深谷 キャンパス

ヒューマンケア学部

看護学科

1

充実の
実習施設
『臨地実習』で看護の
実践力を身に付ける！

医療機関等に出向いて実践的な臨床を
学修する臨地実習は、4年間のカリキュ
ラムで最も重要であり、醍醐味でもあり
ます。
本学では、最新鋭の医療と設備の整った
地域の病院や関連病院が全面的にバッ
クアップ。充実した実習を経験すること
ができます。
■臨地実習の様子

『ヒューマンケア』の学びと実践から、
未来のニーズに応える医療人を育成します。

目標につながる

4年間の学びを多方面からサポートする東都大学独自の教育システム。
確かな知識や技術をもとに、
ヒューマンケアを実践できる医療人を養成します。

看護学科3年

矢島 可南子さん

9

2

保健師・助産師
への道

面倒見の良い
教育

3

4

独自の
奨学金制度

看護師プラスαの能力を！

なんでも相談できる体制を
整えています！

学費等を奨学金で
カバーできます！

地域の人たちの健康管理、病気の予防
など健やかな暮らしのために役立ちた
いという思い、出産に立ち会い、人の誕
生に関わる全てのことについて管理・指
導したいという思いを持たれている方、
本学では保健師のみならず助産師の道
も開けています。保健師課程・助産師課
程は入学後の成績等により選抜します。

大学の授業についての理解、友人との
人間関係、心身の健康管理など、学生生
活を送るうえでは様々な悩みが生じて
くるものです。本学では新入生サポート
プログラム、チューター制、オフィスア
ワー、学生カウンセリングなど、在学生
をしっかりバックアップする体制を整え
ています。

本学には独自の奨学金「学校法人青淵
学園奨学金」が用意されています。この
奨学金制度は、一定の条件を満たした場
合、全額返済免除となるものです。さら
に入試時の成績優秀者育英制度や在学
中の特待生制度を活用すると学費の負
担は国公立大学と同等になり、大幅な負
担減が実現できます。

看護師国家試験
受験資格

看護師資格
取得後申請

第一種
衛生管理者免許

保健師国家試験
受験資格

保健師資格
取得後申請

養護教諭
二種免許

看護師国家試験
受験資格

助産師国家試験
受験資格

受胎調節実地
指導員免許

詳しくはP11へ

ヒューマンケア学部

4 つの特色

■チューター面談の様子

詳しくはP13へ

詳しくはP53へ

ヒューマンケア学部 看護学科４年

ヒューマンケア学部

渡邊 美留さん

小高 太陽さん

看護学科2年

詳しくはP56へ

ヒューマンケア学部

看護学科2年

水口 愛子さん

埼玉県立不動岡高等学校出身

栃木県立足利女子高等学校出身

埼玉県立熊谷西高等学校出身

山梨県立甲府東高等学校出身

新型コロナウイルスの影響で基礎看
護 学 実習Ⅱは 大 学 内で の 実習でした
が、実際にバイタルサイン測定や足浴
の援助を行い、多くの課題が見つかり
ました。
私の場合は援助をするだけで精一杯
で、患者様に対して必要な項目を十分
に観察しきれなかったり、声掛けが不
十 分 に なってしまうこと が ありまし
た。とりわけ「アセスメントのための
情報収 集 」という意識が強く、患者様
に対してひたすら質問を重ねていまし
た。呼吸が 苦しくないか、疲れていな
いかなどの状態を観察し、表情も見な
がら患者様のペースに合わせて自然に
会話を広げ、同時に周囲に気を配れる
くらいの技術を身につける必要がある
と感じました。
３年次は１年通して臨地実習期間に
なります。東都大学には実習先の病院
がたくさんあります。総合病 院、救 急
医 療 の 病 院 等さまざまな役 割を持つ
実習先で学ぶことで、数多くの現場を
知ることが できると思っています。患
者様やそのご家族に本音を明かしてい
ただけるような信頼関係を築けるよう
頑張ります。

助産師になりたいと思ったのは、高校
生の時です。母の出産体験を聞いたこ
とがきっかけでした。母は、私と兄の二
人を帝王切開術で出産しました。その
話を聞き、母の強さと母への感謝の気
持ちを感じた瞬間を今でもよく覚えて
います。看護の知識もない当時の私が
出産に対して興味を持ち、
「 助産師にな
りたい」
と思いました。
入学後学習を進めていくと、
リプロダ
クティブヘルス看護学への興味が更に
深まり、より助産師への憧れが強くなり
ました。大学入学前から目指していた助
産師課程の選抜試験に合格したときは
とても嬉しかったです。それと同時に看
護師課程と両立して学習や実習を乗り
越えていけるかという不安な気持ちも
感じました。選抜試験で選んでいただ
いたことがゴールではなく、
これから助
産師としての確かな知識、技術を身に
つけていけるよう気を引き締めていき
たいです。
卒業後は、大学で学んだことを生か
し、正常分娩だけでなくハイリスク妊娠
にも対応できるよう経験を積んでいき
たいと考えています。

看護師の母から日々進歩する医療の
勉強の難しさや重要性を聞き、高校の
段階で覚悟はできていましたが、大学
に入って
「思ったより大変だ」
と実感して
います。
初めは緊 張していた大 学 生 活です
が、慣れると様々な悩みが出てきます。
困ったことがあると、私はいつもチュー
ター（高校でいうクラス担任）の先生に
相談しています。例えば、
レポート提出。
作文や小論文は得意なのでレポートも
簡単にマスターすることができるだろ
うと思っていましたが、
「根拠をもとに書
く」
ということが想像以上に難しく、結局
自分が何を言いたいのかもわからなく
なって、悩んでしまったことがありまし
た。チューターの先生に相談すると、私
の目線に合わせた的確なアドバイスを
してくださり、少しずつ文章が書けるよ
うになりました。
また、保健師課程に進もうかと相談し
た時も時間をかけて一緒に考えてくだ
さいました。先生はいつも学生の立場
に立って接してくださいます。気軽に相
談することができるだけでなく、真剣に
向き合ってくださるので、私 の 支えと
なっています。

