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沼津ヒューマンケア学部

看護学科

人を理解し、慈しみ、思いやる「ヒューマンケア」を医療専門職として
実践できる看護師と保健師を育成します。

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育成します。

目標につながる 4 つの特色

キャンパス沼津

沼津キャンパスは、周りに多くの公立、私
立の中学校や高校が並ぶ「学園通り」に
立地しています。沼津駅から徒歩約１2
分のところにあり、沼津市外からの通学
にも便利だと在学生の評価を得ていま
す。また、もともと由緒あるシティーホテ
ルとして地元に愛されていた建物を改
修した校舎は、ホテルテイストを残しな
がら、大学として必要な設備をコンパン
クトに配置しています。なお、体育館と運
動場は附属していませんが、近隣の企業
等と利用契約を結び、授業に支障なく使
うことができます。
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看護倫理
看護援助論Ⅲ
看護実践方法論
基礎看護学実習Ⅱ
小児看護学概論
小児看護学援助論
成人看護学援助論Ⅰ 
成人看護学援助論Ⅱ 
高齢者看護学概論 
高齢者看護学援助論 
リプロダクティブヘルス看護学援助論
地域の健康と看護Ⅱ　 
家族看護論 
産業看護論Ⅰ 
学校保健活動論　　 
精神看護学援助論 
在宅看護援助論 
看護カウンセリング 

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

保健医療福祉行政論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

疾病治療論Ⅲ（筋骨格系） 
疾病治療論Ⅳ（小児科系） 
疾病治療論Ⅴ（精神・神経系） 
疾病治療論Ⅵ（泌尿器・産科系） 
医療工学入門 
健康障害の回復と支援 
疫学 
保健統計　 
看護関係法規 
保健医療福祉行政論Ⅰ 
社会福祉概論 
医療経済入門 

哲学
比較思想
実践医療英語Ⅰ
実践医療英語Ⅱ
コミュニケーション論

小児看護学実習
成人看護学実習Ⅰ
成人看護学実習Ⅱ
高齢者看護学実習Ⅰ
リプロダクティブヘルス看護学実習
急性期看護論
慢性期看護論
回復期看護論
終末期看護論
地域包括ケア概論
公衆衛生看護学概論 
精神看護学実習
地域・在宅看護実習 
看護研究方法

高齢者看護学実習Ⅱ
地域母子保健　　
産業看護論Ⅱ
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
看護管理　
医療関係職種連携論
医療政策論入門
感染看護
がん看護
救急看護
災害看護
国際保健・看護 

遺伝と健康
先進医療
労働衛生関係法規

保健 師専 門科 目群  （ 定 員 2 0 名 以 内 ）

基礎看護学概論 
ヘルスアセスメント 
看護援助論Ⅰ 
看護援助論Ⅱ 
基礎看護学実習Ⅰ 
成人看護学概論 
リプロダクティブヘルス看護学概論 
ウェルネス期看護論 
地域の健康と看護Ⅰ 
精神看護学概論 
在宅看護概論 

身体の構造・機能Ⅰ  (基礎編） 
身体の構造・機能Ⅱ（系統別） 
身体の構造・機能Ⅲ（構造・機能測定法） 
生化学 
医療栄養学 
薬理学 
病態学 
感染と免疫 
疾病治療論Ⅰ（呼吸・循環器系） 
疾病治療論Ⅱ（消化器・内分泌系） 
公衆衛生学

ヒューマンケア概論
いのちと倫理 
沼津の歴史と文化 
心理学 
法学（日本国憲法を含む） 
社会学 
教育学 
生活科学 
医療の歴史 
生活と芸術 
スポーツ健康科学Ⅰ 
スポーツ健康科学Ⅱ 
化学 
数学の基礎 
生物学 
物理学入門 
情報処理 
統計学入門 
大学入門講座 
情報学基礎 
看護とキャリア 
手話入門 
英語Ⅰ 
英語Ⅱ 
フランス語 
ドイツ語 

1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。

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

今までの学びを
統合し、看護の
総合力を高める。
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目
群
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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
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心といのちのケアが
できる看護専門職を
育てる教育

