
Curriculum

Faculty of H
um

an care
at M

akuhari

幕張ヒューマンケア学部
「ヒューマンケア」の学びと実践から、
人間愛ある医療人を育成します。

入学から次の進路まで
フォロー

優れた
教育環境

充実した
サポート体制

ヒューマンケアの高度な
実現と臨床に役立つ
看護学の発展を目指す。

実践重視の
教育

幕張ヒューマンケア学部 看護学科2年
佐々木 晴通さん
千葉県私立東京学館浦安高等学校出身

詳しくはP53へ詳しくはP27へ

幕張ヒューマンケア学部 看護学科3年
渡邉 里佳子さん
埼玉県私立獨協埼玉高等学校出身

幕張ヒューマンケア学部 看護学科3年
堀江 梨穂さん
鳥取県立境高等学校出身

詳しくはP51・52へ 詳しくはP56へ

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。

社会医療法人社団順江会
江東病院

■実習施設例

医療法人社団大坪会
東都文京病院

目標につながる 4 つの特色

1 2 3 4

キャンパス幕張

　高校生の時に、新型コロナウイルスが流
行しました。その中で、医療従事者の方々
が必死に動き、社会を支えている現状を知
り、「こんなにも頑張っている人がいるん
だ」と、とても感銘を受け看護師を志しま
した。
　昨年はコロナ禍の影響によりオンライン
授業が中心でしたが、今年に入ってから全
ての講義が対面授業に戻りました。講義や
演習では、先生方が親身になって教えてく
ださるので、理解しやすく、モチベーション
も高く保ちながら学習ができています。
　1年次の臨地実習は、主に見学実習でし
た。正確な援助を実施するところを実際に
見て、演習だけでは味わえない緊張感や雰
囲気を感じ、とても刺激を受けました。「実
践重視」の東都大学だからこそ、1年次とい
う早い時期に経験でき、今後の学習に活か
すこともできます。
　講義や演習で学習したことについても、
単に知った状態のままにするのではなく、
この知識をどのように活用できるのかを意
識し、どのような患者様に対しても適切な
対応ができる医療人を目指しています。
　今後は実習も本格化し、講義内容も専
門的なものが増えていきます。講義や実習
に加え、国家試験や就職活動も、友人達と
助け合いながら楽しく充実した大学生活
を送っていきたいです。

幕張ヒューマンケア学部 看護学科3年
加藤 さくらさん
千葉県私立千葉英和高等学校出身

　母が看護師で、｢患者様からありがと
うと言われると嬉しい｣とよく話してお
り、私自身も誰かの役に立てること、そ
の実感ができる環境で働きたいと思う
ようになりました。様々な考え方や価値
観の違いを常に学ぶことのできる場で
もあると感じ、看護師を目指しました。
　コロナ禍の授業は、貴重な対面授業
の日がとても嬉しく、考える力が身につ
いた1年でした。特に患者様の心理や、
様々な場面に適した言動を改めて考え
るようになりました。大学生活の中では
不安な時期もありましたが、充実したサ
ポートが受けられました。基礎的な看護
科目から演習、実習と、様々なキャリア
を持つ先生方による講義はどれもわか
りやすく、課題にも的確なアドバイスを
いただき、充実した１年でした。生活面
でも親身になって話を聞いていただき、
モチベーションを高めることもできまし
た。チューター制度で友人同士でも高
め合い、勉強できる環境も魅力です。
　3年次は、実習や国家試験対策がより
本格的になります。培ってきた考える力
を活かし、友人と一緒に目標に向かって
歩んでいきたいです。

　幼い頃、祖母が入院した時に不安でいっ
ぱいだった私に優しく声を掛けてくれたの
が看護師の方でした。それから「将来は相
手の心に寄り添える看護師になりたい」と
思い、目指すようになりました。
　大学に入学した後すぐにコロナ禍になり
オンライン授業が中心になりましたが、演
習などでは学校に通い仲間と協力し合いな
がら先生の細かい指導の元、学びを深めて
います。
　今年になり対面授業に戻りましたが、オ
ンラインでもチューター制度を用い先生と
の連絡が取れるため、疑問に思ったところ
はすぐに質問し解決することが出来ます。
　私が東都大学を選んだ理由のひとつに、
利便性があります。海浜幕張駅から徒歩10
分以内の距離にキャンパスがあり、大きな
ショッピングモールや飲食店など大学周辺
の施設が充実しています。カフェなどもあ
るため、普段とは違う環境で勉強ができる
ことで、より勉強の質を上げることができ、
大学の近くに公園もあるので、リフレッシュ
することもできます。空きコマや授業後に、
友人と気軽に食事に行くこともできます。
　恵まれた環境の中で、患者様に寄り添え
る看護師を目指してこれからも努力を続け
ていきたいです。

　看護の仕事に興味を持ったのは中学生
の時です。祖父が入院している時に間近
で看護の仕事を見る機会があり、患者様
だけではなくその家族、また小児から高齢
者まで幅広く関わりながら命と向き合う責
任感のある仕事ということを知り、将来は
医療従事者になりたいと思いました。
　進学は地元を離れ、関東圏に行こうと考
えていましたが、心配だったのは経済面で
す。学費は両親が出してくれていますが、
生活費までは難しいと思い、独自の奨学金
がある大学を検討していました。その時に
見つけたのが「青淵学園奨学金」のある東
都大学です。青淵学園奨学金は、一定の条
件を満たすことで返済が免除となります。
また、関連病院がある安心の面から東都
大学への進学を決めました。この2年間新
型コロナウイルス感染症の影響で想像し
ていた学校生活を送ることができません
でしたが、周りの人に恵まれ新たな環境で
も楽しく過ごすことができています。
　3年次は領域実習が始まります。1、2年
次では思うように実習ができず、初めて病
院での実習が行われます。不安や心配は
ありますが、これまで学んだことを実践の
場で活かせるように頑張ります。

「人間愛ある医療人の育成」を教育理念に、人
間尊重を基礎とするケア、すなわちヒューマン
ケアを実践できる医療人を育成するカリキュ
ラム構成で、学年進行に従い、基礎から専門へ
と知識・技術の修得を目指します。1年次早期
から、臨床実習を実施することで医療人として
の倫理観・責任感を養い、その上に知識、実践
力を身につけていきます。また県下の行政・医
療機関との密接な協力関係を構築して教育や
研究活動での充実を実現します。

学生が教員とのふれあいを通じて勉学
活動に意欲的に取り組めるようにチュー
ター制を採用し、授業科目の履修や学生
生活の様々な事柄、国家試験や就職面
等の将来の目標に向かっての相談に応
じます。また、本学の設立母体の学校法
人青淵学園は、特定医療法人大坪会グ
ループの一員でもあり、病院などにおけ
る学生の臨地実習への協力、奨学資金
の援助・就職面などで支援を得ることが
できます。

幕張新都心の文教地区で
周辺大学とも連携
幕張新都心の文教地区にあり、周囲にも千
葉県立保健医療大学、神田外語大学、放送
大学及び千葉工業大学などの大学があり、
これらの大学とも教育連携を図ることを目
指します。その他にも高等学校や専門学校
などをはじめ、先端技術や次世代の産業を
生み出す研究所などもあり、新しい時代の
ニーズに応える高度な人材を育む学術、研
究施設などが集中しているので、その社会
資源を活用することが可能です。また、
キャンパスの眼前には緑豊かな海浜幕張
公園が広がり、幕張メッセなどが整備さ
れ、充実したキャンパスライフが送れます。

看護学科

JR京葉線
至蘇我方面至東京方面

神田外語大学

千葉工業大学
海浜幕張駅

県立

シネプレックス幕張シネプレックス幕張

イオン海浜幕張店イオン海浜幕張店

三井アウトレット
パーク
三井アウトレット
パーク

保健
医療大放送大学

東都大学
幕張キャンパス1号館

東関東自動車道
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基礎看護学概論
ヘルスアセスメント
生活援助論Ⅰ
生活援助論Ⅱ
生活科学
ヒューマンケア基盤実習
精神看護学概論
地域・在宅看護概論