高校生の頃、看護師一日体験を通し
て看護という職業の素晴らしさを感じ、
将来は幅広い知識や技術を身につけ、
患者様一人ひとりに寄り添える看護師
になりたいと思いました。
進路選択にあたって地元の大学も受
験しましたが、関東の方が病院施設な
ど学べる環境がより整っていると考え、
様々な経験が幅広くできる関東への進
学を決めました。東都大学を選んだ大
きな理由は、チューター制度や大学の
関連病院から受けられる『 青淵学園奨
学金 』など学生を支える制度が充実し
ていたからです。一定の条件を満たせ
ば返済が免除になるのが魅力でした。
学費は両親が出してくれますが、光熱
費や食費などの生活にかかるお金は奨
学金を充てています。毎日学ぶことや
覚えなければならないことが多く、つ
らいと感じることもありますが、友人と
協力しあい、知識や技術を吸収できた
時などは達成感を感じます。
将来は、人と人との繋がりを大切に
できる看護師になりたいです。そのた
め日 々 の 学 習 や 体 験に全 力 で 挑 み 、
様々なことを学んでいきたいです。
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Curriculum

４年間で余裕を持って確実に国家試験に合格する
ヒューマンケアを基盤とする特色あるカリキュラム ※赤字は学外実習

。
1年次

2年次

基礎的な看護知識を
身に付け、専門的な
学修への基礎を固める。

看護学概論
ヒューマンケアと看護倫理
生活援助論Ⅰ
生活援助論Ⅱ
ヘルスアセスメンント
基礎看護学実習Ⅰ
地域共生社会と看護
地域の暮らしと看護

看

実践的な知識と技術を身につけるため、
１年次から実習を行います。

いよいよ専門領域へ。
人間の健康と病気に
ついて理解する。

生活援助論Ⅲ
看護実践方法論
基礎看護学実習Ⅱ
成人看護学概論
成人看護学援助論Ⅰ
成人看護学援助論Ⅱ
成人看護学援助論Ⅲ
高齢者看護学概論
高齢者看護学援助論Ⅰ
高齢者看護学援助論Ⅱ
小児看護学概論
小児看護学援助論
リプロダクティブヘルス看護学概論
リプロダクティブヘルス看護学援助論
地域・在宅看護概論
地域・在宅看護援助論
精神看護学概論
精神看護学援助論
家族看護論
リハビリテーション看護
産業看護論Ⅰ

4年次

高度な看護理論と
臨地実習で、
看護職としての
専門性を深める。

看護と臨床判断
成人看護学経過別実習Ⅰ
成人看護学経過別実習Ⅱ
成人看護学実習
成人・高齢者看護学実習
高齢者看護学実習
小児看護学実習
リプロダクティブヘルス看護学実習
地域・在宅看護論実習
精神看護学実習
地域包括ケア論
医療安全

保健師・助産師専門科目群

護
専
門
科
目
群

3年次

保健師課程を履修するために必要な科目

助産師課程を履修するために必要な科目

学校保健活動論

看
護
の
基
礎
科
目
群

身体の構造・機能Ⅰ（基礎）
身体の構造・機能Ⅱ（系統別）
こころの健康
ウェルネス期看護論
経過別看護論
免疫・感染学
病理学
老年病学
病態と治療Ⅰ(呼吸器･循環器･脳神経･血液)
病態と治療Ⅱ(消化器･腎臓･内分泌･代謝）
公衆衛生学
社会福祉概論
保健医療福祉行政のしくみと看護

病態と治療Ⅲ(筋骨格･感覚器)
病態と治療Ⅳ(小児)
病態と治療Ⅴ(泌尿器･生殖器･産婦人科）
薬理学
栄養生化学
精神医学
画像診断学
カウンセリング
看護関係法規
医療経済入門

保健師課程を履修するために必要な科目

疫学
保健統計
保健医療福祉行政論Ⅰ

ヒューマンケア概論
心理学
倫理と医療
人間の生き方
（渋沢栄一・論語）
医療の歴史
生活科学
生活と芸術
生涯スポーツⅠ
生涯スポーツⅡ
法学
(日本国憲法を含む）
社会学
化学基礎
化学
生物学基礎
生物学
統計学入門

物理学
情報処理
大学入門講座
医療
コミュニケーション論
情報学基礎
（ICTを含む）
ボランティア活動論
東都フロンティア
基礎英語
実践英語
フランス語
中国語
手話入門

産業看護論Ⅱ
看護研究方法
ヒューマンケア看護研究
ヒューマンケア総合演習
看護統合実習
看護マネジメント
関係職種連携論
感染看護
がん看護
救急看護
災害看護
国際医療協力
充実した実習で専門的な能力
と実践力を磨きます。

保健師課程（定員25名以内） 必修科目
公衆衛生看護学概論
公衆衛生看護活動論
公衆衛生看護活動展開論

助産師課程を履修するために必要な科目

学校保健活動論

臨地実習を中心に
生きた知識を
身につける。

助産学概論
基礎助産学

公衆衛生看護学演習
健康教育演習
地域アセスメント
公衆衛生看護管理
保健医療福祉行政論Ⅱ
公衆衛生看護学実習

助産師課程（定員10名程度）
必修科目

周産期の基礎
助産診断・技術学Ⅰ
助産診断・技術学Ⅱ
分娩介助技法
地域母子保健
助産管理
助産学実習Ⅰ
助産学実習Ⅱ
先進医療
労働衛生関係法規Ⅰ
労働衛生関係法規Ⅱ