優れた教育環境 入学から国家資格の
取得まで一貫した
充実したサポート

充実したカリキュラム　
しっかりとした
看護の知識・技術の涵養

詳しくはP46・47へ

沼津ヒューマンケア学部　看護学科2年
渡邉 綾香さん
静岡県沼津市立沼津高等学校出身

詳しくはP50・51へ

沼津ヒューマンケア学部　看護学科2年
大池 瑞姫さん
静岡県私立城南静岡高等学校出身

沼津ヒューマンケア学部　看護学科2年
澁谷 悠人さん
静岡県立藤枝西高等学校出身

詳しくはP48・49へ 詳しくはP53へ

■静岡県東部地区の実習施設 ■通学風景 ■講義風景 ■学生指導の様子

1 2 3 4

　1年次は教養科目をはじめ身体の構
造・機能、基礎看護学の講義・演習な
ど、さまざまな面から看護の基盤となる
知識と技術を学びました。また、病院で
の実習を経験することができ、日々の学
習意欲が向上し、自ら学習に向かうこと
ができるようになりました。
　昨年は学習習慣の大切さ、それぞれの
科目のつながりをとても痛感する1年で
した。自己学習を通して基礎固めを行い
講義や演習に臨むことで、授業内容をよ
り深く理解し、知識や技術を確実に吸収
することができます。特に生理学・医学
系の授業で学んだ知識を活かして演習
に取り組むことで、知識に裏付けられた
技術を修得することができました。
　講義や演習で疑問に感じたことは、先
生方が納得のいくまでていねいに解説し
てくださるので、学習に行き詰まること
なく取り組むことができました。学ぶこ
とや覚えることが多く大変な時期もあり
ましたが、先生方に支えていただき充実
した1年となりました。
 2年次は専門領域別の演習が始まりま
す。恵まれた学習環境に感謝し、同じ志
を持った仲間たちと励まし合いながら、
今後も看護職への道を邁進していきた
いと思います。

沼津ヒューマンケア学部  看護学科1年
飯村 太一さん
神奈川県立神奈川総合産業高等学校出身

　私が看護師になりたいと思うように
なったきっかけは、祖父の入院時に担
当してくださった看護師の方が、不安
になっている私たち家族をやさしく温
かく支えてくれたことです。コロナ禍
で、入院中の祖父に面会ができない不
安な状況の中、手紙のやり取りやビデ
オレター等のコミュニケーションの手
段を提案してくださり、不安が解消さ
れました。私も患者様に思いやりを
持って不安なことを解消できる看護師
になりたいと思っています。
　私が住んでいる神奈川県西部には、
大学が少なく、首都圏に進学する人が
多いですが、東都大学沼津キャンパス
には、自宅から約６０分で通学すること
ができます。沼津駅からのアクセスも
良く、電車の混雑も気にならず、快適
に通学できることも私がこの大学を選
んだ理由の１つです。
　また、学食や自主学習に使えるス
ペースにはwi-fi環境が整っており、自
宅外でも授業の課題に取り組めて時
間を有効活用できる点、実業系高校卒
で看護の勉強が不安な学生に対して
もフォローしてくれる点も東都大学の
魅力だと思っています。

　東都大学での１年次の演習の授業では、
基礎的な技術・知識も含めどのような看
護をするのかを自分たちで計画を立て、実
践し、振り返りをするということを行って
きました。演習をする中で、最初は教科書
に書かれているような基本的なことしかで
きませんでした。　
　しかし、グループや全体での振り返りで
様々な考えを取り入れることや、先生方の
指導のおかげで、患者様一人ひとりの環境
や思いなど様々な視点からしっかりと理
解し寄り添っていくことが大切だと学びま
した。看護援助論Ⅱでは、演習の様子を動
画に撮り、客観的に自分の行動を見ること
ができ、看護ケアが本当にこれでよかった
のだろうかと振り返ることもできました。
　また、講義ではコミュニケーションにつ
いて大切な知識を学べたり、少人数のグ
ループとなって意見を交換したりする場面
なども多々あります。それだけでなく
チューター制度によりグループの仲間や先
生とも距離が近いため、他者とのコミュニ
ケーションもしっかり取ることができ、多
くの人と関わりを持つことができたと思い
ます。
　1年次で学んだことを生かして、これか
らも大学生活でより多くのことを吸収し、
同じ目標を持った仲間と協力し頑張ってい
きたいと思っています。

　東都大学に入学して１年が経ちまし
た。私は高校時代に理科があまり得意
ではなく、看護系大学に進学するに際し
て不安がありました。しかし、東都大学
にはチューター制度があり、私たちの学
年では、8～9名の学生に対して2名の
先生に学習や大学生活の相談が定期的
にできる体制が整っています。授業でわ
からなかった部分や奨学金などの大学
生活に関わる面だけではなく、アルバイ
トと勉強の両立といった、生活面での相
談にも乗ってくれます。
　また、東都大学では入学から卒業まで
継続した看護師国家試験合格のための
対策を行っています。１年次には、国家
試験ガイダンスがあり、看護師国家試
験がどのようなものなのか、理解を深め
ることができました。2月には看護師国
家試験模試(低学年模試)があり、入学か
ら1年での自分の学習到達度を確認す
ることができます。定期試験が終わった
後にすぐ実施されるので、ハードなスケ
ジュールになりますが、得意な科目・分
野と苦手な科目・分野についても確認す
ることができ、チューターの先生方が学
習に対するアドバイスをくださるので、
今後の学習への良い糧になると思って
います。