ヒューマンケアと看護倫理
生活援助論Ⅲ
看護実践方法論
健康教育論
基礎看護学実習
小児看護学概論
小児看護学援助論Ⅰ
成人看護学概論
急性期看護学援助論Ⅰ
慢性期看護学援助論Ⅰ
高齢者看護学概論
高齢者看護学援助論Ⅰ
リフロ゚タグティフ ベルス看護学概論
リフロ゚タグティフ ベルス看護学援助論Ⅰ
公衆衛生看護学概論
家族看護論
精神看護学援助論
地域・在宅看護援助論
リハビリテーション看護
看護カウンセリング
がん看護

小児看護学援助論Ⅱ
小児看護学実習Ⅰ
小児看護学実習Ⅱ
急性期看護学援助論Ⅱ
慢性期看護学援助論Ⅱ
健康レベル別看護学実習Ⅰ
健康レベル別看護学実習Ⅱ
高齢者看護学援助論Ⅱ
高齢者看護学実習
リフロ゚タグティフ ベルス看護学援助論Ⅱ
リフロ゚タグティフ ベルス看護学実習
地域包括ケア概論
精神看護学実習
地域・在宅看護実習
看護研究方法
感染看護
災害看護

地域母子保健　　
産業看護活動論
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
医療安全論
医療関係職種連携論
看護管理
医療政策論入門
救急看護
国際看護

身体の構造・機能Ⅰ
身体の構造・機能Ⅱ
身体の構造・機能Ⅲ
生化学
薬理学
病態学
感染と免疫
疾病治療論Ⅰ
疾病治療論Ⅱ
公衆衛生学

医療栄養学
疾病治療論Ⅲ
疾病治療論Ⅳ
疾病治療論Ⅴ
疾病治療論Ⅵ
医療工学入門
保健医療福祉行政論Ⅰ

健康障害の回復と支援
看護関係法規
社会福祉概論
医療経済入門
疫学

保健医療福祉行政論Ⅱ　

遺伝と健康
先進医療
労働衛生関係法規

ヒューマンケア概論
心理学
倫理と医療
千葉近代史と人々の営み
社会学
医療と看護の歴史
文化とアート
化学
数学の基礎
生物学
物理学入門
統計学入門
大学入門講座
情報機器の理解
情報リテラシー
文章表現と論文作成法
論理学入門
手話入門
自己実現とキャリアアップ
英語Ⅰ
英語Ⅱ
中国語
フランス語
比較文化論

法学（日本国憲法を含む）
哲学
スポーツ健康科学Ⅰ
スポーツ健康科学Ⅱ
英語Ⅲ
英語Ⅳ
医療英語
英語表現とﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

国際コミュニケーション論

公衆衛生看護活動展開論Ⅱ
公衆衛生看護学演習Ⅱ
公衆衛生看護管理
公衆衛生看護学実習Ⅱ

保健 師専 門科 目群（定員20名）

1年次
基礎的な看護知識を
身につけ、専門的な
学修への基礎を固める。

2年次
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。

3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。

4年次

臨地実習を中心に
生きた知識を
身につける。
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保健師課程を履修するために必要な科目

保健統計　

保健師課程を履修するために必要な科目

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

公衆衛生看護活動論Ⅰ
公衆衛生看護活動論Ⅱ
公衆衛生看護活動展開論Ⅰ
公衆衛生看護学演習Ⅰ
公衆衛生看護学実習Ⅰ
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学費等を奨学金で
カバーできます！

独自の
奨学金制度

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。
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はすぐに質問し解決することが出来ます。
　私が東都大学を選んだ理由のひとつに、
利便性があります。海浜幕張駅から徒歩10
分以内の距離にキャンパスがあり、大きな
ショッピングモールや飲食店など大学周辺
の施設が充実しています。カフェなどもあ
るため、普段とは違う環境で勉強ができる
ことで、より勉強の質を上げることができ、
大学の近くに公園もあるので、リフレッシュ
することもできます。空きコマや授業後に、
友人と気軽に食事に行くこともできます。
　恵まれた環境の中で、患者様に寄り添え
る看護師を目指してこれからも努力を続け
ていきたいです。

　看護の仕事に興味を持ったのは中学生
の時です。祖父が入院している時に間近
で看護の仕事を見る機会があり、患者様
だけではなくその家族、また小児から高齢
者まで幅広く関わりながら命と向き合う責
任感のある仕事ということを知り、将来は
医療従事者になりたいと思いました。
　進学は地元を離れ、関東圏に行こうと考
えていましたが、心配だったのは経済面で
す。学費は両親が出してくれていますが、
生活費までは難しいと思い、独自の奨学金
がある大学を検討していました。その時に
見つけたのが「青淵学園奨学金」のある東
都大学です。青淵学園奨学金は、一定の条
件を満たすことで返済が免除となります。
また、関連病院がある安心の面から東都
大学への進学を決めました。この2年間新
型コロナウイルス感染症の影響で想像し
ていた学校生活を送ることができません
でしたが、周りの人に恵まれ新たな環境で
も楽しく過ごすことができています。
　3年次は領域実習が始まります。1、2年
次では思うように実習ができず、初めて病
院での実習が行われます。不安や心配は
ありますが、これまで学んだことを実践の
場で活かせるように頑張ります。

「人間愛ある医療人の育成」を教育理念に、人
間尊重を基礎とするケア、すなわちヒューマン
ケアを実践できる医療人を育成するカリキュ
ラム構成で、学年進行に従い、基礎から専門へ
と知識・技術の修得を目指します。1年次早期
から、臨床実習を実施することで医療人として
の倫理観・責任感を養い、その上に知識、実践
力を身につけていきます。また県下の行政・医
療機関との密接な協力関係を構築して教育や
研究活動での充実を実現します。

学生が教員とのふれあいを通じて勉学
活動に意欲的に取り組めるようにチュー
ター制を採用し、授業科目の履修や学生
生活の様々な事柄、国家試験や就職面
等の将来の目標に向かっての相談に応
じます。また、本学の設立母体の学校法
人青淵学園は、特定医療法人大坪会グ
ループの一員でもあり、病院などにおけ
る学生の臨地実習への協力、奨学資金
の援助・就職面などで支援を得ることが
できます。

幕張新都心の文教地区で
周辺大学とも連携
幕張新都心の文教地区にあり、周囲にも千
葉県立保健医療大学、神田外語大学、放送
大学及び千葉工業大学などの大学があり、
これらの大学とも教育連携を図ることを目
指します。その他にも高等学校や専門学校
などをはじめ、先端技術や次世代の産業を
生み出す研究所などもあり、新しい時代の
ニーズに応える高度な人材を育む学術、研
究施設などが集中しているので、その社会
資源を活用することが可能です。また、
キャンパスの眼前には緑豊かな海浜幕張
公園が広がり、幕張メッセなどが整備さ
れ、充実したキャンパスライフが送れます。

看護学科

JR京葉線
至蘇我方面至東京方面

神田外語大学

千葉工業大学
海浜幕張駅

県立

シネプレックス幕張シネプレックス幕張

イオン海浜幕張店イオン海浜幕張店

三井アウトレット
パーク
三井アウトレット
パーク

保健
医療大放送大学

東都大学
幕張キャンパス1号館

東関東自動車道
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基礎看護学概論
ヘルスアセスメント
生活援助論Ⅰ
生活援助論Ⅱ
生活科学
ヒューマンケア基盤実習
精神看護学概論
地域・在宅看護概論

ヒューマンケアと看護倫理
生活援助論Ⅲ
看護実践方法論
健康教育論
基礎看護学実習
小児看護学概論
小児看護学援助論Ⅰ
成人看護学概論
急性期看護学援助論Ⅰ
慢性期看護学援助論Ⅰ
高齢者看護学概論
高齢者看護学援助論Ⅰ
リフロ゚タグティフ ベルス看護学概論
リフロ゚タグティフ ベルス看護学援助論Ⅰ
公衆衛生看護学概論
家族看護論
精神看護学援助論
地域・在宅看護援助論
リハビリテーション看護
看護カウンセリング
がん看護

小児看護学援助論Ⅱ
小児看護学実習Ⅰ
小児看護学実習Ⅱ
急性期看護学援助論Ⅱ
慢性期看護学援助論Ⅱ
健康レベル別看護学実習Ⅰ
健康レベル別看護学実習Ⅱ
高齢者看護学援助論Ⅱ
高齢者看護学実習
リフロ゚タグティフ ベルス看護学援助論Ⅱ
リフロ゚タグティフ ベルス看護学実習
地域包括ケア概論
精神看護学実習
地域・在宅看護実習
看護研究方法
感染看護
災害看護