国
家
試
験
受
験
︵
看
護
師
・
保
健
師
・
助
産
師
︶

教育学
臨床哲学
DEATH「死」とは何か
教育情報論
実践医療英語Ⅰ
実践医療英語Ⅱ
異文化理解とコミュニケーション
国際社会
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看護学科

深谷 キャンパス

ヒューマンケア学部

臨地実習
実践的な看護を学修。その経験が確かな力に
実習施設は主として埼玉県内の医療機関および地域の保健・看護・福祉機関（保健所、保健センター、訪問看護ステーション、地域包括支援センター）、学
校や企業等で行われます。１年次は病院の機能や患者に提供される医療サービスを把握し、２年次は一人の患者を受け持ち、アセスメントを行います。３年
次からは、学んできた専門知識・技術を実践に活かす実習が本格化します。そして、４年次前期の看護統合実習では、既習の各領域別実習を振り返り、自己
の学習課題を明確にし、自主・自立した実習を実践するとともに、看護チームの一員として必要な看護実践能力の基盤を養う実習を行います。

恵まれた実習施設で、
実践的な学び が可能に

大学の設立母体が
病院グループであるメリット

深谷赤十字病院をはじめ、周辺地域の医療機関、介護老人保健施
設、保健所・市町村保健センター、訪問看護ステーション、学校、企
業等、学外臨地実習施設と密接な連携をとっています。そのため、入
学後の早い段階から見学実習をはじめとした豊富な実習が可能。ス
ペシャリストとして必要な技術を身につけることができます。

東 都大 学 の 設 立母 体 は、首 都 圏 に 総 ベット数4 , 0 0 0 床 を 超 える
病 院のほか、介護 老人保 健 施 設などを擁し、たくさんの医師や看
護 師が活 躍しています。そのため、現 場 の 生の声が 聞 けることに
加え、さらに就 職へと結びつくチャンスも広がります。

《臨地実習の流れ》
1年次

2年次

基礎看護学実習 Ⅱ

小児看護学実習
成人看護学実習ⅠⅡ
高齢者看護学実習ⅠⅡ
リプロダクティブヘルス看護学実習
精神看護学実習
在宅看護実習

看護師としてふさわしい態度
を習得し、患者に必要な看護
の計画、実施、アセスメントす
る知識・技術を習得します。

1・2年次で学んだ専門知識、技術を実践力へ
と結びつけていきます。集中的な治療を要する
急性期疾患、継続的な治療を要する慢性疾患
など、より専門性の高い実習が本格化します。

基礎看護学実習 Ⅰ

看護師に求められる役割の
理解、医療機関の機能と構
造、各 部 門の 役 割について
学びます。

3年次

4年次
看護統合実習
公衆衛生看護学実習
助産学実習 ⅠⅡ

各領域の実習を振り返り、自己の学習内容を査定
し、追求したい看護領域を明確にして、自主・自立
した実習を実践。看護チームの一員として必要な、
看護実践能力の基盤を養う実習を行います。

● 2021年度 学内実習の様子

在学生 の 声

St

ude

n t ’s V o i c

e

患者様の笑顔を見たときの嬉しさと達成感
信頼される看護師を目指して
ヒューマンケア学部

看護学科4年

横山 佳奈さん

群馬県立館林女子高等学校出身

症状が急激に現れる時期「急性期看護」の臨地実習では、短い入院期間の中で、質の高い、無駄のない
看護ケアを行うことの重要性を学びました。実習では手術・麻酔侵襲による合併症の観察や予防に加え、
退院後の生活も視野に入れて進めていきます。短期間の入院生活の中でいかに患者様にセルフケアについ
てご理解いただき、習得していただけるかを考え、支援に向き合い続けた２週間でした。
私が受け持った患者様は便秘を一番の不安として抱えていました。ご自身で便秘改善を試みる姿がみ
られましたが、その方法が適切ではありませんでした。そこで、私は正しい便秘改善方法を記載したパンフ
レットを作成し、実施を促しました。次の日、
「出たよ！こんなにスッキリしたことはない」と、とても嬉し
そうに話してくださいました。この経験から、エビデンス（根拠）のある情報を患者様に提供することの重
要性を身をもって学ぶことができたことに加え、私の行動から患者様の不安が解消され、笑顔になってい
く姿を見ることができ、私自身も達成感を得ることができました。
この実習を通し、手術室、救急、ICUの看護に興味を持ち始め、急性期の臨床について学びを深めたい
と思いました。自分が行う看護ケアに対し根拠と責任を持った、信頼される看護師になりたいです。
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ヒューマンケア概論

生活援助論Ⅲ

1年次 ヒューマンケアの基礎科目群

人間の命や尊厳に対する畏 敬の念と高い倫理観に裏打ちされた医療ケ
ア であるヒューマンケアとは何かを 学 ぶ ため の 導入科 目で す。将 来、
ヒューマンケアの実践者となる者としての基本的な考え方や姿勢を学び
ます。ヒューマンケアの概要を理 解し説明できる、傾聴・理 解の態 度が
とれる、生命の尊厳・対象を尊重した支援が考えられる、看護職役割を
説明できる、自分なりのヒューマンケア観を観念化し表現することが到
達目標です。

