーダーシップを発揮できる基礎的能力を育成する。 

 

4． 看護にかかわる諸問題を科学的に探求し、将来看護学の発展に貢献できる基礎

的能力を育成する。 
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ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

 

以下の能力を身につけた学生を輩出する。 

 

1.看護専門職としての倫理観を身につけ、生命および人を尊重する姿勢： 

「専門職として守るべき規範・原理・規則を身につけている」「人間の生命を尊び、

基本的権利を守る姿勢を持っている」「倫理的な判断に基づいて行動できる」 

 

2.ヒューンケアの理念に基づき、保健・医療・福祉チームの一員として貢献できる

能力： 

「ヒューマンケアの意味と価値を理解している」「看護の対象となる人々の健康維

持・増進のために必要な専門知識・技能を主体的・継続的に学習できる」「保健・医

療・福祉の分野における看護の役割と機能を認識し、看護専門職としての力を発揮で

きる基礎的能力を有している」 

 

3.看護および看護にかかわる広い領域の問題に対する探究心を持ち、この領域の発

展に寄与できる能力： 

「医療・看護の現象を科学的に探求する基礎的能力を有している」「根拠に基づいた、

より質の高い看護実践を行うため、専門分野の応用を考えることができる」「自らの

問題を見出し、筋道を立てて解決できる」 
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カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成・実施方針） 

 

 「自己教育力」「科学的探求力」「看護実践力」「マネジメント力」「地域貢献力」「国

際力」をヒューマンケア能力育成のために必要な要素として、これらを高めることに

より、より高い「ヒューマンケア力」を育成できるとし、すべての授業科目で 7 つの

カの 1 つ以上を強く意識した内容とする。 

 

1.看護師課程の授業科目区分 

 

 ヒューマンケアの基礎科目群・看護の基礎科目群・看護専門科目群の 3 区分とし、

ヒューマンケアを土台とし、看護の専門性を積み上げることにより、質の高いヒュー

マンケア実践家としての知識・技術・態度の育成を目指す。 

 

（1）ヒューマンケアの基礎科目群 

 『人間形成の基礎』『自然の理解』『学習・自己教育の基礎』『異文化理解』の 4 分

野を配置し、特に「自己教育力」「科学的探求力」「地域貢献力」「国際力」を養うこ

とによりヒューマンケアの基礎能力の修得を目指す。 

 

（2）看護の基礎科目群 

 『健康の理解』『社会と環境の理解』の 2 分野とし、特に「科学的探究力」「看護実

践力」の基礎となる科目を配置する。看護の主要な要素である〔健康〕とそれをはぐ

くむ〔環境〕について理解を深め、専門科目につなぐ知識の修得を目指す。 

 

（3）看護専門科目群 

 『看護の基礎』『ライフステージと看護』『健康レベルと看護』『社会生活と看護』

『看護の統合と発展』の 5分野を配置する。全ての看護分野において必要な知識・技

術を体系的に修得するとともに、<概論><援助論><実習>を通してヒューマンケアを意

識づけることにより、ヒューマンケアの基礎科目で培った「自己教育力」「科学的探

求力」「地域貢献力」「国際力」をさらに強化し、「看護実践力」「マネジメントカ」を

加えて高いレベルの「ヒューマンケア力」の修得を目指す。 

 

2.保健師助産師専門科目群 

 

（1）保健師課程 

 保健師に必要な専門性の高い知識、技術に関する科目を配置し、保健師としてヒュ

ーマンケアを実践できる能力の修得を目指す。 

 

（2）助産師課程 

 助産師として専門性の高い知識、技術に関する科目を配置し、助産師としてヒュー

マンケアを実践できる能力の修得を目指す。 
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アドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

 

本学の理念及び教育目標に基づき、看護学を学ぶ上での基礎的学力を有し、また、次

の資質を備えている学生の入学を求め、総合的に判断し、選抜する。 

 

  • 生命あるものすべてを大切に思う心を持ち、人間の尊厳を理解できる人 

 

  • 将来、看護師等として保健・医療・福祉の分野で貢献する意思のある人 

 

  • 自分の果たす役割に責任感を持つとともに、周囲と協調できる人 

 

  • 看護に関する高い関心を持ち、入学後も主体的に学ぶ意欲がある人 
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校章制定にあたりて 

 

 一般社会においてロゴマークはさほど重要でないと思われているが、実は大切なことである。

我が学園は、設立八年間無視して決定しなかったわけではなく、慎重に時間をかけて検討してき

た。一般公募は開学後ただちに行い、学生の投票、それをもとに教官が検討を行ったが意見が全

く異なり、年齢差で当然の結果でと言えばそれまでの事であった。また、私共の建学の理念を表

すものとして満足できず、やはり自分達の考えで作らねばならないと思っていた。 

 ロゴマークにも時代の流れで差がある。日本では古くから藩や家紋があり、西洋でも王朝国家

校章家紋がある。これらの紋章がすべて古くて現代では使われてないかというと、必ずしもそう

ではなく、時代を越えて使われているものもある。世界的に知られているのは、メディチ家の丸

薬をモチーフとしたものである。日本の昔からの紋章はデザイン性も高いものがあり、ブランド

品で知られるルイ・ヴィトンには日本の江戸～明治の商店・財閥のロゴマークが使用されている。

現代ではセブン・イレブンやマクドナルドのマークは世界的である。悪いイメージとなったのは

ナチスの逆鉤十字である。 

 日本の家紋は草木をモチーフにしたものが多く、徳川家の葵の紋はおなじみの水戸黄門、葵の

紋入りの印籠を手にかざすと平民は平身低頭、一件落着。ロゴマークも時代によってはたいした

ものである。 

 国家の旗としては、日の丸はシンプルでデザイン性優れており、花札の画も芸術性高いものが

多くあると思う。会社のロゴマークで優れているといわれた日本石油のマークは太陽であるが、

花札の札の月の形をバックを白にし月を太陽にしただけである。 

 アメリカには北米旗章学協会があり、旗を研究している。国家・市の旗ですばらしいとされて

いるのは、シカゴ市の旗で白地に青い横縞二本、真ん中に赤い六芒星四つ。四つの星は、ディア

ボーン砦、大火、万博二回を示している。青の横縞は水川湖）、すべての場所、紙コップ、お土産

にも使用され、市の功労者の葬式の棺にも国旗より市旗が多く使用される程愛されている。 

 旗・紋章として使用する色の定番は、赤・白・青・緑・黄・黒で次の四つの条件を満たしたも

のが良いといわれている。 

 基本は①シンプル（simple）、②意味がある（meaningful symbolism）、③色は定番の中で二～三

色（basic colors）、④文字は入れない（no lettering on seals）、⑤ユニークであること（be distinctive 

or be related）、そして大きさは縦 2.5cm、横 4cmに書く。これは 1m×1.5mの旗を 30m離れたと

ころから見た絵と同じに見えるからである。 

 これは旗のみでなくデザイン全体にいえる。シンプル・意味・厳選された色・ユニークである

ことが要求され、遠くより見るなど五つの原則に準ずべきである。 

 そこで我が学園のマークを考えてみよう。 

 シンプルである、色は定番の赤と青バックは白、文字は入れない、デザインはすでにユニーク
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で三十年前に商標登録もしてあると、条件五の中四つは満たしている。デザイン性も単にオブジ

ェとして芸術性が高いと彫刻家からも賛同されている。さらに一番大切なのは、コンセプトであ

る。全体の形、ハートで愛、慈愛、仁、恕（おもいやり）を示す。二つの輪は、赤と青は動脈と

静脈、人のみでなく生きとし生きる動物の命でハートは愛を意味する。二つの輪は絆で、医療ス

タッフと患者、人と人との絆、輪すなわち和でもある。赤はまた血そのもので、生命でもあり赤

十字は国際的に有名である。青は学園名の青淵学園の青でもある。 

 このマークは、設立母体である関係病院団体でも今後も実習病院として、パートナーとして共

通のロゴマークを持つことは必要である。医療関連の教育機関も病院も、単に教育のみ診療のみ

ではなく、共に教育があっての医療であり、医療あっての教育でありさらに共に研究も進める必

要がある。 

 教育・研究・臨床が医療教育の三本柱で、病院も研究所も同様である。この意味でも共通のロ

ゴマークが必要と考える次第である。出来るだけ早く、関連病院は正式の大学附属病院として編

入されれば一人前の大学となるわけである 

 このロゴマークを建学の精神として、前進し社会に貢献していきたいと考える。 
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2．10年間の風景 

 

2009年度 

校舎 

 

 

入学式 保護者会 

 

 

  

みどりのプラン賞  
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 第 1回青淵祭 

  

2010年度 

1年生歓迎会 ふかや市民大学 

  

  

青淵祭  

  

2011年度 

新入生歓迎会 青淵祭 
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東日本大震災募金活動 福祉健康まつり 

 

 

 

 

 

2012年度 

学食 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

市民大学  
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青淵祭  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 体育館 
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2013年度 

こども大学  

  

  

青淵祭  
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保護者会 学位授与式 
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2014年度 

入学式  
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 オレンジカフェ東都 

 

 

 

 

 こども大学ふかや 

 

 

  

 

 

 

 青淵祭 
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献血協力 学位記授与式 
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2015年度 

入学式  
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病院でのキャンドルサービス（ボランティア活動） 熊本地震募金 

 

 

 

 

青淵祭  
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学位記授与式  
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保護者会 幕張研修 
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ごあいさつ 

 

東都医療大学開学十周年を迎えて 

学校法人青淵学園 理事長 

大坪  修 

 

 本年青淵学園は、埼玉県深谷市に東都医療大学ヒューマンケ

ア学部看護学科を開学し十周年を迎えることになった。長かっ

たようであったが、あっという間で、ともかく平成 30 年に、

深谷キャンパスに管理栄養学部管理栄養学科、幕張キャンパス

（旧国際能力開発センター）に幕張ヒューマンケア学部看護学

科の増設を行うことができた。 

 平成 31 年から幕張キャンパスに幕張ヒューマンケア学部理

学療法学科を増設が認められ、医工学、その他コメディカルの

学科、大学院の設立も検討中である。同時に大学名も東都医療

大学から「東都大学」に平成 31 年度より変更し、総合大学へ

の道を歩き始めることになった。 

 従来、日本の医療レベルは医学関係者のノーベル賞受賞者が

出るなど高いと思われてきた。しかしながら一部の分野では世

界のトップレベルと思われても、臨床医療の総合力においては

必ずしもトップレベルとは言えない現状である。特にハードの

病院の設備、医療機器に関しては先進医療の対応はできていて

も、患者に対するコメディカルのナースや他の医療スタッフの

数は、必ずしも患者一人に対する数は先進国レベルではない。質に関しても、やっと専門学校レ

ベルから大学レベルになってきたのが現状である。 

 振り返って大学を設立するに至った経緯は 20年以上前のことである。東京大学病院、東京大学

医科学研究所、虎の門病院など臨床と研究に従事し、最先端の良い立派な治療の場として、日本

の病院環境はまだまだ世界最高とは言えず、教育と研究と臨床が必要で、残された人生を学長の

中條俊夫と 20年以上前より大学の設立を考え、遠くは九州も含め色々と検討してきた。 

 そして 10年前、帝京大学の冲永荘一学長の勧めもあり、埼玉県深谷市に医師でもあった新井家

光市長から誘致の相談を受け、医師会の文字通り物心共々の御協力の下に開学に至った。 

 杉浦哲郎、五十嵐雅子、鈴木正子、大橋優美子の諸先生を始め教職員一同で開学し、さらに中

條俊夫学長、今川詢子学部長、大嶋利夫・角野猛副学長の下に充実した教育を進め、現在では全

国から学生が集まってきている。 

 平成 27 年には隣接している旧埼玉県立総合教育センターが深谷市に払い下げになっていたの

を小島進市長の御尽力により借用可能となって、田中政巳学部長、佐藤香苗学科長の下で管理栄

養学部管理栄養学科開設の運びとなった次第である。 

 また幕張には国際能力開発支援センター跡地に、櫻庭繁学部長、根本清次学科長の下で幕張ヒ

ューマンケア学部看護学科が開設し、平成 31年度より石黒友康学科長の下で理学療法学科が開設

される運びとなった。 

 姉妹校である深谷大里看護専門学校も医師会より譲渡され、通信制も加え、看護系の教育体制

が確立された。これらの成果は、ひとえに地域の皆様のご理解とご協力、そして職員の協力の賜

物と深く感謝申し上げます。 
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開学十周年記念 ごあいさつ 

東都医療大学 学長 

中條 俊夫 

 

 2018 年は、東都医療大学開校十周年の記念すべき年であ

ります。2007 年、開学企画の段階から同大学理事を務め、

また 2013年 9月に学長を拝命し、現在に至っております。 

 本学は、本年 3 月に、ヒューマンケア学部看護学科第六

期生を社会に送り出しました。看護師国家試験合格率は高

く、就任先の医療施設からは「よい看護師に就任して貰い、

感謝しています」という感謝のご挨拶を頂いており、大学

の大きな誇りになっています。 

 開学十周年に当たる本年四月には、深谷キャンパスに管

理栄養学部、幕張キャンパスに幕張ヒューマンケア学部看

護学科の増設が国より認可されました。また、明年四月に

は理学療法学科の増設が認められ、本大学は悦ばしい発展

を続けております。また、開学前からの念願が叶い、明年

四月以降、校名を「東都大学 Tohto University」と標榜して

よいとの国の認可を頂きました。大変喜ばしいことであり

ます。今後、大学院設置や臨床工学科増設など、本大学を

更に大きく発展させる努力を続けてまいりますので、関係諸氏のご理解とご協力をお願い申し上

げます。 

 わが国での小児外科医療は欧米での発展からかなり遅れて発足しました。1961年、東京大学附

属病院に小児外科研究班が結成されました。わが国最初の小児外科研究班で、創設者五人の一人

であった私の大きな誇りでした。1965年末には国立小児病院（現：国立成育センター）が開設さ

れ、開院時より外科医師として多くの貴重な経験ができました。これを糧とし、1985年に東京大

学に赴任後、小児外科講座開設、総長補佐、病院長、看護学校長併任、日本小児ストーマ研究会

や日本褥瘡学会の創設など、経験いたしました。これらは全て看護師をはじめ多職種の医療祉関

係者とのチームワーク形成や、御支援によりできたことであり、感謝しています。 

 これらの経験から、立派な医療者の育成に私の人生の後半を捧げたいと願っていましたので、

願いが叶えられていることに感謝しております。 

 この十年間に私が果たした業績の一つに、東都（医療）大学校歌の作曲があります。愛車を運

転しての大学への通勤の途上、浅間山、赤城山、榛名山、秩父の山々などの美しい山並、そして

季節とともに移り変わる深谷の野山や畑の美しさを楽しみながら、自然にできあがった曲です。

大坪公子先生に作詞して頂き、皆様の承認を頂きました。学長の責務を果たすとともに、私の最

高の悦びと誇りになっています。 

 開学十周年記念誌の挨拶文の最後に、在学生、卒業生へ贈る言葉を二つ挙げます。 

 一つは、多くの医療従事者とのチームワークを大切にし、対象者（御病人、高齢者、小児など

の弱者）に最善の支援を行う努力を惜しまないことです。 

 今一つは、多くの方々から学ばせて頂いた経験について、正確な記録を手許に残し、メイキン

グではなく、ありのままのデータを集積し、自分自身のため、社会のために役立てて欲しいとい

う願いです。 
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ごあいさつ 

東都医療大学 副学長 

角野  猛 

 

 皆様にはますますご健勝のことと心よりお慶び申し

上げます。 

 東都医療大学ヒューマンケア学部は 2009 年に設立さ

れ、今年度で 10 周年を迎えました。本学設立から今日

に至るまで、地元深谷市のご支援、深谷市民の皆様、地

域住民の皆様、そして、卒業生の皆様、保護者の皆様、

教職員の皆様のご尽力のたまものと心より感謝申し上

げます。 

 本学の教育理念は「生命を尊重し、人間の尊厳と基本

的権利を理解するとともに、学問的基礎の上に専門的な実践能力をもち、地域の保健・医療・福

祉の担い手としてリーダーシップを発揮し、学問の発展に貢献できる医療人を育成する」ことで

あります。振りかえみますと、東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科は 2013 年 3 月に第 1

回卒業式・学位記授与式を挙行しました。また、2016年には公益財団法人日本高等教育評価機構

による認証評価において「大学評価基準に適合」の認定を受けています。なお、大学の個性化・

特色化を推進していくうえで学生の視点にたってディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、

アドミッションポリシーを明確にし、新ポリシーとして 2018年度入学生より適用しています。ま

た、2017年 8月には管理栄養学部管理栄養学科の設置認可を受け、2018年 4月に新学部の入学生

を迎えました。同時に千葉市に幕張ヒューマンケア学部看護学科を認可申請で開学いたしました。

なお、2019年には幕張ヒューマンケア学部に理学療法学科の開設が認可されています。この深谷

の地に蒔いた一粒の種は開花し、この 10年間に着実に大きく成長しました。 

 本学の卒業生はおよそ 600 名を数え、県内外の医療関係の分野で活躍する看護師を数多く送り

出しました。これもひとえに、本学で学んだ皆さんと教育活動を支援してこられた保護者、同窓

生、地域の方々のご尽力の賜物と、心より深く感謝いたします。 

 この 10 年の間に、私たちを取り巻く医療環境は大きく変わりました。特に、少子高齢社会の

到来は、社会や家庭環境に大きな影響を与え、私たち医療人はさまざまな課題に直面しています。

この 10周年を一つの節目とし、教育現場としての更なる充実を目指し、本学の理念「医は仁術、

その心は（忠）まごころと（恕）おもいやり」を実践する成長の場として進めたいと思います。 

 今後も、地域の保健・医療・福祉に貢献できる医療人を育成したいと思います。皆様方のご指

導ご鞭撻を心よりお願いいたします。 
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東都医療大学開学 10 周年に寄せて 

東都医療大学ヒューマンケア学部 学部長／看護学科 学科長 

今川 詢子 

 

 本大学が開学 10周年を迎えられましたことは、教職員はもち

ろんのこと、ご支援いただいている深谷市、関係諸病院をはじ

めとする保健・医療・福祉施設の方々、非常勤講師の先生方、

多くの皆様のお蔭と心より感謝申しあげます。 

 ヒューマンケア学部の教育理念は「生命を尊重し、人間の尊

厳と基本的権利を理解するとともに、学問的基礎の上に専門的

な実践能力をもち、地域の保健・医療・福祉の担い手としてリ

ーダーシップを発揮し、学問の発展にも貢献できる医療人を育成すること」です。医療に携わる

者は、他者を尊重できることが大切です。自分の良いところも悪いところも認められる人は、他

者をも尊重できる人であると信じている私は、対象を尊重した支援を提供し続ける専門職を育て

続けることを教育モットーとしております。 

 開学 2年目から在職させていただきましたが、教育を軌道に乗せるための挑戦でした。設備も

十分ではありませんでしたが、教職員は皆、学生が好きで多大なる愛情を注いでいました。学生

も前向きで真摯に学業にとり組んでいた者が多かったと感じています。学生には、ポジティブな

学習意欲の向上と看護を嫌いにさせないための人的・物的環境を目指し、教職員には、教育能力

の啓発と居心地よい職業環境をと願ってこの 9年間努力してまいりました。お陰様で 6期生まで

を社会に送り出しました今、多くの施設の皆様から卒業生や在校生への評価も高く、また、大学

を訪れる多くの卒業生も本学で学んでよかったと話してくれます。教師冥利に尽きない言葉でう

れしく思います。このことは、学生・教職員それぞれの努力と実習指導に協力してくださる施設

の皆様の温かいご支援とご協力の賜物と感謝している日々です。 

 学生や教職員の活き活きとした姿を見ますと自分の命も輝くような思いが致します。10周年に

あたり思いを新たに、在校生・卒業生の皆様の活躍に期待を掛け、本学の更なる発展に思いを寄

せます。学問の拠点として学生、教職員ともに地域に根ざした教育活動を実践したいと考えてお

ります。 

 今後ともどうぞよろしくご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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厳しい時期を乗り越えて 

東都医療大学 顧問 

大嶋 利夫 

 

 私は、平成 25年 6月に東都医療大学の顧問として就任

しました。 

 翌年の平成 26年 4月には副学長に就任しましたが、就

任直後に文部科学省の履行状況の現地調査（委員等が直

接来学して行う調査）が待っていました。さらにその年

度中に 2回目の現地調査が実施されました。 

 私は、これらの現地調査の原因となった文部科学省へ

提出した履行状況報告書の分析を行うとともに、説明資

料の作成に全力を挙げて対応しました。また調査の現場

では私が司会を担当しましたが、調査委員の質問に対し

て、本学の関係者に適切に割り振ることに腐心しました。 

 これらの調査の合間に、私は文部科学省の担当官に直接会って、本学がこれまで提出した報告

書の内容について何度か説明した結果、翌 27年度には現地調査ではなく、文部科学省内で実施す

る面接調査に、一段階引き下げてもらうことができました。この面接調査では、調査委員の一人

は前年度の委員と同じ人で、厳しい質問がありましたが、本学の出席した先生方に協力をいただ

き、調査は無事終了することができました。 

 しかし面接調査と同じ時期に、「日本高等教育評価機構」による認証評価が控えており、私は機

構からの質問事項の回答や想定問答の作成などで忙しかったため、脊柱管狭窄症が悪化して歩行

困難となり、3週間の入院を余儀なくされました。そして 11月には、認証評価機構による現地調

査が実施され、歩行困難な状態で調査に臨みましたが、大きな指摘はなく、調査は無事に終了し

ました。 

 平成 28年 2月になって、文部科学省から履行状況調査の調査結果について、「留意事項は付さ

ない」という発表があり、完成年度から 3年が経過して、やっとこの日が来たときの関係者の喜

びは忘れられません。さらに同じ年の 3月には、評価機構からは「大学評価基準に適合している」

という、認定証が送付されてきて、一層安心することができました。 

 ところが、平成 28年 6月になって文部科学省の「学校法人運営調査」が実施されることになり、

再度文部科学省の現地調査に対応せざるを得ませんでしたが、この調査では、幸い一部の指摘事

項で済みました。 

 私の副学長在職中の 3年間は、文部科学省の調査が 4回実施され、また認証評価機関による調

査など調査の連続でしたが、このような厳しい時期を乗り越えることができたことによって、平

成 30年 4月には幕張キャンパスの開設を含め、新しい 2学部を開設することができました。 

 そして大学の名称の変更についても承認され、平成 31年度には「東都大学」という名称でスタ

ートすることになり、大学開学 10周年を機に、本学の新たな発展が期待されています。 

 これらは、関係者の皆様の努力と協力の成果であり、平成 27年度まで続いた本学の厳しい時期

を考えると、隔世の感があります。 
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本学の開学にご尽力いただいた 

皆さまの熱い想いを忘れずに 

東都医療大学 事務局長 

菊地  望 

 

 ヒューマンケアを実践できる医療従事者の育成の必要性を認識

し、「医療従事者の人材育成は社会貢献に繋がる」との考えから、

平成 21年 4月に、学校法人青淵学園により、ヒューマンケア学部

看護学科からなる単科大学として、埼玉県深谷市に同市の多大な

るご支援の下に開学した本学は、平成 30年 4月に、管理栄養学部

管理栄養学科を新設するとともに、千葉県千葉市の幕張新都心に

新たに開設した幕張キャンパスに幕張ヒューマンケア学部看護学

科を新設するなど 2キャンパス、3学部を擁する大学に成長することができました。 

 こうした中、本学では、教育陣の充実、教育環境の整備、教育内容の改善が進むと同時に教育

方法、大学の運営、地域との連携などに関する多くのノウハウを蓄積することができました。 

 また、記念すべき 10周年を迎える平成 31年 4月には幕張ヒューマンケア学部に理学療法学科

が加わり、さらには大学名称も東都医療大学から東都大学に変わり、本学はいよいよ充実・発展

の時期を迎えようとしているのではないかと思います。 

 平成 25年 3月に初めて世に送り出し、平成 30年末で 599人に達した本学の卒業生は、全国の

病院や保健所等で、看護師、保健師、助産師として、大活躍しています。卒業生が社会の中堅以

上として活躍するようになってはじめて確固たる評価が社会の中に定着するとはいうものの、全

学一丸となって努力してきた甲斐あってか、おかげさまで最近では本学に対する社会の評価も次

第に高まっているようです。 

 本学の次の 10年を展望する時、先人が未だ経験したことのない本格的な少子高齢社会に突入す

るこの時期こそ、医療系の総合大学として、開学以来培ってきた本学の真の実力が試され、そし

て必ずや花開くことでしょう。 

 優れた先見性を持ち、必死で、本学の開学にご尽力いただいた皆さまの熱い想いを忘れず、教

職協働によるさらなる大学改革を進め、新たな発展につなげていきたいと考えております。 
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開学 10周年によせて 

 

開学 10 周年に寄せて 

埼玉県深谷市 前市長 

医療法人葵 理事長 

新井 家光 

 

 東都医療大学開校 10周年おめでとうございます。 

 大学関係者のご努力に敬意を申し上げます。 

 私は 20年前市長就任時、市政は「慈仁
じ に ん

」が基本のまちづくり

をしようと考えていました。 

 我が国の医療、医学の歴史を振り返るとき、実証的医学の端

緒を招いた日本医学の中興の祖は【曲直瀬
ま な せ

道三
どうさん

】ではないかと

思います。道三は 1507年の京都で生まれ、22歳の時医学の志を

立て、今の栃木県にあります足利学校に入りました。そして入

門すること数年、李朱医学を講究し、古来の諾論、結方の可否

を明らかにし、用薬 l20 種の効能を伝授され、39 歳の時、京都

に帰り医術を専業に行うことにしました。李朱医学を基礎に医

師として名声を得た道三は、今までに見られなかったタイプの

医師でした。名もない家柄から医師として将軍につかえるものはいませんでした。時がまさに戦

国の下剋上の世であったからこそ、より実践的で役に立つ彼の医学が人々に瞬時に入れられるこ

ととなったのではないでしょうか。道三はまた、医学舍 啓迪院
けいてきいん

を創設し、後進の養成に力を注

ぎました。彼は医学教育の中で 57か条の医家の守るべき法を門人に与えましたが、それは非常に

実用的なもので、余計な道徳的説教は一条たりともありませんでした。ただ第一条に「慈仁
じ に ん

」と

だけ記されているだけでした。政治は経済性だけではなく、自治の根幹は人間育成が大切です。

教育をないがしろにする国は発展しません。「慈仁」の精神を持った人材を深谷市から輩出するこ

とが、地方のみならず、全国に貢献できると信じておりました。そのような観点から、医療福祉

系大学の開校を模索致しました。大学誘致のプレゼンは、何度も大坪修理事長の開学の精神、運

営に対する考え方をお聞きし、大坪修理事長の精神に賛同し、市として全面支援を致しました。

私は医療系の開校の大変さは知っておりましたが、大変ご苦労をなさって認可に向かっていたこ

とに頭が下がりました。そして平成 18年に、東都医療大学を誘致することを決定いたしました。

深谷市の市有地に市民の貴重な税金を 9億円助成いたしました。議員、職員、自治会の方々に大

学の必要性を個々に説明し理解を求めましたが、誰一人反対する方がいなかったのは大変ありが

たかったと記憶しております。温故知新の格言のように、道三の精神が今日に生きづき、人間性

豊かな学生が全国に巣立って専門職業人として活躍されますことは、深谷市の誇りです。 

 創立後の 10年間は大変なご苦労があったと思いますが、東都医療大学がこれからも「慈仁」の

精神を持った素晴らしい人材を育て、多くの学生の学びの家となり、発展しますことをお祈りい

たします。 
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大学創設の頃 

元東都医療大学 副学長 

杉浦 哲郎 

 

 東都医療大学が、本年度で開学 10周年を迎えられたとのこ

と、誠におめでとうございます。開学以来、本学発展のため

にご尽力してこられた理事長、学長を始めとする教職員の皆

様に心から敬意を表します。 

 私は、平成 20年 4月から翌年 3月まで大学設立準備室の事

務局長、同年 4月から平成 25年 3月まで副学長及び事務局長

として本学の創設・運営に関わって参りました。 

 まず設立準備の段階では、文部科学省の大学設置審議会の

認可を得ることが不可欠の条件でしたが、その要件を満たす

ためには様々な課題がありました。本学設立時は看護学科のみの新設申請でしたが、最も大きな

課題は看護の専任教員の確保でした。教員候補の方は東京周辺に住んでおられる方が多く、深谷

市の本学に赴任していただくのがなかなか難しいという事情もあったと思います。しかし、当時

設立準備に関わっておられた鈴木、大橋両先生のご努力により、何とか専任の教員を確保して、

認可を取得することができました。 

 認可を取得した後は、今度は学生の確保が大きな課題でした。認可を条件とする学生募集はそ

れまでにも様々な形で行っていましたが、正式な募集は 10月の認可後となり、通常の大学より不

利な立場です。新設大学ですので当然ながら知名度もありません。このような状況の下でしたが、

地元深谷市のご協力をいただきながら、当時の設立準備室の教職員全員が近隣の高等学校を訪問

したり各種の広報活動を展開したりして、何とか第一期生として 106人の入学者を確保すること

ができました（定員 100人）。 

 開学後も、それぞれの教育活動の実施、成績の評価、学生指導、実習施設の確保等、大学運営

は試行錯誤の連続でしたが、その他にも体育館の建設という宿題が残っていました。開学当初の

体育施設は狭隘であり、設置認可申請においても、将来は体育館を建設する計画を示していまし

た。体育館は、隣接する深谷市の職員研修施設跡地の一部を借用して建設することとしていまし

たが、当該跡地の利用計画が確定されるのに時間を要したことから、実際に建設工事に着手した

のは開学 4年目であり、平成 24年の秋にようやく供用を開始することができました。当初の計画

からは大分遅くなりましたが、第一期生にも短期間ながら利用してもらうことができて、一安心

したことを覚えています。 

 以上のように、本学は多くの課題を抱えながらスタートしたという印象が残っていますが、そ

の後は入学志願者も増加し、第一期生の看護師国家試験の成績も悪くなく、開学 4年を経て本学

も一応は軌道に乗ったと思われるところで私は退職しました。 

 その後の経緯は余り承知しておりませんが、これまでに管理栄養学科を増設し、幕張キャンパ

スも設置して、来年度には理学療法学科も増設する予定とのことであり、その充実ぶりに驚いて

いるところです。本学が、今後ますます大きく発展されることをお祈りいたします。 



 東都医療大学開学 10周年記念誌 

38 

東都医療大学プレリュード 

元東都医療大学 副学長 

（学）メイ・ウシヤマ学園 理事長補佐／ハリウッド大学院大学 特命教授 

五十嵐 雅子 

 