地域母子保健　　
産業看護活動論
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
医療安全論
医療関係職種連携論
看護管理
医療政策論入門
救急看護
国際看護

身体の構造・機能Ⅰ
身体の構造・機能Ⅱ
身体の構造・機能Ⅲ
生化学
薬理学
病態学
感染と免疫
疾病治療論Ⅰ
疾病治療論Ⅱ
公衆衛生学

医療栄養学
疾病治療論Ⅲ
疾病治療論Ⅳ
疾病治療論Ⅴ
疾病治療論Ⅵ
医療工学入門
保健医療福祉行政論Ⅰ

健康障害の回復と支援
看護関係法規
社会福祉概論
医療経済入門
疫学

保健医療福祉行政論Ⅱ　

遺伝と健康
先進医療
労働衛生関係法規

ヒューマンケア概論
心理学
倫理と医療
千葉近代史と人々の営み
社会学
医療と看護の歴史
文化とアート
化学
数学の基礎
生物学
物理学入門
統計学入門
大学入門講座
情報機器の理解
情報リテラシー
文章表現と論文作成法
論理学入門
手話入門
自己実現とキャリアアップ
英語Ⅰ
英語Ⅱ
中国語
フランス語
比較文化論

法学（日本国憲法を含む）
哲学
スポーツ健康科学Ⅰ
スポーツ健康科学Ⅱ
英語Ⅲ
英語Ⅳ
医療英語
英語表現とﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

国際コミュニケーション論

公衆衛生看護活動展開論Ⅱ
公衆衛生看護学演習Ⅱ
公衆衛生看護管理
公衆衛生看護学実習Ⅱ

保 健 師 専 門 科 目 群（定員20名）

1年次
基礎的な看護知識を
身につけ、専門的な
学修への基礎を固める。

2年次
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。

3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。

4年次

臨地実習を中心に
生きた知識を
身につける。

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア
の
基
礎
科
目
群

保健師課程を履修するために必要な科目

保健統計　

保健師課程を履修するために必要な科目

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

公衆衛生看護活動論Ⅰ
公衆衛生看護活動論Ⅱ
公衆衛生看護活動展開論Ⅰ
公衆衛生看護学演習Ⅰ
公衆衛生看護学実習Ⅰ
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学費等を奨学金で
カバーできます！

独自の
奨学金制度

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。
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キャンパス幕張
幕張ヒューマンケア学部 看護学科

在学生の声
Student ’s  Voice

看護学教育の核となる看護学実習とは
看護学は対象者の健康ニーズへの援助を行う実践の科学です。講義
や演習で得た学びを、実践の場であらゆる健康レベル、発達段階に
ある人々を対象にし、実践能力を培うために行います。本学部では、
早期からの臨床実習で
体得していきます。

千葉県内の各医療機関を始め、介護老人保健施設、訪問看護ステー
ション、保育園、保健所・保健センター等で、様々な対象に応じた看
護を学びます。

臨地実習の舞台となる施設例

　家族が介護士として仕事をしているため、看護師の役割や必要性について話を聞く機会が多々あり
ます。様々な場所で働くことができ、高い専門性と責任感が必要とされる看護師を目指して東都大学
に進学しました。
　昨年度は新型コロナウイルスの影響により、オンライン授業が中心でした。これまでとは異なった授
業の受け方でしたが、対面型授業よりもスムーズな授業進行で、十分な環境で学習することができま
した。コロナ禍での基礎看護学実習Ⅱもオンラインでしたが、先生方がカメラを繋いで撮影の方向や
全体像、手元のアップなどわかりやすい授業をしてくださったので、とても臨場感があり、しっかりと学
ぶことができました。今年は対面型授業に戻りつつあるので、さらに気を引き締めていきたいです。
　コロナ禍で看護師の需要はますます高まっているというニュースをよく耳にします。現場で少しでも
戦力になれるよう私の健康管理も怠らず、学んでいきたいと思います。

● 東京歯科大学市川総合病院　　
● 東和病院
● 江東病院

その他、千葉市及びその周辺市町村の介護老人保健福祉施設
訪問看護ステーション  保育所  千葉県等の保健所・
保健センター・千葉市内小中学校　など

● セコメディック病院
● 東都文京病院
● 中村古峡記念病院 など　

実習施設は主として千葉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、地域包括センター）、産業、教
育機関等で行われます。１年次は病院の機能、患者に提供される医療サービス把握、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。

実践的な臨床を学修。その経験が確かな力に。

臨地実習

サポートも充実した環境での4年間、
現場で戦力となれる看護師を目指して。

幕張ヒューマンケア学部　看護学科4年

千葉県立津田沼高等学校出身
小牧 愛果さん

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。

看護師としてふさわしい
態度の習得。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。

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。

《臨地実習の流れ》

1年次

基礎看護学実習 公衆衛生看護学実習Ⅱ
看護統合実習

2年次 3年次 4年次

ヒューマンケア基盤実習

小児看護学実習Ⅰ
小児看護学実習Ⅱ

健康レベル別期看護学実習Ⅰ
健康レベル別期看護学実習Ⅱ

高齢者看護学実習
リプロダクティブヘルス看護学実習

精神看護学実習
地域・在宅看護実習
 公衆衛生看護学実習Ⅰ
公衆衛生看護学実習Ⅱ
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在学生の声
Student ’s  Voice

看護の基礎科目群

（例）2年次後期のカリキュラム

Pick up Lesson !

身体の構造と機能Ⅰ・Ⅱ 看護専門科目群ヘルスアセスメント1年次 1年次

最高の環境で自分のやりたい看護の勉強をしています！

幕張ヒューマンケア学部　看護学科3年

千葉県立幕張総合高等学校出身
狐塚 秀馬さん

看護の対象となる「生活者としてのヒト」を理解するために、身体の基本
構造と機能について学びます。様々なデータから対象者の病態や病因を
理解し、科学的根拠をもった看護を実践するために基礎となる科目です。
また、この科目を通して、医療に携わるチーム間での情報共有に必要な専
門用語を理解・修得します。以上のような基礎的知識をもとに、人体の外
部環境及び内部環境における調節機能の素晴らしさ・不思議さについて
学習を進めていきます。

看護には、人間を自然環境や社会の中の生活者としてとらえ、対象の健康
状態を身体的・精神的・社会的な視点から総合的に査定（アセスメント）
する力が必要となります。本科目ではフィジカル（身体的）アセスメントに
重点をおき、自身の五感を活用し、バイタルサイン（体温・脈拍・呼吸・血
圧)の測定技術や、問診・視診・聴診・触診・打診による呼吸器系・循環器
系・消化器系・運動系等のアセスメント技術について学びます。

　中学生の頃から現在まで陸上競技に励んでおり、体を動かすことが好きです。看護師を志した理由は、入学当初、
姉が看護師であるため同じ看護師になろう、くらいの軽い気持ちでした。しかし、入学後に勉強をしていく中で、看護
師にはスポーツの経験を活かせる”スポーツナース”という資格があること、運動選手への看護に特化した職場がある
ことを先生から教えていただきました。曖昧な理由での入学でしたが、現在は、明確にスポーツに特化した看護師に
なるために、勉強に励んでいます。
　看護のかたちは1つではありません。自分が最も興味の持てる分野で、自分がやりたい看護のかたちを入学後に探
していくのも一つの楽しみになると思います。
　1年次の、身体の構造と機能の講義では、筋肉や関節の構造や機能、神経の働きなど、看護をする上で必要な知識
を学んでいきます。ただ学習するのではなく、スポーツと関連付けて学習するなど、好きなことと結び付けて学ぶこと
でより学習に対しての楽しみは膨らんでいきます。
　先生のサポートも手厚く、分からないことを質問しやすい環境が整っています。学校生活を送る上での不安な点や、
将来の自分がやりたいことについての話など、親身になって相談を聞いてくださり、アドバイスまでもらえます。成り
たい自分を実現する最適な環境で、積極的に勉学に励んでいきたいと思います。