在学生 の 声

St
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n t ’s V o i c

ヒューマンケア学部

e

看護学科3年

常木 滉一郎さん

埼玉県私立本庄第一高等学校出身

2年次

看護専門科目群

全ての人に共 通する看護 実 践の基 礎的知 識と技 術、態 度を学修する科
目です。ここでは診 療 の 補 助 技 術を中心に安 全・安 楽を考慮した看 護
技 術について学び ます。学 修 の 到 達 目標 は、看 護 の 基 本 である、感 染
予防、浣 腸および導尿、与 薬、採 血、吸引、酸 素吸 入、安 楽 促 進の技 術
の修得です。

進学の決め手は「ヒューマンケア」

患者様にとって信頼できるパートナーのような存在になりたい！
東都大学では、
チームワークを大切にし、いつでも相手のことを考えてケアするヒューマンケア力の育成が教育の基
盤にあります。これは私が目的とする
「患者様にとって信頼できるパートナーのような存在」
という看護師像にぴったりだ
と思い、
ここなら自分の目標に向かって努力し続けられると考え、
受験しました。
2年次は、成人や小児、高齢者などその他様々な領域についてより専門的に学びました。看護対象となる人の特徴を
捉えることは、その人に必要な支援はどのようなことか、安心安全なケアを行うためには何が必要なのかを知る手がか
りになります。これらは各領域ごとに大きく違います。豊富な知識・技術を獲得することができた１年間でした。
後期には2回目となる実習があり、学生が患者様を受け持ち、看護を展開していくという経験をしました。初めての受
け持ちで、
コミュニケーションを通じた情報の収集や患者様の容態を考慮した看護計画の立案についてなど戸惑うこと
も多くありました。そのような中でも、
グループメンバーとお互いの学びを共有することで、
自己の課題やその解決方法
などを見出すことができました。
3年次は1年を通して実習期間となり、
より実践的に看護を学んでいきます。2年次の実習で得た基礎的な内容を活か
し、
さらなるステップアップに繋げていきたいと思います。
（例）
2年次後期のカリキュラム
MON
1時間目
2時間目
3時間目
4時間目
5時間目

TUE

学校保健活動論

THU

FRI

保健統計

成人看護学援助論
Ⅰ・Ⅱ
成人看護学援助論
Ⅰ・Ⅱ
保健医療福祉行政論
Ⅰ・Ⅱ

高齢者看護学援助論
社会福祉概論
看護研究方法

在宅看護概論
看護関係法規

高齢者看護学援助論

小児看護学援助論

精神看護学援助論

産業看護論Ⅰ

小児看護学援助論

精神看護学援助論

成人看護学援助論
Ⅰ・Ⅱ

学校保健活動論
リプロダクティブヘルス
看護学援助論
リプロダクティブヘルス
看護学援助論
成人看護学援助論
Ⅰ・Ⅱ

WED
地域の健康と看護Ⅱ

保健医療福祉行政論Ⅱ

学部長・学科長からのメッセージ
解剖学・病理学

教授

勝部 憲一

本学は現在3箇所にキャンパスを持ちますが、ここ深谷のヒューマンケア学部が発祥の地です。ヒューマンケアと
は何でしょうか。ひとの病を治すだけでなく、同じ人間としての他者の尊厳を守っていくことに、自己実現の喜びを
感じることだと思います。アドラーが提唱する「共同体感覚」、あるいは孔子が論語で述べた「忠恕」の精神に通じ
るものだと考えています。またフランスが発祥の Humanitude （ユマニテュード）の認知症患者ケアの精神も、
同じくヒューマンケアに通底するものです。本学部では医療人として看護学に深い理解と技術を持たせることに傾
注しており、将来も自発的に発展し続けることができる人材の育成を目標としております。我々教員とともに学びを
通じて成長する気概にあふれた学生の皆さんの入学を心から歓迎します。
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看護学科

深谷 キャンパス

ヒューマンケア学部

保健師
課程

esson !
Pick up L

公衆衛生看護学演習Ⅰ
・Ⅱ

助産師
課程

定員25名以内

4年次 保健師・助産師専門科目群

実習施設のある市町村や、保健
所管内地 域の「地 域 診断」を実
施します。統 計 資 料やインター
ネットから必 要な情 報を収 集、
分析することで、地域の特性・地
域集団の特徴を理解するととも
に、地 域の状 態を把 握し、住 民
に顕在・潜在している健 康課題
及び改善策、必要な保健事業を
導き出します。グループで行った地域診断を発表し合うことで、学びを深
めるだけでなく、プレゼンテーションの方法についても学びます。

定員10名程度

分娩介助技法

4年次 保健師・助産師専門科目群

正 常（ ロ ー リス ク）分 娩 の 原 理 に 基 づ
き、助 産 師 に 必 要な 診 断 技 術と 分 娩 介
助技法を修得します。基本的な分娩介助
技 法に加 えて、分 娩 体位（フリースタイ
ル）による分娩介助技 法の演習も取り入
れるとともに 、異 常 発 生 時 の 対 応 方 法
や、近年増加している麻酔分娩時の経過
診 断、分 娩 時 の助 産ケア、ハイリスク分
娩を想定した場合の対応の実際も学びます。この授業をはじめ、妊産褥
婦・新生児の診断とケア、助産過程の展開などで学ぶ助産学の多くの知
識が、助産学実習での実践へとつながっていきます。