 12～3 年前の首都圏では、看護系の学部学科の設立ブームが長

期化していました。高齢化社会での重要な専門職である看護職の

役割は病院・診療所から、地域・在宅へと明らかに変容し始めた

頃でした。 

 そうした社会的背景のなかで、東都医療大学は、大坪会グルー

プとわたくしとの出会いに始まり、深谷市とのご縁がつながった

ことがきっかけでした。 

 そのころわたくしは千葉県市原市の校舎のみであった帝京平成

大学に勤務し、あらたに児童学科を作る計画を進めていました。 

 たまたま元東京都の児童相談所の所長の方が千葉在住、教員ス

タッフに参加くださるとのことで、その現在の職場である東和病

院隣接の高齢者施設ホスピア東和に伺いました。そこで、大坪会全体を統括されている出井事務

局長にご紹介を受けたと記憶しています。 

 一方、帝京大学医学部出身で、帝京大学グループの冲永荘一総長（当時）の教え子でもある新

井家光先生は、当時の深谷市長として全国にむけて大学誘致を呼び掛けておられました。当然、

帝京大学にも声をかけられましたが、冲永先生は地方に大学は作らないと申し出を受けられませ

んでした。 

 東都大学（東都医療大学）現理事長大坪修先生は、冲永先生の東京大学医学部の後輩であり、

わたくしを通じて、大坪先生が九州での大学設立を断念されたこと、大学設立の意思がおありで

あることを知り、深谷市長の意向を伝えられました。 

 新井市長は、既存の大学誘致を考えておられたので、こうした情報は全く新しいものでした。

こうして、公募が行われ、深谷市の新しい大学設立母体に大坪会グループが選ばれ、設置認可に

進み、平成 21年にはわたくしも理事、副学長として東都医療大学に赴任させていただくこととな

りました。 

 大学の名称に関してのエピソードの一つをご紹介しましょう。大坪理事長、出井局長とお話を

した際、なるべく誰でも書ける漢字で短い大学名をとのことで、出井局長が当時漫画に出てきて

いた「東都大学」と提案されました。それでは文部科学省に通りがよくなさそうだ、いずれ「東

都大学」に校名変更すればよいとわたくしが「東都医療大学」の名前を提案しました。そして新

しい大学は東都医療大学という名を冠することとなりました。学部名も帝京平成大学で設けたヒ

ューマンケア学部からとり、他の医療系拡張への布石としました。 

 大学の設立、大学や学部名、設立の骨子やカリキュラムなど、帝京大学グループとは企業風土

の違った大坪会という母体の下で新しい組織体の立ち上げに関わらせていただいた経験は、大学

を離れてからも貴重な財産となっています。 

 今後の東都大学の益々のご発展をこころより願っております。 
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開学 10 周年によせて 

元東都医療大学 副学長 

中根 孝司 

 

 開学 10 周年、誠におめでとうございます。これもひとえに、

大坪理事長の学校法人青淵学園（以下「学園」という。）に対す

るご情熱と中條学長の東都医療大学（以下「大学」という。）へ

のご尽力、そして、学園・大学関係教職員皆様の日頃からのご

精進の賜物であり、改めて衷心より敬意を表したいと思います。 

 また、近時の私学の置かれた厳しい経営環境の中で、学園及

び大学が順調に充実発展してこられましたことに対し、ご支援

ご協力をいただいている、地元深谷市をはじめ、関係教育・医

療機関や関係者の皆様とともに、喜びたいと存じます。 

 さて、私は、平成 25年度から 2年間大変お世話になりました。

開学後未だ大学経営・運営ノウハウが必ずしも十分ではなく、教職員の理解の下、試行を繰り返

しながら、青淵学園・東都医療大学の独自のカルチャーの基盤を形成する時期に当たっておりま

した。 

 着任当時、大学の設置認可に係る宿題をはじめ、大学の自己点検評価体制の充実強化、認証評

価機関による認証評価への受審、教育研究体制の整備充実、学生確保と研修プログラムの開発、

学園・大学の将来計画の推進など幾多の課題が山積されておりました。いずれの課題も将来発展

への基盤に連なる重要な事柄ばかりでありましたので、教職員の叡智を結集して、十分な議論と

理解の下に行うことが求められました。 

 理事長から、学部学科の新増設や東都大学への名称変更等の将来計画のお話をお聞きし、それ

は私学として当然のことと思っておりましたが、そのためには、事柄の重要性（課題の軽重）と

緊急性（時間的な先後）等を鑑みて、優先順位を考えて進める必要があると考えておりました。

したがって、まず第一に、設置認可時の宿題を完了し、その次に、学校教育法上の義務である認

証評価機関の認証評価への適切な対応、その結果を踏まえて、将来計画（学部学科の新増設）に

着手できると言明しておりました。 

 これら課題を的確に解決するためには、理事長・学長をはじめ、学園・大学が一体となり、教

職員も一丸となって取り組む必要があるとの共通認識に基づき、そのリーダーシップの下、適切

な役割分担により、推進することとなりました。私は、認証評価への受審に向けて、自己点検評

価の確実な実施と評価を行い、その準備を進めて参りました。しかし、平成 27年 3月末に退職し

ましたので、結果として、最後まで責任を果たすことができず、関係の皆様には大変ご迷惑をお

かけいたしました。大変申し訳なく思っております。 

 最後に、難しい課題を一つずつ確実に克服されて、複数学部を擁する学園・大学へと順調なる

発展充実をしてこられましたことは、誠に慶賀に堪えません。分散キャンパスを止揚・統合する

東都大学の今後の更なる飛躍発展を祈念しております。 
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東都医療大學ヒューマンケア学部開学10周年に向けて 

前東都医療大学ヒューマンケア学部 学部長 

松蔭大学看護学部 学部長 

大橋 優美子 

 

 東都医療大學ヒューマンケア学部開学 10 周年おめでとうござい

ます。 

 平成 20年 3月中旬、大坪修先生と急遽お仕事をすることになり、

私が慌ただしく 4 月渋谷区三軒茶屋の東都医療大學開学準備室に入

りました、病院の総本部の一部を使った狭いデスクのみのスペース

で大急ぎで 1 年前に作成した書類を点検する作業に入りました。そ

の内容はびっくりするほど、看護教育の素人が作成したものであり

不備が多く呆然としたことを昨日のように脳裏をよぎります。それ

から 4 月、5 月は、①設置趣旨文章作成のし直し、②教育課程と指

定規則の対比表点検、③授業科目の概要作成、④授業計画（シラバス）作成、⑤実習指導要綱作

成及び年次別の実習計画の各種類の一覧表作成など来る日も来る日もパソコンに向かっての書類

づくり、応援を受けたくても看護教育の専門性と独自性のため、初めての事務職員には、語句一

つにしても、“これ何ですか”“どのように読むのですか”の質問が多く、倍の時間を要し、5 月

下旬には右手は腱鞘炎になる始末でした。実習施設について、当初は東京都内の病院で実習をす

る計画であったが看護学校指定規則の決まりで大学所在地の県内で実習施設は確保することがル

－ルであると文部科学省の指導を受け、急遽変更をするため埼玉県の総合病院行脚を始めました。

しかし、これから認可を受ける新設大学は信用がなく実習受け入れの交渉は多くの時間がかかり、

承諾を得るのは、それは、それは大きなエネルギーを使ったものでした。 

 文部科学省の指導事項で難解の関門は、学部名称であるヒューマンケア学部の中にある「ヒュ

ーマンケア」について当大学として独自の概念構築を審査委員が理解できるエピデンスを基に説

明すること。この点につき何回も指導が入り、指導を受けに行けどもいけども合格が得られず苦

労をしました。その年の秋より埼玉県深谷市の大學校舎に開設準備室を移し、看護演習室や教室

などの整備に着手しました。建物はすでに完成したいましたが人が使用していなかったので、最

初に受けた災難はダニ攻撃でした。初仕事は校舎内のダニ退治であったのが印象に残っています。

この施設で果たして大学の看護教育が可能かを実際に診断していく中で、大きな欠陥が見つかり

ました。入学定員 100名の学生が学内演習をする各実習室の水道・湯関係設備が学生数の演習を

行うには数が少なすぎること、地域・老年・小児・母性看護学実習室に電気コンロなど調理用コ

ーナーがない、その他、演習に必要な設備が不足していたため急遽改築の工事をすることになり

ました。ずさんな初期計画のおかげで余計な経費と時間を費やすことになったのです。続いて行

われた看護演習用機器・器材等の搬入時も、看護大学の教育カリキュラムに合わない機器・器材

が殆どであった、例えばストレッチャー、ベッド、処置用ワゴンの不足、バスタオル、シーツな

どリネン類がベッドの数の最低 2倍の枚数が必要なのにない等、看護学の教育を考えた教材発注

がなされていない賛嘆たる準備状態でした。教育内容を考慮した計画がないことが原因と考えら

れ、開学まで 6ヶ月もない時期に、大急ぎで器材の交換や不足分の発注に向けての作業が連日行

われ改修工事も行われた。教育がはじめての教員が大多数を締めていましたが、幸いやる気のあ

る人々に恵まれ、看護の現場が好きで、学生のための指導方法を工夫し教育をした甲斐があり、

第Ⅰ期生は就職先の施設で評判がよく、来年も東都医療大學の卒業生を採用したと都内や県内の

看護部長さんや事務長さんが大学を訪ねてくださることがたびたびありました。この伝統がいつ

までも引き継がれ、日本国の医療に貢献できることを期待しています。10周年をむかえるにあた

り“公のために、私を捨てる”信念で最大限の学生支援をしておられる東都医療大学教職員のご

苦労に感謝し、名誉教授でもある私の挨拶といたします。 
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開学 10 周年に寄せて 

東都医療大学管理栄養学部 学部長 

田中 政巳 

 

 管理栄養学科は、本学開学 10 周年に当たる本年深谷キ

ャンパスに開設されました。本学開学と同時に深谷キャン

パスに開設され 10 周年を迎えたヒューマンケア学部看護

学科、管理栄養学科と同じく本年度千葉市幕張キャンパス

に開設された幕張ヒューマンケア学部看護学科、来年度開

設される理学療法学科とともに、管理栄養学科は本学の次

の 10年に向けて歩みを進めて参ります。 

 管理栄養学科は管理栄養士の養成を目的としています。

栄養士制度は昭和 20 年の栄養士規則制定で始まり、その

後昭和 22 年に栄養士法が公布され、栄養士は戦後の食糧

事情による栄養不足の状況が続く中、国民の健康の維持・

増進、体格の向上、平均寿命の延伸に大きな寄与をしまし

た。昭和 37年に栄養士法が改正され、栄養士の上位資格として新たに管理栄養士資格が創設され

ました。管理栄養士資格が創設された背景には、戦後の復興を遂げた日本社会の中で、健康の維

持増進における「栄養と食」に関する関心が高まったこと、「栄養と食」による体質の改善、病気

の治療さらには予防が重要となり、そのための高度な知識と技術を有する専門家の必要性が認識

されるようになったことが挙げられます。 

 近年我が国は世界に類のない速さで超高齢化が進行しており、ライフスタイルが原因となって

発症する生活習慣病が年々増加しています。さらに平均寿命と健康寿命の著しい乖離も生じてお

り、これらは医療や福祉における治療や介護の需要の増加をもたらし、国民生活に影響を及ぼし

ています。健康に関わるライフスタイルとして食生活（「栄養と食」）の占めるところは大きく、

幼児から高齢者まで、また現在健康な人から傷病者まで、「栄養と食」の面からの健康の維持・増

進、また疾病の予防・治療が今後の社会においてより重要になることは疑いの余地はありません。

このような社会状況の中で、「栄誉と食」に関する高い知識と技術を有する管理栄養士の役割は今

後ますます重要になると思われます。 

 本学管理栄養学科は、このような社会状況も受け、「臨床に強い管理栄養士の養成」を目標のひ

とつに掲げ開設されました。そのための先進的なカリキュラムとして、模擬患者を用いての栄養

指導の実習などを配置し、臨床についての知識や技術のみならず、現場での実践力習得や態度の

涵養を目指します。本年度入学した第一期学生が巣立つのは 4年後になりますが、「臨床に強い」、

これからの社会で活躍できる管理栄養士の養成に努めて参ります。 

 また本学科は地域連携にも取り組んで参ります。本年度、深谷市の学校栄養士を対象に研修会

を開催しましたが、活動を継続して地域との協力体制を築いていきたいと考えています。さらに

公開講座の実施や地域団体の催しへの参加・協力などを通して地域連携に努めています。地元深

谷市をはじめ地域の皆様とともに本学を発展させていければ考えています。 

 学内外皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
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東都医療大学開学 10 周年記念を祝して 

東都医療大学幕張ヒューマンケア学部 学部長 

櫻庭  繁 

 

 開学 10周年おめでとうございます。 

 10 周年の祝辞を述べる前に、まずは後輩の私たち幕張キャン

パスから深谷キャンパスのみなさまにお礼を述べさせていただ

きます。幕張キャンパスのカリキュラムポリシーやディプロマ

ポリシー、アドミッションポリシーは、先輩でもあります、深

谷キャンパスのヒューマンケア学部に倣って作り上げてきたも

のです。感謝申し上げます。 

 さて、幕張ヒューマンケア学部では、看護学の重要な課題と

なっています地域連携、社会貢献の発展について、まだまだ宿

題が山積しています。ヒューマンケアにつきましては、生命、健康、社会生活についての深い洞

察力と専門知識、また、人としての倫理に基づいて行動する姿勢を教育の目標があります。そこ

には看護の対象を病気の看護にとどまらず、よりよい健康状態を目的とした視点から看護の実践

を考えることに人材の育成の目的があります。また、幕張という非常に国際的な立地からも、国

際人として多国籍な人びととコミュニケーションが取れる人材の育成も不可欠だと考えています。 

 病気と同時に人を看とれる、人とコミュニケーションができる人材の育成は、グローバル社会

を念頭に、深谷キャンパスや多くの大学との協力体制が必要になりますので、教員個人の力では

乗り越えることができない大きな学習が必要となります。また、教育の場で実践しているエビデ

ンスに基づいた、正しいアセスメントに基づいたケア計画を立てることはもちろんですが、同時

に一人の人間として社会生活の生活基盤に立った総合的な看護援助の質の評価が大きく求められ

ています。それらを常に考え、試行し、実践の場で遂行していけるチームの力が看護実践の保証

につながります。こうした能力の開発は、1 つの大学だけではできません。これまでの学習成果

の分析や評価方法以上に学生の育成を目指すとともに、時代の要請に応じて進歩している教育課

程の編成を目指していく重荷を背負っていることは自覚しております。さらに、私たちが教育・

研究の対象としている【場】は地域社会と人との存在があって成り立つ領域・社会であることを

忘れてはなりません。これらなくして大学の将来構想というビジョンは、地につかない砂上の楼

閣となりかねないことを意識しながら肝にも命じながら取り組んでいく必要があります。 

 私自身は、ヒューマンケアを「人の生や尊厳人間の尊厳に対する畏敬の念と高い倫理観に裏打

ちされた医療ケア」と定義しています。そこで私は健康、生活についての深い洞察力と専門知識、

そして人としての倫理に基づいて行動する姿勢を教育の目標にしています。今後ともこうした目

標を持ちながら深谷・幕張両キャンパスは共に手を携えていく活動がその第一歩なることは言う

までもありません。 
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ヒューマンケア学部開学 10 周年に寄せて 

東都医療大学幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科 学科長 

石黒 友康 

 

 ヒューマンケア学部開学 10周年おめでとうございます。 

 私事になりますが、本学にお世話になる前、山梨県の河口

湖にある大学に 10 年間勤務しておりました。約 30 年の臨床

生活に終止符を打ち、1期生が 4年生になるタイミングで入職

しました。いきなり訳も分からず学生のチューターになり、

学生の顔も知らないうちに実習訪問に行き、おまけに国家試

験も経験するという様子でした。この大学が開学したのは、

まだ理学療法士を養成する大学が乱立する少し前でしたので、

学生集めなどにはさほど苦労はせず、また比較的優秀な学生

が全国から集まっていたようです。しかし、1期生の学年の進

行と同期して新設の大学が急増し、教員の多くが他校になが

れるような事態になり、1 期生の国家試験の成績は目も当てられない状況でした。新米教員の私

は、入職した 2年目の 4月には人がいないという理由で学科長を押し付けられ、学科長最初の仕

事は、国家試験が落ちた学生の就職先へのお詫びというものでした。 

 大学の評価というものが何によって決められるのかは、評価をする主体や目的により様々です

が、国家試験の合格率は当然ですが、看護師あるいは理学療法士としての就職先（病院やクリニ

ックなど）での評判というのがかなり重要なものだと思いますし、受験生の数というのも一つの

材料かもしれません。実習訪問や学会などで「先生のところの学生・卒業生はいいね、素晴らし

いね」といった称賛の言葉は、教員として最高の誉め言葉だと思います。 

 ではこのような評判や評価が得られるにはどのくらいの期間がかかるのかと考えますと、私の

これまでの印象では 4～5回卒業生を出したのち、すなわち開学 7・8年たってようやく世間（業

界）に大学の名前が認知され、卒業生の仕事ぶりが評価されるのではないかと感じています。 

 この評判は当然、教員の学生に対する教育の成果だったり、教員の学問的な成果がベースだっ

たりしますので、教員の頑張り度合いが「評判・評価」の基盤となるといっても過言ではありま

せん。 

 私は本学に関係してからわずかな時間しかたっていませんが、ヒューマンケア学部の評判はど

のようなものでしょうか。大学が多く存在する中、毎年多くの学生が受験をし、定員を割ること

なく入学者を確保しているという状況が何年も続いているということは、社会的に認知された素

晴らしい大学であるという証なのかもしれません。 

 理学療法学科としましては、10年後、世間から良い評価や評判をいただけるようその準備をし

てゆくつもりですが、ヒューマン学部の発展の道程を良いお手本にしながら時を刻んでいきたい

と思います。



 東都医療大学開学 10周年記念誌 

44 

開学 10周年への祝辞 

 

開学 10 周年への祝辞 

埼玉県深谷市長 

小島  進 

 

 東都医療大学の開学 10周年にあたり、ごあいさつを申し上げま

す。 

 東都医療大学は、深谷市がまちづくりの重要施策の一つとして、

看護・福祉系学部の誘致を検討していた折、埼玉県北初の医療大

学として手を挙げていただいたことから、平成 21年 4月に開学さ

れ、本年で 10周年の節目を迎えられました。 

 また、これまでに 500 人以上の卒業生を社会へ送り出され、保

健・医療・福祉の各分野で活躍されていることを誠に喜ばしく思

います。 

 これもひとえに、理事長様、学長様をはじめ、常に高い情熱を持って教育・指導にあたってこ

られました教職員の皆様、並びに関係者の皆様のご尽力の賜物と深く感謝する次第でございます。 

 さて、少子高齢化の進展に伴う人口減少社会の本格的な到来を迎え、医療や福祉の充実が喫緊

の課題となる中、看護師をはじめとする医療従事者の確保をはじめとした地域医療体制の充実や

高齢者が安心して暮らせる社会づくり、障害者への生活支援の充実などがこれまで以上に重要と

なっております。 

 こうした中で、東都医療大学が目指す「生命を尊重し、人間の尊厳と基本的権利を理解すると

ともに、地域の保健・医療・福祉の担い手としてリーダーシップを発揮できる医療人」の育成が、

今まさに必要とされているところでございます。 

 平成 30年 4月には、新たに管理栄養学部管理栄養学科が開設され、食や栄養の面から社会を支

える管理栄養士の育成にもご尽力いただいており、市といたしましても、第 2次深谷市総合計画

に掲げております「元気と笑顔の生産地 ふかや」の実現のために、市民が健康でいきいきと暮

らせるまちを目指して、行政と大学のお互いの強みを持ちよりながら、より強く連携していける

ことを期待しております。 

 結びに、東都医療大学のますますの発展と大学関係者の皆様のご健勝とご多幸をお祈りして、

お祝いの言葉といたします。 
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開学 10 周年への祝辞 

埼玉工業大学 学長 

内山 俊一 

 

 このたび、東都医療大学がこれまでの発展の歩みを振り返るとと

もに、さらなる飛躍に向け、この開学 10周年記念誌を発刊されまし

たこと、誠に意義深く、心からお祝い申し上げます。貴大学は、大

坪修理事長の高邁な経営方針の元、看護系の単科大学として開学以

来、看護、管理栄養を中心とする健康医療分野で学生の教育に当た

り、大変優秀な多くの看護師、助産師、保健師を社会に送り出して

こられました。これからの我が国は人生 100 年という世界的に見て

も例のない超高齢化社会に向かって長寿化が進行していくのは間違

いないと言われており、その意味から言っても病院だけでなく、各

家庭における在宅看護の重要性が増し、訪問看護師の役割も極めて重要になってくるものと思わ

れます。私の専門は工学部の化学であり、看護学は全くの素人でありますが、貴学が看護学部で

はなくヒューマンケア学部という名称を採用されましたことに対し、まさに人間の健全な心身を

維持するための総合的なケアを目的としたヒューマニティ、ホスピタリティにあふれた建学の精

神を体現した名称であると常々感じております。 

 著名な東京大学名誉教授中條俊夫学長が先導される貴学は規模的にも順調に拡大発展され、

2018年度からは深谷市に管理栄養学部、そして千葉県の幕張にもヒューマンケア学部を新設され

ました。そして、さらに 2019年度からはその幕張ヒューマンケア学部に理学療法学科を新たに設

立される運びとなっており、看護学だけでなく健康医療を総合的に教育研究される大学として大

きな発展を遂げておられます。 

 私は平成 26年より貴学の外部評価委員を仰せつかっておりますが、外部評価の会議に出席する

たびに貴学の大学運営において誠実で真摯な改革に対する情熱を強く感じております。そして私

どもの大学運営にとっても建設的な示唆に富む取り組みを教えられることが多く、その意味から

も大変感謝をしている次第であります。最近、マスコミ報道などで厳しい少子化を迎え大学経営

が難しくなるであろう 2018 年問題が取りざたされておりますが、18 歳人口の顕著な減少が進行

し、多くの私立大学にとって学生確保が難しくなると指摘されている時代を迎えながらも、貴学

は積極的な経営戦略に立脚した将来計画を着実に実行され、大きな発展をされておられることに

対し、深い尊敬の念を抱いております。 

 今後、貴学が創立 10周年を契機に、看護、医療と関係の深い専門分野も学べる大学としてます

ます総合的に発展されていくことを同じ深谷市の大学としてまた深谷市の住民として願わずには

いられません。 

 結びに、記念すべき 10周年の節目を迎えられた東都医療大学のますますのご発展と、学生なら

びに学校関係者の皆様の御健勝、ご活躍を祈念申し上げ、お祝いの言葉と致します。 
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開学 10 周年への祝辞 

東都医療大学保護者会 会長 

橋本 俊男 

 

 保護者会を代表いたしまして、一言お祝いの言葉を述べさせて頂き

ます。 

 このたびは、学校法人青淵学園東都医療大学開学 10 周年、誠にお

めでとうございます。 

 私の息子もこの東都医療大学の卒業生であり、一期生でもあります。

その私も保護者会の会長のお役をいただく事となり、何とも感概深い

ものがあります。今ではたびたびこの学校に足を運んでいますが、学

生の皆さんが笑顔あふれ生き生きとされ、とても輝いています。「目

標が人を輝かせる」と改めて確認させられました。開学当時は一学年

で学生も少なく大学がとても広く感じたことを覚えております。当時も今と変わらず学生の皆さ

んはとても輝いていました。それは変わらず東都医療大学の伝統となっております。 

 さて、東都医療大学では「豊かな人間性」を養い、「確かな学力」を身に付け、「健康・体力」

を向上させ、社会に貢献できる看護師を育成することを目標としております。さらには医療チー

ムのリーダーとなれるよう、学長をはじめ教職員の皆様が日々努力されております。まさに、頭

が下がる思いでございます。改めてお礼を申し上げます。また、昨年は管理栄養学部も新設され、

幕張キャンパスも開設され、大学の勢いがますます感じられております。 

 どうかこの先も 20年 30年と渋沢栄一翁生誕の地深谷から忠恕の心をもった医療界のリーダー

を排出し、歴史を積み重ねていかれることを願っております。また、私ども保護者会も微力では

ありますが教職員の皆様とともに力を尽くしていきたいと考えております。 

 結びに開学 10周年にご協力されたすべての方々に深く感謝申し上げるとともに、東都医療大学

のますますのご発展を祈念いたしまして、私のお祝いの言葉とさせていただきます。 
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祝 辞 

埼玉県立がんセンター 病院長 

坂本 裕彦 

 

 東都医療大学が深谷の地に開学され 10 周年を迎えられたこ

とを心よりお祝い申し上げます。 

 埼玉県立がんセンターでは平成 23年度から 6年間にわたり、

ヒューマンケア学部長であられる今川詢子先生に看護研究指

導者として当院看護師の看護研究のご指導を頂き、当院看護レ

ベルの向上に多大なるご貢献を頂きました。平成 26 年度から

は東都医療大学の学生さんの実習の受け入れもさせて頂いて

おります。毎年 60～80名の学生さんが実習に見えて、平成 29

年度までで 280名、延べ 1436名が当院で実習されました。が

んセンターの理念“唯惜命～ただ命を惜しむ～”そして当院の

めざす「先進的ながん医療を実践する進化する病院」・「日本一患者と家族にやさしい病院」を感

じて頂けたとしたら喜ばしいことです。患者と家族にやさしくありたいという気持ちは、東都医

療大学が採用されたヒューマンケア学部という名称に通じると思います。何れも、人が人を大切

に思う心が基本です。そのことを教育の柱に据えておられる命名と拝察しております。 

 がんセンターで働いている東都医療大学卒業生は 13名を数えます。皆、一生懸命働き、学び、

ケアしてくれています。もっと大勢の卒業生ががんセンターで共に汗をかき、埼玉の医療を発展

させることが出来たら素晴らしいと思います。がんセンターと東都医療大学の交流において今川

先生との関わりが大きかったわけですが、当時のがんセンター副病院長兼看護部長であった徳世

良重が今川先生の教え子で、長くご指導を頂いてきた経緯から今川先生にお願いすることが出来

たという、人の繋がりに助けられたものです。 

 人の繋がりと申しますと、東都医療大学の大坪 修理事長先生、中條俊夫学長先生は私の大先

輩で、医者になりたてで大学病院研修医の頃、外科病棟で血液透析が必要になった時に連絡して

救援に来て頂くのは当時東大医科学研究所におられた大坪先生でした。医局の大勢の医師が公私

にわたりお世話になってまいりました。中條先生は東大小児外科教授として慈愛に満ちた診療を

なさいました。私の思い出としては医局ゴルフで御一緒させて頂いたときの温厚な紳士の先生で

す。また、現在の上司である埼玉県病院事業管理者の岩中 督先生（前東大小児外科教授）のお

師匠さんでもいらっしゃいます。このような訳で、個人的にも両先生には頭が上がらないと思っ

ています。 

 ホームページで大坪理事長が述べられているように深谷市は近代日本の産業、教育、医療・福

祉に大きな功績のある渋沢栄一翁生誕の地です。渋沢翁の著書に「論語と算盤」があります。人

の道と経済活動の相互作用と両立、というのが私なりの略しすぎた要約ですが、現代の病院に必

要な考えと感じ入っている次第であります。 

 東都医療大学の益々のご発展をお祈り申し上げまして、私の祝詞とさせて頂きます。 



 東都医療大学開学 10周年記念誌 

48 

東都医療大学開学 10 周年を祝して 

深谷大里看護専門学校 学校長 

大坪 公子 

 

 開学 10周年を心からお祝い申し上げます・大学は順調に発展し、

大学卒業の立派な看護師が臨床の場でもたのもしい働きをしてい

ます。4 年間の大学教育で学んだものは大きく、人々に尊敬され

る看護師の役割をしっかり担っております。 

 私は東都医療大学の校歌の作詞をしましたので、この言葉に込

めた思いを書いてお祝いと致します。 

 

 

 

 