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

5時間目

MON TUE WED THU FRI

在宅看護援助論

疫学
疾病治療論Ⅲ
家族看護論
疾病治療論Ⅲ
家族看護論

看護関係法規
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

小児看護学概論 在宅看護援助論

社会福祉概論
保険医療福祉行政論
健康教育論
社会福祉概論

保険医療福祉行政論
健康教育論

英語表現と
プレゼンテーション

疾病治療論Ⅵ

生活援助論Ⅲ

生活援助論Ⅲ

英語Ⅲ

成人看護学援助論Ⅰ

成人看護学援助論Ⅰ

看護実践方法論

疾病治療論Ⅳ
疾病治療論Ⅴ

学部長からのメッセージ 専門基礎分野 教授  根本 清次
　東都大学幕張ヒューマンケア学部の特徴は言うまでもなく、看護学科、理学療法学科、臨床工学科の3学科を有
することで、入学定員も東都大学3キャンパス中で最多です。　
　看護師あるいは、選抜のもと保健師の養成に特化した看護学科、身体機能の回復とリハビリテーションに関わ
る理学療法士の養成に特化した理学療法学科、医療において発展を遂げる種々の臨床機器や情報機器を取り扱う
臨床工学科、と個々に見ればかけ離れた印象にある3学科ですが、異なる分野の専門性を保ちながら、ヒューマン
ケアという共通の理念を掲げているため、他の学科の存在を互いに身近に感じるという利点があります。すなわ
ち、健康に関する幸福の実現に取り組む、という帰属感と、それぞれの分野で専門職を目指すという未来感を、本
学部に入学することで体感することができます。このような東都大学での経験は、やがて専門職となる学生にとっ
ての勇気の糧となるものと確信しております。医療技術はそれを発揮する場としての医療施設が重要な鍵となりま
すが、東都大学の連携する病院・施設がこれを支えることとなります。幕張という東京近郊の地の利を活かしなが
ら、皆様とともに幕張ヒューマンケア学部を今後も発展させていきたいと考えております。
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キャンパス幕張
幕張ヒューマンケア学部 看護学科

在学生の声
Student ’s  Voice

看護学教育の核となる看護学実習とは
看護学は対象者の健康ニーズへの援助を行う実践の科学です。講義
や演習で得た学びを、実践の場であらゆる健康レベル、発達段階に
ある人々を対象にし、実践能力を培うために行います。本学部では、
早期からの臨床実習で
体得していきます。

千葉県内の各医療機関を始め、介護老人保健施設、訪問看護ステー
ション、保育園、保健所・保健センター等で、様々な対象に応じた看
護を学びます。

臨地実習の舞台となる施設例

　家族が介護士として仕事をしているため、看護師の役割や必要性について話を聞く機会が多々あり
ます。様々な場所で働くことができ、高い専門性と責任感が必要とされる看護師を目指して東都大学
に進学しました。
　昨年度は新型コロナウイルスの影響により、オンライン授業が中心でした。これまでとは異なった授
業の受け方でしたが、対面型授業よりもスムーズな授業進行で、十分な環境で学習することができま
した。コロナ禍での基礎看護学実習Ⅱもオンラインでしたが、先生方がカメラを繋いで撮影の方向や
全体像、手元のアップなどわかりやすい授業をしてくださったので、とても臨場感があり、しっかりと学
ぶことができました。今年は対面型授業に戻りつつあるので、さらに気を引き締めていきたいです。
　コロナ禍で看護師の需要はますます高まっているというニュースをよく耳にします。現場で少しでも
戦力になれるよう私の健康管理も怠らず、学んでいきたいと思います。

● 東京歯科大学市川総合病院　　
● 東和病院
● 江東病院

その他、千葉市及びその周辺市町村の介護老人保健福祉施設
訪問看護ステーション  保育所  千葉県等の保健所・
保健センター・千葉市内小中学校　など

● セコメディック病院
● 東都文京病院
● 中村古峡記念病院 など　

実習施設は主として千葉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、地域包括センター）、産業、教
育機関等で行われます。１年次は病院の機能、患者に提供される医療サービス把握、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。

実践的な臨床を学修。その経験が確かな力に。

臨地実習

サポートも充実した環境での4年間、
現場で戦力となれる看護師を目指して。

幕張ヒューマンケア学部　看護学科4年

千葉県立津田沼高等学校出身
小牧 愛果さん

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。

看護師としてふさわしい
態度の習得。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。

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。

《臨地実習の流れ》

1年次

基礎看護学実習 公衆衛生看護学実習Ⅱ
看護統合実習

2年次 3年次 4年次

ヒューマンケア基盤実習

小児看護学実習Ⅰ
小児看護学実習Ⅱ

健康レベル別期看護学実習Ⅰ
健康レベル別期看護学実習Ⅱ

高齢者看護学実習
リプロダクティブヘルス看護学実習

精神看護学実習
地域・在宅看護実習
 公衆衛生看護学実習Ⅰ
公衆衛生看護学実習Ⅱ
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在学生の声
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看護の基礎科目群

（例）2年次後期のカリキュラム

Pick up Lesson !

身体の構造と機能Ⅰ・Ⅱ 看護専門科目群ヘルスアセスメント1年次 1年次

最高の環境で自分のやりたい看護の勉強をしています！

幕張ヒューマンケア学部　看護学科3年

千葉県立幕張総合高等学校出身
狐塚 秀馬さん

看護の対象となる「生活者としてのヒト」を理解するために、身体の基本
構造と機能について学びます。様々なデータから対象者の病態や病因を
理解し、科学的根拠をもった看護を実践するために基礎となる科目です。
また、この科目を通して、医療に携わるチーム間での情報共有に必要な専
門用語を理解・修得します。以上のような基礎的知識をもとに、人体の外
部環境及び内部環境における調節機能の素晴らしさ・不思議さについて
学習を進めていきます。

看護には、人間を自然環境や社会の中の生活者としてとらえ、対象の健康
状態を身体的・精神的・社会的な視点から総合的に査定（アセスメント）
する力が必要となります。本科目ではフィジカル（身体的）アセスメントに
重点をおき、自身の五感を活用し、バイタルサイン（体温・脈拍・呼吸・血
圧)の測定技術や、問診・視診・聴診・触診・打診による呼吸器系・循環器
系・消化器系・運動系等のアセスメント技術について学びます。

　中学生の頃から現在まで陸上競技に励んでおり、体を動かすことが好きです。看護師を志した理由は、入学当初、
姉が看護師であるため同じ看護師になろう、くらいの軽い気持ちでした。しかし、入学後に勉強をしていく中で、看護
師にはスポーツの経験を活かせる”スポーツナース”という資格があること、運動選手への看護に特化した職場がある
ことを先生から教えていただきました。曖昧な理由での入学でしたが、現在は、明確にスポーツに特化した看護師に
なるために、勉強に励んでいます。
　看護のかたちは1つではありません。自分が最も興味の持てる分野で、自分がやりたい看護のかたちを入学後に探
していくのも一つの楽しみになると思います。
　1年次の、身体の構造と機能の講義では、筋肉や関節の構造や機能、神経の働きなど、看護をする上で必要な知識
を学んでいきます。ただ学習するのではなく、スポーツと関連付けて学習するなど、好きなことと結び付けて学ぶこと
でより学習に対しての楽しみは膨らんでいきます。
　先生のサポートも手厚く、分からないことを質問しやすい環境が整っています。学校生活を送る上での不安な点や、
将来の自分がやりたいことについての話など、親身になって相談を聞いてくださり、アドバイスまでもらえます。成り
たい自分を実現する最適な環境で、積極的に勉学に励んでいきたいと思います。