在学生 の 声

St

ude

n t ’s V o

在学生 の 声

St

ic e

e

女性の味方になれる
助産師になりたい。

ヒューマンケア学部 看護学科４年

ヒューマンケア学部 看護学科4年

栃木県私立白鷗大学足利高等学校出身

埼玉県立深谷高等学校出身

私が保健師を志した理由は、地域で暮らす様々な年代、健康状態の方々
を対象とし、個人・地域全体の持つ強み、ニーズ、健康問題などを保健活動
や交流、観察の中から見出し、解決や改善に向けて、時間をかけて共に行動
していけることに魅力を感じたからです。
保健師は、地域で暮らす新生児から高齢者の方まで全ての年代、健康状
態の方々に向け、保健活動を他職種との連携を図りながら行います。そのた
め、幅広い知識に加え、多方面から物事を観る観察力、様々な年代・職種の
方と関わる会話力が求められます。これまでの学びや経験に加え、今後の保
健師課程においての学習や実習での様々な体験から、それらのスキルをさら
に磨いていきたいです。
私は、特に会話は信頼関係の確立や保健活動の第一歩であると考えてい
ます。コロナ禍や効率化で人々の交流が希薄化している今の時代だからこ
そ、対象者や他職種の方々と積極的に関わり、個人はもちろん、地域全体の
健康を維持・向上していけるような保健師を目指していきたいと思います。

e s s age

荒井 遥さん

私は三つ子です。助産師の方にお世話になったと母から聞く機会が
多かったせいか、幼い頃から助産師という職業に大きな憧れを抱いて
いました。東都大学で学ぶことを希望したのも、助産師課程があるこ
とが大きな理由でした。
助産師課程は看護師課程と並行して勉強を進めるため、忙しい毎日
を送ることになります。しかし、助産師として必要な知識や技術を身に
つけることは、夢を実現するためのプロセスなので、嬉しさや楽しさを
感じます。多くの女性や未来の希望となる命に出会えることが今は何よ
りの楽しみですが、若い世代への性教育や産前産後教育など、助産師
課程では、多くの学びを重ねることになります。妊娠や出産が三者三
様なように、人や時代のニーズも多岐に渡ります。情報を的確に捉え、
その人らしさを大切にサポートすることができるよう人間力も磨きな
がら、女性の味方になれる助産師になることが私の目標です。

教 員M

保健師は健康づくりを行う
スペシャリストです。
公衆衛生看護学

准教授

平塚 久美子

保健師は、赤ちゃんからお年寄りまで地域に
暮らす全ての命と健康を守るために働く専門職
です。健康な方にはその状態が続くように、危
険が潜んでいる方には早く発見され改善するように、疾患を持つ方には
その中で出来る限りの力を発揮できるように、どんな健康レベルの人で
も生き生きとした毎日を過ごせるように支える看護職です。そしていざ
災害が起きた時や感染症が蔓延した時は、人々の普通の暮らしを少し
でも早く取り戻すために奔走します。保健師課程では「保健所や市町村
保健センター、学校、企業」と様々な地域・場での実習を体験します。
人々と向き合い、その地域の課題を見出し、関係する職種や機関と
連携しながら、その地域に必要な社会資源や支援システム、健康施策
を作り上げていく「地域を看護する」保健師活動を、皆さんも学んでみ
ませんか。

13 | Tohto University |

n t ’s V o i c

地域全体の健康を維持・
向上していけるような
保健師になりたい！
落合 竜也さん

教 員M

ude

e s s age

女性の心と身体に寄り
添える助産師を目指して。
リプロダクティブヘルス看護学・
助産学

教授

湯舟 邦子

本学には、助産師を目指す強い意志をもって
入学してこられる方、看護師を目指して入学さ
れ様々な学習を通して助産師を目指す方も少
なくありません。助産師課程選択を希望する方
は3年次後期の選抜試験を受けていただき、合格発表後、基礎助産学
をはじめ本格的に学習を始めます。4年次で行う助産学実習は、人の
誕生の場面において母子の生命に直接かかわるケアとして昼夜問わ
ずの10例以上の分娩介助をします。さらに、妊娠期から産後まで継続
した関わりを通して、産後の女性の支援者、育児の支援者として実習
をします。実習にあたっては、覚悟が必要ですが、それだけにやりきっ
た先の達成感は大きく、それを教員、臨地実習施設の指導者、協力し
ていただく妊産褥婦の方たちと喜び合える感動があります。その体験
を通して、女性自身の持つ力を高める支援や女性の心と身体に寄り添
える助産師を目指し、根拠に基づくケアを学ぶこと、最善を尽くす志
を持つことの重要性を身につけてほしいと思っています。

Faculty of Human care

施設＆設備
高度な技術を修得するための充実した施設・設備

基礎・成人看護実習室

学生４名に対して１台のベッドで実際の入院生
活を想定した演習が行われます。ヒューマンケア
の理念に基づき、患者の気持ちを考えながら、
清潔の援助、移動、食事、排泄、褥瘡予防など看
護専門職として必要な基本的な知識・技術・技
能を修得します。

高齢者・公衆衛生・在宅・精神看護実習室

高齢者・公衆衛生・在宅・精神領域における人々
の生活を想定した実習設備となっています。地
域・医療施設での必要な看護が実践できるよう
事例に基づいた知識、技術を学び、倫理観に根
ざした専門職としての基本を身につけます。

リプロダクティブヘルス・小児・
助産看護実習室

新生児の生理的変化の観察や身体計測、沐浴方
法を通して、新生児の生理的変化を学びます。ま
た、小児の身体計測等からも成長発達段階を学べ
る施設になっています。新生児や小児の特性に応
じた看護の知識と技術及び情意を修得します。

シミュレーション室

図書館

キャリア支援センター

体育館

エントランス

メディアプラザA

高機能シミュレーション人形6体、フィジカルア
セスメントモデル１体、CPRモデル２体を配 備
し、机 上では学べない活きた学習を行います。
実習前後の自己学習にも活用しています。