 1）「澄み渡る 青淵の岸辺」とは、深谷市の生んだ明治の大実業家・渋沢栄一の誕生の地の近

くを流れる利根川のことです。学校法人青淵学園という名前もここから来ています。また「青淵

（せいえん）」というのは、渋沢栄一の雅号でもあります。清く澄み渡る美しい流れのような心を

持っていたいという思いがあります。 

 「命の尊さ 真理の道を」は、大学で学ぶものはこれだと考えたからです。看護学科、管理栄

養学科、臨床工学科、理学療法学科すべてに共通するものであります。 

 「進んでゆこう 勇気もって」は、若い学生は迷いやすく悩みやすいものですが、目標を決め

てゆけば進んでゆけます。勇気も湧き出ます。 

 「平和で豊かな世を作ろう」は、大学を出て、社会人になった時に、いつもこのように思って

仕事に励んでほしいと思います。 

 「世界にはばたけ 東都医療大学」は、学問と教養を身に付けた皆さんは、世界的な働きが出

来るということで、学生の皆様に対する大きな期待を込めています。 

 2）「青き空 どこまでも高く」とは、学生は晴れ晴れとした明るい気持ちで勉強していってほ

しいということで限りない高い空のイメージです。 

 「やさしさ明るい 笑顔忘れず」は、人間として大切なことは、やさしさや笑顔ではないかと

思います。 

 「助け合って築こう」は、人間は弱いので助け合うことが大切だと思うからです。 

 「健康で楽しい世を作ろう」は、学生時代、また卒業してからも世界の一員として楽しい生涯

を送ってほしいからです。 
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卒業生を代表しての祝辞 

東都医療大学同窓会 会長 

白水 大介 

 

 東都医療大学開学 10周年おめでとうございます。 

 東都医療大学同窓会会長であり、2期生の白水大介と申します。卒

業生の代表として開学 10周年のお慶びを申し上げます。 

 私は一般企業で社会人を経験した後、東都医療大学に 2 期生とし

て入学しました。大学生活では多くの仲間たちと共に 4 年間を過ご

しました。 

 初めは同期の学生との年齢差や新しい学生生活に不安と緊張を感

じながら、最初の数カ月があっという間に過ぎてしまったことを覚

えています。大学の講義では少人数のグループワークがあり、グル

ープワークを通じて多くの学生と学び、助け合いながら学生生活を送り、学生会やサークル活動

も行ってきました。また、東都医療大学の教職員の皆さまにも大変御世話になり、講義で分から

ないことを質問し、就職先について等を色々相談したことを懐かしく感じます。 

 3 年生の秋からは、病院実習が始まり、毎日朝早く起きて実習病院に行き、帰って来てからは

夜中まで記録や提出物の作成を行なうなど、毎日が辛く感じられましたが学生同士で助け合い、

無事に実習を乗り切ることが出来ました。そして実習をすべて終えた 4年生の夏ごろから国家試

験の受験勉強を開始し、今まで経験したことがないほど大学や自宅で、毎日国家試験合格を目指

して受験勉強を行っていました。この時、辛く苦しかった受験勉強を続けられたのも同じ看護の

道を志す仲間がいたこと、そして大学教職員の皆さまからの温かい支援があったからこそだと思

っております。 

 国家試験の期間中、後に平成 26年豪雪と呼ばれる大雪が降り、保健師国家試験当日に大雪警報

が発令され、試験を終えた夕方から雪が降り出し、翌日には東京都内でも 20cm 以上の積雪があ

り、公共交通機関が麻痺する中で宿泊先のホテルで看護師国家試験勉強を行っていました。看護

師国家試験当日は、大雪の影響がまだ残っており、公共交通機関の遅れなどによって、試験開始

予定時間が遅れるなど色々大変な思いをしました。 

 看護師と保健師の国家試験に無事合格し、私は現在埼玉県職員として埼玉県立がんセンターの

手術室に勤務しております。大学の講義で学んだ知識や、実習から学んだ看護技術等を活かしな

がら、患者さんに寄り添った看護を提供できるよう、毎日の業務を行っております。手術室看護

は覚えることが多く、新しい術式にも対応できるよう毎日の勉強が欠かせず、手術室の先輩看護

師から学ぶ事が多い生活を送ってきました。今では後輩看護師への指導や最先端のロボット手術

に携わっております。 

 東都医療大学で学んだ多くの事を、日々の業務に活かしていくと共に、地域医療に貢献できる

ようになりたいと考えております。 
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Ⅰ章 ヒューマンケアの理念に基づいた 

 医療人の育成 
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1．論語「忠・恕」の精神 

 

医療と論語（医は仁術、看護の心、忠と恕） 

学校法人青淵学園 理事長 

大坪  修 

 

 本学は、看護学科・理学療法学科をまとめて「ヒューマンケア学部」とし、「医は仁術、その心

は忠と恕
じ ょ

」を実践する人を育てることとしている。 

 私たちも論語の精神である「仁・忠・恕」が人の道であり、特に医療に携わる者としては、「恕」

の精神が最も重要であり、これを一般教養として身に付け、「医は仁術」を実践できる医療人とす

るべく教育を行う。 

 「医は仁術」とは、世に広く言われる「医はアート」であり、その心は忠（まごころ）と恕（お

もいやり）で行うことである。 

 恕は、論語の中に出てくる言葉で、思いやりのことである。恕とは心の上に 如
ご と

しと書き、如

の意味は相手の心と同じになって行うということである。恕という文字をさらに分解すると女と

口と心に分けられる。女性が自分の子を思いやる心で、優しい言葉を口にする。その心が恕であ

る。 

 論語で「己の欲せざる事を他人にほどこすことなかれ」とは、常に自分が相手の立場になって、

自分がやって欲しくないことを他の人には行うなということと表現している。他人に対するおも

いやり、恕の心は人として大切で、ましてや医療に従わる人には特に重要なことで、恕の医療人

ほど美しい姿はない。 

 キリスト教の聖書にも同じ意味の言葉を述べている。マタイ伝第七章に、他人からして欲しい

と思うことをあなたたちも他人に行え、と表現している。これは聖書のゴールデンルールと称さ

れている。このように恕は人としての生き方の基本であり、共同体社会における最低条件である

ことは洋の東西を問わない。これを身に付けなければ、学問をどんなに学んでも意味がない。 

 次に論語で一番有名な文は、「学びて時にこれを習ふ、亦説
またよろこ

ばしからずや。朋
と も

有り遠方より来

る、亦
ま た

楽しからずや。人知らずして 愠
いきどお

らず、亦
ま た

君子ならずや。」の文である。 

 これは「学んで、これを復習・練習し自分のものとして身に付け実行できるようになれば、喜

ばしいことである。同じ志の友が遠方から来てお互いに切磋琢磨すればより上達し、知識も広が

っていく、これも楽しいことである。自分の学問や技が立派に完成しても、世間に認められない

からといって、人を恨んだり怒ったりしなければ、徳を修めた君子と同じレベルに達したという

ことで、これまた楽しいことである。」という意味である。この文こそ、私たち医療を学ぶ者にと

って味わい深いものである。 
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 学問とは苦しいものではなく、楽しいものである。試験の合格を目標として学ぶことは辛いか

もしれないが、学ぶということ自体は本当に楽しいこととして学ぶべきである。自分の知らなか

ったことを学び、実習で身に付ければ、それが将来の自分の仕事・職業として必要なものであり、

尚更楽しいものである。また、自分の名声が人生の目的ではなく、自分の仕事を人が認めなくて

も、それは自分が自分へと贈るノーベル賞であり、自分が納得できる仕事ができればそれで良く、

他人の評価に左右されないような人を育てることが本学の目標でもある。このように論語を学ぶ

ことは人としては無論、医療に携わる人にとつては特に大切な事である。 

 

 

 

2．渋沢栄一と大学の関係 

 

学校法人青淵学園の名称の由来 

（渋沢栄一の雅号） 

学校法人青淵学園 理事長 

大坪  修 

 

 歴史的に論語の精神を伝えた足利学校に始まる東の都にある埼玉県深谷市は「論語のふる里」

と言われている。さらに、この地方には、世界遺産で知られる明治時代の富岡製糸場や医学校が

今日でも博物館として残っている。その生みの親が、論語を生涯の理念とした渋沢栄一であり、

深谷は渋沢栄一の生誕の地でもある。それが論語のふる里と言われる由縁である。 

 近代日本経済の父といわれ、「論語と算盤」の著書で知られる渋沢栄一は、銀行、株式会社等の

実業の他に養育院、恩師財団済生会、慈恵医科大学、日本女子大学等と、医療・福祉・教育の分

野でも偉大な功績がある。渋沢栄一は深谷の血洗島の生家の裏に、清水川の伏流水が湧く大きな

淵があり、これに因んで「青淵
せいえん

」と号した。私たちもこの地に新しく大学を設立するにあたり、

渋沢にあやかり学校法人名を「青淵学園」と称した。 

 同時に深谷市にある深谷大里看護専門学校は姉妹校であり、学校法人名は「藍香
ら ん か

学園」と命名

した。「藍香
らんこう

」は、世界遺産に登録された富岡製糸場を作った尾高惇忠（渋沢栄一のいとこで、

栄一の論語の先生、後に義兄になる）の号でもある。昔、製糸工場はおしんの話にもあるように

重労働で環境も悪く、肺結核などで病人も多く出ていた。しかし富岡製糸場は今日以上に衛生・

健康に対応し、当時すでに工場内に診療所を設けている。 

 ちなみに渋沢栄一もまた論語を生涯の生き方の基本理念とし、彼自身の解釈で、当時「士農工

商」と呼ばれ、金儲けの商業は賤しい職業と考えられた時代に、論語の道徳の精神を基本とし「論
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語と算盤」という著書で商業を正当化している。近年、道徳の授業が小中学校でも導入されてき

ているが、昔は論語が第一の教科書であった。今では論語を教えることが少なくなっているが、

今日でもその精神は同じで、是非その言葉を味わってほしいものである。 

 論語は人生の教訓、社会生活における人の生き方、社会・家族・集団における人としてのあり

方、教養と礼儀を学ぶものである。 

 論語は昔の封建社会の本と思われるが、人としての基本的な教科書であることは今でも変わり

はない。これこそまさに温故知新で、現代においても充分学ぶべきものがあり、渋沢がこれを商

業道徳として導入したのも当然である。 

 人の道としてのバイブルである論語を渋沢が商業道徳に導入したように、医療に携わる者にと

って、論語の精神は最低限度の必要欠くべからざるものであり、その教育・養成を目的とした当

学園の名称を「青淵学園」とした理由である。 

 

 

渋沢栄一の生家 埼玉県深谷市 
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3．ヒューマンケア学部看護学科の紹介 

 

 看護学科について  

 

 ヒューマンケア学部看護学科は、平成 21年に深谷市の要請を受けたことから埼玉県の県北に位

置する唯一の大学としてこの地に開設された。忠（思いやり）恕（優しさ）を基本とした看護の

提供ができる人を教育したいと検討され、ヒューマンケア学部看護学科と命名された。保健師・

助産師（選択制）・看護師 100名を入学定員として開設した。 

 ヒューマンケア学部看護学科の「教育目標」は下記のとおりである。 

① 生命を尊重し人間の尊厳と基本的権利を理解できる豊かな人間性を涵養する。 

② 看護学の基礎的な知識・技術・態度を修得し、ヒューマンケアの理念に基づいた実践ができ

る基礎的能力を育成する。 

③ 保健・医療・福祉の重要な担い手としての役割を認識し、自己研鑽するとともに、リーダー

シップを発揮出来る基礎的能力を育成する。 

④ 看護にかかわる諸問題を科学的に探究し、将来看護学の発展に貢献できる基礎的能力を育成

する。 

以下、教育・組織運営・学生支援について述べる。 

 看護学科は現在までに 599名が巣立った。平成 22年度に保健師助産師看護師法の改正に伴いカ

リキュラムを変更した。更に 24年度入学生より、埼玉県、および保健師協議会と埼玉県内保健師

養成校との協議の結果、保健所実習が各校入学定員の 25％の者しか実習ができなくなり、それま

で全学生が取得できた保健師教育課程を保健師選考課程とし、選択制と改正した。 

 前述したように本学はヒューマンケアを実践できる看護職を養成することを目的としている。

そこで平成 28 年度からヒューマンケアについてより学生に理解してほしいとの目的でカリキュ

ラムの改正を実施した。ヒューマンケアを 7つの柱立て『自己教育力・科学的探究力・看護実践

力・マネージメント力・地域貢献力・国際力・ヒューマンケア力（忠恕）』をして、それを 1年次

から 4年次まで積み上げて統合するカリキュラムが開始され現在に至っている（カリキュラムに

ついては巻末資料参照）。 

 組織（教育・委員会活動）運営については、基礎看護学を基盤とし、その上に人間の成長過程

をとらえて小児・成人・母性（含：助産）・高齢者の各領域看護学と精神看護学・在宅看護学・公

衆衛生看護学の 8領域に分かれてそれぞれが専門性を持ちつつ、協力し合って教育、および組織

運営を実施している。 

 学生支援については、①入学前から学習課題を提示し、入学後提出させたものについて教員が

評価点検し、学生に返却指導を行ってきた ②入学後「大学入門講座」を開講し、学生自らが自

立して大学で学んでいけるよう学び方についてや、人間観を育成するための演習を開講 ③チュ

ーター制を採用し、ヒューマンケアと連動させて人としての成長を目指した学生個々に合わせた

学習支援 ④低学習者に対する学習支援 ⑤国家試験対策：模擬試験の実施 ⑥低成績者への支

援の強化 ⑦キャリア支援の 7つについて実施してきた。 

 地域貢献活動については、深谷市や埼玉工業大学、地域住民、および実習施設との連携事業、

各教員による公開講座、高等学校他への派遣授業他実施している。 

 各領域について以下に述べる。 

（ヒューマンケア学部 学部長／看護学科 学科長 今川 詢子） 
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 専門基礎 

 

 専門基礎教育は大きく二つの構成からなり、ひとつは解剖学・生理学など基礎医学から臨床医

学を学ぶ部門、もうひとつは疫学、公衆衛生学、社会福祉などの社会医学を学ぶ部門からなる。

2009年の本学本学科の発足当初、医学基礎では神山吉輝、神野英明が准教授として着任し、主に

後者の社会医学に関係した部門の教育に当たり、現在に至っている（神山は 2015年から教授）。

前者の臨床医学につらなる部門では、主に大坪会系病院の医師を非常勤講師として充てて教育を

おこなった。大坪修（現学園理事長）と大坪茂（現学園理事）が専任教員として教育にあたった

時期もある。それら以外に埼玉県立小児医療センターの医師にも非常勤でご足労いただいた。2013

年 4月からは勝部憲一が専任教員として着任し、同年 10月から百渓英一も専任教員となり、主に

解剖生理学の教育（勝部は病態も担当）にあたった。この同じ時期に非常勤として池内駿之元国

立東京医療センター外科医長、天木嘉清慈恵会医科大名誉教授にも、主に病態方面の教育で多大

なご協力をいただいた。2015 年に鈴木剛が専任教員となって病態を分担するようになり、2018

年に百渓は退任して現在に至っている。教育内容で「病態と治療」は内科・外科に分かれず臓器

別に分かれていることが特徴で、神経（眼・耳等の感覚器と筋等の運動器を含む）・消化器・内分

泌・泌尿生殖器・血液を中心としている。全身性病態の膠原病は血液と後述する整形外科で教育

されているが、皮膚科は内容が広範であり一部を除いて現在十分に取り扱えていない。教育内容

に特殊性があり国家試験でも出題頻度が高い産婦人科、小児科、整形外科の 3科目に関してはそ

れぞれが独立した科目として主に専門医の非常勤講師によって教育されている。代謝に関しては

栄養学（現栄養生化学）で体内動態の変化を学ぶが、学内兼任講師が主に担当している。2017年

度から看護学科の新しいカリキュラム編成で専門基礎の各科目も教育が始まったが、専門基礎に

属すほとんどの科目で講義・演習時間数が半減した。しかし内容に関しては以前と変わりがない

ため、教育密度が非常に高くなっている。解剖生理学系の基礎医学に関しては自習用の資料を提

供して自学自習による学生理解の深化に努めているが（それが新カリキュラムのひとつの狙いで

ある）、現状として学生からの授業改善の要望が多い（学生授業アンケートの結果から）。特に講

義時間数の増加に関しては毎年多数の要望が寄せられていて、次回カリキュラム編成を改訂する

時の検討課題になると思われる。 

（教授 勝部 憲一） 
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 教養教育  

 

 平成 29年度からの新カリキュラムでは、ヒューマンケア学部の教養教育は、「ヒューマンケア

の基礎科目群」とされ、「人間形成の基礎」「自然の理解」「学習・自己教育の基礎」「異文化理解」

という 4 つの科目群から構成されています。これらの科目の中で、「ヒューマンケア概論」など

13科目（17単位）が必修とされています。さらに、幅広い選択科目が用意され、「人間形成の基

礎」「自然の理解」「学習・自己教育の基礎」の科目中から 5単位、「異文化理解」の科目中から 2

単位を学生は修得することとされています。 

 これらの科目を学ぶことには、看護の科目を学ぶうえでの基礎とするという面と、大学生とし

て教養を深めていくという両面が期待されています。前者については、学年が進行し看護の学習

を進める過程や国家試験の結果、実際に仕事を始めてからの評判等で比較的、早い段階でその成

果が見えてきます。それに対し、後者については、それほど早い段階でその成果が明らかになる

ものではありません。また、学生自身にとっても、学んだことの意義がなかなか分かりにくいの

ではないかとも思います。 

 大学が始まって 10年が経ちました。1期生が卒業し、仕事についてから 6年が経とうとしてい

ます。そろそろ大学で学んだ教養科目の意義が理解でき始める頃でしょうか。或いは、まだ先の

ことなのかも知れません。本学では、開学時より、「ヒューマンケア」の理念に基づき、「ヒュー

マンケア入門」「人間の生き方（渋沢栄一）」「笑いと健康」といった他の大学にはあまり見られな

いユニークな教養科目を開講してきました。その後、学生の状況、医療や社会の変化などを踏ま

え、そのユニークさを継続しながらも、主に「看護の科目を学ぶうえでの基礎」という面に沿っ

て、カリキュラムが改訂されてきました。特に、平成 29年度からの新カリキュラムでは、大学生

としての自律性を培う科目として、「ボランティア活動論」や「大学入門講座」を、また、グロー

バル化や多文化の共生という課題に対応するための科目として、「異文化理解コミュニケーション

研修」や「手話入門」等を新たに設けました。しかしながら、カリキュラムの改訂にあたっても、

普段の授業でも「大学生として教養を深めていく」ことを私たち教員は忘れているわけではあり

ません。表立って語られる機会は少ないかもしれませんが、すべての教員がそのことを根底では

考えています。なぜならば、大学で身につける教養は、在学中のみならず、その後の人生全てに

深く関わってくるからです。 

 学部名に掲げられた「ヒューマンケア」という理念もその実践も幅広い教養に支えられてこそ

成立するものです。今後の 10年もその先も見据えて、すぐには成果が見えない分野も含めて、さ

らに教養教育領域を充実させていく所存です。 

（教授 神山 吉輝） 
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 基礎看護学  

 

 基礎看護学領域は、“看護とは何か”という看護の本質と、看護を学んでいくための基盤となる

知識や技術、態度、理論、倫理観や責任感を涵養する科目（看護学概論、生活支援演習Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ、

フィジカルアセスメント、看護実践方法論、基礎看護学実習Ⅰ･Ⅱ）を担当しています。対象は 1

年生と 2年生であり、初めて看護学を学ぶ学生が看護について考え、真摯に問い創造していく力

を身につけられるような、さらに看護への関心を高められるような教育を心掛けています。 

 平成 29年のカリキュラム改正では、看護の基礎科目として特に自己教育力、科学的探求力、看

護実践力を強化する要素を授業に取り入れました。実習では、1 年次の基礎看護学実習Ⅰにおい

て、学生が初めて対象者とのコミュニケーションを体験し、保健・医療・福祉サービスを必要と

している対象に提供されている支援と環境、医療と看護の機能、看護職に求められる役割を学ぶ

ことを目標としています。2 年次の基礎看護学実習Ⅱは、既習の知識と技術を用いて対象の健康

上の課題や問題を明らかにして患者に適した日常生活援助を実践し、基礎的な看護能力を身につ

けることを目標としています。 

 最近の学生を見ますと、入学当初はコミュニケーションがとれない、勉強方法がわからないと

いう悩みをもっている様子が見受けられました。そこで、新カリキュラムでは、学生が学習意欲

低下や目標喪失を来たさないように、かつ効果的な学習の継続が習慣化できるように、スタディ

スキルとスチューデントスキルを身につける科目を開講して対応しています。また、従来の受動

的な授業から、能動的な授業であるアクティブラーニングへの転換を図っています。学習方法を

理解した学生の吸収力は目覚ましいものがあり、学内学習のみならず実習で出会った患者様と医

療者との関わりやご指導から看護実践を学び、看護の喜びを実感し積極的な姿勢を育んでいます。 

 さて、近年は情報化、グローバル化、テクノロジー化などの社会的変化のスピードが加速して

います。この時代に適応するために、主体的に判断する力を身につけて目の前の問題を解決する

力が求められます。基礎看護学領域は、入学時から卒業時の到達目標まで学生の能力を積み上げ

るためのしっかりとした基盤を築くために、学生が知識を与えられるのを待つのではなく自ら知

識を獲得する意識をもって行動できるような授業や教育を行うことに加え、時代に順応し生き抜

くことができる力を身につけられる教育実践も課題であると感じています。 

 看護はすべての人を対象とするため、自分とは異なる多様な価値観に耳を傾けて相手の考えを

認め、時には正解のない問題にも向き合わなければなりません。困難と同時に他職種や AI

（Artificial Intelligence：人工知能）に移譲できない役割を担うという責務と誇りがあります。学

生には卒業した後も、本学で蓄積した知識を実践知、経験知に変えて、生命を尊ぶ忠恕の精神を

もって保健・医療・福祉の向上に寄与できる看護職者になってほしいと期待しています。この考

えの背景には、キャンパスのある埼玉県深谷市の偉人・渋沢栄一翁が生涯を通して大切にした『立

志の精神と忠恕の心』の精神があります。本学の教育理念に加え、この教えも教育の中で継承し

てまいりたいと考えています。 

（教授 松澤 洋子） 



 東都医療大学開学 10周年記念誌 

58 

 小児看護学 

 

 小児看護学領域は、0 歳から思春期までを対象として、各々の発達に応じた看護が実践できる

基礎能力を培うことが大きな目標である。最初の柱は子どもの成長発達の学習である。この世に

生まれた新生児の白紙状態からどのように色づけし、子どもが成長発達を遂げ成人へと自立して

ゆくのか、様々な環境下で育つ子どもたちを支援する家族、社会、医療者はどうあったら良いの

かを考えることを随所に設けながら、授業を進めている。学生への最初のテーマは、「子どもの健や

かな成長・発達とはどのようなことと考えるか」である。大半の学生は自分の子ども時代を振り

返り親への感謝を述べている。また、社会の問題から子どもの健やかな成長を考える学生もいる。 

 2 つ目の柱は、学生自身が子どもから大人への成長を遂げることができるように、支援するこ

とである。小児看護を実践可能にする力は、単に「子どもが好きだから」「大人は苦手」では難し

い。小児看護は家族看護でもある。子どもとの信頼関係の構築やコミュニケーション能力は家族

のそれと同等であるため、高いヒューマンケア能力を必要とされる。学生が成熟した大人として

子どもと家族に接することができるよう、また、自分より年下の子どもを愛おしく思い、守るこ

とができる力を身につけるよう支援していきたい。 

 3 つ目の柱は様々な環境下に置かれている子どもたちに、あたたかく、やさしい思いを持てる

看護者に育成することである。人間に対してあたたかく、やさしい気持ちを如何なる状況におい

ても持ち続けることは看護者として普遍的なテーマであると自身は感じている。 

 ダルトン・トランポの「ジョニーは戦場へ行った」の映画を知っている学生はほとんどいない

であろう。戦争に行って生きている肉塊となった青年へのナースのあたたかい思いやり、やさし

さ、人として 1個人として接することの崇高性はとても気高く、生きることの大切さを教えくれ

た。小児看護の対象の多くは生まれながらにして病を背負ってしまった子どもや、発達途上で病

になってしまった子どもたちと家族である。成長過程での困難さは、並大抵ではないことがわか

る。表面的な言葉がけや態度ではなく、確かな知識と理論を兼ね備えたうえで根拠に基づいた、

真の専門職としてのあたたかさ、やさしさを身に着けていくことを願っている。 

 少子高齢化がいよいよ本格化し、世の中が右往左往しているような状況である。全体としての

掛け声は勇ましいが、個々の事例を散見すると不安が募ることも事実である。小児医療において

は、従来から不採算医療と言われ続け、その中でも医療者は情熱を持って実践している。幸いに

も、当大学では毎年、数名の学生が情熱を持って小児看護を目指し学習している。未来を担う子

どもたちのこころのよりどころとなる看護を実践できるように、しっかりと看護観を持ち、臨床

現場においては少々の苦難を乗り越えて継続する力と、質の高い看護実践ができるよう、支援し

ていきたい。 

（教授 吉田 幸子） 
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 成人看護学  

 

 成人看護学領域では、開学から一貫して「臨床看護」を大切にした教育に取り組んでまいりま

した。その象徴ともいえる取り組みが 1期生から行っている成人看護援助論の「シミュレーショ

ン演習」です。臨床現場の最新の知識・技術を反映した「活きた看護」を学べる環境を学内で再

現し、学生が自主的に取り組めるよう整備してきました。開学当初は 2台のシミュレーター人形

を実習室 Bの片隅に設置し、106名の技術チェックを行いました。それから毎年方法を模索しな

がら継続し、平成 30年度は 5台の人形をフル稼働させて、臨床での緊張感を再現した技術チェッ

クを行いました。学生は、授業開始前の朝練習から日中の空き時間、放課後、夏季休業中など各

自の時間を捻出し、自主練習をして技術チェックに臨みます。ハードルの高い試練だったかもし

れませんが、多くの卒業生から、この経験が臨地実習だけでなく、看護師になった時にも役に立

ったという声を頂いています。この演習を通して自主的に学ぶ面白さ、練習の成果を発揮できた

充実感を体験してもらいたいと考えていました。現在は新カリキュラムの演習に向け 9体となっ

たシミュレーターを活用し、学生の学びに合わせた新たな演習方法を検討しています。 

 さらに実習では、限られた期間の中で、学生の手本となるよりよい看護が展開されている医療

機関を厳選し、実習を依頼してきました。 

 どの実習病院でも、在院日数短縮・重症化が進み、高度な看護が必要とされています。その中

で受け持ち看護実習では、実習指導者をはじめ病院スタッフの皆様、患者様のご協力を得て、講

義・演習から実習につながる多くの学びを得ることができています。平成 26年度からの成人看護

学実習Ⅰ・Ⅱでは、各方面で多大なるご協力を賜り、クリティカルケア領域・外来継続看護・緩

和ケアといった専門性の高い分野での見学実習を組み入れています。看護のプロフェッショナル

である臨床指導者が展開する看護を目の当たりにするこの実習は、学生のキャリア形成につなが

っています。 

 また、実習病院との教育の連携として、実習病院の認定看護師の講義（ゲストスピーカー）を

導入致しました。学生は、実習直前時期に講義を受けることで実習病院を具体的にイメージし、

今まさに臨床で実践されている看護を学ぶことができました。平成 32年からは 4年次の選択科目

の中でより多くの科目で実践的内容を学ぶことを予定しています。 

 開学から 10年間、多くの先生方、非常勤実習助手の方々、関係職員の皆様のご尽力のおかげで

成人看護学領域を運営することができました。ここに深く感謝申し上げます。これからも臨床看

護の変化に合わせた教育・研究に取り組み、学生の看護実践能力向上に資するよう、成人看護学

領域教員一同、力を合わせて努力してまいります。 

（准教授 中村織恵、教授 荒木玲子、教授 須田利佳子） 
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 リプロダクティブヘルス看護学  

 

 母性看護学は生涯にわたる女性の健康支援を目的として、狭義には思春期から更年期までを基

盤として、対象の理解と共にパートナーや生殖家族も包含した看護学と位置づけています。また

本科目は、学習者自身が生殖性の成熟期を迎えており、これに伴い生じる様々な健康事象に対し

て、ヘルスプロモーションの一環として、積極的に健診を受ける、月経周期を管理できる、月経

に伴う不快症状があれば受診するなど、ヘルスプロテクションを行動化できることをめざしてお

り、学習者自身も看護の対象であるということです。 

 さて日本の出生数は経年的に減少し、2005年には出生数を死亡数が上回り人口減少社会に突入

し、2016年には年間の出生数が 100万人を下回りました。出産年齢人口の減少によるところが大

きく影響しているわけですが、母性看護学の対象が生き生きと自らの生殖性の健康を保持し、自

らの意思で命のバトンを育む意識の高まりを期待するところです。 

 近年は再興感染症として梅毒が急増し、特に 20歳前半女性の罹患率上昇が問題となっています。

講義では思春期教育や性感染症予防など、将来の妊孕性に関わる理解と行動にも言及し、これら

は学習者の興味関心を高めています。母性看護学の学習者は友人等から月経や妊娠など、生殖性

に関わる多くの相談を受ける立場であることも知られています。生殖性に関わる情報リテラシー

の伝番者としての役割も担えることも教育の目的です。 

 2017年 4月から本学では第 3回目のカリキュラム改編が行われ、“母性看護学”から“リプロ

ダクティブヘルス看護学”へと科目の名称変更を致しました。“母性”という用語の概念は歴史的

に大変意味深く、幅広い定義があります。しかしながら男子学生も少なくない本学では、“母性”