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

5時間目

MON TUE WED THU FRI

在宅看護援助論

疫学
疾病治療論Ⅲ
家族看護論
疾病治療論Ⅲ
家族看護論

看護関係法規
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

小児看護学概論 在宅看護援助論

社会福祉概論
保険医療福祉行政論
健康教育論
社会福祉概論

保険医療福祉行政論
健康教育論

英語表現と
プレゼンテーション

疾病治療論Ⅵ

生活援助論Ⅲ

生活援助論Ⅲ

英語Ⅲ

成人看護学援助論Ⅰ

成人看護学援助論Ⅰ

看護実践方法論

疾病治療論Ⅳ
疾病治療論Ⅴ

学部長からのメッセージ 専門基礎分野 教授  根本 清次
　東都大学幕張ヒューマンケア学部の特徴は言うまでもなく、看護学科、理学療法学科、臨床工学科の3学科を有
することで、入学定員も東都大学3キャンパス中で最多です。　
　看護師あるいは、選抜のもと保健師の養成に特化した看護学科、身体機能の回復とリハビリテーションに関わ
る理学療法士の養成に特化した理学療法学科、医療において発展を遂げる種々の臨床機器や情報機器を取り扱う
臨床工学科、と個々に見ればかけ離れた印象にある3学科ですが、異なる分野の専門性を保ちながら、ヒューマン
ケアという共通の理念を掲げているため、他の学科の存在を互いに身近に感じるという利点があります。すなわ
ち、健康に関する幸福の実現に取り組む、という帰属感と、それぞれの分野で専門職を目指すという未来感を、本
学部に入学することで体感することができます。このような東都大学での経験は、やがて専門職となる学生にとっ
ての勇気の糧となるものと確信しております。医療技術はそれを発揮する場としての医療施設が重要な鍵となりま
すが、東都大学の連携する病院・施設がこれを支えることとなります。幕張という東京近郊の地の利を活かしなが
ら、皆様とともに幕張ヒューマンケア学部を今後も発展させていきたいと考えております。



講義室1-D・講義室2-F
《少人数から多人数まで対応する講義室》
60名収容の教室から120名を収容できる大教
室まであり、学生が充実した授業を受けられる
環境が備わっています。ヒューマンケアの理念
に基づき専門職として必要な知識を習得する
授業が行われています。

実習室A
学生4名に対して1台のベッドで実際の生活を想
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。

シンポジウムホール
《一度に1000人収容可能なホール》
主に入学式、学位記授与式で利用される施設です。
時に外部の医療関係者や芸能・スポーツ関係者の
方の講演や演奏会などのイベントでも使用してい
ます。

実習室B
リプロダクティブヘルス看護学、小児看護学の
演習を行います。モデル人形を使用し、妊産褥
婦、新生児、乳幼児に対して必要な観察や診察
介助、身体計測、成長・発達に応じた日常生活
援助の技術を学びます。自信をもって臨地実習
へ行けるよう技術の習得を目指します。

学生食堂
お昼時は多くの学生が利用しています。授業の
合間の息抜きの場としてご利用ください。
※2022年4月現在

図書館
医療関係の専門書や雑誌、DVDなど多くの資料
を備えています。資料の貸出し・閲覧以外にも、
レポートや試験勉強を行うための学習スペース、
視聴覚資料閲覧コーナーが設けられており、多く
の学生が利用しています。

ヤマザキショップ
1号館内にはコンビニエンスストアがあり、学生
が多く利用しています。学生寮等で宿泊する際に
も役立っています。購入した飲み物や食べ物は学
内にあるイートインスペースを利用して飲食する
ことで、リラックスできます。

体育館
「スポーツ健康科学Ⅰ・Ⅱ」の授業やサークル活動な
どにも使用されています。

メディアプラザ
「情報機器の理解」「情報処理」などの授業で使用
されています。

在学生の声
Student ’s  Voice

幕張ヒューマンケア学部 看護学科4年

千葉県立千葉西高等学校出身
網谷 百夏さん

Pick up Lesson !

公衆衛生看護活動展開論Ⅰ

幅広く、柔軟に対応できる
保健師として、
地域貢献がしたい！

地域における個人、集団、組織の
ニーズにあわせた、保健師による
地域保健活動の展開について学
習します。この科目では、対象の
特徴に応じた方法にはどのよう
なものがあるかを理解して、個人
や家族を対象とした個への支援
技術として「健康相談」と「家庭
訪問」を、集団を対象とした支援
技術として「健康教育」と「健康診査」について学習します。「健康相談」
「家庭訪問」「健康教育」「健康診査」の具体的技術については、公衆衛生
看護学演習Ⅰ（3年次）で引き続き学習していきます。

公衆衛生看護活動の展開において、と
ても重要な「地域診断」について、事例
などを用いながら演習をおこないま
す。地域診断では、様々な情報から地
域の特性を把握し、アセスメントを行
い、地域の健康課題を明らかにし、そ
の健康課題を解決する対策を検討す
る一連のプロセスを実施します。また
適宜プレゼンテーションを行うことにより、将来、保健師として対象となる
地域住民や自治体等組織への支援技術も修得できるよう学習します。引き
続いて学習する公衆衛生看護学実習Ⅱ（4年次）において、実習地である自
治体（市町村）などで実際に「地区診断」を行っていきます。

　私達の学年は、保健師課程に１5名います。保健師課程は履修できる定員
数が20名と限られており、1年次から勉強に集中し、準備を進めてきました。
　３年次後期に、保健所実習に行きました。この実習では、地域の特性に
合わせ、健康活動を行う現場で学びました。また、地域住民のQOL(生活
の質)が向上するよう、関係機関と連携をとりあう場面も学びました。広域
的で、且つ専門的なサービスを行う保健所の保健師について理解を深め
ることのできた実習でした。4年次には、市区町村、産業、学校分野での実
習があります。幅広い分野を学習する中で、理想とする保健師像を具体化
し、目指していきたいと考えています。
　これまでの学習の中で、保健師は幅広い方と関わる仕事だと学びまし
た。広い視野を持ち、柔軟に対応する力が大切だと感じています。大学で
は、グループで取り組む演習もあり、一緒に学ぶ仲間や友人から学ぶ機会
も多いです。これからも講義や演習、実習を通して、対象者に寄り添う視
点を養いながら、多くの考え方を見つけていきたいです。
　卒業後は保健師として働き、人々の健康を支援することで、社会や地域
に貢献していきたいです。

保健師
課程
定員20名

在学生の声
Student ’s  Voice

幕張ヒューマンケア学部 看護学科3年

千葉県銚子市立銚子高等学校出身
石橋 夢月さん

その人らしい”生活に向けた
支援のできる保健師に。

　高校3年生の時、オープンキャンパスで出会った先輩に保健師課程
について教えていただきました。その時に、健康や地域貢献、予防医
学に興味を持ち、保健師を志すようになりました。現在は、保健師にな
るため当時から学びたかったことを実際に学んでいます。
　保健師課程に合格した時は、とても嬉しかったです。その反面、今
後は看護師及び保健師国家資格の同時取得を目指すため、危機感
と、一層努力する強い心構えを持ちました。３年生の４月から対面授業
で保健師課程の授業が始まり、先生方の熱心で丁寧なご指導のおか
げで、大変さの中でも充実感を感じています。
　保健師は地域住民に一番近い看護職であると思います。地域で生
活する子どもからお年寄りまで、幅広い世代から信頼され、身近に感
じてもらえる保健師になりたいと思います。地域の特性を知りながら
人間関係を深め、健康で活力のある"その人らしい"生活に向けた支
援のできるよう、今後の勉学に励んでいきたいです。

学科長からのメッセージ
成人看護学  教授  岡本 佐智子
　ヒューマンケアのヒューマンとは「ひと」という意味です。そして、ケアには世話や手当てという行為の意
味と、相手に対する配慮や気づかいなどの感情や態度に関する意味が含まれています。ヒューマンケアと
は、あたたかな関係づくりからはじまり、その過程において対象者も看護者も共に成長することです。
　看護を必要とする人びとを慈しみ、かけがえのない存在として支えるためには、専門職としての確かな
知識と技術を身につけるだけではなく、人間としての「心」を育てることが大切です。
　4年間の学修は確かに大変です。それだけに、やりがいと充実感が得られます。また、その中で、「友」や
「師」を見つけてください。その出会いは一生のものとなり、これからの人生を支えてくれるものになるで
しょう。
　東都大学で一緒に学びましょう。教職員一同で、皆さんをお待ちしております。
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講義室1-D・講義室2-F
《少人数から多人数まで対応する講義室》
60名収容の教室から120名を収容できる大教
室まであり、学生が充実した授業を受けられる
環境が備わっています。ヒューマンケアの理念
に基づき専門職として必要な知識を習得する
授業が行われています。

実習室A
学生4名に対して1台のベッドで実際の生活を想
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。

シンポジウムホール
《一度に1000人収容可能なホール》
主に入学式、学位記授与式で利用される施設です。
時に外部の医療関係者や芸能・スポーツ関係者の
方の講演や演奏会などのイベントでも使用してい
ます。

実習室B
リプロダクティブヘルス看護学、小児看護学の
演習を行います。モデル人形を使用し、妊産褥
婦、新生児、乳幼児に対して必要な観察や診察
介助、身体計測、成長・発達に応じた日常生活
援助の技術を学びます。自信をもって臨地実習
へ行けるよう技術の習得を目指します。

学生食堂
お昼時は多くの学生が利用しています。授業の
合間の息抜きの場としてご利用ください。
※2022年4月現在

図書館
医療関係の専門書や雑誌、DVDなど多くの資料
を備えています。資料の貸出し・閲覧以外にも、
レポートや試験勉強を行うための学習スペース、
視聴覚資料閲覧コーナーが設けられており、多く
の学生が利用しています。

ヤマザキショップ
1号館内にはコンビニエンスストアがあり、学生
が多く利用しています。学生寮等で宿泊する際に
も役立っています。購入した飲み物や食べ物は学
内にあるイートインスペースを利用して飲食する
ことで、リラックスできます。

体育館
「スポーツ健康科学Ⅰ・Ⅱ」の授業やサークル活動な
どにも使用されています。

メディアプラザ
「情報機器の理解」「情報処理」などの授業で使用
されています。

在学生の声
Student ’s  Voice

幕張ヒューマンケア学部 看護学科4年

千葉県立千葉西高等学校出身
網谷 百夏さん

Pick up Lesson !