1年次には、医学の基礎を学ぶ必修科目
以外に20科目近い選択科目を用意し、
ヒューマンケアを実践できる大学生とし
ての基盤を育む機会を提供します。そ
の後、学年が進むとともに、看護の基礎
から専門領域へと学びの幅を広げ、それ
らを講義だけでなく学内演習と病院な
どでの実習を通じてしっかりと学んでい
ける体系的なカリキュラムを提供してい
ます。

看護 師 、保 健 師は、医 療 の 専 門 職
Professionであり、その役割を担うため
に看護・医学の知識・技術だけではなく、患
者など看護を求める人々にしっかりと寄り
添う「心」が大切です。そのためには、皆さ
んの心のなかに「人に尽くす」、「人に優し
い」という徳（道徳性）を育むことが大切で
す。人と人との関係性のとり方が大きく変
わってきている今日、改めてこの「徳（道徳
性）」に注目し、患者やケアの対象者との良
い人間関係を構築し、看護に向き合えるよ
うになるための教育を用意しています。

学生の能力に応じたサポートをします。
学生には約１０人のグループごとに1～2
名の教員がチューターとして配置されま
す。履修上の問題などがあれば、学修支
援のための指導を行い、また、奨学金な
どの相談にも乗ります。さらに、卒業時
に看護師、保健師（選択学生）の国家資
格が取得できるように、国家試験に向け
た特別指導も用意します。入学から卒
業、そして国家試験に向けた一貫したサ
ポートを提供します。

伊東市
伊豆市
御殿場市
三島市
駿東郡清水町
沼津市
裾野市
熱海市
富士宮市
富士市
（全34施設中）28
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御殿場市
三島市
駿東郡清水町
沼津市
函南町
富士宮市
富士市

その他看護師関係施設
（訪問看護ステーション、保育所等）病院・診療所

（全１６施設中） 16

1
1
1
7
1
1
4

下田市
沼津市
熱海市

保健師関連実習施設
（小中学校、保健所等）

（全52施設中）52

1
50
1

※実習施設全１０２施設中、
　９６施設が東部地区に集中しています。   

産業看護論Ⅰ
学校保健活動論　　

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
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沼津ヒューマンケア学部

看護学科

人を理解し、慈しみ、思いやる「ヒューマンケア」を医療専門職として
実践できる看護師と保健師を育成します。

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育成します。

目標につながる 4 つの特色

キャンパス沼津

沼津キャンパスは、周りに多くの公立、私
立の中学校や高校が並ぶ「学園通り」に
立地しています。沼津駅から徒歩約１2
分のところにあり、沼津市外からの通学
にも便利だと在学生の評価を得ていま
す。また、もともと由緒あるシティーホテ
ルとして地元に愛されていた建物を改
修した校舎は、ホテルテイストを残しな
がら、大学として必要な設備をコンパン
クトに配置しています。なお、体育館と運
動場は附属していませんが、近隣の企業
等と利用契約を結び、授業に支障なく使
うことができます。
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看護倫理
看護援助論Ⅲ
看護実践方法論
基礎看護学実習Ⅱ
小児看護学概論
小児看護学援助論
成人看護学援助論Ⅰ 
成人看護学援助論Ⅱ 
高齢者看護学概論 
高齢者看護学援助論 
リプロダクティブヘルス看護学援助論
地域の健康と看護Ⅱ　 
家族看護論 
産業看護論Ⅰ 
学校保健活動論　　 
精神看護学援助論 
在宅看護援助論 
看護カウンセリング 

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

保健医療福祉行政論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

疾病治療論Ⅲ（筋骨格系） 
疾病治療論Ⅳ（小児科系） 
疾病治療論Ⅴ（精神・神経系） 
疾病治療論Ⅵ（泌尿器・産科系） 
医療工学入門 
健康障害の回復と支援 
疫学 
保健統計　 
看護関係法規 
保健医療福祉行政論Ⅰ 
社会福祉概論 
医療経済入門 