という用語の先入観を拭い去ることが困難な状況にあると痛感しています。このため性と生殖に

関わる学問として“リプロダクティブヘルス”を採用しました。“ウィメンズヘルス”に関わらず、

名称には健康に関わる女性自身の権利も含み、当事者自身が意思決定できる生殖性の性に関わる

生涯の支援者として、性別を問わず健康的な性の享受者として、その支援の基盤を学習し、行動

できる学生像を求めています。 

 臨地実習では周産期にある対象やパートナー・家族の理解と看護の実際を体験・経験を踏まえ

ながら学びます。母子の地域包括ケアの活動が始まる中で、生殖医療や出産年齢の高齢化など、

かつてと比べてハイリスク妊産婦の増加、子育てのしにくい社会事情など、学生の学びも一筋縄

ではいかない事例を受け持つことも多くなっています。しかし、現場の助産師や看護師の支援を

得ながら、その支援の実際を通して真摯に対象を理解しようと努める学生の姿があります。本学

のヒューマンケアの原点である「忠恕」“真心と思いやり”の精神が具現化しています。 

 出産人口の減少は出産施設の集約化を促進し、実習施設の確保が厳しい状況にあります。生涯

にわたる多様な場におけるリプロダクティブヘルスケアの実際を学ぶために、新たな実習場所の

開拓が喫緊の課題と考えています。 

（教授 岩﨑 和代） 
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 高齢者看護学 

 

 我が国は、高齢化率が年々上昇しており、平成 20 年の高齢化率は 22.1％という超高齢社会に

突入したころ、本学は開学しました。それから 10 年、高齢化率は 28.1％となり、平均寿命も男

性 81.25歳、女性 87.32歳と延伸し、百歳高齢者も約 71,238人となり、百歳を超えた人の内、女

性は 88％と長寿な様相を呈しています。高齢者看護の対象者は後期高齢者も増え、「人生 100 歳

時代」を生きる人々となります。 

 医学の発展も目覚ましく、看護の対象者も 65歳以上の方すべてとなりますが、その身体能力や

精神能力には個人個人大きな差があります。大変活動的な高齢者も増えています。看護によって

その方のその後の人生設計、QOLは大きな影響を受け、その方が望む生活をも影響されると言っ

ても過言ではありません。加齢変化は、フレイル、サルコペニアを含め高齢者の心身の変化など

個人の変化、一人暮らし高齢者の増加、老親と未婚の子どもの二人暮らしなど生活世帯の変化も

大きく、それに合わせて社会的変化であったり、財政であったりと合わせて考えなければならな

い課題が多い現状です。 

 高齢者医療の変化などを含め、高齢者看護学概論で学習し、援助方法についても多様な状況に

対応できるように、基本から応用、具体的状況から基本に立ち戻れるようなプログラムを組み、

様々な状況において考えて行動できるように教授しています。 

 平成 29年度よりカリキュラム改正を行い、より高齢者を加齢変化はあってもその人なりに生活

している生活者としてとらえられるように、高齢者の「強み」を生かし、極力「元の生活に戻る」

ことができるように、様々な制約の中で生きている高齢者のケアには「コンフォート」の考え方

で生活援助を考えることができる様に、学生が演習等での疑似体験やテーマにそって考える体験

を多くした授業内容で教育しております。 

 臨床で出会う患者様は、後期高齢者がさらに多くなると思われます。老年期にあって、100 歳

になっても、認知症症状が現れても、これまでの人生で培ってこられたすべてが衰退してしまっ

たり、記憶がなくなってしまったりしているわけではなりません。その方の「持てる力」、「強み」

はあります。超高齢者になっても成長し続ける存在でもあります。その力や強みを見出し、残存

能力をも最大限に生かして、生活していただけるよう支援することを、座学、実習を通して体験

しています。「最期のその時まで高齢者が人間らしく、その人らしく生き、住み慣れたところでで

きるだけ長く生活することができるような支援ができる看護」を目指してほしいと授業を締めく

くっています。実習で高齢者と関わって得た貴重な学びは、看護師として活躍してもいつまでも

心に残り、その後の看護観にも影響を与えます。その心意気のある看護師が臨地に増えていくこ

とは、高齢者看護の目標の実現につながるという大きな期待をもって教育しています。 

（教授 佐藤 光栄） 
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 精神看護学  

 

 精神看護学領域は、武政奈保子教授のもと開設され、その後安田美弥子教授が引き継ぎ、平成

29年度より私、辻脇邦彦が就任し、山口恵講師、平山裕子助教の計 3人体制で担当している。精

神看護領域では、こころの健康、精神看護学概論、精神看護学援助論、精神看護学実習を主に担

当している。新カリキュラムではこころの健康と精神医学が独立し、よりこころの問題を深く取

り扱うことができる基礎ができたと言える。精神科領域の教員はいずれもアディクションに造詣

が深く、現代のこころの問題をより広く深く探求する素地を持っている。今後、アディクション

分野での研究を深めていければと考えている。 

 さて、これを機に現代に必要な精神看護学の基礎教育を、どのように考えているのかを述べて

みたいと思う。21世紀は「心の時代」などと言われるが、その根底には、自然災害の増加や社会

が抱える不安定さが見え隠れする。日本社会だけではなく世界も一層流動的で複雑化し、先行き

不透明な時代を迎える中で、相互の信頼と共生を支える基盤として、他者の文化を理解・尊重し、

その心性を理解しながら、他者とコミュニケーションをとることのできる力がより重要となって

きていると考えている。 

 一方で ITや AIが加速度的に発展し、その発展に社会が追いつけず、それを使いこなしている

つもりが、いつの間にか逆に振り回されているという現状がある。過激でわかりやすい部分だけ

を切り取るメディアや SNSによる不特定な発信が、排他的な心性を醸成し、恐怖感、猜疑心が侵

食している。そして、その中でストレスを感じ、こころという「見えないもの」への不安をつの

らせているように感じる。足元を見れば、いじめや虐待、ハラスメントが透けて見える。その恐

怖感と猜疑心に向き合い、状況を解消するには、それらの知識と同時に、他者と実際に顔と顔を

向き合わせ、人と人として向き合い、対話し続ける経験と体力と気力が必要となる。 

 学生を見てみると、入学時には学力的についてゆけるかという不安以上に友人ができるかとい

う不安が強く、そこに使われるコミュニケーションツールはラインが多くを占め、感情表現はス

タンプであり、かなりの学生がスマホ依存傾向という現状がある。また、Yesか Noの 2者択一的

な回答を求めたがり、答えのないものに取り組むことへの苦手意識と根気のなさを感じる。そん

な学生の自己肯定感を見てみると、ある調査によれば日本の若者は諸外国と比べて、自己を肯定

的に捉えている者の割合が低く、自分に誇りをもてていないという結果も出ている。 

 このような現状の中で、ヒューマンケアに必要な他者理解を育むためには、その根本である自

己理解が欠かせない。そのためには、自己をニュートラルに見つめ、向き合い続ける意識を持ち、

実践できることが重要となる。こころや感情はその中に含まれる様々な移ろいを良いか悪いか，

善か悪かと切り分けて削除したり否定したりすべきものではなく、どこかで有機的に調和し、動

的平衡をもたらすものである。そのもっとも根底となる自己にチャレンジし、その変化を感じ、

己を見つめ、理解しようとする“こころ”を醸成し、首尾一貫感覚を少しでも高めていくことに

よって、他者理解を育んでほしいと願っている。 

 精神看護学領域の授業が、学生のこころに、そして他者と向き合い対話するこころに、有益な

広がりがもたらされることを期待したい。 

（教授 辻脇 邦彦） 
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 在宅看護論  

 

 在宅看護は、在宅で生活する人々がよりよい健康状態を保ち、住み慣れた地域で安心してその

人らしく生活できるよう、ご本人やご家族に提供される看護活動です。看護の対象は疾病や障が

いのある人々だけでなく、生活のしにくさを感じている人々すべてです。 

 1997年のカリキュラム改正で「在宅看護論」が看護師教育に新設され、近年急速に関心が高ま

ってきた在宅看護ですが、その概念には歴史があります。栄養不良や不衛生な環境、貧困者など

が多かった時代は、生活改善や疾病予防の強化を目指した巡回訪問活動が展開され、現在の公衆

衛生看護活動の源流となりました。一方、病院機能が不十分な時代には家庭内で病人を看護する

ことが多く、派出看護婦に高い需要がありました。1891年に設立されたわが国初の派出看護婦会

はわが国最古の訪問看護事業所で、訪問看護ステーション（以下、ST）の前身でもあり、原点と

も言えます。この派出看護活動は現在の訪問看護活動の源流でもあり、在宅看護はこれら 2つの

源流を有していると言えます。 

 本学では、設立当初に着任した教員の訪問看護師としての経験とその強みを生かし、後半の「訪

問看護活動」に力点を置いた「在宅看護論教育」を展開してきました。最も苦慮したことは実習

環境を整えることです。常勤看護師 2.5人を基準とする STは実習施設としては小規模なため、1

か所に平均 2名の学生配置になります。実習施設数を確保するには大学周辺はもちろんのこと、

他県まで足を延ばし、約 13か所から実習施設としての承諾を得ました。その殆どは 10年たった

今も継続しています。ただ、実習期間中、教員一人当たり 2，3か所の STを巡回しなければなら

ず、学生への支援・指導はいうまでもなく、実習指導者との調整や連携も余裕をもって行えない

歯がゆさがあります。しかし、多忙な中での ST スタッフの前向きさや丁寧な学生指導には看護

職としても教員としても学ぶことが多くあります。また、在宅で療養されている利用者様やご家

族も学生の訪問を楽しみにしてくださり、長期療養に励む生活の中では未熟な学生でも社会から

の風として爽やかな刺激になりうることを実感できます。訪問に向かう車中での会話から訪問看

護師の看護観を伺い知ることも実習の醍醐味です。実習後、学生の多くが発する「いつかは訪問

看護をやってみたい」の言葉は、こうしたロールモデルに出会えたからこそでしょう。 

 今後、在宅看護の範囲は個別的援助にとどまらず、保健・医療・福祉・看護等様々な公的分野

と民間業者や地域の人々の力を統合した地域包括ケアシステムの構築にまで及びます。看護専門

職として正確な知識・技術、個々の家庭の実情を配慮した柔軟な応用力、専門非専門を問わず様々

な人々との協働力が欠かせません。 

 看護を取り巻く社会や制度が常に変化する中で、社会的背景やニーズを的確に把握し、個々の

対象者のニーズと融合させながら看護を展開させる創造的な看護領域が在宅看護領域です。そう

した視点をもった看護職が一人でも多く輩出されることを願ってやみません。 

（教授 照沼 正子） 



 東都医療大学開学 10周年記念誌 

64 

 公衆衛生看護学  

 

 本学は、平成 22年の保健師助産師看護師学校養成規則の改正により、平成 24年度入学者から、

地域看護学を公衆衛生看護学と名称を変更しました。これは保健師教育について社会的ニーズが

高まっている健康危機管理の強化および地域全体の健康状態の改善・向上の強化など地域におけ

る顕在化・潜在化している健康課題を明確化して、地域の人々と協働して健康増進の力を高める

保健師の役割と専門性をより明確にした教育内容にするための変更でありました。それを受けて、

地域看護活動論の中で講義されていた、「学校保健活動論」、「産業保健活動論」を新たに科目立て

し、地域看護援助論の演習時間を増やし、保健指導や健康教育の演習を行う「公衆衛生看護援助

論Ⅰ」、地域診断の演習を行う「公衆衛生看護援助論Ⅱ」と科目立てし演習時間を増やしました。

また、地域看護学の科目群の中で講義されていた「公衆衛生看護管理」を科目立てしました。 

 平成 29年度入学者からは、看護学科全体でカリキュラムを検討し、公衆衛生看護学は、3年次

末から 4年次前期にかけて集中して開講することになりました。「公衆衛生看護学概論」を「地域

の健康と看護Ⅰ」「地域の健康と看護Ⅱ」と名称を変更して科目立てし、「学校保健活動論」、「産

業看護論Ⅰ」、「疫学」、「保健統計」、「保健医療福祉行政論」、は看護師課程でも選択できるように

1、2 年次に科目を配置しました。「公衆衛生看護活動論」では、時間数の関係で伝えきれなかっ

た活動展開について講義する「公衆衛生看護活動展開論Ⅰ」「公衆衛生看護活動展開論Ⅱ」を新設

し、看護師課程の実習終了後の 3 年次末に配置しました。4 年次の実習前には「公衆衛生看護演

習Ⅰ」、「公衆衛生看護演習Ⅱ」を設置し演習時間数を増やし、実習に進めるようにしました。さ

らに、保健師課程の学生は公衆衛生看護学領域で「看護統合実習」を行うこととなり、実習単位

が増えじっくり公衆衛生看護学実習に取り組むことができるようになりました。実習が終了した

4年次後期に、公衆衛生看護の学びのまとめとして「公衆衛生看護管理」「災害看護学」の 2科目

を配置しました。 

 保健師課程の単位は開学当初より増加し、学習内容も充実してきています。また、看護師課程

の実習が 3年次末で終了する為、公衆衛生看護学の科目が集中して、講義、演習、実習と段階を

踏んで進み、学生が効率良く学べる内容と組み立てになりました。 

 人々の生活や疾病等が多様化し、健康寿命の延伸、疾病の予防、住み慣れた地域で暮らしやす

いシステムの構築等、公衆衛生看護活動のニーズは増加しており、より専門的な公衆衛生看護学

を、学生が自主的に学べるように支援していきたいと思います。 

（准教授 市原 千里） 
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 保健師課程  

 

 本学は平成 21年に開学し、私は開学 2年目から着任させて頂いております。開学 10周年を迎

えるにあたり、月日の過ぎ行く速さを痛感しつつ、これまでご協力を頂きました関係機関の皆様

に感謝申し上げます。平成 21年初年度入学生から 3期生までは、保健師課程の単位は卒業要件に

含まれており、学生全員が保健師課程の科目を履修し、保健師国家試験の受験資格を持つことが

できました。保健師の質の担保という観点から、平成 22年に保健師助産師看護師法の改正に伴い、

保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正が行われ、保健師教育は大学院、学部での選択制、

専攻科、いずれかを選択することが求められました。本学は、学部での選択制を採択することに

なり、平成 24年度入学者より 2年次後期に選抜試験を行うことになりました。また、埼玉県と埼

玉県内の大学との申し合わせが行われ、本学では 25人が保健師課程を選択できることになりまし

た。さらに、平成 29年度入学者からは新カリキュラムを導入し、保健師課程の学科目は 3年次末

から 4年次にかけて集中して開講されることとなりました。このように、開学当初から保健師課

程は、変更を重ねて参りました。 

 学生の変化を概観致しますと、保健師課程が卒業要件になっていた時は、全員が保健師を目指

すこともなく、国家試験は記念受験するという学生に対し自主的に学習を進める指導に苦慮した

反面、全員で苦しい思いを共有し、励まし合って頑張る様子がありました。選択制になってから

は、保健師に興味を持ち保健師として就職を希望する学生が増えてきておりますが、保健師課程

を選択しているから苦しいと、後ろ向きな考えに囚われる様子も時折見受けられます。 

 しかしながら、本学の学生は素直で純朴な学生が多く沢山の課題を同時に進めていく難しさを

感じながらも、事前課題や実習に真面目に取り組む、ひたむきな姿勢に実習指導者からお褒めの

言葉を頂いております。また、看護師と保健師 2つの資格を取得することは、精神的な負担が大

きく、思うように上がらない成績に、時には落ち込むことはあっても、最後まで諦めずに頑張る

強さを身につけていっているように思います。保健師課程の学生のほとんどは病院に就職します

が、保健所や市町村保健センターに毎年、複数名就職をしております。また、看護師の経験を経

て、保健師として就職する卒業生が出始めており、少しずつ蒔いた種が芽吹いていることを感じ

ております。 

 今後、益々進む少子高齢社会の中で活躍できる保健師の育成に向けて、引き続き学生のやる気

を支えていく所存です。 

（准教授 市原 千里） 
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 助産師課程  

 

 本学は 4年生の看護師教育に並行されて助産師教育が行われる統合カリキュラムです。助産師

教育の指定規則では 28単位の教育が必要とされており、本学では開学以来 23単位を助産師の専

門基礎教育としています。29年度のカリキュラム改編では家族看護論（1単位）、国際医療協力（1

単位）、助産院や新生児医療を学習する統合実習（2単位）の 4単位を統合カリキュラムとして位

置づけています。卒業時修得単位 124単位（看護師養成課程）に加えて、助産師課程は卒業時に

145 単位の修得となります。看護師教育との並行でもう 1 つの免許となる助産師教育を受けるこ

とは容易ではありません。 

 平成 24年度入学の 1期生は 7名が本学助産師教育のパイオニアとして卒業し、6期生までの卒

業生は 52名となりました。来年の 3月には新たに 7名の卒業生が加わり、東都医療大学卒業の助

産師たちが日本の周産期医療施設の中で活躍しております。特に 4期生までは保健師免許を並行

し取得していた時期であり、並々ならぬ努力に敬意を表します。 

 助産師課程は助産師国家試験の受験資格として指定規則により、助産学実習 11単位を必修とし

て、正常な分娩過程での分娩介助を指導者の下、10例程度分娩介助を経験することが求められま

す。4年生の 8月上旬から 10月の上旬まで出産取り扱い施設で夏休みもなく、10例の分娩介助を

成果として実習に取り組んでいます。10例の分娩介助の成果を得るためには助産学の基礎教育が

前提にあり、講義に加えて 120時間に及ぶ技術的なトレーニングを重ね、臨地の場に立ちます。

現場の指導助産師、産科医、教員による濃密な指導や支援、励ましを受けて 10例の分娩介助に辿

り着くわけです。分娩介助には当然ながら人が介在するわけで、看護師の免許も持たない学生に

とっては経験の 1つ 1つが重く、時に勇気をもらい、時には涙し、互いに励まし合い、達成の時

に向かっていきます。セミの鳴き声が激しく聞こえる夏から秋の声を聞こえる頃に実習はようや

く終了します。 

 助産学実習要項の冒頭には以下のような記述があります。「助産師は産婦と共に分娩経過に寄り

添い、産婦および家族さらには（胎児）新生児に対して真摯で温かい姿勢と、エビデンスに基づ

く対応を求められる専門職である。分娩はライフイベントであり、それに関わる助産師の影響は

大きい。助産師が産婦に寄り添うことの意味は、産婦への精神的な影響のみならず、分娩経過の

判断や正常逸脱に対する早期の気づきにもつながる。託されるすべ手の女性の分娩が最良で満足

のいくものとなるように、誠実でたくましい精神力をもって実習に取り組むことを期待している。

すべてが幸福や満足の結末に至らない状況にも遭遇することもある。その時はみずからが試され

るときであり、やり直しはない。無二の命である。学生であっても助産師をめざすものとして、

指導助産師や医師と共にチーム医療の一員として、質の高い助産ケアをめざして、協働意識と責

任感を持ち、周産期のケアに参加する。それが助産学実習の意義である。」 

 7 期生まで助産学実習でお世話になりました恵愛病院（埼玉）、久我山病院（東京）、東邦大学

医療センター大森病院（東京）、にしじま産婦人科クリニック（埼玉）、神岡産婦人科医院（群馬）、

東京リバーサイド病院（東京）、実習施設の集約化で実習学生の受け入れが困難な中、学生の実習

を受け入れ、丁寧なご支援と勇気を与えてくれた指導助産師の皆様、学生を見守り暖かな支援を

頂きました産婦人科医の先生方、病院スタッフの皆様方に深謝致します。 

（教授 岩﨑 和代） 



Ⅰ章 ヒューマンケアの理念に基づいた医療人の育成 

67 

 地域や社会との連携 

 

 地域に貢献する大学として、深谷市との連携事業や地域のボランティア活動を通じて大学の教

育資源を広く地域社会に還元する活動のねらいとしている。 

 活動として地域住民の健やかな健康と福祉に寄与するため、深谷市長寿福祉課及び包括支援セ

ンター、介護保険サポーターズ、本学地域連携委員会の三者により企画・運営されている認知症

の方やそのご家族の参加を対象とした“オレンジカフェ東都”の実施、大学の教育資源を地域の

皆様に広く提供する大学公開講座、深谷市との共催事業として開催される市民大学の企画・運営

に携わる（学識経験者）委員の派遣と講座講師の派遣、深谷市子ども大学の実行委員としての活

動、深谷市ふくし健康まつりへの参加、深谷赤十字病院におけるイベントの参加（七夕コンサー

ト、クリスマスコンサート、キャンドルサービス、災害救護訓練での患者役ボランティアなど）、

地域連携委員の活動負担を調整しながら、地域貢献活動への参加を充実している。公開講座は現

在、年 3回開催しており、このうち 1講座は市民大学との共催として開催しており、例年参加者

から高い評価を得ている。 

 また学生のボランティア活動も盛んで、2017 年度入学生から対応する新カリキュラムでは、1

年生にボランティア活動論が必修科目として配置され、その一環としてボランティア活動に積極

的に参加する学生も多い。“オレンジカフェ東都”への学生ボランティア参加は、日頃から人生経

験の豊かな高齢者との接触の少ない学生にとっては新たな発見・成長の場となり、参加者からも

学生の存在に対するプラスの評価を得ている。また子ども大学においても、子どもたちが本学の

教授や准教授による講義や演習を受講し、こちらも大変好評であり、医学や看護への興味関心を

より高める機会となっている。 

 本学を知っていただく黎明期は過ぎた。今後はさらなる大学ブランディング力の向上をめざし

て、また開かれた大学として何が貢献できるのか、その実現可能性のある高大連携や災害支援拠

点としての整備などを新たな取り組みとしていきたい。 

（地域連携委員会 岩﨑 和代） 
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 卒業生の主な進路  

 

 キャリアセンターは、ヒューマンケア学部看護学科 1回生の就職活動開始に伴って活動を開始

しました。当初は、学生委員会の一係として、学生委員の中の担当者が、キャリアセンターを運

営していましたが、2017年には学生委員会から独立し、キャリアセンターとして単独で活動を開

始しました。主な活動は、関連病院および実習病院をお呼びしての病院説明会、就職ガイダンス、

模擬面接そして卒業生アンケートなどです。 

 その後、学生たちの就職活動を支援していくうちに、キャリアセンターとしての経験も積み重

ね、支援活動の内容も次第に充実させていくことができました。関連病院および実習病院を対象

とした病院説明会には、多くの病院が卒業生とともに参加していただいており、在校生と卒業生

の交流の場になるとともに、就職後のイメージ化にも役立っています。就職ガイダンスは、4 年

生の 4月に実施するだけでなく、3年生の 9月にも実施するようにし、臨地実習のインターバル

時に計画的に病院説明会やインターンシップに参加するよう指導しています。また、採用試験が

多く行われる 5～7月に定期的に模擬面接の日程を設定し、希望者に採用試験さながらの模擬面接

を実施するようにしました。2016年からは、大坪会系病院の見学ツアーを開始し、関連病院への

就職への動機づけとなっています。 

 また、特筆すべきは、各卒業年度において、1～2名が市町村および企業の保健師として就職す

る学生がいることです。これは、ひとえに学生の努力と公衆衛生看護学領域の教員の支援の賜物

と言えます。加えて、これまでには、助産師養成校や養護教諭養成の大学教育学部特別別科への

進学する学生など、多様な希望への支援も実施してきました。 

 しかし、近年、埼玉県内および隣接する群馬県に多くの看護系大学が設立されたこともあり、

埼玉県内の病院に就職を希望する学生が増加し、公立病院や 500床以上の病院の採用倍率が高く

なっていています。さらに、主要病院の増床が終了し、新卒の採用人数が増えていないこともあ

り、学生の希望通りの就職が難しくなってきている状況があります。そのような状況をふまえて、

キャリアセンターとしては、その年の採用情報を収集するとともに、就職活動する学生への情報

提供や採用試験対策などのサポートが重要な時期になっていることを実感しています。 

 2018年、新たに管理栄養学部が開設し、キャリアセンターもキャリア支援センターとして編成

されました。新しい学部の学生が、就職活動を開始する時期には、それぞれの学科の特徴をふま

えた支援活動を実施していきたいと考えています。 

（キャリア支援センター 荒木 玲子） 
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4．ヒューマンケア学部看護学科の将来展望 

―更なる 10年に向かって― 

 

ヒューマンケア学部 学部長／看護学科 学科長 

今川 詢子 
 

 我が国の保健・医療・看護・福祉の発展は急激な社会環境の変化に合わせ目まぐるしく発展・

進化しており、その発展・進化に合わせ看護教育も日々変化しなければならない状況がある。少

子高齢化が進む現在、保健医療福祉に従事する者は地域社会において高齢者が疾病の有無にかか

わらずその人らしく生き生きと過ごせるよう支援することが求められている。社会も日々変化し、

学生の価値観も多様化している中で、教職員全員が社会の変化に危機感を意識・共有し、大学の

進むべき道を認識して、能動的に前向きに特徴ある教育を実践していかなければならないと考え

ている。 

 平成 30年 11月 26日に中央教育審議会において「2040年に向けた高等教育のグランドデザイ

ン」について答申がだされた。その内容は、Ⅰ．2040年の展望と高等教育が目指すべき姿…学習

者本位の教育への転換 Ⅱ．教育研究体制…多様性と柔軟性の確保 Ⅲ．教育の質の保証と情報

公表…［学び］の質保障の再構築 Ⅳ．18歳人口の減少を踏まえて高等教育機関の規模や地域配

置…あらゆる世代が学ぶ［知の基盤］ Ⅴ．各高等教育機関の役割等…多様な機関による多様な

教育の敵教 Ⅵ．高等教育を支える投資…コストの可視化とあらゆるセクターからの支援の拡充

と 6つの課題である。この課題を常に意識し教育の可能性を拡大していくことが求められると考

える。 

 この 10年間で 599名が本学で学び、専門職（看護師・保健師・助産師・養護教諭）として巣立

っている。このうち約 90%が埼玉県を中心とした保健・医療・看護・福祉の現場で活躍しており、

これらの卒業生の力を結集し、英知を統合することが本学の発展のみなず、看護の実践的・学術

的発展に繋がると考える。そのために大学は、卒業生が大学をリソースとして活用し、卒業生・

在学生と交流を深める場として、さらに最新情報提供ネットワークの拠点として、研修や学習の

場として、ソフト面、ハード面の双方から支援したいと考えている。 

 今後の課題として、卒業生をはじめ地域の保健・医療・看護・福祉に関わる人々の能力啓発を

図り地域に貢献するために、学術拠点として大学院の開設（2020 年開設予定）、現在開講してい

る公開講座や本学科キャンバスのある埼玉県深谷市を中心とした地域連携だけでなく、専門職と

しての学術集会の立上げ、地域での中核的研究センター機能の充実（臨床教育センター）、学外施

設との共同研究の推進、産官学連携事業の推進など早急に進めるなどがある。また在校生や卒業

生が将来のキャリアアップが描けるようにキャリア支援センターの拡充や指導できる専門職の常

在が必須である。 

 学生の教育では、社会のニーズに応え得る実践能力を備えた看護師・保健師・助産師を育成す

るために、個々の教員は独自に質の高い教育に取り組む努力が必要であると同時に、全教職員が

協力して前向きに組織運営にあたること、更なる FD 研修の強化や研修体制の充実（国内外機関

での学習他）、研究環境の調整を確立する必要がある。さらに、学習者が将来にわたって自ら学べ

るようにするために教員は、学生個々を見つめて関わり合うこと、カリキュラムの見直しを常に

実施し、授業内容や運営方法を多方面から検討し続けなければならない。またニュースでも、我

が国は 34万人の外国人労働者を雇い入れると報告されていることから、看護の分野でも早晩その

流れを受け止めなければならない時期がくると考えられる。近い未来、外国人学生や留学生を受

け入れられる環境等の準備も必要と考えられる。 

 前述したことは、本学の教育に関わる全ての人々が同じ目標に向かって協力し努力していくこ

とが必要となります。学生・卒業生、および地域の人々の健康の維持・促進、能力啓発のために

今後も私達は、『忠・恕』の建学の精神を忘れず前進していく所存です。 

 皆さまにはこれまで以上のご支援・ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
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Ⅱ章 開学 10周年へのメッセージ 

 

開学 10 周年に向けて 

日本赤十字社 深谷赤十字病院 副院長兼看護部長 

田島 恵子 

 

 東都医療大学が、このたび開学 10 周年を迎えられまし

たことを、心からお喜び申し上げます。また、管理栄養学

部管理栄養学科の増設と幕張の看護学科の開設、重ねてお

祝い申し上げます。 

 貴学は、平成 21 年深谷市上柴という第 2 の商業地域に

新校舎を建設、若者達が集い賑わいを感じられる環境が作

られ、地域の活性化に影響を与えてくれたと思います。全

国から学びに訪れる学生たちは、慣れない地域で専門的知

識を深め、看護師という目的に向かい励んだことでしょう。

また学生たちを導く多くの先生方もご苦労された事と思

います。折に触れ、大坪理事長や中條学長のお話の中で語られる「建学の精神」は、豊かな人間

性と道徳、倫理観を持ち、社会に貢献できる人間を育成する事であり、将来の看護専門職への期

待が膨らみました。 

 深谷赤十字病院は隣接する医療施設であり、学生の臨地実習場所として活用していただく事に

加えて、施設職員が各専門領域の先生方から研究指導や学びを得られる「Win Win」の関係を築

きたいと考えておりました。そこで平成 23年より、今川詢子教授のお口添えを頂き看護研究指導

をいただく事ができました。先ず 4月に今川詢子教授から「研究の基礎」の講義をいただき、研

究についての理解を深め研究に取り組みました。そして、多くの先生方に指導者として各研究グ

ループを担当していただき、絞り込みからレポート作成まで親切丁寧に指導を受けることができ

ました。幸いなことに大学と病院との距離が近い事、教育熱心な先生方に恵まれ、対面やメール

での手厚い指導を受けることができました。3 年間ご指導いただき、数多くの看護研究を院外学

会に発表をすることができました。このスタッフの経験は大きな自信となり、更に知識を深め後

輩育成に繋げる努力を続けております。平成 26年からは看護研究委員会で院内サポート体制を整

備し、毎年埼玉県看護協会主催の看護研究学会をはじめ、各領域別学会への発表を継続しており

ます。 

 大学の様々な行事では、「青淵祭」や「オレンジカフェ東都」「地域講演会」などにも、多く参

加させていただきました。学生たちの活動も年々拡大し、「深谷市福祉健康祭り」「ふるさと上柴

まつり」「子ども大学」「市民大学」など幅広く地域に参画し活動する姿を見て、一市民としてう

れしく感じました。また、病院行事の災害訓練やクリスマスコンサート、キャンドルサービス等

に参加いただき、実習とは異なる場面での活動はとても頼もしく見えました。このような地域活

動は地域貢献そのものであり、今後も活動の幅を拡げ地域と共に発展することを期待します。今

後も「豊かな人間性」を養い、「確かな学力」を身に付け、「健康・体力」を向上させ、社会に貢

献できる看護師感性の高い医療人材として、地域医療に貢献できる学びを深められることを期待

しております。 
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開学 10 周年に向けて 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