公衆衛生看護活動展開論Ⅰ

幅広く、柔軟に対応できる
保健師として、
地域貢献がしたい！

地域における個人、集団、組織の
ニーズにあわせた、保健師による
地域保健活動の展開について学
習します。この科目では、対象の
特徴に応じた方法にはどのよう
なものがあるかを理解して、個人
や家族を対象とした個への支援
技術として「健康相談」と「家庭
訪問」を、集団を対象とした支援
技術として「健康教育」と「健康診査」について学習します。「健康相談」
「家庭訪問」「健康教育」「健康診査」の具体的技術については、公衆衛生
看護学演習Ⅰ（3年次）で引き続き学習していきます。

公衆衛生看護活動の展開において、と
ても重要な「地域診断」について、事例
などを用いながら演習をおこないま
す。地域診断では、様々な情報から地
域の特性を把握し、アセスメントを行
い、地域の健康課題を明らかにし、そ
の健康課題を解決する対策を検討す
る一連のプロセスを実施します。また
適宜プレゼンテーションを行うことにより、将来、保健師として対象となる
地域住民や自治体等組織への支援技術も修得できるよう学習します。引き
続いて学習する公衆衛生看護学実習Ⅱ（4年次）において、実習地である自
治体（市町村）などで実際に「地区診断」を行っていきます。

　私達の学年は、保健師課程に１5名います。保健師課程は履修できる定員
数が20名と限られており、1年次から勉強に集中し、準備を進めてきました。
　３年次後期に、保健所実習に行きました。この実習では、地域の特性に
合わせ、健康活動を行う現場で学びました。また、地域住民のQOL(生活
の質)が向上するよう、関係機関と連携をとりあう場面も学びました。広域
的で、且つ専門的なサービスを行う保健所の保健師について理解を深め
ることのできた実習でした。4年次には、市区町村、産業、学校分野での実
習があります。幅広い分野を学習する中で、理想とする保健師像を具体化
し、目指していきたいと考えています。
　これまでの学習の中で、保健師は幅広い方と関わる仕事だと学びまし
た。広い視野を持ち、柔軟に対応する力が大切だと感じています。大学で
は、グループで取り組む演習もあり、一緒に学ぶ仲間や友人から学ぶ機会
も多いです。これからも講義や演習、実習を通して、対象者に寄り添う視
点を養いながら、多くの考え方を見つけていきたいです。
　卒業後は保健師として働き、人々の健康を支援することで、社会や地域
に貢献していきたいです。

保健師
課程
定員20名

在学生の声
Student ’s  Voice

幕張ヒューマンケア学部 看護学科3年

千葉県銚子市立銚子高等学校出身
石橋 夢月さん

その人らしい”生活に向けた
支援のできる保健師に。

　高校3年生の時、オープンキャンパスで出会った先輩に保健師課程
について教えていただきました。その時に、健康や地域貢献、予防医
学に興味を持ち、保健師を志すようになりました。現在は、保健師にな
るため当時から学びたかったことを実際に学んでいます。
　保健師課程に合格した時は、とても嬉しかったです。その反面、今
後は看護師及び保健師国家資格の同時取得を目指すため、危機感
と、一層努力する強い心構えを持ちました。３年生の４月から対面授業
で保健師課程の授業が始まり、先生方の熱心で丁寧なご指導のおか
げで、大変さの中でも充実感を感じています。
　保健師は地域住民に一番近い看護職であると思います。地域で生
活する子どもからお年寄りまで、幅広い世代から信頼され、身近に感
じてもらえる保健師になりたいと思います。地域の特性を知りながら
人間関係を深め、健康で活力のある"その人らしい"生活に向けた支
援のできるよう、今後の勉学に励んでいきたいです。

学科長からのメッセージ
成人看護学  教授  岡本 佐智子
　ヒューマンケアのヒューマンとは「ひと」という意味です。そして、ケアには世話や手当てという行為の意
味と、相手に対する配慮や気づかいなどの感情や態度に関する意味が含まれています。ヒューマンケアと
は、あたたかな関係づくりからはじまり、その過程において対象者も看護者も共に成長することです。
　看護を必要とする人びとを慈しみ、かけがえのない存在として支えるためには、専門職としての確かな
知識と技術を身につけるだけではなく、人間としての「心」を育てることが大切です。
　4年間の学修は確かに大変です。それだけに、やりがいと充実感が得られます。また、その中で、「友」や
「師」を見つけてください。その出会いは一生のものとなり、これからの人生を支えてくれるものになるで
しょう。
　東都大学で一緒に学びましょう。教職員一同で、皆さんをお待ちしております。
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幕張キャンパス幕張ヒューマンケア学部 看護学科 幕張キャンパス幕張ヒューマンケア学部 看護学科

主な就職先

越谷誠和病院
さいたま市民医療センター
戸田中央総合病院

新百合ヶ丘総合病院

宮城県

福島県

岩沼市役所（保健師）

福島労災病院

長野県

相澤病院

愛知県

名古屋第二赤十字病院

千葉県
柏厚生総合病院
鎌ヶ谷総合病院
行徳総合病院
国際医療福祉大学成田病院
順天堂大学医学部附属浦安病院
新松戸中央総合病院
総合医療センター成田病院
千葉市立海浜病院
千葉県済生会習志野病院
千葉県立病院（千葉県こども病院）
千葉市病院局
千葉大学医学部附属病院
千葉中央メディカルセンター
千葉徳洲会病院
千葉西総合病院
千葉メディカルセンター
津田沼中央総合病院
帝京大学ちば総合医療センター
東京歯科大学市川総合病院
東邦大学医療センター佐倉病院
成田赤十字病院
成田病院
船橋市役所（保健師）
船橋総合病院
船橋中央病院

東京都 埼玉県

神奈川県

霞ヶ浦医療センター
筑波大学附属病院

茨城県

板橋中央総合病院
イムス東京葛飾総合病院
永寿総合病院
がん研究会有明病院
北多摩病院
江東病院
三軒茶屋第一病院
東京蒲田病院
東京慈恵医科大学付属病院
東京小児療育病院
東京都保健医療公社
東京都立墨東病院
東京曳舟病院
東京山手メディカルセンター
豊島病院
日本医科大学病院
三井記念病院

卒業者数

81名

就職希望者数

75名

進学希望者数

1名

その他

5名

卒業生メッセージ

患者様が地域の中でどのような
生活を送っているのか、
想像しながら看護を
学んでください。

 