哲学
比較思想
実践医療英語Ⅰ
実践医療英語Ⅱ
コミュニケーション論

小児看護学実習
成人看護学実習Ⅰ
成人看護学実習Ⅱ
高齢者看護学実習Ⅰ
リプロダクティブヘルス看護学実習
急性期看護論
慢性期看護論
回復期看護論
終末期看護論
地域包括ケア概論
公衆衛生看護学概論 
精神看護学実習
地域・在宅看護実習 
看護研究方法

高齢者看護学実習Ⅱ
地域母子保健　　
産業看護論Ⅱ
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
看護管理　
医療関係職種連携論
医療政策論入門
感染看護
がん看護
救急看護
災害看護
国際保健・看護 

遺伝と健康
先進医療
労働衛生関係法規

保 健 師 専 門 科 目 群  （ 定 員 2 0 名 以 内 ）

基礎看護学概論 
ヘルスアセスメント 
看護援助論Ⅰ 
看護援助論Ⅱ 
基礎看護学実習Ⅰ 
成人看護学概論 
リプロダクティブヘルス看護学概論 
ウェルネス期看護論 
地域の健康と看護Ⅰ 
精神看護学概論 
在宅看護概論 

身体の構造・機能Ⅰ  (基礎編） 
身体の構造・機能Ⅱ（系統別） 
身体の構造・機能Ⅲ（構造・機能測定法） 
生化学 
医療栄養学 
薬理学 
病態学 
感染と免疫 
疾病治療論Ⅰ（呼吸・循環器系） 
疾病治療論Ⅱ（消化器・内分泌系） 
公衆衛生学

ヒューマンケア概論
いのちと倫理 
沼津の歴史と文化 
心理学 
法学（日本国憲法を含む） 
社会学 
教育学 
生活科学 
医療の歴史 
生活と芸術 
スポーツ健康科学Ⅰ 
スポーツ健康科学Ⅱ 
化学 
数学の基礎 
生物学 
物理学入門 
情報処理 
統計学入門 
大学入門講座 
情報学基礎 
看護とキャリア 
手話入門 
英語Ⅰ 
英語Ⅱ 
フランス語 
ドイツ語 

1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。

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

今までの学びを
統合し、看護の
総合力を高める。

看
護
の
基
礎
科
目
群

看
護
専
門
科
目
群

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア
の
基
礎
科
目
群

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
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心といのちのケアが
できる看護専門職を
育てる教育

優れた教育環境 入学から国家資格の
取得まで一貫した
充実したサポート

充実したカリキュラム　
しっかりとした
看護の知識・技術の涵養

詳しくはP46・47へ

沼津ヒューマンケア学部　看護学科2年
渡邉 綾香さん
静岡県沼津市立沼津高等学校出身

詳しくはP50・51へ

沼津ヒューマンケア学部　看護学科2年
大池 瑞姫さん
静岡県私立城南静岡高等学校出身

沼津ヒューマンケア学部　看護学科2年
澁谷 悠人さん
静岡県立藤枝西高等学校出身

詳しくはP48・49へ 詳しくはP53へ

■静岡県東部地区の実習施設 ■通学風景 ■講義風景 ■学生指導の様子

1 2 3 4

　1年次は教養科目をはじめ身体の構
造・機能、基礎看護学の講義・演習な
ど、さまざまな面から看護の基盤となる
知識と技術を学びました。また、病院で
の実習を経験することができ、日々の学
習意欲が向上し、自ら学習に向かうこと
ができるようになりました。
　昨年は学習習慣の大切さ、それぞれの
科目のつながりをとても痛感する1年で
した。自己学習を通して基礎固めを行い
講義や演習に臨むことで、授業内容をよ
り深く理解し、知識や技術を確実に吸収
することができます。特に生理学・医学
系の授業で学んだ知識を活かして演習
に取り組むことで、知識に裏付けられた
技術を修得することができました。
　講義や演習で疑問に感じたことは、先
生方が納得のいくまでていねいに解説し
てくださるので、学習に行き詰まること
なく取り組むことができました。学ぶこ
とや覚えることが多く大変な時期もあり
ましたが、先生方に支えていただき充実
した1年となりました。
 2年次は専門領域別の演習が始まりま
す。恵まれた学習環境に感謝し、同じ志
を持った仲間たちと励まし合いながら、
今後も看護職への道を邁進していきた
いと思います。