埼玉メディカルセンター 看護部長 

井出 志賀子 

 

 東都医療大学設立 10 周年を迎えられましたこと、心よりお祝い

申しあげます。これもひとえに、学長、学部長、職員の方々をはじ

めとした皆様のご尽力の賜物と深く敬意を表します。 

 東都医療大学の 1 期生から 6 期生まで、卒業生 17 名の保健師・

看護師が当院で働いてくれています。皆、真面目で素直に成長して

くれています。これからのキャリアデザインをしっかり考え頼もし

い限りです。 

 また、基礎看護学実習・看護統合実習をお受けしていますが、素

直な学生さんが多いと思います。 

 「何かを学ぶためには、自分で体験する以上にいい方法はない」とアルベルト・アインシュタ

インも言っていますように、身をもって学んだことは知識・技術の習得だけにとどまらず、人と

しての成長につながっていると感じています。時代と共に生活スタイルや考え方が変化している

ように感じますが、自分が学んだこと、体験したこと、感じたことは、体に染みついているよう

に思います。自分がこの立場だったら何を望むだろう？「こうあるべき」ではなく、謙虚な気持

ちを忘れずに考え、できることを見つけていきたいと思います。また、学べる場所、仕事ができ

る場所があることに感謝して、今を大切にしたいと思います。 

   

 この 10周年の節目を機に、今後とも東都医療大学の力強い支援組織になりたいと思っています。

そして、東都医療大学が医療の更なる成長発展にご貢献、ご活躍をされますことを期待しており

ます。 
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東都医療大学開学 10 周年に向けて 

医療法人社団大坪会 東和病院 看護部長 

平野 博美 

 

 この度は、東都医療大学開学 10 周年を迎えられたことを

心よりお祝い申し上げます。「人間愛ある医療人を目指して」

ヒューマンケア学部看護学科はこの 10 年多くの優秀な看護

師を世に送り出されたことと存じます。 

 医療法人社団大坪会東和病院は、特別養護老人ホーム「イ

ーストピア東和」と介護老人保健施設「ホスピア東和」を隣

接したケアミックス型の病院です。また、院内に訪問看護ス

テーションも附置しております。 

 このような環境の中、当看護部は東都医療大学開学以来現

在まで看護学生の皆様に臨地実習の場を提供してまいりま

した。当初は実習受け入れに不慣れなスタッフと環境で、貴学や学生の皆様には多々ご迷惑をお

かけしたこともあったのではないでしょうか。しかし現在は、大学の先生方との情報交換もスム

ーズであり、よりよい臨地実習の場を提供すべく職員一丸となって指導者の人材育成、環境作り

に取り組んでおります。当院での臨地実習は統合実習に始まり、基礎看護実習、高齢者看護実習

と約半年間にわたり行われます。卒業生の皆様の中には、当院の職員宿舎に寝泊まりをして実習

に励まれた方も多々いらっしゃると伺っています。良い思い出でしょうか。それともつらい思い

出でしょうか。臨地実習を受け入れる看護スタッフにとっては、学生の皆様の看護に対する真摯

な姿勢は、良い刺激となり新たな看護の発見にもつながっていると考えます。 

 医療を取り巻く環境は完治しない疾病・生活習慣病の増加、独居・老老夫婦世帯の増加と変化

しました。それに伴い国の医療・介護政策は病院完結型から地域完結型へと大きく舵を切りまし

た。そのような時代においての看護は、「外来受診者であっても治療中の疾患以外の面も含めて地

域で生活するために支援や、介入は必要か」など把握して看護していかなければなりません。看

護職のニーズは今や病院内にとどまらず、在宅をはじめあらゆる場に広がり看護の力が試されて

います。 

 人生 100年時代を見据えた、地域包括ケアシステムの構築、制度の持続と安定性など解決が急

がれる問題は山積しております。入院中より人々の暮らしの場を想像し、暮らしに密着した看護

の提供、多様な人々との協働に耐えうる人材、強いて言うなら医療チームでリーダシップを発揮

できる人材を大学と臨床の現場が協力して育成していくことが肝要だと考えます。 

 さきにも述べましたように、当院の特徴でもあります地域密着型病院の特徴を生かして、東都

医療大学の学生の皆様の臨地実習病院として、また卒業生の皆様の受け皿として微力ながら今後

も貢献していきたいと考えております。 

 未筆ながら、東都医療大学のご発展と皆様方のご活躍を祈念致しまして、お祝いの言葉とさせ

ていただきます。 
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開学十周年に向けて 

社会医療法人社団順江会 江東病院 

訪問看護ステーションたんぽぽ 所長 

田中 菊江 

 

 開学十周年おめでとうございます。 

 同じ志を持つ後輩たちが、多数巣立ち、悩み、苦しみながら

も喜びを見出し活躍されていることを嬉しく思っています。 

 とは言え人間の一生に例えると、まだまだ発展途上中。「看護

の道」をきわめるのには遠い道のりです。 

 疾病を抱えながら生きて行く人々のために私たちができるこ

と、私達ではなければできない事、私しかできない事を考えな

がら、私たち自身も心身ともに健康で、正しく生きて行く事が

大切であると思います。 

 社会のルールを守り、基本的マナーを身につけ、人生の先輩

を敬い、苦しんでいる人々を助けてあげたいと思う心を育みながら「看護の道」は「自分の道」

と心に刻み、医療人としての、自覚・知識・技術を習得し、学んでいける学校であることを望ん

でいます。 

 訪問看護師としての経験の中から、奇跡のような患者様の「不思議な力」を目の当たりにする

ことが多くあります。患者様の力を信じ、その力を引き出して、共に喜びを分かち合う事こそが

「寄り添う看護」かと信じています。 

 医学の進歩と共に高齢者には特に難しい選択を強いられることが多くあります。 

 そんな時は心にも耳を傾け、答えを導き出してあげる事ではなく、一緒に考え、その患者様の

価値観を尊重し、生きる目的を万が一見出すことは出来なくても、一日一日を大切に過ごすため

に働きかけるようにしています。 

 私たちの何気なく放った一言で相手をさらに追い詰めたり、傷つけたりすることがない様に、

一人の人間として、看護師として、自分の考え方を確立していくために、生涯にわたり学習し、

努力を積み重ねて行く事が大切です。とは言え現場は忙しく、決められたルーチンをこなすこと

が精一杯だと思います。心に志を高く強く持ち、階段を一歩一歩登るかのように看護の道を歩ん

で行って下さい。 

    

 看護師さんの笑顔、医師のやさしい声かけで心の負担と痛みが取れる、一日が楽しいものにな

ると聞きます。「社会的処方箋」ということだそうです。名前を憶えてくれている事、声をかけて

もらえることで、患者様をこんなに幸せにできるということを忘れず、いつも笑顔で接すること

が何よりの薬なのだと実感いたしました。輝かしい未来を担う医療職を育て、大きく飛躍して頂

く様に期待をしています。 

 十周年おめでとうございます。 

 心よりお祝い申し上げます。 
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開学 10 周年に向けて 

埼玉県熊谷保健所 副所長（保健予防推進担当） 

浅井 澄代 

 

 学校法人青淵学園東都医療大学が開学 10 周年を迎えられたことを

心からお喜び申し上げます。 

 埼玉県内の行政で働いている保健師数は、2018 年（平成 30 年）4

月 1日現在、県職員 147名、市町村職員 1,373名です。もちろんこの

中には、キラキラと輝いて保健師活動に従事されている貴大学の卒業

生さんもいらっしゃいます。また、ここ数年の行政における保健師の

採用状況は、毎年、県と市町村を合わせて埼玉県全体で 90 名程度の

方が採用されており、看護師として病院勤務の経験等がある方も保健

師として採用されてもいます。 

 保健所では、保健師免許の取得を目指す保健師養成課程の学生さんの実習を受け入れています。

「保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部改正する省令」が 2011 年（平成 23 年）4 月 1

日から施行され、保健師の役割と専門性をより明確化するため、「地域看護学」は公衆衛生看護活

動に焦点を当てることとされ「公衆衛生看護学」へと変更されました。規程の単位数が増えたこ

とに伴い、保健所における実習期間は 2 日間から 6 日間に増えました。現在、県内 17 か所（県

13、政令市 1、中核市 3）の保健所で、保健師養成課程を設置する大学等 11校の実習を受け入れ

ています。 

 限られた実習時間の中でも、学生さんができるだけ家庭訪問を経験できるよう指導担当の保健

師が実習内容を調整しています。結核や難病等の患者さんの在宅療養の様子や保健師の活動の実

際をみていただくことで、学内で学んだ知識を深めていただいています。また、健康危機管理活

動の一環として、自然災害発生時の保健活動についても実習内容に取り入れるように工夫してい

ます。 

 さて、国は、少子高齢化が進む中で社会保障制度を維持していくために、人生の最後まで住み

慣れた地域で自分らしく生きる「地域包括ケアシステム」へと大きくかじを切りました。従来の

「病院完結型」から医療・ケアと生活が一体化した「地域完結型」の体制への転換が図られてい

ます。そして、これらの人々を支えるため、地域では多職種による連携体制の構築が進められて

います。 

 埼玉県は全国一のスピードで高齢化が進展しています。今後、保健医療分野で働かれる学生の

皆様には、対象者が疾病や障害を抱えながら在宅療養を継続し、そして人生を全うする、という

ことにも思いを巡らせながら支援がなされることを期待しております。 

 誰もが健康で幸せな生活を享受できる健康長寿社会を目指して、私達、保健医療の専門職は常

に知識と技術を磨き、地域の保健・医療・福祉の向上に寄与することが使命であると考えます。

今後も、貴大学から高い使命感と倫理観を有する多くの人材を輩出いただくことを期待しており

ます。 

 貴大学の更なる御発展と、在校生・卒業生の皆様、そして教員の皆様方のますますの御健勝と

御活躍を祈念いたしまして、10周記念に寄せる言葉とさせていただきます。 
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祝 10 周年で憶うこと 

東都医療大学 非常勤講師 

茂山 十郎 

 

 えっ？ もう10周年ですか？ と思ったのが率直な私の感想です。

65 歳で T 大学を定年で退職して、東都医療大に客員教授として迎え

て頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 間違いなく我が人生の最終コーナーを曲がった時に、東都大学に全

霊を捧げることが出来る幸せを今感じています。 

 東都医療大学に赴任して担当した授業の講座名は、「笑いと人間」

「笑いと健康」が 7回ずつ前期に。後期は「生活と芸術」の 7回が私

に課せられた任務でした。そして昨年より管理栄養学科が加わり、大

学名も新たに「東都大学」に変わり、私の授業は、「生活と芸術」で前期 15回（ただし栄養学科

は 8回）になりました。 

 次に毎年新入生を迎えて感じたことを書いてみます。 

 はじめの頃は、本学入学者は第一志望校ではなかった学生たちでしたが、今では本学を第一志

望校として入学しているという現実があります。この現象は、おそらく初期入学者の一期生～五

期生の努力によって、国試合格者が常に 90パーセント以上という優秀な成績の実績が受験生の意

識に反映したのでは？ と勝手に想像していますが、大学側、教職員の皆様方の日頃のご努力が

好結果に繋がっているものと存じ、諸先生方の並々ならぬご尽力に対し、敬服しております。 

 ところで、私の学生は基本的に 1 年生（2 年生の時もあり）ですが、学生たちはとにかく可愛

いです。一生懸命勉強するように、勉強する手立てを授業で伝えています。 

 彼らは毎日々々が苦しい厳しい日々で、私の授業でホッとするようです。ですから、私の授業

は「癒しの授業」とネーミングしてくれました。でも私語は厳禁ですが、睡眠は許しています。1

時間目の授業ですから、夜遅くまで勉強していれば眠くなるのは当然です。でも、授業の終わり

に書かせる感想文には、寝てしまった反省の弁が述べられているのはほほえましく思いました。 

 さて、最後になりましたが、私が本学で体験した笑い話をひとつご紹介申し上げます。 

 看護師になる学生諸君に、ある時次のように伝えました。 

 「皆さんは卒業後、看護師として実社会で活躍されます。患者さんの前で一番大事なことは何

だと思いますか？」 学生達はそれぞれ考えます。私は彼らにこう言いました。 

 「それは、いかなるお薬よりも大事なのは皆さんの笑顔ですよ！ 皆さんの笑顔こそが、どの

お薬よりも効く、『妙薬』ですよ！」と伝えました。学生が素早く「ミョウヤクって何ですか？」

と質問してきました。なるほど、3 月までは高校生でしたから、女性としては期間が短い（少な

い）のでやむを得ないと解釈しました。 
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東都医療大学での情報系の教科を担当して 

東都医療大学 非常勤講師 

井門 俊治 

 

 2009年から看護学科の 1期生が入学してきて、情報学基礎

（前期）、情報処理（後期）を担当しました。実習用の PCは

50台（途中からは 70台ほどに増えましたが）であったため、

クラスを 2つ設け、それぞれの科目を 2回実施しました。翌

年からは、2年生になった 1期生の「教育情報論」（前期）、「教

育メディア論」（後期）も担当しました。テキストは、サイエ

ンス社の「文科系のためのコンピュータリテラシ」を（オフ

ィスのバージョンにより版数も変わっては行きましたが）使

い続けています。また、2018年度からは、新設の管理栄養学

科の 1年生に対しても同様の講義を実施しています。こちらは、PC教室は別に新設されています。 

 情報系の教科の授業としては、コンピュータおよびインターネットを操作し続ける内容とする

ことを心がけました。そのためとしては、e-learningの要素を取り入れるようにしました。 

 最初の数年間は、メールに添付してファイルを送信してもらいました。学生側のメールの送信

記録にも、添付ファイルが残っているため、次回の参照にも使えました。2012 年ころからは、

Facebookを利用しました。講義の資料なども配布できるため、なかなか便利でしたが、学生各自

に Facebookの登録をしてもらう段階で、全員の登録がそろうまで一斉授業が難しいことがありま

した。その後は、Microsoftの Officeのなかで、OneDriveと Yammerを使って、ファイルの提出を

管理しています。学内の PC の負担を軽減することになり便利ですが、一方ネットワークの向こ

う側のファイルと目の前の PC の中のファイルの区別が混乱することもありました。前期の最初

のころは、外部のサーバの文書ファイルを直接 Word Onlineで開いてしまい、保存、編集におい

て（ほかの学生のWordとは違う操作になり）混乱することが多くありました。Excelと Excel Online

でも同様の混乱がありました。 

 思い出としては、1限（9：15～10：45）の時間に講義が配当されていることが多く、朝の鉄道

（高崎線）、学バス（特に森林公園から）の運行の影響を受け、休講、遅刻などがあったことです。

高崎線は台風、降雪、事故などの天災、人災の影響を受けることが年に 1度くらいはありました。

その場合は休講となりました。しかし、森林公園からの学バスが交通事故などによる渋滞の影響

を受け、50 数名の受講生のうち 10～20 名の遅刻者が出たときは、対応に苦慮しました。授業は

実施するのですが、不公平が出ないように教科書から離れた内容での補足になるような授業内容

とせざるを得ませんでした。授業が「生き物」であることを実感しました。 

 情報系の講義は、1～2 年生に対して行うのですが、学年が進み、専門の教育が進んでくると、

職業に対しての自覚もついてくるようで、国家試験の準備などで学生さんたちの表情が引き締ま

ってきます。情報の授業は、基礎としての勉強であることを逆に意識するようで、懐かしがって

話しかけてくれることもあります。学生たちの成長を在学中にも感じることができ、基礎科目な

がら、毎年の楽しみとなっています。 
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開学 10 周年おめでとうございます 

東都医療大学 非常勤講師 

早川 朝子 

 

 しいん・・・大学なのに学生が一人もいない！ それもそのはず、

創設一年目の大学には一年生しかいなくて、その一年生は全員、三

階の大教室で授業を受けているわけですから。2009年度前期の最初

の授業の日、新設校ならではの光景を目にしながら、改めて考えて

いました。宗教改革を中心にドイツの歴史を研究している私が、こ

こでお役に立てるのかと。 

 まず担当することになっていた「歴史学」では、「1517年にマルティン・ルターが『95箇条の

提題』を掲示して・・・」という話はできないでしょう。過去を学ぶことは、現代をより深く理

解することにつながるので、歴史学自体意味のないことではないですが、看護師を目指している

方々に興味をもってもらうには、宗教改革ではなく、医学をテーマにしなくてはなりません。そ

こで思いついたのが、医学の発展に関わる史跡や出来事を基軸に、古代から近代までの西洋の歴

史を概観するということです。 

 そのようにしてみたところで、果たして「歴史学」を選択する学生はいるのかと、かなり心配

でした。受講生は、毎年度 10名を超えるか超えないかで、5名に達しない年度もありました。そ

れでも、たとえ少人数であっても、歴史を学びたいと思う学生が毎年度いたことはよかったです。

加えて、「歴史学」に来た学生は、文章を書くのが比較的上手だったように思います。授業では、

医学史における重要な出来事や人物について、暗記するのではなく、配付した資料を参照しなが

ら自分の言葉で文章にするということをやってきましたが、時間的制約がある中で、的確な表現

を用いた無駄のない文章を書く学生が何人かいました。あるいは、そうでなくても、安易にスマ

ホの情報を書き写そうとはせずに、一生懸命考えながら書こうとする姿勢に好感をもちました。 

 歴史学においては、資料的裏付けのない事柄を書いて公表することはできないので、資料を正

確に読んで、理解した内容を的確な文章で表現する能力が求められます。それは歴史学に限らず、

学問することの基本であり、これから社会に出て活躍するうえでも必要となる技能です。それを

鍛えるのに歴史学は大いに役に立つのではないでしょうか。現在は科目名が「医療の歴史」と変

更になっていますが、開学 10年以降も引き続きそのような形で貢献していければと思っています。

さらには、私自身ここの大学での必修科目の多さに驚いていて、学生は忙し過ぎてあまり余裕は

ないかもしれませんが、例えば、日本における西洋医学の発展にはドイツが深く関わっているの

で、ドイツの社会や文化にも興味をもつというふうに、歴史学が関心の幅を広げることにも貢献

できると嬉しいです。 
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開学 10 周年への寄稿 

元東都医療大学 教授 

森谷 美智子 

 

 東都医療大学開学 10 周年記念誌を発刊されますことを、心よ

りお喜び申し上げます。 

 私は、これから歴史を作り上げる開学の創世記と言うべき時代

に母性看護学の教員として在籍いたしました。 

 在職中の一番のエピソードは、なんと言っても大橋優美子教授

と共に看護学実習のための実習施設探しです。約 40 箇所の施設

訪問や実習の交渉をいたしました。埼玉の地は、東京在住の私に

とっても大橋教授にとっても初めての地であり、地図を調べ、交

通機関を調べ、電話で交渉してから現地に向かい、施設長や看護

部長との実習施設としての交渉は、こちらの望む要件を取り入れ

ていただける施設は少なく、困難を極める作業でした。また、1 施設に数校の看護学校や看護大

学が実習施設としてお願いしている場合は、新参者の東都医療大学が入り込むとなると、学校間

の調整も難しく、実習指導者会議では大げさではなく「陣地取り合戦の戦場のようだ」と思いま

した。その中において、結果を持ち帰らなくてはならないという各校の使命感がひしめく中、場

数を踏むことで交渉力を学びました。 

 助産師課程においても同様に、実習施設探しに奔走しました。助産師課程の場合は、助産師教

育課程指定規則で「10例の分娩介助をする」ことが義務付けされているため、実習場選びでは日々

戦々恐々という心境でした。幸いにも、分娩数の多い施設での実習ができることになり、安堵し

ておりましたが、やがて、その施設にも他校から実習の依頼があり、実習期間が短くなり、安穏

とはしていられない状況になりました。他の領域で、埼玉在住の教員の方々から情報を頂いたり

しながら、分娩介助が 10例できる施設探しを再開し、初期の段階で経験した交渉力を発揮しまし

て実習場の交渉をいたしました。 

 先に記載しましたように、東京在住の私と、大橋教授は籠原迄の高崎線の通勤時間は約 2時間

30分程度かかりました。上野から籠原迄または、籠原から東京へ向かう車中の大橋教授と同席の

時は、大学のあり方や教授法など多岐に渡る教えを受ける機会でもありました。助産師教育一筋

であった私に取っては、教授から受けた教えや指導は、本当にありがたく心強いものでした。 

 今後に向けての大学への希望としましては、実習施設に教育的視点に優れた臨床指導者の存在

です。それぞれの実習施設では、日常のケアと学生に指導していただけたのは感謝に耐えません。

さらに、臨床でのケアの「楽しさ」や「看護の意義」を直接伝えられる指導者の存在は貴重なも

のです。看護学生に対しての関わり合いで、看護の重要さを伝えられる人材を育成するのも大学

の役割と考えます。 

 東都医療大学の卒業生が、臨床実習はもとより、看護教育の充実を追求し、後輩の学生に対し

て、その役割を担うべく学習し続けることを願ってやみません。 
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開学 10 周年に向けて 

元東都医療大学 教授 

東邦大学健康科学部看護学科 教授 

長谷川 真美 

 

 「はなみずき」の並木、こじんまりではありますが、温かな風合

いのある校舎、そこで学ぶ個性豊かな学生さんたち、そして、さら

に豊かな個性をもった教員の皆様とともに過ごした 5年間は、私に

とって教員としての豊かさをはぐくむことができた時間でした。 

 10周年を向かえ、地域に根ざした大学としての地歩を着実に築き、

またヒューマンケアの精神をもった卒業生を輩出するという大学の

設立当初からの目的を果たすためのお手伝いができたことは私にと

っても嬉しいことでした。 

 思い起こせば私が東都医療大学に着任したのは、開学 4 年目で 4

年生の科目は新たに始まる時期でした。それに加えて平成 24年のカリキュラム改正によって新カ

リキュラムがスタートし、新旧カリキュラムが平行して運営されることとなり、前期、後期で異

なる学年に同じ科目を開講するということもありました。基礎看護学担当の私は 4年次の統合科

目や配当学年が変更となった科目を担当し、あわただしく 1 年目をすごしました。総合看護で 4

年生の皆さんから語られた「患者に寄り添う看護」を大切にしたいという言葉はあわただしい中

でも教育の成果を感じられる時間でした。 

 また、教務委員として、平成 29年度新カリキュラムの構築に関わったことも大きな成果でした。

中村先生をはじめ、現在も大学におられる先生方の知恵を結集して出来上がったカリキュラムで

す。運用のご苦労は計り知れないのですが、熟成させていただき、ヒューマンケアの担い手とし

て好ましい学生教育につなげていただければ幸いです。 

 地域連携では、深谷市と協力して子ども大学、オレンジカフェ、公開講座の計画と運営など、

地域とのつながりを一つ一つ広げていくことができました。大学が地域に根付くのには時間がか

かりますが、深谷市のとの連携も円滑で、大学が知己に根ざすためのお手伝いができたとことを

嬉しく思います。 

 これら教育での活動、地域連携や国家試験対策などの活動をとおして、個性豊かな学生さんと

の出会いは私自身の教員としての有り様に新たな視点や幅を加えていただいた体験でもありまし

た。 

 今後は、一人でも多くの卒業生の皆さんが教員として、また、臨床現場の看護職として大学の

教育を支えてくださる日も遠いことではないでしょう。ヒューマンケアを提供できる看護師とし

て、保健師として、助産師として、しなやかに成長された卒業生の皆さんと共にお仕事をさせて

いただくことができる日を楽しみにしております。 

 最後に、東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科深谷キャンパスから始まった東都医療大学

の教育が、ますますの発展を遂げられることを祈念申し上げます。 
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10 周年によせて、初年度の思いで 

元東都医療大学 准教授 

ルン・リンパケアアカデミー 代表 

山名 敏子 

 

 この度は、開学 10周年おめでとうございます。想い起こしてみ

れば、2009年 4月吉日、東都医療大学の第 1回目となる入学式が

深谷市の公的機関の施設で行われたと記憶しています。当時、私

も入職したばかりで、大学関係者の一員として会場受付に立ち、

やや緊張した表情で名前の確認をしながらも、希望に溢れた様子

の学生方やそのご家族をお迎えしたことを今でも懐かしく思い出

します。 

 私が初年度担当させて頂いたのは、ターミナル期の患者と看護

師の関係として貴重な研究をされていた鈴木正子教授筆頭の基礎

看護学科であり、本格的な実習に入る前に必要な看護の基本的心

得、基礎的な基礎技術を担う准教授として務めさせて頂きました。

基礎看護の講義をするにあたり、ヒューマンケア学部の意義とは、人が人として生きる必要欠く

べからず専門職となる有望な未来の仲間の自主性をいかに育んで行くべきかを経験豊かな講師で

あられた菅沼澄江先生と葛西朱美先生らとも色々な角度で討論したものでした。その後、新たに

鶴田晴美先生が加わり、鈴木正子教授の「看護師が人に寄り添う意味と意義について」、基礎看護

科における科学的な思考と精神的支援のバランスを図る重厚なる役割を各自が担ってまいりまし

た。 

 また、私は学生担当だったこともあり、初めての大学祭を係の学生らや同じく大学祭を担当さ

れた先生方と何とか実行、成功させたいと、様々な方の協力を得られるよう、陰ながら支援させ

て頂きました。実は我が家族や元同僚らからも、絵やお花を出展してもらったり、沢山のバザー

用品を頂いたり、アロマハンドマッサージやリンパケアの仲間の講師を呼んだり、救急救命訓練

など実際に認定看護師らに来て頂いたり、音楽会では知人のオペラ歌手をも頼んだりしたもので

す。そんな中で一番人気は、学生らが独自に運営する食堂であり、すべて美味しくて地域住民の

皆様にも好評で、すぐに売り切れるほどでした。当時、係だった学生らは学業と並行しながら本

当に良く頑張ったと思います。 

 さて、看護師、助産師、保健師として今や中堅以上の立場であろう卒業生の皆様に、また在校

生の皆様に一言申し添えたいと思います。今や看護職の役割にも働き方改革が求められ、今後は

さらなる診療報酬上の歴史的変遷に入る時代かもしれませんが、人が人を看る意味は、良く見る、

観る、視る、診ると昔から論じられております。そのためには社会的なアンテナを高くして常に

学ぶ環境を自ら作って欲しいと願います。だからと言って、看護職側が本職を疎かにして疲れて

いては、質の良い看護もできるはずがないのです。 

 また、看護における癒しとは何か、自然治癒とは、生死とは何か、病みの軌跡についてきっと

考え悩むことがあろうかと思います。そんな時、人の幸せは健康の保障あってのこと、まずはご

自分の身体をくれぐれもご自愛くださるようお願いする次第です。 

 最後に足利学校にあった論語抄より、「子曰く、学びて時に之を習う、また説ばしからずや、朋

有り遠方より来る、また楽しからずや、人知らずしていきどおらず、また君子ならずや。」以上が

孔子の言葉ですが、その意味は、（学んだところを復習できる機会を逃がさずに、何回も繰り返し

自分の知識として完全に消化しなさい。これは実に楽しいことだ、道を同じく志す友が遠方から

やってきて出会うかもしれない。しかし、いくら学んでも知識があっても、すぐには自分を認め

てくれない人がいるのが世間である。そうした人がいたとしても、動じずに恨んだり悩んだりし

ないこと、コツコツと実績を作ること、それでこそ、学徳に優れた君子である。）贈る言葉です。

東都医療大学の益々のご発展を祈願いたします。
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Ⅲ章 在学生と卒業生の座談会 

 

学び舎での思い出 

 

＜出席者＞  所属は 2019年 3月現在 

左上から 

  看護学科 4年 渡邊勝利 × 看護学科 4年 渡邉麻衣 × 看護学科 2年 小泉朗子 

左下から 

  さいたま市立病院 看護師 石田美優（旧姓:寺尾）（第 3期）× 看護学科 講師 永井健太 

      × 水戸済生会総合病院 助産師 坂井望（第 1期） × 本庄市役所 保健師 井上享祐（第 6期） 

 

東都医療大学を選んだ理由 

 

坂井 私がこの大学を選んだ一番のきっかけはヒ
ューマンケア学部という名称にすごく興味を持ち
ました。やはり他の大学だと、看護学部や、医学
部看護学科という名称が多い中で、ヒューマンケ
アという名称を学部にしていることに「看護師と
してどんなことが学べるのだろう」という興味が
ありました。さらに 1期生ということもあり、自
分たちで大学を作っていけるところに大変魅力を
持ちました。 

石田 私は、すごく単純な理由ですが、家が近い
ことです。 

井上 私は姉が東都医療大学に通っていたのがき
っかけです。また、ヒューマンケア学部という珍
しい学部だったので興味を持ちました。 

小泉 私は東都医療大学のオープンキャンパスに
参加した時に、先生や先輩が親身に話を聞いて下
さって、その後参加した合同大学説明会で、オー
プンキャンパスに私が参加したことを覚えていて
くれたのが凄く嬉しくて志望しました。 