宮城県岩沼市役所
職種：保健師

宮城県立宮城第一高等学校出身
大橋 優芽さん 2021年度卒業

　幕張ヒューマンケア学部看護学科の1期生として卒業し、現在は行政保健師
として勤務しています。まだ入庁したばかりですが、地域の特性を学びながら、
1日でも早く保健師として地域の方々の健康増進に役立てるよう日々精進し
ています。
　現在、保健師として働いていますが、大学4年間の勉強や実習はとても大変
でした。特に大変だったのは、実習と就職活動を同時進行で行わなければなら
なかったことです。実習で忙しい中、就職活動がうまくいかず、心が折れそうに
なったことが何度もありました。しかし、先生方が親身になって就職活動のアド
バイスをしてくださったこと、実習先の指導者の方にも励ましの言葉をいただ
いたこと、家族や友人が応援してくれたことが、とても大きな力になりました。
大変なこともたくさんありましたが、同じ目標をもつ友人とともに励まし合い
ながら過ごした4年間は、かけがえのないものだったと感じています。大変な
日々があったからこそ、保健師という夢が叶えられたのだと思います。
　当たり前のことではありますが、「病気を患っている人」というのは病院の中
だけではありません。地域の中にも病気と向き合いながら暮らしている方は
たくさんいます。看護を学ぶにあたり考えてもらいたいことは、「病気を抱える
人がどのように地域の中で生活しているのか」ということです。退院した後も、
患者様の生活は地域の中で続いていきます。患者様が退院後、日常生活にお
いて何に困るかを考える必要があります。どのような状態で退院してほしい
か、住み慣れた地域でできる限り長く生活を送ってもらうため、どのような支
援が必要か、それらのことを常に自分で考え、日々の勉強や実習に取り組んで
ください。そうすることで、対象者の方に適した看護を展開することができると
思います。

大学生活は日々全力で学習に励み、
素敵な看護師/保健師に
なってください。

 

千葉県船橋市役所
職種：保健師

沖縄県立名護高等学校出身出身
長山 舞香さん 2021年度卒業

　念願の保健師として採用され、保健センターに配属されました。大学を卒
業しても毎日勉強が続いていますが、先輩方に助けていただき、同期と励ま
し合いながら頑張っています。地域住民と少しずつ関わることも増えてきて、
保健師の仕事の重要性を改めて感じています。また、保健師の業務は私が所
属している保健センターだけでなく、市内の他の保健センターや保健所とも
連携を取り合うことが多いので、コミュニケーション能力がとても大事だと
実感しています。覚えることも多く大変な毎日ですが、地域住民か頼られる
保健師を目指していきたいと思っています。
　大学４年間で最も大変なことは実習ではないでしょうか。記録物はもちろ
ん、受け持ち患者様の疾患についての勉強など、どれだけ時間があっても足
りないというほどあっという間に時間が過ぎていきます。しかし、苦労した
分、実習で得られるものは必ず自分自身の大きな力になります。私の中で特
に印象に残っている実習は、保健師課程の臨地実習（公衆衛生看護学実習
II）です。これまで訪れたことがない自治体でしたが、その場所の人と関わり、
特産物などを知ることで地域性を捉えることができました。保健師の業務は
どの自治体でも同じように見えて、地域性が重要になることを学びました。
実際に、今の職場で担当の地区を持たせていただいているのですが、その地
域の特徴などについて知ることから始まりました。これまでの実習での経験
がとても役に立ちました。
　看護学科の大学生は日々の学習時間がとても大事です。大変だと感じるこ
とも多くありますが、大学生活で学んだことは、今後必ず自分を助けてくれま
す。 
　大学には丁寧に指導してくださる先生方がいます。くじけそうなときには先
生や友人を頼って頑張ってください。

看護師になるという思いを胸に、
看護をしっかり学んで大学4年間を
有意義に送ってください。

 

友人と切磋琢磨し、
自分の目指している看護師としての
目標に向かって突き進んでください。

社会医療法人社団順江会 江東病院 
職種：看護師  
所属：循環器内科・泌尿器科・婦人科

千葉県私立昭和学院高等学校出身
直原 更紗さん 2021年度卒業

　幕張ヒューマンケア学部看護学科の１期生として今年３月に大学を卒業し、看
護師になりました。私たちの学年はCOVID-19の影響で臨地実習やインターン
シップへの参加ができず、私自身も「就職してから自分は看護師としてしっかりと
働けるのだろうか」ということがとても不安でした。しかし、勤務先の先輩は私た
ちが臨地実習へ行けなかったことを把握して研修や説明を丁寧に行ってくださ
るなど、しっかりと環境も整えてくださいました。覚えることも多く、大変な毎日で
すが、１日でも早く病棟で活躍できるよう、努力しています。
　１期生として入学した私たちの学年は、自分たちで一から作りだすことが多く、
そこにCOVID-19も重なり、大変なこともたくさんありましたがとても充実した
４年間でした。COVID-19 の影響で、在学中はペーパーペイシェント（紙上患者）
での実習が多かったのですが、その中でも患者様の個別性を考え、療養生活を
快適に過ごせるような、気分転換ができるような工夫を考えてきました。しかし、
実習が終わった後に、「本当にあの関わり方で患者様に満足していただけるのだ
ろうか。他の関わり方の方がより快適だったのではないか」と反省することもあり
ました。これから様々な患者様と関わる中で、患者様にとって一番良い方法を選
択できるようになりたいと思っています。
　知識や看護技術に不安な点もたくさんありますが、先輩方のご指導のもと、私
の看護師としての目標である「患者様の心に寄り添える看護師」になれるよう頑
張っています。これから看護師を目指す皆さんも講義や実習で大学４年間はとて
も忙しく大変だと思いますが、学んだことや考えたこと、感じたことは自分の力に
なります。頑張ってください。応援しています。

千葉県済生会習志野病院
職種：看護師 
所属：整形外科病棟

千葉県立磯辺高等学校出身
稲葉 瑛士さん 2021年度卒業

　今このページをご覧になっている皆さんは「看護師の仕事」についてどのよう
なイメージをお持ちですか？「患者様のサポートをすること」とお考えの方が多い
のではないかと思います。看護師の仕事は、看護を行う上で求められる患者様と
の関わり方から始まり、看護技術に加えて記録物も多く、疾患への深い知識が求
められます。とても責任がある職業です。
　大学では１年次から講義や演習を重ね、２年次の臨地実習で初めて患者様を受
け持ち、先生や現場の看護師の方のご指導のもと看護を実践していきます。そ
の際、“患者様に合わせたケア”を行いますが、それがとても難しく、「本当にこれ
でいいのだろうか」と毎日考えてしまい、不安で眠れない日もありました。そのよ
うな中で、患者様から「ありがとう、良かったよ」と喜んでいただけたことがとても
嬉しかった反面、「もっと知識や看護技術があれば、より患者様に合ったケアがで
きたのではないか」と悔しい思いをしたことを今でも覚えています。看護師が適
切な看護を行うために、生涯を通して研鑽を積む必要があることがわかった瞬間
でもありました。
　私は今年3月に大学を卒業し、4月から整形外科病棟に勤務しています。自身
の看護技術や知識の足りなさに不安になったり苦労することも多々ありますが、
学生時代に学んだことや自分の看護への思いを胸に、先輩にご指導いただきな
がら同期と一緒に自分に自信を持った看護師になれるよう日々努力を重ねてい
ます。
　時には壁にぶつかり、自分が看護師には向いていないのではないかと悩むこ
ともあると思います。その時はぜひ看護師を目指したきっかけを思い出してくだ
さい。それが支えとなり、きっと乗り越えていけると思います。皆さんが看護師に
なれることを応援しています。頑張ってください。

Faculty of H
um

an care
at M

akuhari



| Tohto University | 31 | Tohto University | 32

幕張キャンパス幕張ヒューマンケア学部 看護学科 幕張キャンパス幕張ヒューマンケア学部 看護学科

主な就職先

越谷誠和病院
さいたま市民医療センター
戸田中央総合病院

新百合ヶ丘総合病院

宮城県

福島県

岩沼市役所（保健師）

福島労災病院

長野県

相澤病院

愛知県

名古屋第二赤十字病院

千葉県
柏厚生総合病院
鎌ヶ谷総合病院
行徳総合病院
国際医療福祉大学成田病院
順天堂大学医学部附属浦安病院
新松戸中央総合病院
総合医療センター成田病院
千葉市立海浜病院
千葉県済生会習志野病院
千葉県立病院（千葉県こども病院）
千葉市病院局
千葉大学医学部附属病院
千葉中央メディカルセンター
千葉徳洲会病院
千葉西総合病院
千葉メディカルセンター
津田沼中央総合病院
帝京大学ちば総合医療センター
東京歯科大学市川総合病院
東邦大学医療センター佐倉病院
成田赤十字病院
成田病院
船橋市役所（保健師）
船橋総合病院
船橋中央病院