「生涯スポーツⅠ・Ⅱ」の授業やサークル活動な
どにも使用されています。

ガラス窓に囲まれた開放感ある図書館。モダン
な設計で、木製の書架や学習設備など温かみの
ある空間となっており、学生に好評です。看護系・
栄養系を中心とした図書、雑誌、視聴覚資料など
を数多く取り揃えており、検索システムを使って
閲覧したい本を探していただくことも可能です。

水辺には小鳥が 来ることもあり、いこいの場に
なっています。

キャリア支援センターは学生の就職や進学など
将来の進 路 選択、キャリア形成をサポートしま
す。求人情報の提供、マナー講座、インターンシ
ップ紹介、心得などのガイダンスを実施します。
また、病院説明会を開催し、就職内定までのサ
ポートをしていきます。

「情報学基礎」
「教育情報論」などの授業で使
用されています。
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深谷キャンパス ヒューマンケア学部

主な就職先

埼玉県
上尾中央総合病院
池田レディースクリニック
イムス富士見総合病院
イムス三芳総合病院
医療生協さいたま生活協同組合
入間市（保健師）
岡病院
小川赤十字病院
神川町役場（保健師）
上里町役場（保健師）
上福岡総合病院
川口市（保健師）
川口市立医療センター
関越病院
北里大学メディカルセンター
熊谷総合病院
栗橋病院
鴻巣市（保健師）
鴻巣病院
越谷北病院
越谷市（保健師）
越谷市立病院
埼玉医科大学国際医療センター
埼玉医科大学病院
埼玉協同病院
埼玉県警察（保健師）
埼玉県健康づくり事業団（保健師）
埼玉県済生会川口総合病院
埼玉県済生会栗橋病院
埼玉県職員（保健師）
埼玉県立病院
（循環器・呼吸器病センター、
がんセンター、小児医療センター、
精神医療センター）
埼玉慈恵病院
さいたま市立病院
埼玉森林病院
群馬県
伊勢崎市民病院
イムス太田中央総合病院
太田記念病院
黒沢病院
群馬県済生会前橋病院
群馬県病院局
（心臓血管センター、がんセンター、
精神医療センター、小児医療センター）
群馬大学医学部附属病院
群馬中央病院
公立富岡総合病院
公立藤岡総合病院
渋川医療センター
善衆会病院
高木病院
高崎総合医療センター
高崎中央病院
鶴谷病院
日高病院
前橋赤十字病院
老年病研究所附属病院

青森県
八戸病院
むつ総合病院
秋田県
秋田県厚生農業協同組合連合会
JA秋田厚生連
岩手県
岩手県立病院
山形県
山形県病院事業局職員
米沢市立病院
宮城県
坂総合病院
仙台病院
福島県
いわき市医療センター
いわき病院
総合南東北病院
福島県立医科大学附属病院
福島労災病院
星総合病院
南相馬市役所（保健師）
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看護学科

さいたま赤十字病院
埼玉石心会病院
埼玉西協同病院
埼玉病院
さいたま北部医療センター
彩の国東大宮メディカルセンター
埼玉メディカルセンター
指扇療養病院
自治医科大学附属さいたま医療センター
秀和総合病院
白岡中央総合病院
新久喜総合病院
新越谷病院
秩父市保健センター（保健師）
ティーエムクリニック
ティーエムクリニック（保健師）
TMGあさか医療センター
東都春日部病院
戸田中央総合病院
獨協医科大学埼玉医療センター
新座志木中央総合病院
西熊谷病院
蓮田市（保健師）
羽生総合病院
飯能市（保健師）
東埼玉病院
東松山市保健センター（保健師）
東松山市立市民病院
深谷赤十字病院
深谷中央病院
本庄市（保健師）
本庄総合病院
みさと健和病院
三郷中央総合病院
皆野町役場（保健師）
八潮中央総合病院

茨城県
石岡市（保健師）
茨城県立こども病院
茨城西南医療センター
霞ヶ浦医療センター
古河赤十字病院
筑波記念病院
筑波大学附属病院
筑波メディカルセンター
水戸済生会総合病院
水戸赤十字病院
友愛記念病院

東京都
愛育病院
赤羽岩淵病院
足立東部病院
板橋中央総合病院
稲城市立病院
江戸川病院
NTT東日本関東病院
荏原病院
青梅市立総合病院
大久保病院
大田病院
大森赤十字病院
葛飾赤十字産院
河北リハビリテーション病院
がん研究会有明病院
北里大学北里研究所病院
北多摩病院
杏林大学医学部付属病院
九段坂病院
佼成病院
江東病院
国際医療福祉大学三田病院
国立国際医療研究センター病院
国立成育医療研究センター
国立精神・神経医療研究センター
駒木野病院
榊原記念病院
賛育会病院
三軒茶屋第一病院

三軒茶屋病院
三楽病院
順天堂大学医学部附属順天堂病院
順天堂大学医学部附属練馬病院
湘南美容クリニック
昭和大学江東豊洲病院
昭和大学病院
新山手病院
聖路加国際病院
関川病院
立川相互病院（保健師）
玉川病院
多摩南部地域病院
帝京大学医学部附属病院
東京医科歯科大学医学部附属病院
東京医科大学八王子医療センター
東京医科大学病院
東京北医療センター
東京共済病院
東京警察病院
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター
東京慈恵会医科大学附属第三病院
東京慈恵会医科大学附属病院
東京品川病院
東京女子医科大学東医療センター
東京女子医科大学病院
東京女子医科大学八千代医療センター
東京腎泌尿器センター大和病院
東京逓信病院