渡邊（勝） 大学 4年間は長いので、自宅から通え
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る距離にある看護大学を探していました。東都医
療大学は、学生と先生との距離が近いところが決
め手でした。 

渡邉（麻） 私は高校生のときから助産師になりた
いう夢がありました。助産師になるには大学院や
専門学校などありましたが、自分のなかで早く助
産師になりという思いがありました。東都医療大
学は 4年間で助産師の国家試験受験資格が取得で
きることで志望しました。 

 

大学 10年間のうつり変わり 

 

永井 1 期生の坂井さんから大学開学当初は食堂
がまだなかったというお話もありましたが、昔の
様子や、今はどうなのという在校生、卒業生がお
互いに聞きたいことはありませんか？ 

 

坂井 私たちの時は体育館がまだなかったので、
体育は小体育館でやったりしました。あとは、大
学から少し歩いたところにある運動場にいってゴ
ルフをやりました。でも、大きな声を出すことが
できない場所だったので、小声で準備体操とかし
たのを覚えています。 

渡邊（勝） 僕たちは普通に大学の体育館でバスケ
ットボールや、バレーボールをしました。少し歩
いたところにある運動場は僕も体育で使用しまし
た。 

坂井 まだ今も使っているのですね。なんか嬉し
いです。 

石田 私たちの時は、大学の体育館はあったけれ
ど体育の授業では使用してなくて、主にサークル
で使っていました。 

渡邊（勝） サークルは何をされていたのですか？ 

坂井 IFサークルっていうのがあって。 

渡邉（麻） 今もあります。 

 

坂井/石田 あったんですね！ 

永井 食堂も 1期生が 4年生の時に運営が開始さ
れましたね。 

渡邊（勝） 今まで一番美味しかったメニューは、
まぜそばです。 

坂井 /石田  えーそんなのなかったー！おしゃ
れ！ 

永井 図書館の閉館時間などもだいぶ変わったの
ではないかな。 

坂井 私たちの時は、図書館は 5時に閉まってい
ました。4 年生になり国家試験勉強が始まると同
時に開館時間が延長されました。 

渡邊（勝） 今、平日は 20時で土曜日も開館してい
ます。今年から管理栄養学部が新設されたので、2

号館のパソコン室も利用できるようになりました。
明るくて綺麗で使いやすいです。 

坂井/石田 すごい。 

小泉 私たちの学年はカリキュラムが変わり、3

年生の前期から領域別実習が始まります。先輩た
ちとは実習の開始時期も違うので不安です。 

永井 東都医療大学が開学して 10 年の間にカリ
キュラムや学部の増設、建物なども色々と変わっ
たことが改めて分かりましたね。 
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東日本大震災を経験して 

 

坂井 私が 2年生の時に東日本大震災が起きまし
た。実家が東北地方の友達もいて、家族や友達が
心配で泣いている人もいました。高崎線も不通で、
みんなで学校の実習室のベッドで宿泊しました。 

石田 私は震災のあった年の 4月に入学しました。
震災の影響からか入学式に出席できない人もいる
と聞いて、全国から入学生が来ていると改めて実
感しました。 

永井 震災復興のために在校生は募金活動を始め
ましたね。 

坂井 学生有志で籠原駅や深谷駅で募金活動をし
ました。朝募金活動をしてから 1時限の授業に出
席していました。 

小泉 卒業生の皆さんの力、行動力はすごいと改
めて思いました。 

 

この大学での一番の学びは？ 

 

渡邉（麻） 私は助産学実習で本当の意味での患者
様に寄り添うということの意味やヒューマンケア
とは何かを学びました。さらに産婦さんや褥婦さ
んから沢山の愛情を頂きました。私は実習を通し
て、人として成長することができました。 

 

渡邊（勝） 僕は今、ヒューマンケア総合演習で 4

年間の授業や実習を通して学んだヒューマンケア

とは何かをまとめています。僕はこのヒューマン
ケア学部に入学しなかったらヒューマンケアにつ
いて考えてなかったと思います。看護の知識や技
術だけでなく、人の心とは何か、ヒューマンケア
について学べたことは大きいです。 

井上 私は、保健師になるための実習で企業に行
って健康教育を行ったことが一番印象に残ってい
ます。実習のメンバーと一から健康教育を作りあ
げていく中で、誰か一人が欠けてもいけないこと、
皆で一つ一つ協力していく大切を学びました。健
康教育をやり終えた時の達成感は忘れられません。 
坂井 特に私は 1期生で食堂も体育館もありませ
んでした。私たちと一緒に大学も少しずつ出来上
がってきた感じでした。その中で先輩もいないの
で、テスト対策や国家試験対策も自分たちでやる
しかない状況でした。何に対しても自分たちが主
体的に学ばなければいけない、与えられるだけで
は成長はできないことを学ぶことができました。 

 

石田 私は学生時代、ヒューマンケアを通して、
コミュニケーションとは、看護とは、患者とは、
家族とは何か考え学んできました。今、病院の ICU

に勤めていますが、そこでは、呼吸器に繋がれて
いる患者さんや、意思疎通が図れない患者さんな
ど様々な方がいます。その患者さんへの看護をス
タッフと話し合うとき、学生時代に悩んで学んだ
ヒューマンケアの考えがあるからこそ、根拠を持
って発言できるし、看護ができています。 
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坂井 私は卒業して 6年が経ちますが、大学の教
科書や授業資料は今もとってあります。働くよう
になり参考書など自分で買えるようになりました
が、やっぱり先生達の資料は大切なところがまと
まっていて本当に宝だと思います。 

石田 先生達の資料は現場で見返しています。 

 

井上 私も資料を見返しています。 

渡邊（勝） 僕はこれまでの授業資料がバラバラに
なっているので今から整理しないと。 

全員 笑 

 

大学で印象に残っている出会いは？ 

 

石田 友達と先生です。すごく先生と話しやすい。
先生と学生の距離がきちんと保たれていながら、
先生との距離が近くて、学生として学ぶ姿勢でい
られるし、気軽に相談できるので先生との出会い
は印象に残っています。 

井上 私も先生との出会いです。特にチューター
の先生や保健師課程の先生には、何か困っている
と相談に乗ってくれました。 

小泉 私は共に頑張っている友達です。テスト期
間以外でも図書館で勉強している友達の姿をみて、
刺激を受けています。そんな友達とは、学校以外
でも遊びに行ったり悩み事を相談したりととても
良い友達に出会えました。 

渡邉（麻） 私も同じ夢を持った友達に出会えたこ

とです。友達がいなかったら今の自分はいないと
思えるほど出会えて良かったと感じています。 

 

 

看護師だけでなく保健師や助産師の国家試験

受験資格を得ることができることについて 

 

坂井 私たちの時は、入学者全員が保健師の受験
資格を得ることができて、私は保健師、助産師、
看護師の資格をとることができました。今、助産
師として働いているなかで、心配なお母さんを地
域の保健センターに繋げる時も、保健師の仕事を
理解しているので、連携しやすいです。助産師と
保健師の両方の資格を持っているのは私の強みで
す。 

石田 私は今看護師として働いていますが、保健
師にも興味があり、いずれは保健師として働きた
いと思っています。 

 

渡邊（勝） 僕たちは保健師が選択制になっていて、
全員が保健師の受験資格を得ることができません。
反対に僕は看護師の勉強により集中することがで
きるし良いと思いました。 
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小泉 私は助産師になりたくてこの学校に入りま
した。公衆衛生関連の授業を受ける中で保健師を
選択するか迷う時期もありました。この学校は、
看護師課程、保健師課程、助産師課程を選ぶこと
ができるからこそ、強い気持ちを持って、絶対に
資格をとりたいという気持ちが芽生えることがで
きると思いました。 

 

 

職員の方にも支えられた 4年間 

 

井上 学生と先生だけでなく事務の方とも距離が
近いのが東都医療大学です。 

渡邉（麻） 先生だけではなく、事務の方も親切に
対応してくれます。実習で宿泊先を探していた時、
実習先に通いやすく、料金も安い宿泊施設を一緒
に探してくれました。 

坂井 図書館司書の方もすごく丁寧に接してくれ
ます。一緒に本を探してくれたり、図書館の図書
も増やしてくれたり、卒業して本当に良い環境だ
ったと実感しています。 

渡邊（勝） 事務局に行くと「渡邊くん」と声を掛
けてくれて嬉しいです。 

 

将来の展望は何ですか？ 

 

小泉 私は患者さんだけでなく、家族の方々へも
気配りができて信頼されるような看護師になりた

いです。また患者さんの気持ちを第一に考えられ
るような高いスキルや知識を持った看護師になり
たいです。今回、卒業生や先輩方の話を聞いて、
日々の大学生活から将来に生かされることがたく
さんあり、色々なことを吸収しようと思いました。
改めて東都医療大学に誇りを持って、後輩たちに
も受け継いでいきたいです。 

渡邉（麻） 私は妊産褥婦と児を第一に考え、対象
者ひとりひとりと同じ目線に立ち、黒子に徹して
対象者に寄り添うことのできる助産師になりたい
です。また、バースプランを重要視し、産婦の出
産に対する希望や気持ちを理解することで、個性
に合わせた助産ケアを行うことの出来る助産師に
なりたいです。さらに、周産期だけという限定で
なく、命が繋がっていく中で、特に女性に深く関
わる仕事であることから、思春期やこれから子供
を産んでいく人たちに向けて命や性の教育・支援
を行っていきたいです。 

 

石田 私は今妊娠をしていて、出産しても看護職
として働き続けたいと思っています。子育て、家
庭と仕事を両立していきたいです。そのためにも、
看護とは何か、看護師として働くことがどういう
ことなのかをこの機会に改めて考えてみようと思
います。 

坂井 私は大学を卒業後、助産師として臨床を経
験し、大学院に進学し修士課程を修了しました。
その経験を生かして対象者の方に関わっていきた
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いです。現在の日本は女性のライフスタイルも多
様化し、一言で出産といっても様々な課題があり
ます。不妊治療や出生前診断、産後の子育て支援
等、単にお産を介助できれば良いとは言えない環
境の中で女性の生涯を支える助産師として、妊産
婦さんや赤ちゃんたちの力になりたいです。 

 

座談会を終えて… 

 

  座談会を終え、私は学生の成長した姿に胸がい
っぱいになった。この東都医療大学で 8年間教員
を続けてきて良かったと改めて感じた瞬間であっ
た。これまで 600人近く卒業生が、全国の保健医
療福祉施設で保健師、助産師、看護師として活躍
している。風の便りで卒業生の近況を耳にするこ
ともある。今回改めて卒業生が本学に集まり、そ
の成長した姿を目にしたことは何よりも嬉しかっ
た。 

  卒業生の 3人の話す姿はみな、社会人として自
信に溢れ凛としていた。外見だけでなく、彼ら一
人一人がこれまでの看護職としての経験から培わ
れた看護観を持ち、対象者と真摯に向き合う姿が
想像できた。学生時代は、まだまだ未熟であった
彼らだが、今では眩しいくらい輝いていた。その
ような姿に在校生の 3人も、終始憧れの眼差しで
あった。 

  在校生 3人の話にも私は大変驚いた。今回、普
段は聞くことができない学生生活の様子やその想

いを聞くことができ、在校生それぞれが過ごして
きた大学生活で、学び、感じていることがしっか
りとあった。彼らなりに経験を積み重ね、看護に
対して想いを馳せながら、将来の理想とする看護
師を夢見て大学生活を送っていることに改めて気
づかされた。 

  今回の座談会は、東都医療大学の開学からこれ
までの 10年間を振り返る企画であった。卒業生、
在校生にとっても良い機会になったに違いない。
在校生は、卒業生がこれまで築き上げてきた過程
を知り、その偉大さに気付いたのではないだろう
か。卒業生は、自分たちが作り上げてきたものが
10 年間の歳月を経て後輩に受け継がれ伝統とな
ったことに喜びを感じ、後輩の姿に忘れていた初
心を取り戻すことができたのではないだろうか。
そして言うまでもなく、卒業生、在校生、私自身
が、この東都医療大学に誇りを持つことができた
のではないだろうか。 

  東都医療大学は、開学 10周年を迎える。ヒュー
マンケア学部看護学科の単科大学として誕生した
が、現在では、管理栄養学部、幕張ヒューマンケ
ア学部が増設され、医療系総合大学の一歩を歩み
だした。座談会に参加し、教員として改めて卒業
生、在校生が東都医療大学で良かったと思い、母
校に誇りを持つことができるよう、10年間で築き
上げた東都医療大学の温かみのある教育を守りな
がら躍進するよう今後も努力したいと強く思った。 

（永井 健太） 
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Ⅳ章 教職員のメッセージ 

 

開学 10 周年によせて 

看護学科 教授 神山 吉輝 

 

 開学 10周年おめでとうございます。設立準備室での会議に参加させていただいた頃を思うと、

現在は夢のようです。10 年という月日の移り変わりの早さに驚きを感じます。設立準備室での

日々から、実際に開学に至り、1 期生が入学し、授業が始まり、最初の青淵祭が行われ、徐々に

設備や体制が整っていき、やがて 4学年が揃い、最初の卒業生を送り出し、新しい学部が増え…

という着実な歩みに、末席ながら参加できたことは光栄です。この間、一教員として様々な試行

錯誤を行ってきました。また、様々な人との出会いがありました。今後の東都医療大学のさらな

る発展にも、微力ながら貢献していきたいと存じます。 

 

 

開学 10 周年記念によせて 

看護学科 准教授 柿沼 直美 

 

 東都医療大学開学 10周年、誠におめでとうございます。この記念すべき年を共に迎えられたこ

とをとても嬉しく思います。 

 私は、開学 2年目から在宅看護論の教員として勤務させていただき丸 9年になります。本当に

あっという間に年月が経ってしまったことを改めて実感しているところです。 

 着任当時は、学生は 2年生までしかおらず、教員も少なくアットホームな感じで学生との距離

がとても近かったという印象でした。私は、教員 1年目で臨地実習が無事に終了した時は学生以

上にホッとし一緒に飲み会に行き、大騒ぎして店員に注意されたことも今では楽しい思い出です。

その学生たちの結婚式に呼ばれ、師長さんからの御祝辞で臨床の前線で活躍している様子を聞く

と、あの子達も成長したなとほっこりする想いで教育の醍醐味を味わっています。 

 また、着任当時、在宅看護論の専任教員は私一人でした。私は、臨床経験が長かったのですが、

教育の道は何もかもが初めてであり、在宅看護論を背負って立たなければという思いだけで授業、

実習の開拓、実習手引きの作成、他領域の実習等を無我夢中やってきました。その傍ら、大学院

にも通学させて頂き、大学の教員としてまた、研究者として東都医療大学の先輩教員達に自身を

大きく成長させて頂いたと感謝の気持ちでいっぱいです。 

 今後、東都医療大学は益々の発展をし続ける大学であると確信しています。このような大学で

勤務できた経験は、私の生涯の宝物です。ありがとうございました。 
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開学 10 周年によせて 

看護学科 准教授 神野 英明 

 

 W.チャーチルは、「人が建物を作り、建物が人を作る」と述べています。東都医療大学の学舎

は 2008年に深谷の地に誕生しました。建築家 隈研吾氏によりデザインされたその空間は 10年の

歳月の中で様々なエピソードを生み出し、多くの人々を育ててきました。 

 最初に鼓動を始めた 1階の事務室では、わずか十名程の教職員が開学の準備に追われていまし

た。2009年に開学を迎えて最初に行われた授業は、初代学長でもある大坪修先生の理事長講話で

した。長年の臨床経験をもとに「病気をみる前に人をみること」の大切さを説かれ、学生ととも

にこの大学をすばらしいものに育て上げたいとの決意を表明されました。 

 2011年の東日本大震災の際も学舎は大きな影響を受けることはありませんでしたが、交通の麻

痺により帰宅が困難になった学生たちは学舎内で不安な一夜を明かしました。多くの学生がここ

で学び、喜び、笑い、時には悲しみ、苦しみながら育っていきました。 

 本学も開学から 10年を経て学部が増設され、学名も東都大学に改称されることになり、今も成

長し続けています。教職員や在学生以上に、大学を大きく育てるのは卒業生でしょう。学名は変

わっても、学びの故郷として思い出され、東都で学んできたことに誇りを感じられるような大学

として成長するよう、卒業生も在学生も教職員もそれぞれの場所で切磋琢磨し続け、後世の人々

にも一目置かれるような母校に育て上げていきましょう。 

 

 

10 周年によせて 

看護学科 准教授 中村 織恵 

 

 上柴中央公園の枯葉を踏みしめる音ともに、私の晩秋の朝が始まります。臨地実習でしか感じ

ることのできない、学生と患者様とのうれしいエピソードを期待しながら。 

 着任して 1年半、大学開設時ならではの問題に直面しながらも、実習病院のご協力のおかげで

実習にこぎ着けた日を今でも覚えています。以来、素直に頑張る学生と、我々を温かく迎えてく

ださる患者様、実習指導者のおかげで充実した実習の日々を送っています。 

 思い返すのは、回復されていく患者様の「笑顔」や、死の覚悟を語る患者様の「思い」。そして、

様々な場面から看護を真摯に学ぼうとする学生の「まなざし」。私は白衣を着るとき、学生時代に

言われた「白衣を着て臨床に立つ責任と覚悟」を思い返します。このプレッシャーに押しつぶさ

れそうになっても、現場で得られる経験は人生の中で代え難いものであり、この貴重な経験を東

都で学ぶ学生の皆さんに受け継いでほしくて、私は毎日走り回っています。 
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 15年前、看護教育を諦めざるを得なかった私に、教員としてのチャンスをくださった「東都医

療大学」での 10年に感謝しています。中でもカリキュラム変更に関わらせて頂いたこと、シミュ

レーション教育の場を与えて頂いたことは、教員として大きな財産になりました。この先の『東

都大学』での 10年は、東都の卒業生がいつでも帰ることができる場所である続けるようこれまで

の良さを残しつつ、学生ともに成長していきたいと思います。 

 

 

開学 10 周年によせて 

看護学科 講師 中井 美鈴 

 

 2011 年 3 月 11 日、東日本大震災では関東以北で大きな被害を受けました。その時、私はまだ

看護師として病院で働いていました。職場のスタッフが気仙沼市の病院に派遣されている中での

退職となり、4月に東都医療大学成人看護学の助手として着任しました。3期生の入学と一緒でし

た。基礎教育については無知でしたが、大橋優美子学科長より大学教員としての心得など様々な

ことをご教授いただきました。また、今川詢子教授をはじめ成人看護学の先生方から具体的な教

授方法を学ばせていただき、充実した日々はあっという間に流れていきました。 

 初めての実習は 2期生の基礎看護学実習Ⅱでした。私が指導したことを学生は素直に受け止め、

日々成長していく状況を目の当たりにし、看護師を目指して歩み始めた学生に対して大きな責任

を担っていることを痛感しました。 

 看護師人生の道のりは、学生時代の経験から蓄積され看護観へと繋がります。開学 10周年とい

う月日は流れ、たくさんの卒業生を送り出しました。私が担当した授業や実習が、卒業生の看護

師人生に少しでも役立っていたら幸いです。これからも素敵な看護師に成長していく姿を応援し

ていきたいと思います。 

 2017年 4月より、関連病院である東都春日部病院看護部と連携し、臨床実習の受け入れ準備や

看護教育関連の充実を図っています。今後も病院と大学との架け橋となり、大学の発展に貢献で

きればと感じております。 
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開学 10 周年によせて 

看護学科 講師 永井 健太 

 

 2011年の 4月に私は東都医療大学に着任しました。着任早々の私の仕事は、実習施設との日程

調整や実習内容の打ち合わせでした。3 期生までは統合カリキュラムとして、入学生全員が保健

師国家試験受験資格を得ることができました。そのため、保健所、保健センター、地域包括支援

センター、健診センター、事業所、小学校と多岐に渡る実習施設との調整は、予想以上に苦労の

連続でした。厳しい状況の中、100 名以上の学生全員の実習施設が確保された時は、安堵感で一

杯でした。 

 私自身、学生指導の経験が浅く、不慣れだったことから、学生への指導方法に不安と焦りがあ

りました。そのような私を助けてくださったのは同じ領域の先生方でした。お互いの教育への想

いを語り合い、常に温かいご指導を下さった先生方には本当に感謝の気持ちで一杯です。 

 また、学生は私にとっての栄養剤になってくれました。学生の成長は私のなによりの元気の源

でした。1 期生から「保健師になりたい」と就職について相談された時の嬉しさは今でも忘れら

れません。そして、卒業生 1期生から 6期生の現在に至るまで途切れることなく埼玉県内はじめ

全国に保健師として卒業生を送り出せていることは、私の誇りとなっています。 

 保健師として就職した卒業生が、いまでは実習指導者として本学の学生の指導をしてくれてい

ます。これから益々、東都の輪が広がり受け継がれていくことが私の今の希望です。 

 

 

開学 10 周年を迎えて 

看護学科 講師 山口  恵 

 

 東都医療大学開学 10周年、おめでとうございます。この記念すべき年に一教員としてかかわれ

ますことを嬉しく思います。 

 2018年度は平成最後の一年であり日本の歴史の一つの節目に当たります。そして、東都医療大

学も 10年という節目を迎えられ、なんとも感慨深いものを感じます。 

 あれは 2011年の東日本大震災から 5ヶ月あまり経った頃に、縁あって東都医療大学を訪れる機

会に恵まれました。校舎内を見て歩いていると、実習室で教員と数人の学生が笑いながら楽しそ

うになにかの準備をしており、その光景がとても和やかなのが印象的でした。その時の学生の生

き生きとした姿から自分の看護学生時代を思い出したことを覚えております。早いものであれか

ら 8年の歳月が経ちました。語りきれないほどの様々な出来事を顧みながら、今なお多くの人た

ちに支えられながら、東都医療大学で看護教育に携われることを深く感謝したいと思います。 
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開学 10 周年によせて 

看護学科 助教 常名 陽子 

 

 開学 10周年おめでとうございます。私がこの学校に着任したのは、6年前の平成 25年 6月で 2

期生が 4年次の在宅看護論実習を行うところから関わらせて頂きました。実習地である訪問看護

ステーションに行き、忙しく活動するスタッフを目にして学生は、しっかり学べているだろうか

などと考えていました。学生とのカンファレンスも短時間ではありましたが、学生との会話のや

り取りの中で看護師の行動をよく観察し沢山のことを学んでいる様子が良くわかりました。また、

後期実習では、基礎看護学Ⅰ・Ⅱ、成人看護学、高齢者看護学の実習に携わってきました。専門

領域である在宅看護論の授業では学生と直接話す機会がほとんどありませんが実習の場ではいろ

いろな話ができました。プライベートなことから看護に関する専門的知識・技術について学生の

意見を聞き自分の意見を伝えディスカッションすることがとても楽しく感じました。特にカンフ

ァレンスの場は、学生の看護観を聞き自分の看護観を伝える機会もあり、私は今までの看護師と

しての経験をたくさん、そして熱く語ることができたように思います。いまやその卒業生たちも

現場で堂々と仕事をこなし、学生指導を行っている姿を見ると頼もしく思うばかりです。また、

実習先で卒業生と会えることはほっとできる瞬間でもあります。学生一人一人との出会いは、授

業の場、実習の場を通し私自身を成長させてくれました。これからもヒューマンケアの理念を持

ち卒業していく学生たちと共に看護の歴史を創っていきたいと思います。 

 

 

楽しい会話 

看護学科 助教 平山 裕子 

 

 初めて東都医療大学に来たのは、2010年秋の青淵祭の時であった。大学施設の見学と自分が学

生時代お世話になった恩師との再会を楽しみに訪れた。その日は雨であったため、静かに学園祭

が行われている印象を受けたが、恩師との再会も果たし、焼きそばや綿あめを買い、ハンドマッ

サージを受けるなど楽しんで過ごした。その時、東都医療大学で教員になるとは思ってもいなか

った。 

 現在、私が仕事上で楽しみにしていることは、学生との会話である。楽しい会話の中から学生

の思いや考えていることを知ることで、学生一人一人を理解することができる。人の理解は、そ

の人の心に触れられると共に、自分を内省することにも繋がっている。学生の理解を深め、その

人なりの物事の理解の方法を知ることで、物事を効果的に伝えるための工夫ができる。 

 見た目や簡単な会話だけでは、学生の理解はできず、人と人との楽しい会話の中にその学生を
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理解するためのヒントがある。学生と話をする時に、その学生から受けた印象などを糸口として、

興味があることを聞いていく。些細な会話から、その学生の今までを想像することがとても楽し

い時間である。自分自身の体験なども交えて話すことで、お互いの理解を深められ、自分自身の

成長にも繋がっていく。これからも学生が多くの学びを得られるように、楽しい会話を継続しつ

つ、共に学んでいきたい。 

 

 

開学 10 周年記念によせて 

看護学科 助手 大澤 久美枝 

 

 私は、開学 5年目から勤務させていただいています。臨床での経験しかなく、教育の場へと足

を踏み入れた当初は何もかもが初めての経験であり、戸惑うことばかりでした。 

 基礎看護学領域は学生が初めて看護の専門科目に触れる領域であり、学生とともに授業に参加

し、演習を行うことで看護技術の基本に立ち返ることができました。また、基礎看護学は看護の

道を進むうえでの技術や考え方の土台となる部分なのだと教育の場に身を置いて強く感じました。

そのため、学生には基本的な知識や技術をしっかりと身につけて欲しい、看護の楽しさを知って

欲しいと思い、自分自身も基本に立ち返って、知識や技術の再確認をする必要があると感じる毎

日でした。また、初めての実習指導では 4年生の看護統合実習を担当し、自律して実習に臨む学

生の姿に頼もしさを感じたことを覚えています。実習指導前は 1、2年生と関わる機会がほとんど

であり、4 年生と関わるのはほぼ初めてでした。実習に臨む 4 年生を見て、領域実習を経て様々

な経験をするとこんなにも変わるのだと、最上級生の成長を感じました。そして、その 4年間の

なかに少しでも関わる時間を持てることはとても嬉しいことだと思います。私自身も東都医療大

学の多くの方に支えていただいて今があると感じており、感謝しております。 

 

 

開学 10 周年を祝して 

事務局入試広報室・キャリア支援センター 主任 松本  貴 

 

 東都医療大学が創立 10 周年を迎えられ輝かしいその足跡を後世に残す記念誌を発行する運び

となりましたことは、今日まで育ててこられた皆様の献身的な努力の賜物と深く敬意と感謝の意

を表する次第です。 

 私は 2008年 8月に東京都世田谷区三軒茶屋に置かれました東都医療大学設立準備室に入職し、

大学の発展と将来への大いなる夢と希望を抱き、様々な思いを実現すべく、果敢に挑戦し活動し
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てきたことが思い返されます。そして 2009年 4月埼玉県深谷市に医療系単科大学として誕生し、

2018年 4月には管理栄養学部管理栄養学科が設置され、同時に幕張キャンパスと幕張ヒューマン

ケア学部看護学科が設置されました。さらに 2019年 4月に幕張ヒューマンケア学部理学療法学科

が開設する運びとなり、総合医療大学になるべく、着実に歩み続けています。 

 現在、大学に求められるものは多岐にわたり、変化が激しく将来が不確実な社会を生き抜く人

材を育てることが使命となっています。高校教育、大学入試、大学教育を三位一体で変える高大

接続改革が迅速に行われ、2020年度には高校と大学の人材育成をつなぐ架け橋となる大学入試が

改革されます。このように目まぐるしく変化する世の中におかれましても、必要とされる大学と

して飛躍し、未来の創り手として必要な資質・能力を備え、自立して社会に貢献する人材を育成

する教育・研究機関へと発展されることと思います。 

 今後も東都医療大学並びに各関係機関の益々のご発展、ご繁栄をご祈念申し上げます。 

 

 

司書として育てていただいた 10 年 

附属図書館 司書 長塚 香織 

 

 東都医療大学開学 10周年、おめでとうございます。モダンな建物を目にした当初は「深谷に大

学？」と驚きましたが、ご縁あって採用していただいたときには、嬉しさとともに司書業務に関

する知識のなさに不安になったのを覚えています。着任は 2009年 1月。開学 3ヶ月前の図書館は

書架がほぼ空の状態で、段ボールに詰められた本たちが書庫に山積みになっていました。4 月ま

でに最低限のサービスを整えるのが精一杯で、開学後も少しずつ環境を整えていたことが懐かし

く思い出されます。「看護配置について調べてください」－これが司書として初めて受けたレファ

レンスでした。「カンゴハイチ？」と耳にしたことのない言葉に、図書館にある本を片っ端から開

いたのを覚えています。運良く「これだ！」という本に出合えましたが、自分の力のなさを実感

しました。利用者の増加とともにレファレンスも増え、次々投げかけられる質問に十分な回答を

準備できないこともあり、「もっと詳しい資料があるかもしれない」と質問者へ回答後も調査を続

け、納得いくまで探し続けたこともあります。もちろん今でも難しいレファレンスは多くありま

すが、以前とは異なり、楽しく調べられるようになりました。これも図書館を利用してくださる

皆様のおかげと感謝致しております。今後益々大きくなりゆく東都医療大学。更なるご発展を遂

げられますことを、心よりお祈り申し上げます。 
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Ⅴ章 東都大学の今後に向けて 

 

東都大学の将来構想 

学校法人青淵学園 理事長 

大坪  修 

 