東京都 埼玉県

神奈川県

霞ヶ浦医療センター
筑波大学附属病院

茨城県

板橋中央総合病院
イムス東京葛飾総合病院
永寿総合病院
がん研究会有明病院
北多摩病院
江東病院
三軒茶屋第一病院
東京蒲田病院
東京慈恵医科大学付属病院
東京小児療育病院
東京都保健医療公社
東京都立墨東病院
東京曳舟病院
東京山手メディカルセンター
豊島病院
日本医科大学病院
三井記念病院

卒業者数

81名

就職希望者数

75名

進学希望者数

1名

その他

5名

卒業生メッセージ

患者様が地域の中でどのような
生活を送っているのか、
想像しながら看護を
学んでください。

 

宮城県岩沼市役所
職種：保健師

宮城県立宮城第一高等学校出身
大橋 優芽さん 2021年度卒業

　幕張ヒューマンケア学部看護学科の1期生として卒業し、現在は行政保健師
として勤務しています。まだ入庁したばかりですが、地域の特性を学びながら、
1日でも早く保健師として地域の方々の健康増進に役立てるよう日々精進し
ています。
　現在、保健師として働いていますが、大学4年間の勉強や実習はとても大変
でした。特に大変だったのは、実習と就職活動を同時進行で行わなければなら
なかったことです。実習で忙しい中、就職活動がうまくいかず、心が折れそうに
なったことが何度もありました。しかし、先生方が親身になって就職活動のアド
バイスをしてくださったこと、実習先の指導者の方にも励ましの言葉をいただ
いたこと、家族や友人が応援してくれたことが、とても大きな力になりました。
大変なこともたくさんありましたが、同じ目標をもつ友人とともに励まし合い
ながら過ごした4年間は、かけがえのないものだったと感じています。大変な
日々があったからこそ、保健師という夢が叶えられたのだと思います。
　当たり前のことではありますが、「病気を患っている人」というのは病院の中
だけではありません。地域の中にも病気と向き合いながら暮らしている方は
たくさんいます。看護を学ぶにあたり考えてもらいたいことは、「病気を抱える
人がどのように地域の中で生活しているのか」ということです。退院した後も、
患者様の生活は地域の中で続いていきます。患者様が退院後、日常生活にお
いて何に困るかを考える必要があります。どのような状態で退院してほしい
か、住み慣れた地域でできる限り長く生活を送ってもらうため、どのような支
援が必要か、それらのことを常に自分で考え、日々の勉強や実習に取り組んで
ください。そうすることで、対象者の方に適した看護を展開することができると
思います。

大学生活は日々全力で学習に励み、
素敵な看護師/保健師に
なってください。

 

千葉県船橋市役所
職種：保健師

沖縄県立名護高等学校出身出身
長山 舞香さん 2021年度卒業

　念願の保健師として採用され、保健センターに配属されました。大学を卒
業しても毎日勉強が続いていますが、先輩方に助けていただき、同期と励ま
し合いながら頑張っています。地域住民と少しずつ関わることも増えてきて、
保健師の仕事の重要性を改めて感じています。また、保健師の業務は私が所
属している保健センターだけでなく、市内の他の保健センターや保健所とも
連携を取り合うことが多いので、コミュニケーション能力がとても大事だと
実感しています。覚えることも多く大変な毎日ですが、地域住民か頼られる
保健師を目指していきたいと思っています。
　大学４年間で最も大変なことは実習ではないでしょうか。記録物はもちろ
ん、受け持ち患者様の疾患についての勉強など、どれだけ時間があっても足
りないというほどあっという間に時間が過ぎていきます。しかし、苦労した
分、実習で得られるものは必ず自分自身の大きな力になります。私の中で特
に印象に残っている実習は、保健師課程の臨地実習（公衆衛生看護学実習
II）です。これまで訪れたことがない自治体でしたが、その場所の人と関わり、
特産物などを知ることで地域性を捉えることができました。保健師の業務は
どの自治体でも同じように見えて、地域性が重要になることを学びました。
実際に、今の職場で担当の地区を持たせていただいているのですが、その地
域の特徴などについて知ることから始まりました。これまでの実習での経験
がとても役に立ちました。
　看護学科の大学生は日々の学習時間がとても大事です。大変だと感じるこ
とも多くありますが、大学生活で学んだことは、今後必ず自分を助けてくれま
す。 
　大学には丁寧に指導してくださる先生方がいます。くじけそうなときには先
生や友人を頼って頑張ってください。

看護師になるという思いを胸に、
看護をしっかり学んで大学4年間を
有意義に送ってください。

 

友人と切磋琢磨し、
自分の目指している看護師としての
目標に向かって突き進んでください。

社会医療法人社団順江会 江東病院 
職種：看護師  
所属：循環器内科・泌尿器科・婦人科

千葉県私立昭和学院高等学校出身
直原 更紗さん 2021年度卒業

　幕張ヒューマンケア学部看護学科の１期生として今年３月に大学を卒業し、看
護師になりました。私たちの学年はCOVID-19の影響で臨地実習やインターン
シップへの参加ができず、私自身も「就職してから自分は看護師としてしっかりと
働けるのだろうか」ということがとても不安でした。しかし、勤務先の先輩は私た
ちが臨地実習へ行けなかったことを把握して研修や説明を丁寧に行ってくださ
るなど、しっかりと環境も整えてくださいました。覚えることも多く、大変な毎日で
すが、１日でも早く病棟で活躍できるよう、努力しています。
　１期生として入学した私たちの学年は、自分たちで一から作りだすことが多く、
そこにCOVID-19も重なり、大変なこともたくさんありましたがとても充実した
４年間でした。COVID-19 の影響で、在学中はペーパーペイシェント（紙上患者）
での実習が多かったのですが、その中でも患者様の個別性を考え、療養生活を
快適に過ごせるような、気分転換ができるような工夫を考えてきました。しかし、
実習が終わった後に、「本当にあの関わり方で患者様に満足していただけるのだ
ろうか。他の関わり方の方がより快適だったのではないか」と反省することもあり
ました。これから様々な患者様と関わる中で、患者様にとって一番良い方法を選
択できるようになりたいと思っています。
　知識や看護技術に不安な点もたくさんありますが、先輩方のご指導のもと、私
の看護師としての目標である「患者様の心に寄り添える看護師」になれるよう頑
張っています。これから看護師を目指す皆さんも講義や実習で大学４年間はとて
も忙しく大変だと思いますが、学んだことや考えたこと、感じたことは自分の力に
なります。頑張ってください。応援しています。

千葉県済生会習志野病院
職種：看護師 
所属：整形外科病棟

千葉県立磯辺高等学校出身
稲葉 瑛士さん 2021年度卒業

　今このページをご覧になっている皆さんは「看護師の仕事」についてどのよう
なイメージをお持ちですか？「患者様のサポートをすること」とお考えの方が多い
のではないかと思います。看護師の仕事は、看護を行う上で求められる患者様と
の関わり方から始まり、看護技術に加えて記録物も多く、疾患への深い知識が求
められます。とても責任がある職業です。
　大学では１年次から講義や演習を重ね、２年次の臨地実習で初めて患者様を受
け持ち、先生や現場の看護師の方のご指導のもと看護を実践していきます。そ
の際、“患者様に合わせたケア”を行いますが、それがとても難しく、「本当にこれ
でいいのだろうか」と毎日考えてしまい、不安で眠れない日もありました。そのよ
うな中で、患者様から「ありがとう、良かったよ」と喜んでいただけたことがとても
嬉しかった反面、「もっと知識や看護技術があれば、より患者様に合ったケアがで
きたのではないか」と悔しい思いをしたことを今でも覚えています。看護師が適
切な看護を行うために、生涯を通して研鑽を積む必要があることがわかった瞬間
でもありました。
　私は今年3月に大学を卒業し、4月から整形外科病棟に勤務しています。自身
の看護技術や知識の足りなさに不安になったり苦労することも多々ありますが、
学生時代に学んだことや自分の看護への思いを胸に、先輩にご指導いただきな
がら同期と一緒に自分に自信を持った看護師になれるよう日々努力を重ねてい
ます。
　時には壁にぶつかり、自分が看護師には向いていないのではないかと悩むこ
ともあると思います。その時はぜひ看護師を目指したきっかけを思い出してくだ
さい。それが支えとなり、きっと乗り越えていけると思います。皆さんが看護師に
なれることを応援しています。頑張ってください。
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