栃木県
足利赤十字病院
済生会宇都宮病院
佐野厚生総合病院
佐野市民病院
自治医科大学附属病院
栃木県立岡本台病院
獨協医科大学日光医療センター
獨協医科大学病院
那須赤十字病院
芳賀赤十字病院
千葉県
おゆみの中央病院
柏厚生総合病院
順天堂大学医学部附属浦安病院
千葉愛友会記念病院
千葉大学医学部附属病院
千葉徳州会病院
千葉メディカルセンター
津田沼中央総合病院
東京女子医科大学八千代医療センター
成田赤十字病院
船橋中央病院

山梨県
山梨県立中央病院
山梨赤十字病院
山梨大学医学部附属病院
静岡県
国際医療福祉大学熱海病院
静岡県立静岡がんセンター
静岡県立総合病院
富士宮市（保健師）
富士宮市立病院
新潟県
魚沼基幹病院
柏崎厚生病院
立川綜合病院
新潟県立燕労災病院
新潟医療センター
新潟県病院局
新潟市民病院
新潟大学医歯学総合病院
新潟大学地域医療教育センター・魚沼基幹病院
新潟西蒲メディカルセンター病院
南魚沼市立病院

長野県
相澤病院
大町総合病院
南長野医療センター篠ノ井総合病院
JA長野厚生連佐久総合病院
中部公衆医学研究所（保健師）
長野県立病院機構
長野赤十字病院
長野中央病院
富山県
厚生連滑川病院
愛知県
トヨタ記念病院
名古屋市立大学病院

大阪府
大阪府立病院機構母子保健総合医療センター
京都府
京都民医連中央病院
広島県
広島市立安佐市民病院
岡山県
水島協同病院
熊本県
済生会熊本病院
沖縄県
沖縄協同病院

東京都病院経営本部
東京都保健医療公社
東京都立大塚病院
東京都立多摩総合医療センター
東京都立広尾病院
東京都立墨東病院
東京武蔵野病院
東京山手メディカルセンター
東京臨海病院
東都文京病院
東邦大学医療センター大橋病院
東邦大学医療センター大森病院
東和病院
豊島病院
虎の門病院
成増厚生病院
日本医科大学付属病院
日本赤十字社医療センター
日本大学医学部附属板橋病院
日野市立病院
三宿病院
三井記念病院
南多摩病院
武蔵野赤十字病院
武蔵野徳洲会病院
明理会中央総合病院
労働保険協会（保健師）

神奈川県
神奈川県立こども医療センター
神奈川県立病院機構
神奈川リハビリテーション病院
金沢文庫病院
北里大学病院
済生会横浜市東部病院
済生会横浜市南部病院
相模大野病院
湘南鎌倉総合病院
湘南藤沢徳洲会病院
昭和大学藤が丘病院
新百合ヶ丘総合病院
聖マリアンナ医科大学病院
茅ヶ崎市立病院
相模原赤十字病院
帝京大学医学部附属溝口病院
平塚共済病院
横浜医療センター
横浜市立市民病院
横浜市立大学附属総合市民医療センター
横浜新都心脳神経外科病院
横浜新緑総合病院
横浜中央病院

進学
奥羽大学 歯学部
天使大学大学院助産研究科
新潟大学養護教諭特別別科
公務員
秩父消防本部
臨床試験支援サービス
3Hメディソリューション株式会社

卒業生メッセージ

看護学科

Faculty of Human care

深谷キャンパス ヒューマンケア学部

今しかできないことを
楽しみながら学んでください。

学生時代に努力した分、
必ず自分の成長につながります。

医療法人社団全仁会 東都春日部病院
職種：看護師 所属：内科・整形外科 混合病棟

東都文京病院
職種：看護師 所属：感染症病棟

栗原 未来さん 2019年度卒業

森 拓海さん 2018年度卒業

小学校高学年の頃、祖母が入院したことをきっかけに、病院にお見舞いに行く
機会が増えました。長期入院になった祖母にいつも笑顔で接してくださる看護
師の方の姿がとても頼もしく感じ、
「私も将来は医療サポートが必要な方々の力
になれる仕事がしたい」
と考えるようになりました。高校生になって本格的に進
路を考えた時に
「資格がほしい」
と強く思い、看護師を目指す決意をしました。
看護師になりたいという思いがある方は
「看護の勉強は本当に大変」
という話
を１度は聞いたことがあると思います。私も大学４年間は毎日忙しく、
大変でした。
高校生の時は暗記をしておけばクリアできたことも大学生になるとレポートの
記載もテストも実習も
「根拠」
が必要になります。十分に理解していないと前に
進むことができないのです。本当に自分に看護師という仕事が向いているのか
などを考えながら必死に勉強や実習に向き合う毎日でした。
しかし、慢性疾患を
抱える患者様に対し、患者様の立場で考え、性格や生活を考慮して指導すること
の難しさを知った実習、
自分の看護で患者様の気持ちや体調に良い変化が見ら
れたと感じることができた実習が、今の私の看護師としての基盤になっていま
す。現在の業務は、血圧は安定しているか、点滴に漏れがないか、薬はしっかり服
用されているかなど患者様の身体の状態を確認する基本的なことから、長引く
COVID-19の影響でお見舞いが難しいご家族への対応など多岐に渡ります。そ
のような中で、
お礼の言葉をいただいたり、笑顔で退院されていく姿を見た時は
何にも代えがたいやりがいを感じます。
大学を卒業してからも医療の勉強は続きます。今、看護師をはじめ医療職を目
指している皆さんには、勉強や部活動、趣味など今しかできないことを楽しみな
がら学んでもらいたいと思っています。そこから患者様との会話のヒントが必ず
見つかるからです。色々な引き出しを持っておくことを心がけてください。医療
大学を目指す皆さんの先輩として応援しています。