 設立 10周年を迎えた東都医療大学は、医学部を除く医療系のコメディカルの大学としてスター

トした。ヒューマンケア学部看護学科は、論語のふる里・埼玉県深谷市に開設された。今では地

元は無論、全国より入学するようになった。 

 そして管理栄養学部管理栄養学科、千葉県の幕張には看護学科の他に理学療法学科も開設し、

さらには医療系のみならず、総合大学へと発展すべく、大学名も平成 31年度より「東都大学」へ

と変更するに至った。 

 

1．教育 

 大学の教育方針として、次の表のように一般教養、専門基礎、専門教育を行っている。これを

もとに現在、看護学科、管理栄養学科、理学療法学科を開設しているが、将来計画としては、以

下に述べる。 

 

一般教養 ヒューマンケア学 

 生命学 

 社会学 

 歴史学 

 芸術学 

 倫理学 

 哲学 

 IT、AI 

人と生きる。その前提として自己認識、即ち自分に自

信を持ち自己との闘いに備える。共同体の一員として

生きとし生きる生物の命の尊厳を学ぶ。そしてその中

で人間の役割を学び、信頼・奉仕を学ぶ。即ち、自己

認識・信頼・奉仕の精神を究極まで学習する。 

専門基礎 生態学 

物理学 

生化学 

医学 

宇宙を含め、天文・物理・化学、生きとし生ける生命

の神秘を研究し学ぶ。その上で人間の生理・病態を学

ぶ。 

専門 看護、介護 

検査、放射線 

理学療法、栄養 

心理、公衆衛生 

医工学 

ヒューマンケア学をそれぞれの学科で専門家による

教育を施し、国家試験合格レベルまで責任をもって教

育する。 
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2．研究 

 大学院に医学（医師）、看護学（看護師）、臨床学（医工学、放射線技師、臨床検査技師、栄養

士）コースを設ける。 

 このように全ての学問（医学・工学・理学・文学・政治学・経済学など）をヒューマンケア学

として捉え、共同体の一員として、物理的可能性を考え、学科を展開していく。 

 

■ 現在ある学科 

 • 看護学科（深谷・幕張） 

 • 管理栄養学科（深谷） 

 • 理学療法学科（幕張） 

 

■ 将来設ける予定の学科等 

 • 医工学科（幕張） 

 • 放射線学科（幕張） 

 • 臨床検査学科（深谷） 

 • 大学院（東京・深谷・幕張） 

 

■ 臨床教育環境の整備 

 医療における良い教育とは、単に学校のみでなく、良い連携のとれた病院を、より高度の医療・

教育を創生していく。教育・研究・臨床（実習）の三本の柱が大切である。より良い教育のため

には、先進的な教育を学び実践するための実習病院の整備が必要で、現在、総合病院として一般

に不足している小児科・産婦人科がある。 

 

■ キャンパス 

• 深谷キャンパス 

 深谷キャンパスは 10 年前、埼玉県深谷市より誘致の相談を受け、地元医師会の文字通り物心

共々の御協力の下に開学に至った。平成 27年には、深谷市に払い下げになった隣接している旧埼

玉県立総合教育センターを深谷市から借りて管理栄養学部管理栄養学科を開設することになった。

こうした健康増進活動を実践する中で認識したのが、「予防医学としての栄養・食事」である。地

域住民の方々の関心は想像以上に高く、重要性を実感した。近年、我が国では悪性新生物、心疾

患、脳血管疾患といった生活習慣病が増加している。狭義の「医療」では、予防・治療・再発防

止といった対応に限界が見られるのも事実である。そこで期待されているのが、食生活を中心と

する生活習慣の改善、すなわち予防医学としての「栄養・食」である。本学では、同じく平成 30

年 4月より開設した管理栄養学部管理栄養学科にて、地域の保健・医療・福祉の担い手として、

栄養管理の専門職として「栄養・食」の観点から臨床に強い管理栄養士を養成していく。 
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• 幕張キャンパス 

 幕張キャンパスは海外職業訓練協会の旧国際能力開発支援センターの建物であり、宿泊室は

300 室あり、食堂も 4 か所あり、イスラム教徒のハラール食専用の厨房もある。千名を収容でき

る大ホールは、国際同時通訳の設備がある。その舞台はバスケットボールができる広さがあり、

オペラの上演も可能である。その他にも車や象も載せられるエレベーターも有している。医療系

大学として、その他、臨床検査、臨床工学、放射線、医療情報管理、臨床心理など必要欠くべか

らざる分野となっている。これらも専門学校レベルより大学レベルとなってきており、国も遅れ

ばせながら専門職大学構想を開始している。従って、コメディカルの学科を併設していく予定で

ある。 

 世の中では分子レベルでの医学の解明が進み、顕微鏡で細胞間の情報交換で観察できるように

なっている。 

 コンピューターも AI 時代に突入して、病気の診断はおろか、ロボット手術など治療まで介入

するようになってきている。 

 こうなると単に医療系総合大学ではなく、工学、理学、文系、芸術も含め、総合的な「ヒュー

マン環境学」が必要となり、高い建物を建てるには基礎の杭を深く、敷地を広くする必要がある

のと同じである。 

 

■ サテライトキャンパス 

• 東和病院看護研究センター（ホスピア東和棟 2階） 

 開学時より、東和病院に看護教育研究センターを設置している。医学は近年加速的に進んでお

り、臓器移植、免疫療法、化学療法、遺伝子治療の高度化・専門化が進んでいる。これに伴い、

看護師が麻酔を行ったり、薬の処方をしたりする国もあり、看護業務のみでなく医師の業務を受

け持つようになり、一方、従来の看護師の業務は介護士に移行されてきている。 

 大学もこの要求に応えて、より高度の教育環境の整備と大学院の設置など、常に新しい進歩に

遅れないよう、対応すべきである。そのために、東京都足立区の東和病院には開学時より看護教

育研究センターを設置してきた。 

• 江東病院（新大島マンション 1・2階） 

 江東病院に隣接している新大島マンションの 1・2階を使用することになった。 

• 東都文京病院産婦人科 

 東都文京病院は 4年前より譲渡を受けた御茶ノ水駅近郊の病院で、元日赤医療センター副院長

の杉本充弘医師を院長として迎え、年々分娩数も増し、充実させてきている。病院の形態も急性

期、慢性期、在宅医療、中間施設、老人ホーム等、医療・福祉の全ての分野をカバーして実習を

受けられるようにしている。さらに小児科の充実が今後の課題として早急に立ち上げるべく、準

備を進めていく方針である。 
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• 東都春日部病院 

 埼玉県にある東都大学関連病院であり、深谷キャンパスでの実習病院として教員も常勤で指導

に当たる。また大学院の実習を兼ねた看護教育研究室も設置予定である。 

 

■ 研究部門 

 幕張キャンパスは 19階建てであり、将来は医系を中心にテーマごとの研究書を作り、各分野の

垣根を越えた研究を行い、先進医療を始め、人工知能などの先端研究に国際協力で推進していく。 

 大学院は医師、コメディカルのコースを総合的に学科に構成していき、医療レベルの AI 開発

を進めていく。 

 

■ 海外交流 

 これからの大学は単に一つの地域・国家に限定されたものではなく、お互いに門戸を開放して

グローバル化が大切であると思う。現に中国を始め、その他の国より大学の設置を望まれている。 

 日中医学交流センターの会長、ジャパンバングラデシュソサエティの会長も兼ね、韓国の CHA

グループや延世大学とも協力関係にある。アジア諸国には、医学交流・ボランティア活動を行い、

東京大学には、「鉄門フェローシップ」として、過去 10年間に医学生の海外短期留学のために毎

年 15～20名を送り出している。既に韓国からの学生が入学し、優秀な成績で卒業、現在は日本へ

の韓国患者受け入れに活躍している。 
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歴代役職者 

 

役 職 氏 名 在任期間 

理事長 大坪 修 平成 20年 11月 － 現在 

学  長 大坪 修 平成 21年 4月 － 平成 25年 8月 
 

中條俊夫 平成 25年 9月 － 現在 

副学長 杉浦哲郎 平成 21年 4月 － 平成 25年 3月 
 

五十嵐雅子 平成 21年 4月 － 平成 27年 3月 
 

中根孝司 平成 25年 4月 － 平成 27年 3月 
 

大嶋利夫 平成 26年 4月 － 平成 29年 3月 
 

角野 猛 平成 29年 4月 － 現在 

 

ヒューマンケア学部 

   

学部長 大坪 修 平成 21年 4月 － 平成 25年 12月 
 

大橋優美子 平成 26年 1月 － 平成 26年 3月 
 

今川詢子 平成 26年 4月 － 現在 

学科長 鈴木正子 平成 21年 4月 － 平成 25年 3月 
 

大橋優美子 平成 25年 4月 － 平成 25年 12月 
 

今川詢子 平成 26年 1月 － 現在 

 

管理栄養学部 

   

学部長 田中政巳 平成 30年 4月 － 平成 31年 3月 
 

鈴木 剛 平成 31年 4月 － 現在 

学科長 佐藤香苗 平成 30年 4月 － 現在 

 

幕張ヒューマンケア学部 

   

学部長 櫻庭 繁 平成 30年 4月 － 現在 

看護学科長 根本清次 平成 30年 4月 － 現在 

理学療法学科長 石黒友康 平成 31年 4月 － 現在 
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教職員名簿 
 

 専任教員  事務局員 

大坪 修（理事長） 平塚 久美子 桜庭 繁 杉浦 哲郎 

五十嵐 雅子 内田 佳代 根本 清次 佐藤 稔 

益田 昭吾 熊谷 玲子 薦田 烈 上原 春行 

鈴木 正子 百渓 英一 内田 雅代 松永 まどか 

大橋 優美子 本谷 久美子 渡會 丹和子 松本 貴 

大坪 茂 田道 智治 太田 知子 長塚 香織 

神山 吉輝 常名 陽子 桜庭 けい子 大塚 努 

神野 英明 杉崎 紀子 小林 美子 葛原 照三 

山名 敏子 中條 俊夫（現学長） 岡本 佐智子 宮川 淳 

中澤 明美 入野 規子 内宮 律代 高野 由美子 

森谷 美智子 吉岡 栄子 須釜 真由美 佐藤 玲子 

菅沼 澄江 江面 澄枝 望月 由紀 鴇崎 陽子 

葛西 朱美 柴山 和宏 堀之内 若名 高橋 さおり 

鶴田 晴美 菅原 敏廣 工藤 恭子 出井 秀勇 

西田 陽子 渡邊 至 永田 亜希子 菊地 望 

西岡 光世 荒木 玲子 古屋 晴子 松田 明子 

榎村 裕子 藤田 佳代子 片岡 ゆみ 稲葉 理紗 

大西 奈保子 鶴間 百合子 船場 清三 山下 泰大 

柿沼 直美 照沼 正子 塩満 智子 遠藤 純一郎 

今川 詢子 奥井 鈴江 内野 良子 呉 茂 

髙橋 フミエ 安田 美彌子 土居 悦子 大嶋 利夫 

泉 明美 吉田 幸子 木下 博恵 植木 友和子 

武政 奈保子 岩﨑 和代 香川 将大 長岡 峻 

齊藤 敦子 須田 利佳子 片山 健浩 取越 正己 

中村 織恵 鈴木 剛 永田 絵理香 根津 嘉徳 

横山 美智子 平山 裕子 清川 拓馬 大嶋 利夫 

市原 千里 野村 政子 清水 飛鳥 重光 雄介 

藤沼 小智子 佐々木 純子 鈴木 優子 長町 一郎 

根岸 京子 大澤 久美枝 五月女 ひろみ 大島 貞男 

篠原 百合子 佐藤 光栄 田中 政巳 小林 愛奈 

中井 美鈴 赤石 三佐代 佐藤 香苗 堀江 麻衣子 

永井 健太 松澤 洋子 川合 春路 趙 夢 

長谷川 真美 石沢 敦子 澤田 孝子 大嶋 杏子 

川島 佳千子 辻脇 邦彦 前田 宜昭 髙橋 郁也 

村上 弘之 内山 かおる 佐藤 典子 矢野 貴之 

岩尾 侑充子 小曽根 秀実 宮下 ひろみ 畑岡 亜希 

山田 理絵 鈴木 祐子 阿部 雅子 蜂谷 大尚 

赤堀 八重子 清塚 遊 松岡 朝歌 中島 沙也香 

福森 利智子 中島 富志子 佐々木 正子 清野 舞 

山本 奈奈 加藤 晴美 佐藤 美紀 川村 典由 

岩沢 純子 松永 春香 立花 光子 米澤 美紀 

中根 孝司 秋元 直子 石井 優子 原 奈津記 

勝部 憲一 角野 猛 横山 悠太 横田 薫 

中村 昌子 關 優美子 原 笙子 川崎 千恵子 

稲荷 陽子 光樂 香織 石塚 小彩 小路 優 

釜屋 洋子 浅井 直美 永海 雄太 堀内 孝 

赤荻 純子 福澤 知美 飯野 直美 柿川 房子 

柳澤 まゆみ 木村 伸子   

山口 恵 甲州 優   

＊ 開学から平成 31年 3月までの教職員（退職者含む） 
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教育課程 

ヒューマンケア学部看護学科【設置時（平成 21年 4月）】 

科目 

区分 
授業科目の名称 

単位数 

必修 選択 

基
礎
分
野 

人
間
の
生
活
・
社
会
の
理
解 

ヒューマンケア入門 2  

生命倫理と医療 2  

人間の生き方（渋沢栄一）  1 

心理学  2 

法学入門  2 

日本国憲法  2 

社会学  2 

歴史学  2 

教育学  2 

政治学  2 

経済学  2 

くらしと環境  1 

生活と芸術  1 

地域の生活と看護  1 

生涯スポーツⅠ  1 

生涯スポーツⅡ  1 

笑いと健康  1 

笑いと人間  1 

国際社会  2 

国際文化  2 

自
然
の
理
解 

生物学基礎 1  

生化学基礎 1  

統計学入門 1  

確率と統計 1  

情報学基礎  1＊ 

情報処理  1＊ 

教育情報論  2 

教育メディア論  2 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

コミュニケーション技法Ⅰ 1  

コミュニケーション技法Ⅱ 1  

基礎看護英語コミュニケーションⅠ 1  

基礎看護英語コミュニケーションⅡ 1  

現代英語Ⅰ  1 

現代英語Ⅱ  1 

国際コミュニケーションⅠ（英会話）  1 

国際コミュニケーションⅡ（ドイツ語）  1 

国際コミュニケーションⅢ（フランス語）  1 

 小計（37科目） 12 39 

専
門
基
礎
分
野 

人
間
と
健
康
の
理
解 

身体の構造・機能Ⅰ 2  

身体の構造・機能Ⅱ 2  

生化学 1  

疾病の科学 1  

微生物・免疫・感染 1  

病態と治療Ⅰ 2  

病態と治療Ⅱ 1  

病態と治療Ⅲ 2  

運動と病態 1  

薬の科学 1  

食生活と栄養 1  

環
境
と
健
康
の
理
解 

公衆衛生Ⅰ 1  

公衆衛生Ⅱ 1  

統計学Ⅰ（疫学を含む） 2  

統計学Ⅱ（疫学を含む） 2  

看護関係法規 1  

健康科学 1  

保健福祉行政 2  

健康管理と健康支援 1  

社会福祉概論 1  

ヒューマンケア各論 1  

 

小計（21科目） 28 0 

科目 

区分 
授業科目の名称 

単位数 

必修 選択 

専
門
分
野 

看
護
の
基
礎 

看護学総論 2  

看護倫理 2  

看護実践方法論 1  

生活援助論Ⅰ 2  

生活援助論Ⅱ 2  

フィジカルアセスメント 1  

看護入門演習 1  

看護コミュニケーション演習 1  

看護倫理演習 1  

ヒューマンケア総合演習 1  

基礎看護学実習Ⅰ 1  

基礎看護学実習Ⅱ 2  

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
看
護 

小児看護学総論 1  

小児保健 1  

小児看護援助論 2  

小児看護学実習 2  

成人看護学総論 1  

成人看護急性期援助論 2  

成人看護慢性期援助論 2  

成人看護回復期・終末期援助論 1  

成人看護学実習Ⅰ 3  

成人看護学実習Ⅱ 3  

高齢者看護学総論 2  

高齢者看護援助論 2  

高齢者看護学実習 4  

女
性
看
護 

母性看護学総論 2  

母性看護援助論 2  

女性保健  2★ 

母性看護学実習 2  

助産学総論  2★ 

助産課程の基礎  2★ 

助産課程の展開  2★ 

助産管理  1★ 

助産学実習  8★ 

社
会
生
活
と
看
護 

地域看護学総論 2  

地域保健活動論 2  

地域看護援助論 2  

地域看護学実習 4  

在宅看護論Ⅰ 2  

在宅看護論Ⅱ 2  

在宅看護論実習 2  

精神看護学総論 2  

精神看護援助論 2  

精神看護学実習 2  

総
合
看
護 

看護研究方法論 1  

総合看護 1  

医療安全管理論 1  

病態別看護演習  1 

生活支援演習  1 

看護統合実習  2  

 小計（50科目） 76 19 

合計（108科目） 116 58 

卒業要件及び履修方法 

基礎分野は必修科目 12 単位と「自然の理解」＊印から 1 単位

以上必修、その他基礎分野全体から 8単位以上を選択。 

必修科目、選択科目合わせて 125単位修得すること。 

★は助産師国家受験資格を得ようとする学生は必修とする。 
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ヒューマンケア学部看護学科【平成 24年 4月改正】 

科目 
区分 

授業科目の名称 
単位数 

必修 選択 

基
礎
分
野 

人
間
の
生
活
・
社
会
の
理
解 

ヒューマンケア入門 2  

生命倫理と医療 2  

人間の生き方（渋沢栄一）  1 
心理学  2 
法学入門  2 
日本国憲法  2 
社会学  2 
歴史学  2 
教育学  2 
政治学  2 
経済学  2 
くらしと環境  1 
生活と芸術  1 
地域の生活と看護  1 
生涯スポーツⅠ  1 
生涯スポーツⅡ  1 
笑いと健康  1 
笑いと人間  1 
国際社会  2 
国際文化  2 

自
然
の
理
解 

生物学基礎 1  

生化学基礎 1  

統計学入門 1  

確率と統計 1  

情報学基礎  1＊ 
情報処理  1＊ 
教育情報論  2 
教育メディア論  2 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン 

コミュニケーション技法Ⅰ 1  

コミュニケーション技法Ⅱ 1  

基礎看護英語コミュニケーションⅠ 1  

基礎看護英語コミュニケーションⅡ 1  

現代英語Ⅰ  1 
現代英語Ⅱ  1 
国際コミュニケーションⅠ（英会話）  1 
国際コミュニケーションⅡ（ドイツ語）  1 
国際コミュニケーションⅢ（フランス語）  1 

 小計（37科目） 12 39 

専
門
基
礎
分
野 

人
間
と
健
康
の
理
解 

身体の構造・機能Ⅰ 2  

身体の構造・機能Ⅱ 2  

生化学 1  

疾病の科学 1  

微生物・免疫・感染 1  

病態と治療Ⅰ 2  

病態と治療Ⅱ 1  

病態と治療Ⅲ 2  

運動と病態 1  

薬の科学 1  

食生活と栄養 1  

先進医療概論  1▲ 

環
境
と
健
康
の
理
解 

公衆衛生Ⅰ 1  

公衆衛生Ⅱ 1  

統計学Ⅰ（疫学を含む）  2◆ 
統計学Ⅱ（疫学を含む）  2◆ 
看護関係法規 1  

健康科学 1  

保健医療福祉行政論 2  

健康管理と健康支援 1  

社会福祉概論 1  

ヒューマンケア各論 1  

医療と経済 1  

 小計（23科目） 25 5   

 
科目 
区分 

授業科目の名称 
単位数 

必修 選択 

専
門
分
野 

看
護
の
基
礎 

看護学総論 2  

看護倫理 2  

看護実践方法論 1  

生活援助論Ⅰ 1  

生活援助論Ⅱ 2  

生活援助論Ⅲ 2  

フィジカルアセスメント 1  

看護入門演習 1  

ヒューマンケア総合演習 1  

基礎看護学実習Ⅰ 1  

基礎看護学実習Ⅱ 2  

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
と
看
護 

小児看護学総論 1  

小児保健 1  

小児看護援助論 2  

小児看護学実習 2  

成人看護学総論 1  

成人看護急性期援助論 2  

成人看護慢性期援助論 2  

成人看護回復期・終末期援助論 1  

成人看護学実習Ⅰ 3  

成人看護学実習Ⅱ 3  

高齢者看護学総論 2  

高齢者看護援助論 2  

高齢者看護学実習 4  

女
性
看
護 

母性看護学総論 2  

母性看護援助論 2  

地域母子保健  1★ 
母性看護学実習 2  

助産学総論  2★ 
助産課程の基礎  2★ 
助産課程の展開  2★ 
妊産褥婦・新生児の診断とケア  2★ 
分娩介助技法  2★ 
助産管理  2★ 
助産学実習  9★ 

社
会
生
活
と
看
護 

公衆衛生看護学概論 2  

公衆衛生看護保健活動論  2◆◎ 
公衆衛生看護援助論Ⅰ 2  

公衆衛生看護援助論Ⅱ  1◆◎ 
産業保健活動論 1  

学校保健活動論  1◆◎ 
公衆衛生看護管理  2◆◎ 
公衆衛生看護学実習  5◆ 
在宅看護論Ⅰ 2  

在宅看護論Ⅱ 2  

在宅看護論実習 2  

精神看護学総論 2  

精神看護援助論 2  

精神看護学実習 2  

総
合
看
護 

看護研究方法論 1  

看護研究実践  2◎ 
医療安全管理論 1  

病態別看護演習  1◎ 
生活支援演習  1◎ 
看護統合実習 2  

総合看護  2▲ 
国際医療協力  1▲ 

 小計（57科目） 69 40 

合計（117科目） 106 84 

卒業要件及び履修方法 

卒業要件：必修科目、選択科目併せて 124単位修得すること。 

※看護師国家受験資格のみを得ようとする学生の履修方法 
基礎分野は必修 12単位と「自然の理解」＊印から 1単位以上必修、基礎分野全体から 10単位以上を選択し、 
基礎専門分野及び専門分野の▲印は必修、専門分野の◎印から 3単位以上を選択すること。 

※看護師国家受験資格に加え保健師及び助産師国家試験受験資格を得ようとする学生の履修方法 
基礎分野は必修 12単位と「自然の理解」＊印から 1単位以上必修、基礎分野全体から 5単位以上を選択とし、保健師国家
試験受験資格を得ようとする学生は◆印の科目を必修、助産師国家試験受験資格を得ようとする学生は★印の科目を必修
とする。 
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ヒューマンケア学部看護学科【平成 29年 4月改正】 

科目 
区分 

授業科目 
単位数 
必修 選択 

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア
の
基
礎
科
目
群 

人
間
形
成
の
基
礎 

ヒューマンケア概論 1  

心理学 2  

倫理と医療 2  

人間の生き方（渋沢栄一・論語）  1 
法学（日本国憲法を含む）  2 
生活科学  1 
臨床哲学  2 
社会学  2 
教育学  2 
医療の歴史  1 
生活と芸術  1 
生涯スポーツⅠ  1 
生涯スポーツⅡ  1 

自
然
の
理
解 

化学基礎  1 
化学 1  

生物学基礎  1 
生物学 1  

統計学入門 1  

物理学  1 
情報処理  1 
教育情報論  1 

学
習
・
自
己

教
育
の
基
礎 

大学入門講座 2  

情報学基礎 1  

日本語表現とコミュニケーション 1  

東都フロンティア  1 
ボランティア活動論 2  

異
文
化
理
解 

基礎英語 1  

実践英語 1  

実践医療英語Ⅰ 1  

実践医療英語Ⅱ  1 
国際コミュニケーション（フランス語）  1 
国際コミュニケーション（中国語）  1 
国際社会  1 
異文化理解コミュニケーション研修  2 
手話入門  1 

 小計（35科目） 17 27 

看
護
の
基
礎
科
目
群 

健
康
の
理
解 

身体の構造・機能Ⅰ 1  

身体の構造・機能Ⅱ 1  

免疫・感染学 2  

病理学 1  

病態と治療Ⅰ 2  

病態と治療Ⅱ 2  

病態と治療Ⅲ 1  

病態と治療Ⅳ 1  

病態と治療Ⅴ 1  

薬理学 2  

栄養生化学 2  

精神医学 1  

画像診断学  1 
先進医療  1 
老年病学 1  

リハビリテーション学  1 
カウンセリング  1 

社
会
と
環
境
の
理
解 

公衆衛生学 2  

疫学  2◆ 
保健統計  2◆ 
看護関係法規 1  

保健医療福祉行政論Ⅰ 1  

保健医療福祉行政論Ⅱ  1◆ 
社会福祉概論 1  

医療経済入門  1 
労働衛生関係法規Ⅰ  2 
労働衛生関係法規Ⅱ  2 

 小計（27科目） 23 14 

卒業要件及び履修条件 

▲は看護師コースの選択必修科目 

◆は保健師コースの必修科目 

★は助産師コースの必修科目 

 

各種国家試験受験資格を得るために必要な単位数 

保健師コース：必修科目 129単位 選択科目 8単位 計 137単位 

助産師コース：必修科目 134単位 選択科目 11単位 計 145単位 

看護師コース：必修科目 109単位 選択必修科目 2単位  

       選択科目 13単位 計 124単位 

 

科目 
区分 

授業科目 
単位数 
必修 選択 

看
護
専
門
科
目
群 

看
護
の
基
礎 

看護学概論 2  

こころの健康 1  

ヒューマンケアと看護 2  

看護実践方法論 1  

フィジカルアセスメント 1  

生活援助論Ⅰ 1  

生活援助論Ⅱ 2  

生活援助論Ⅲ 2  

基礎看護学実習Ⅰ 1  

基礎看護学実習Ⅱ 2  

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
と
看
護 

小児看護学概論 1  

小児看護学援助論 2  

小児看護学実習 2  

成人看護学概論 1  

成人看護学援助論Ⅰ 2  

成人看護学援助論Ⅱ 2  

成人看護学実習Ⅰ 3  

成人看護学実習Ⅱ 3  

高齢者看護学概論 1  

高齢者看護学援助論 2  

高齢者看護学実習Ⅰ 2  

高齢者看護学実習Ⅱ 2  

リプロダクティブヘルス看護学概論 1  

リプロダクティブヘルス看護学援助論 2  

リプロダクティブヘルス看護学実習 2  

健
康
レ
ベ
ル

と
看
護 

ウェルネス期看護論 1  

急性期看護論 1  

慢性期看護論 1  

回復期看護論 1  

終末期看護論 1  

社
会
生
活
と
看
護 

地域の健康と看護Ⅰ 1  

地域の健康と看護Ⅱ  1◆ 
地域包括ケア論 1  

地域母子保健  1★ 
家族看護論 1  

産業看護論Ⅰ 2  

産業看護論Ⅱ  1 
学校保健活動論  1◆ 
精神看護学概論 1  

精神看護学援助論 2  

精神看護学実習 2  

在宅看護概論 1  

在宅看護援助論 2  

在宅看護実習 2  

看
護
の
統
合
と
発
展 

看護研究方法 1  

ヒューマンケア看護研究 1  

医療安全 1  

ヒューマンケア総合演習 1  

看護統合実習 2  

看護マネジメント  2▲ 
関係職種連携論  1 
災害看護学  1◆ 
国際医療協力  1★ 
感染看護  1 
がん看護  1 
救急看護  1 
リハビリテーション看護  1 

 小計（57科目） 72 13 

保
健
師
助
産
師
専
門
科
目
群 

保
健
師
課
程 

公衆衛生看護活動論  1◆ 

公衆衛生看護活動展開論Ⅰ  1◆ 

公衆衛生看護活動展開論Ⅱ  1◆ 

公衆衛生看護学演習Ⅰ  2◆ 

公衆衛生看護学演習Ⅱ  2◆ 

公衆衛生看護管理  1◆ 

公衆衛生看護学実習  4◆ 

 小計（7科目） 0 12 

助
産
師
課
程 

助産学概論  2★ 

基礎助産学  2★ 

周産期の基礎  2★ 

助産診断・技術学Ⅰ  2★ 

助産診断・技術学Ⅱ  2★ 

分娩介助技法  2★ 

助産管理  2★ 

助産学実習Ⅰ  8★ 

助産学実習Ⅱ  1★ 

 小計（9科目） 0 23 

合計（135科目） 112 89 
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管理栄養学部管理栄養学科【平成 30年 4月】 

科目 

区分 
授業科目の名称 

単位数 

必修 選択 

基
礎
科
目
群 

人
間
形
成
の
基
礎 

ヒューマンケア概論  1 

心理学 2  

倫理学と医療 2  

人間の生き方（渋沢栄一・論語）  1 

日本国憲法  2 

生活科学  1 

臨床哲学  2 

社会学  2 

教育原論  2 

医療の歴史  1 

生活と芸術  1 

地域と食  2 

生涯スポーツⅠ  1 

生涯スポーツⅡ  1 

自
然
の
理
解 

管理栄養士のための化学（基礎）  2 

管理栄養士のための化学 2  

管理栄養士のための生物学（基礎）  2 

管理栄養士のための生物学 2  

統計学入門 1  

物理学  1 

情報処理  1 

教育情報論  2 

学
習
・
自
己 

教
育
の
基
礎 

基礎学修講座 1  

情報学基礎 1  

コミュニケーション論 1  

ボランティア活動論  2 

異
文
化
理
解 

英語Ⅰ 1  

英語Ⅱ 1  

英語Ⅲ 1  

英語Ⅳ  1 

国際コミュニケーション（フランス語）  1 

国際コミュニケーション（中国語）  1 

国際社会  1 

手話入門  1 

 小計（34科目） 15 32 

専
門
基
礎
科
目
群 

社
会
・
環
境 

と
健
康 

社会福祉概論 2  

公衆衛生学 2  

健康管理概論 2  

保健医療福祉システム論 1  

人
体
の
構
造
と
機
能
及
び 

疾
病
の
成
り
立
ち 

生化学Ⅰ 2  

生化学Ⅱ 2  

生化学実験Ⅰ 1  

生化学実験Ⅱ 1  

解剖生理学Ⅰ 2  

解剖生理学Ⅱ 2  

解剖生理学実験 1  

臨床医学Ⅰ 2  

臨床医学Ⅱ 2  

微生物学 2  

微生物学実験 1  

有機化学  2 

食
べ
物
と
健
康 

食品学Ⅰ 2  

食品学Ⅱ 2  

食品学実験Ⅰ 1  

食品学実験Ⅱ 1  

食品衛生学 2  

食品衛生学実験 1  

調理学 2  

調理学実習Ⅰ 1  

調理学実習Ⅱ 1  

調理科学実験 1  

 