看護師になって4年目を迎えました。まだまだ知識不足だったり臨機応変な
対応ができず反省することも多いですが、先輩方のご指導のもと日々自分の行
う業務に責任を感じながら COVID-19病棟に勤務しています。
COVID-19感染者が日本国内で急激に増加した際、医療機関は感染患者の
対応に追われました。私が勤務する病院も例外ではなく、軽症・中等症の受け
入れを開始しました。感染専門病棟に配属が決まった際は「2年目の自分が役
割を果たすことができるのか」と不安な思いもありましたが、先輩方が私のよ
うな後輩看護師をカバーするかたちで病棟のシステムを作りあげることができ
ました。一から病棟を立ち上げ、稼働を開始する業務に携われたこと、院内感
染を起こさないように対策、業務改善を繰り返す感染専門病棟で勤務する経
験は、私の思い描く看護観を模索していく上でとても良い刺激になりました。
COVID-19についての看護研究にも携わることもでき、現在は感染病棟でし
か学べないことが経験できて良かったとポジティブに捉えています。
大学時代、私は器用ではないため、新しい科目を習得するまで人より時間が
かかる方でしたが、東都大学にはそんな私に対しても長所を見つけられるよう
な関わりや指導をしてくださる先生方がいて、大学で見つけたその長所が基盤
となって、看護師として働く今の自分を支えてくれています。私は2時間かけて
大学に通っていたため苦労することが多く、大学4年間はとても忙しかったの
ですが、その時努力した分、技術や知識が増えるだけでなく自分自身の成長に
もつながっていると感じました。看護師になることだけではなく、人としての考
え方、コミュニケーションについても学ぶことができ、人としての成長もできま
した。切磋琢磨できる友人にも出会え、苦しいことばかりでなく楽しいこともた
くさんありました。皆さんも壁にぶつかっても諦めずに頑張ってください。

4年制大学で数少ない
助産師課程がある東都大学。
自分を信じて学んでください。

市民に寄り添い健康を守る、
それができるのは
行政保健師です。

埼玉医科大学総合医療センター
職種:助産師 所属 :産科病棟

埼玉県秩父市保健センター勤務
職種：保健師 所属：保健医療部保健センター

磯野 早希さん 2020年度卒業

大沢 紗さん 2017年度卒業

助産師になって2年目に入りました。1年目はMFICU(母体・胎児集中治療
室)に所属し、病棟では主に中期〜妊娠後期の妊婦や帝王切開後の看護を学
びました。埼玉医科大学総合医療センターは総合周産期センターのため、教
科書的には数パーセントの発症率の疾 患の看護を経 験することが できま
す。また病棟以外にも、新生児や分娩、手術室も担当する日もあります。覚え
ることや学ぶことが多く不安や緊張の毎日ですが、ひとつでも多くのことを
吸収できるように日々努力しています。
母体内の胎児のことや入院のため会うことができない家族のことを心配
したり、薬の副作用で身体的なつらさをもっていたりと様々な妊婦さんたち
が出産に向けて頑張っています。コロナ禍で制限がある中でも入院生活が
快適に送れるように、お産の場面では希望に沿ったバースプランを実現でき
るようにすることを心がけています。精神的な支援は特に難しく悩むことも
ありますが、
「ありがとう」と言ってもらえたり、母と子の笑顔を見るととても
嬉しくなり、また頑張ろうという気持ちになれます。
看護師と助産師の国家試験受験は勉強量も多く、限られた時間で両立し
て勉強を進めなければなりません。プレッシャーや焦り、不安のある中での
勉強は本当に大変でした。この勉強方法でいいのかと迷うことや模試の結
果で落ち込むこともあると思いますが、一番は自分を信じることが大切で
す。迷ったら誰かに相談したり、息抜きもしながら地道にコツコツとがんばっ
てください。大学での勉強は決して無駄になりません。応援してします。

保健師になって今年で6年目になりました。保健師は看護師とは異なり、
地域の健康づくりがメインとなる仕事です。日々地域の健康増進を意識し、
ニーズに合わせた支援ができるよう仕事に励んでいます。
保健センターは新生児から高齢者まで多くの方々と関わります。対象者に
よって支援の方法も異なるため、その方を観察する力やコミュニケーション
能力が必要となります。心を開いていただけるよう寄り添う姿勢が何より大
切だと感じています。また、現在はCOVID-１９のワクチン接種の担当課にも
なっているため、今まで以上に忙しい時期ですが、通常業務もこなしながら
協力し合って遂行しています。
保健師になり、地域の方々だけでなく幼稚園や病院、保健所等、その他多
くの方に覚えていただいたり他職種と連携する機会が増えました。その中
で、仕事は自分一人ではなく色々な方に相談することの大切さも学びまし
た。楽しいことばかりではありませんが、対象者の方の笑顔が見られたり、健
康な姿を見ると、とても嬉しく、やりがいを感じます。人と関わることが好き
な方や、予防医療に興味のある方は保健師をぜひ目指してほしいです。
大学生活は大変なこともありましたが、仲間と一緒に勉強したことは一生
の思い出です。学生時代の学びはその時しか経験できないかげかえのない
ものであり、さらに就職後の自分自身に必ず繋がります。自分のなりたい姿
を想像しながら、頑張ってください。応援しています。

群馬県立伊勢崎高等学校出身

千葉県立安房高等学校出身

東京都私立堀越高等学校出身

埼玉県立秩父高等学校出身
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