小計（26科目） 39 2 

科目 

区分 
授業科目の名称 

単位数 

必修 選択 

専
門
科
目
群 

基礎 
栄養学 

基礎栄養学 2  

基礎栄養学実験 1  

応
用
栄
養
学 

応用栄養学Ⅰ 2  

応用栄養学Ⅱ 2  

応用栄養学Ⅲ 2  

応用栄養学実習 1  

スポーツ栄養学  2 

栄
養
教
育
論 

栄養教育論Ⅰ 2  

栄養教育論Ⅱ 2  

栄養教育論Ⅲ 2  

栄養教育論実習Ⅰ 1  

栄養教育論実習Ⅱ 1  

臨
床
栄
養
学 

臨床栄養学Ⅰ 2  

臨床栄養学Ⅱ 2  

臨床栄養学Ⅲ 2  

臨床栄養学Ⅳ 2  

臨床栄養学実習Ⅰ 1  

臨床栄養学実習Ⅱ 1  

臨床栄養学実習Ⅲ 1  

公
衆
栄
養
学 

公衆栄養学Ⅰ 2  

公衆栄養学Ⅱ 2  

公衆栄養学実習 1  

国際栄養学  1 

地域栄養活動演習  1 

給
食
経
営 

管
理
論 

給食経営管理論Ⅰ 2  

給食経営管理論Ⅱ 2  

給食経営管理論実習 1  

フードサービス実習  1 

総
合 

演
習 

総合演習Ⅰ 1  

総合演習Ⅱ 1  

管理栄養士演習 1  

臨
地
実
習 

臨地実習Ⅰ（給食の運営） 1  

臨地実習Ⅱ（臨床栄養学） 2  

臨地実習Ⅲ（公衆栄養学）  1 

臨地実習Ⅳ（臨床栄養学） 1  

統
合
科
目 

キャリアデザイン 1  

臨床実践演習  1 

文献購読  1 

卒業研究  4 

 小計（39科目） 47 12 

教
職
科
目 

学校栄養教育論  2 

学校栄養指導論  2 

教職概論  2 

教育心理学  2 

道徳教育の理論と方法  1 

特別活動論  1 

教育方法・課程論  2 

生徒指導論  2 

教育相談論  2 

学校栄養教育実習Ⅰ  1 

学校栄養教育実習Ⅱ  1 

教職実践演習（栄養教諭）  2 

小計（12科目） 0 20 
  合計（111科目） 101 66 
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幕張ヒューマンケア学部看護学科【平成 30年 4月】 

科目 
区分 

授業科目の名称 
単位数 

必 
修 

選 
択 

自 
由 

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア
の
基
礎
科
目
群 

人
間
形
成
の
基
礎 

ヒューマンケア概論 1   

心理学 2   

倫理と医療 2   

健康教育論 2   

千葉近代史と人々の営み  1  

法学（日本国憲法を含む）  2  

生活科学  1  

哲学  2  

社会学  2  

医療と看護の歴史  1  

文化とアート  1  

スポーツ健康科学Ⅰ  1  

スポーツ健康科学Ⅱ  1  

自
然
科
学 

の
理
解 

化学 1   

数学の基礎  1  

生物学 1   

物理学入門  1  

情報処理 1   

統計学入門 1   

学
習
・
自
己 

教
育
の
基
礎 

大学入門講座 2   

情報機器の理解  1  

文章表現と論文作成法 1   

論理学入門  1  

手話入門  1  

自己実現とキャリアアップ 1   

異
文
化
理
解 

英語Ⅰ 1   

英語Ⅱ 1   

英語Ⅲ 1   

英語Ⅳ  1  

医療英語 1   

英語表現とプレゼンテーション  1  

比較文化論  1  

国際社会の状況と看護の在り方  1  

国際コミュニケーション論  1  

 小計（34科目） 19 22 0 

看
護
の
基
礎
科
目
群 

健
康
の
理
解 

身体の構造・機能Ⅰ 1   

身体の構造・機能Ⅱ 1   

身体の構造・機能Ⅲ 1   

生化学 2   

医療栄養学 1   

薬理学 2   

病態学 2   

感染と免疫 2   

疾病治療論Ⅰ 1   

疾病治療論Ⅱ 1   

疾病治療論Ⅲ 1   

疾病治療論Ⅳ 1   

疾病治療論Ⅴ 1   

疾病治療論Ⅵ 1   

メンタルヘルスと精神医学 2   

医療工学入門  1  

健康障害の回復と支援  1  

遺伝と健康  1  

先進医療  1  

社
会
と
環
境
の
理
解 

公衆衛生学 2   

疫学 2   

保健統計  2  

看護関係法規 1   

保健医療福祉行政論Ⅰ 1   

保健医療福祉行政論Ⅱ  1  

社会福祉概論 1   

医療経済入門  1  

労働衛生関係法規  2  

 小計（28科目） 27 10 0 

 
 
 
     

科目 
区分 

授業科目の名称 
単位数 

必 
修 

選 
択 

自 
由 

看
護
専
門
科
目
群 

看護の
基礎 

基礎看護学概論 2   
ヒューマンケアと看護倫理 2   

ヘルスアセスメント 1   

生活援助論Ⅰ 1   

生活援助論Ⅱ 2   

生活援助論Ⅲ 2   

看護実践方法論 1   

基礎看護学実習Ⅰ 1   

基礎看護学実習Ⅱ 2   

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
と
看
護 

小児看護学概論 1   

小児看護学援助論 2   

小児看護学実習 2   

成人看護学概論 1   

成人看護学援助論Ⅰ 2   

成人看護学援助論Ⅱ 2   

成人看護学実習Ⅰ 3   

成人看護学実習Ⅱ 3   

高齢者看護学概論 1   

高齢者看護学援助論 2   

高齢者看護学実習Ⅰ 3   

高齢者看護学実習Ⅱ 1   

リプロダクティブヘルス看護学概論 1   

リプロダクティブヘルス看護学援助論 2   

リプロダクティブヘルス看護学実習 2   

健
康
レ
ベ
ル

と
看
護 

ウェルネス期看護論 1   

急性期看護論 1   

慢性期看護論 1   

回復期看護論 1   

終末期看護論 1   

社
会
生
活
と
看
護 

地域の健康と看護Ⅰ 1   

地域の健康と看護Ⅱ  1  

地域包括ケア概論 1   

地域母子保健  1  

家族看護論 1   

産業看護論Ⅰ 2   

産業看護論Ⅱ  1  

学校保健活動論  1  

精神看護学概論 1   

精神看護学援助論 2   

精神看護学実習 2   

在宅看護概論 1   

在宅看護援助論 2   

在宅看護実習 2   

看
護
の
統
合
と
発
展 

看護研究方法 1   

ヒューマンケア看護研究 1   

ヒューマンケア総合演習 1   

看護統合実習 2   

医療安全論 1   

看護カウンセリング 1   

看護管理  1  

医療関係職種連携論  1  

医療政策論入門  1  

感染看護  1  

がん看護  1  

救急看護  1  

災害看護  1  

国際医療協力  1  

 小計（57科目） 69 12 0 

保
健
師
専
門
科
目
群 

保
健
師
課
程 

公衆衛生看護活動論  1  

公衆衛生看護活動展開論Ⅰ  1  

公衆衛生看護活動展開論Ⅱ  1  

公衆衛生看護学演習Ⅰ  2  

公衆衛生看護学演習Ⅱ  2  

公衆衛生看護管理  1  

公衆衛生看護学実習Ⅰ  1  

公衆衛生看護学実習Ⅱ  4  

  小計（8科目） 0 13 0 

合計（127科目） 115 57 0 

学位又は称号  学士（看護学） 

卒業要件及び履修方法 

【看護師養成課程】「ヒューマンケアの基礎科目群」から必修科目 19単位＋「人間形成の基礎」「自然科学の理解」「学習・自己教育の基礎」から 2単
位選択＋「異文化理解」から 1単位選択、計 22単位、「看護の基礎科目群」から必修 27単位＋選択科目 2単位で計 29単位、「看護専門科目群」の必
修科目 69単位＋選択必修科目 1単位＋選択 3単位で計 73単位以上、合計 124単位以上修得すること。 

【保健師養成課程】「ヒューマンケアの基礎科目群」から必修科目 19単位＋「人間形成の基礎」「自然科学の理解」「学習・自己教育の基礎」から 2単
位選択+「異文化理解」から 1単位選択で計 22単位、「看護の基礎科目群」から必修 27単位と「保健統計」「医療福祉行政論Ⅱ」の 2科目を必修とし
計 30 単位、「看護専門科目群」の必修科目 69 単位＋「地域の健康と看護Ⅱ」「学校保健活動論」「災害看護」を必修とし計 72 単位＋選択 1 単位で計
73単位、「保健師専門科目群」必修 13単位修得し、合計 138単位以上修得すること。 
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入学者選抜試験の状況 

 

ヒューマンケア学部看護学科 

 

受験年度 募集定員 入学手続者 

平成 21年度 100 106 

平成 22年度 100 114 

平成 23年度 100 112 

平成 24年度 100 105 

平成 25年度 100 115 

平成 26年度 100 111 

平成 27年度 100 95 

平成 28年度 100 126 

平成 29年度 100 121 

平成 30年度 100 115 

平成 31年度 100 116 

  （人） 
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国家試験の結果 

 

ヒューマンケア学部看護学科 

  

試験職種 合格率 全国平均 

平成 24年度 看護師 94.7 88.8 

保健師 94.3 96.0 

助産師 100 98.1 

平成 25年度 看護師 89.3 89.6 

保健師 69.7 86.5 

助産師 90.0 96.9 

平成 26年度 看護師 94.0 90.0 

保健師 100 99.4 

助産師 100 99.9 

平成 27年度 看護師 96.0 89.4 

保健師 100 89.8 

助産師 100 99,8 

平成 28年度 看護師 95.1 88.5 

保健師 88.9 90.8 

助産師 80.0 93.0 

平成 29年度 看護師 97.2 91.0 

保健師 70.0 81.4 

助産師 90.0 98.7 

平成 30年度 看護師 97.3 89.3 

保健師 94.7 81.8 

助産師 100 99.6 

   （％） 
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卒業生の主な進路 

*（ ）の数値は複数就職した学生数 

平成 21年度入学生 平成 22年度入学生 

福島県 奥羽大学歯学部 進学 青森県 むつ総合病院 

新潟県 新潟市民病院 岩手県 岩手県立病院 
 新潟西浦メディカルセンター 新潟県 新潟市民病院 

長野県 長野中央病院 長野県 厚生連篠ノ井綜合病院 

山梨県 山梨県立中央病院  佐久総合病院 

茨城県 水戸済生会総合病院  相澤病院（2） 

群馬県 群馬県立病院  長野中央病院 
 国立病院機構 高崎総合医療センター  中部公衆医学研究所 
 藤岡総合病院 茨城県 筑波大学病院 
 高崎総合医療センター 群馬県 群馬総合中央病院 

埼玉県 さいたま市立病院（7）  高崎総合医療センター（4） 
 医療生協さいたま  高木病院 
 羽生総合病院（2）  群馬県立病院 
 熊谷総合病院  伊勢崎市民病院 
 埼玉県病院局（7）  群馬県立がんセンター 
 埼玉社会保険病院（2）  群馬県立心臓血管センター 
 三郷中央総合病院（2） 埼玉県 イムス三芳総合病院（4） 
 上尾中央総合病院  さいたま市立病院（6） 
 深谷赤十字病院（2）  越谷北病院（2） 
 西熊谷病院  関越病院（2） 
 東大宮総合病院（2）  久喜総合病院 
 八潮中央総合病院  戸田中央総合病院 
 本庄総合病院  埼玉医科大学病院 
 獨協医科大学越谷病院  埼玉県病院局（2） 
 北里大学北里研究所メディカルセンター病院（2）  埼玉社会保険病院（2） 
 自治医科大学附属さいたま医療センター（3）  自治医科大学附属さいたま医療センター 

東京都 がん研有明病院  秀和綜合病院（2） 
 杏林大学医学部付属病院  上尾中央総合病院 
 虎ノ門病院（2）  新座志木中央総合病院（2） 
 江東病院（5）  東大宮総合病院 
 江東病院（大坪会奨学生）  熊谷総合病院（3） 
 国際医療福祉大学三田病院  埼玉県立がんセンター（3） 
 榊原記念病院  深谷赤十字病院（2） 
 三軒茶屋病院（2）  小川赤十字病院（2） 
 慈恵医科大学葛飾医療センター  川口市立医療センター 
 慈恵医科大学付属病院  埼玉県立小児医療センター 
 昭和大学病院（3）  埼玉県立循環器・呼吸器病センター（2） 
 大森赤十字病院  埼玉県がんセンター 
 東京医科大学病院  朝霞台中央総合病院 
 東京女子医科大学病院 東京都 荏原病院 
 東京逓信病院  江東病院（8） 
 東邦大学大森病院  国際医療研究センター病院 
 東和病院（2）  三楽病院 
 日本医科大学附属病院  昭和大学旗の台病院 
 日本大学医学部附属板橋病院（3）  新山手病院 

神奈川県 金沢文庫病院  東京慈恵医科大学葛飾医療センター 
 昭和大学藤が丘病院  東京逓信病院（3） 
 聖マリアンナ医科大学病院（3）  東京都立墨東病院（2） 
 津久井赤十字病院  東邦大学大森病院 

千葉県 千葉愛友会記念病院（2）  日野市立病院 
 千葉大学医学部附属病院  東京女子医科大学病院 
 津田沼中央総合病院  日産厚生会玉川病院 

静岡県 国際医療福祉大学熱海病院（2）  東京警察病院 
 静岡県立がんセンター  葛飾赤十字産院 

広島県 広島市立安佐市民病院  三軒茶屋病院 

   武蔵野赤十字病院 

   日本医科大学附属病院 
   東和病院（2） 
   総合東京病院 
  神奈川県 済生会南部病院 
   湘南鎌倉総合病院（3） 
   平塚共済病院 
  千葉県 成田赤十字病院 
   千葉徳州会病院 
   千葉大学医学部付属病院 
  静岡県 富士宮市立病院 
  山梨県 山梨大学医学部附属病院 
  大阪府 大阪府立母子保健総合医療センター 



資 料 

109 

平成 23年度入学生 平成 24年度入学生 

秋田県 JA秋田厚生連 福島県 福島県立医科大学附属病院 

福島県 星総合病院 新潟県 新潟県病院局（2） 

新潟県 新潟医療センター 山梨県 山梨大学医学部附属病院 

長野県 佐久総合病院 長野県 相澤病院 
 長野赤十字病院 茨城県 水戸済生会総合病院 

山梨県 山梨大学医学部附属病院  筑波メディカルセンター 

茨城県 茨城西南医療センター病院  水戸赤十字病院 
 筑波大学附属病院  茨木西南医療センター病院 

群馬県 高崎総合医療センター（3）  石岡市 
 老年病研究所附属病院 群馬県 高崎総合医療センター 
 群馬県病院局  群馬県病院局（2） 
 太田記念病院  太田記念病院（2） 
 公立藤岡総合病院  群馬大学医学部附属病院（3） 

栃木県 自治医科大学附属病院  前橋赤十字病院 
 那須赤十字病院  黒沢病院 
 獨協医科大学病院 栃木県 済生会宇都宮病院 
 栃木県立岡本台病院 埼玉県 さいたま市立病院（2） 

埼玉県 イムス三芳総合病院  戸田中央総合病院 
 さいたま市立病院（7）  埼玉県病院局（2） 
 関越病院  自治医科大学附属さいたま医療センター（5） 
 埼玉医科大学病院（2）  上尾中央総合病院 
 埼玉県病院局（5）  熊谷総合病院（2） 
 自治医科大学附属さいたま医療センター（5）  深谷赤十字病院（2） 
 熊谷総合病院  川口市立医療センター 
 埼玉県立がんセンター  埼玉協同病院（2） 
 深谷赤十字病院（2）  埼玉メディカルセンター（5） 
 埼玉県立小児医療センター（2）  イムス富士見総合病院 
 埼玉協同病院  医療生協さいたま（2） 
 みさと健和病院（3）  羽生総合病院 
 指扇療養病院  ティーエムクリニック 
 さいたま赤十字病院  川口市 
 さいたま北部医療センター（2）  白岡中央総合病院 
 埼玉県健康づくり事業団  三郷中央総合病院 
 岡病院  自治医科大学附属さいたま医療センター 
 埼玉メディカルセンター（2）  東都春日部病院（2） 
 皆野町役場  入間市 
 熊谷生協病院  鴻巣市 

東京都 東京女子医科大学病院 東京都 江東病院（4） 
 日産厚生会玉川病院  東京逓信病院 
 順天堂大学医学部附属順天堂医院（2）  東京女子医科大学病院 
 日本大学医学部附属板橋病院（3）  東京医科大学八王子医療センター 
 東京医科歯科大学医学部附属病院（3）  東邦大学医療センター大森病院（3） 
 東京医科大学八王子医療センター  東京医科大学病院 
 東邦大学医療センター大森病院（4）  昭和大学病院 
 虎の門病院（2）  国立国際医療研究センター 
 日本赤十字社医療センター  帝京大学医学部附属病院（2） 
 東京医科大学病院  東京慈恵医科大学医学部附属病院 
 国際医療福祉大学三田病院  東京臨海病院 
 東京腎泌尿器センター大和病院  東京共済病院 
 東京慈恵会医科大学附属第三病院  東都文京病院（3） 
 東京慈恵会医科大学附属病院  労働保険協会 
 昭和大学病院  聖路加国際病院 
 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター  北里大学 北里研究所病院 
 順天堂大学医学部附属練馬病院  板橋中央総合病院 
 大田病院 千葉県 柏厚生総合病院 
 合同会社オクトエル  亀田総合病院 
 永生病院 神奈川県 横浜市立市民病院 
 北多摩病院  横浜新緑総合病院 

神奈川県 湘南鎌倉総合病院  横浜中央病院 
 茅ヶ崎市立病院 熊本県 済生会熊本病院 
 横浜市東部病院 沖縄県 沖縄協同病院 
 横浜市立市民病院 進学 新潟大学養護教諭特別別科（2） 
 湘南藤沢徳洲会病院   

千葉県 千葉メディカルセンター   
 千葉大学医学部附属病院（2）   
 千葉徳洲会病院   
 津田沼中央総合病院   

愛知県 名古屋市立大学病院   

京都府 京都民医連中央病院   

山口県 周南記念病院   
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平成 25年度入学生 平成 26年度入学生 

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会 宮城県 坂総合病院 

福島県 総合南東北病院 福島県 福島労災病院（2） 

新潟県 立川綜合病院（2） 新潟県 新潟大学医歯学総合病院 
 燕労災病院 山梨県 山梨県立中央病院 

長野県 佐久総合病院 群馬県 群馬県立病院 
 長野県立病院機構  伊勢崎市民病院 

茨城県 友愛記念病院  太田記念病院 

群馬県 高崎総合医療センター（2）  渋川医療センター 
 伊勢崎市民病院  善衆会病院 
 太田記念病院（2） 栃木県 自治医科大学附属病院 
 群馬大学医学部附属病院  足利赤十字病院（4） 
 前橋赤十字病院 埼玉県 さいたま市立病院（2） 

栃木県 獨協医科大学病院  埼玉医科大学病院 
 佐野市民病院  埼玉県病院局 

埼玉県 さいたま市立病院（15）  自治医科大学附属さいたま医療センター（5） 
 埼玉県病院局（3）  上尾中央総合病院（2） 
 自治医科大学附属さいたま医療センター（9）  熊谷総合病院（2） 
 上尾中央総合病院（2）  深谷赤十字病院 
 埼玉県立がんセンター  小川赤十字病院（2） 
 深谷赤十字病院（3）  朝霞台中央総合病院 
 埼玉協同病院  みさと健和病院 
 みさと健和病院（3）  岡病院 
 さいたま赤十字病院（2）  埼玉メディカルセンター（3） 
 埼玉メディカルセンター（2）  医療生協さいたま 
 羽生総合病院  東都春日部病院（3） 
 東都春日部病院  埼玉西協同病院 
 埼玉医科大学国際医療センター  済生会栗橋病院 
 埼玉県済生会栗橋病院  獨協医科大学越谷病院 
 東埼玉病院  上福岡総合病院 
 済生会川口総合病院  飯能市 
 さいたま市  本庄市 
 秩父市保健センター 東京都 江東病院（2） 

東京都 江東病院（4）  東京女子医科大学病院 
 日野市立病院  武蔵野赤十字病院 
 東京女子医科大学病院  東和病院 
 東邦大学医療センター大森病院（2）  日本大学医学部附属板橋病院 
 大田病院  東京医科大学八王子医療センター 
 東都文京病院（3）  東邦大学医療センター大森病院（4） 
 東邦大学医療センター大橋病院（3）  国際医療福祉大学三田病院 
 三井記念病院  東京慈恵会医科大学附属病院 
 青梅市立総合病院  帝京大学医学部附属病院 
 国立国際医療研究センター病院  東都文京病院（5） 
 成増厚生病院  板橋中央総合病院（2） 
 多摩総合医療センター（3）  東邦大学医療センター大橋病院（3） 
 大塚病院  東京北医療センター（7） 
 大森赤十字病院  大森赤十字病院 
 労働保健協会  東京都保健医療公社 

神奈川県 湘南藤沢徳洲会病院  愛育病院 
 横浜市立大学附属総合医療センター  昭和大学江東豊洲病院（2） 
 神奈川県立こども医療センター  東京武蔵野病院 

静岡県 富士宮市  東京都立広尾病院 

   南多摩病院 

   佼成病院 
   武蔵野徳洲会病院 
   多摩南部地域病院 
   関川病院 
   東京山手メディカルセンター 
  神奈川県 神奈川県立こども医療センター（2） 
   新百合ヶ丘総合病院 
   昭和大学藤が丘病院 
   北里大学病院（2） 
   帝京大学医学部附属溝口病院 
  千葉県 船橋中央病院 
   東京女子医科大学八千代医療センター（2） 
  岡山県 水島協同病院 
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平成 27年度入学生   

秋田県 秋田県厚生農業協同組合連合会   

福島県 いわき市立総合磐城共立病院   

 南相馬市役所   

茨城県 茨城西南医療センター病院   

 茨城県立こども病院   

栃木県 済生会宇都宮病院   

群馬県 公立富岡総合病院   

 イムス太田中央総合病院   

 伊勢崎市民病院   

埼玉県 東都春日部病院（3）   

 熊谷総合病院（3）   

 獨協医科大学埼玉医療センター（4）   

 ティーエムクリニック   

 羽生総合病院（3）   

 埼玉県済生会栗橋病院（3）   

 自治医科大学附属さいたま医療センター（2）   

 埼玉県立循環器・呼吸器病センター（2）   

 さいたま市立病院（2）   

 深谷赤十字病院（2）   

 神川町役場   

 深谷中央病院（2）   

 上尾中央総合病院   

 医療生協さいたま   

 埼玉森林病院   

 埼玉県立病院（2）   

 東埼玉病院   

 東松山市立市民病院   

 秩父消防本部   

東京都 江戸川病院   

 板橋中央総合病院   

 東都文京病院（5）   

 九段坂病院   

 大森赤十字病院   

 赤羽岩淵病院（2）   

 北多摩病院   

 三軒茶屋第一病院   

 立川相互病院   

 東邦大学医療センター大森病院   

 駒木野病院   

 国際医療福祉大学三田病院   

 葛飾赤十字産院   

 国立成育医療研究センター（2）   

 賛育会病院   

神奈川県 神奈川リハビリテーション病院   

山梨県 山梨赤十字病院   

愛知県 トヨタ記念病院   

進学 天使大学大学院   

 

 

 

  

 



 東都医療大学開学 10周年記念誌 

112 

実習病院・施設一覧 

 

施設名 
 

施設名 

明里訪問看護ステーション 
 
東邦大学医療センター大森病院 

朝霞保健所 
 
獨協医科大学埼玉医療センター 

あねとす訪問看護ステーション 
 
長瀞町役場 健康福祉課 

医療法人桂水会 岡病院 
 
にしじまクリニック 

大森赤十字病院 
 
はとがや助産所 

小鹿野町保健福祉センター 
 
はやしだ産婦人科医院 

小川赤十字病院 
 
東松山保健所 

小川赤十字訪問看護ステーション 
 
日野市立病院 

神岡産婦人科医院 
 
深谷市保健センター 

神川町保健センター 
 
深谷赤十字病院 

上里町保健センター 
 
深谷赤十字訪問看護ステーション 

川口市立医療センター 
 
富士見市健康増進センター 

熊谷市熊谷保健センター 
 
訪問看護ステーション あやめ熊谷 

熊谷総合病院 
 
訪問看護ステーション フェリーチェ 

熊谷中央訪問看護ステーション 
 
本庄保健所 

熊谷保健所 
 
中島助産院 

グループホームあかつき  東松山市保健センター  

ケアーズ訪問看護リハビリステーション深谷上野台  訪問看護ステーション グラーチア 

ケアステーション かしの木  訪問看護ステーション Leaf 

鴻巣市保健センター 
 
本庄市保健センター 

鴻巣保健所  寄居訪問看護ステーションかけはし 

国立病院機構 東埼玉病院   

埼玉県済生会川口総合病院  東都医療大学系列施設 

埼玉県立がんセンター  施設名 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター  介護老人保健施設 ひぐらしの里 

埼玉県立小児医療センター  介護老人保健施設 ホスピア東和 

埼玉県立精神医療センター  江東病院 

埼玉江南病院  三軒茶屋第一病院 

さいたま市立病院  三軒茶屋病院 

さいたま助産院  関川病院 

埼玉森林病院  東都春日部病院 

さいたま北部医療センター  東都文京病院 

埼玉メディカルセンター  東和病院 

坂戸市立市民健康センター  特別養護老人ホーム イーストピア東和 

自治医科大学附属さいたま医療センター  訪問看護ステーション あその郷 

森林公園メンタルクリニック  訪問看護ステーション たんぽぽ 

大慶堂訪問看護ステーション  保土ヶ谷病院 

平成 30年度 ヒューマンケア学部看護学科 

施設名五十音順 
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東都大学関連病院・施設一覧 
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東都医療大学附属図書館 

 

東都医療大学附属図書館の概要 

図書館の名称 

面積 

学生閲覧室 

の座席数 
開館時間 休館日 

全体 

閲覧 

スペース 

（内数） 

書庫 

スペース 

（内数） 

東都医療大学 

附属図書館 
435㎡ 301㎡ 101㎡ 122席 

平日 

9：00～20：00 

土曜日 

9：00～15：00 

日曜日・祝日 

開学記念日 

図書資料の点検日 

その他館長が必要と認める日 

東都医療大学 

附属図書館幕張分館 
685㎡ 353㎡ 68㎡ 76席 

平日 

9：00～17：00 

土曜日・日曜日・祝日 

開学記念日 

図書資料の点検日 

その他館長が必要と認める日 

（2019年 3月 31日現在） 

 

東都医療大学附属図書館の資料数 

図書館の名称 

図書 雑誌 視聴覚 

資料 

所蔵数 

電子ジャーナル・

データベース 

契約数 蔵書冊数 
専門書の 

冊数（内数） 

所蔵雑誌 

種数 

専門雑誌 

種数（内数） 

東都医療大学 

附属図書館 
34,311冊 19,800冊 

121種 

 

※購読中止タイトル 

も含みます 

121種 

 

※購読中止タイトル 

も含みます 

1,010点 5種 

東都医療大学 

附属図書館幕張分館 
16,292冊 9,362冊 58種 58種 256点 17種 

（2019年 3月 31日現在） 
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注：本誌にご執筆頂いた方々のご所属･ご職位は、平成 31年 3月のものです。 

  東都医療大学は、平成 31年 4月から東都大学に名称を変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書   ：理事長 大坪 修 

イラスト：学部長 今川詢子 
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・・・・・ 編集後記 ・・・・・ 

 

 お読みいただきましてありがとうございました。本誌は 2009年に開学した東都医療大学の 10 周年

の節目に合わせて、これまでの歩みを振り返りつつも、大学の将来展望を含んだ記念誌として作成し

ました。 

 ご祝辞を頂戴しました皆様、ご執筆を頂きました実習関連施設の皆様、先生方、座談会にご参加い

ただきました卒業生、在学生の皆様にあらためまして厚く御礼申し上げます。これまでの 10年にご支

援を頂いた皆様からの本学への期待や、歴史を築いてこられた先生方のエピソードを拝読し、編集委

員一同気を引き締めて編集作業を進めて参りました。発刊時期が予定より大幅に遅れてしまいました

が、無事に完成できましたことを皆様に感謝いたします。 

2020年 3月吉日 

 

10周年記念誌編集委員会 委員長 松澤洋子 

委員 野村政子 

永井健太 

山口 香 

蜂谷大尚 

今川詢子 
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