沼津ヒューマンケア学部  看護学科1年
飯村 太一さん
神奈川県立神奈川総合産業高等学校出身

　私が看護師になりたいと思うように
なったきっかけは、祖父の入院時に担
当してくださった看護師の方が、不安
になっている私たち家族をやさしく温
かく支えてくれたことです。コロナ禍
で、入院中の祖父に面会ができない不
安な状況の中、手紙のやり取りやビデ
オレター等のコミュニケーションの手
段を提案してくださり、不安が解消さ
れました。私も患者様に思いやりを
持って不安なことを解消できる看護師
になりたいと思っています。
　私が住んでいる神奈川県西部には、
大学が少なく、首都圏に進学する人が
多いですが、東都大学沼津キャンパス
には、自宅から約６０分で通学すること
ができます。沼津駅からのアクセスも
良く、電車の混雑も気にならず、快適
に通学できることも私がこの大学を選
んだ理由の１つです。
　また、学食や自主学習に使えるス
ペースにはwi-fi環境が整っており、自
宅外でも授業の課題に取り組めて時
間を有効活用できる点、実業系高校卒
で看護の勉強が不安な学生に対して
もフォローしてくれる点も東都大学の
魅力だと思っています。

　東都大学での１年次の演習の授業では、
基礎的な技術・知識も含めどのような看
護をするのかを自分たちで計画を立て、実
践し、振り返りをするということを行って
きました。演習をする中で、最初は教科書
に書かれているような基本的なことしかで
きませんでした。　
　しかし、グループや全体での振り返りで
様々な考えを取り入れることや、先生方の
指導のおかげで、患者様一人ひとりの環境
や思いなど様々な視点からしっかりと理
解し寄り添っていくことが大切だと学びま
した。看護援助論Ⅱでは、演習の様子を動
画に撮り、客観的に自分の行動を見ること
ができ、看護ケアが本当にこれでよかった
のだろうかと振り返ることもできました。
　また、講義ではコミュニケーションにつ
いて大切な知識を学べたり、少人数のグ
ループとなって意見を交換したりする場面
なども多々あります。それだけでなく
チューター制度によりグループの仲間や先
生とも距離が近いため、他者とのコミュニ
ケーションもしっかり取ることができ、多
くの人と関わりを持つことができたと思い
ます。
　1年次で学んだことを生かして、これか
らも大学生活でより多くのことを吸収し、
同じ目標を持った仲間と協力し頑張ってい
きたいと思っています。

　東都大学に入学して１年が経ちまし
た。私は高校時代に理科があまり得意
ではなく、看護系大学に進学するに際し
て不安がありました。しかし、東都大学
にはチューター制度があり、私たちの学
年では、8～9名の学生に対して2名の
先生に学習や大学生活の相談が定期的
にできる体制が整っています。授業でわ
からなかった部分や奨学金などの大学
生活に関わる面だけではなく、アルバイ
トと勉強の両立といった、生活面での相
談にも乗ってくれます。
　また、東都大学では入学から卒業まで
継続した看護師国家試験合格のための
対策を行っています。１年次には、国家
試験ガイダンスがあり、看護師国家試
験がどのようなものなのか、理解を深め
ることができました。2月には看護師国
家試験模試(低学年模試)があり、入学か
ら1年での自分の学習到達度を確認す
ることができます。定期試験が終わった
後にすぐ実施されるので、ハードなスケ
ジュールになりますが、得意な科目・分
野と苦手な科目・分野についても確認す
ることができ、チューターの先生方が学
習に対するアドバイスをくださるので、
今後の学習への良い糧になると思って
います。

1年次には、医学の基礎を学ぶ必修科目
以外に20科目近い選択科目を用意し、
ヒューマンケアを実践できる大学生とし
ての基盤を育む機会を提供します。そ
の後、学年が進むとともに、看護の基礎
から専門領域へと学びの幅を広げ、それ
らを講義だけでなく学内演習と病院な
どでの実習を通じてしっかりと学んでい
ける体系的なカリキュラムを提供してい
ます。

看護 師 、保 健 師は、医 療 の 専 門 職
Professionであり、その役割を担うため
に看護・医学の知識・技術だけではなく、患
者など看護を求める人々にしっかりと寄り
添う「心」が大切です。そのためには、皆さ
んの心のなかに「人に尽くす」、「人に優し
い」という徳（道徳性）を育むことが大切で
す。人と人との関係性のとり方が大きく変
わってきている今日、改めてこの「徳（道徳
性）」に注目し、患者やケアの対象者との良
い人間関係を構築し、看護に向き合えるよ
うになるための教育を用意しています。

学生の能力に応じたサポートをします。
学生には約１０人のグループごとに1～2
名の教員がチューターとして配置されま
す。履修上の問題などがあれば、学修支
援のための指導を行い、また、奨学金な
どの相談にも乗ります。さらに、卒業時
に看護師、保健師（選択学生）の国家資
格が取得できるように、国家試験に向け
た特別指導も用意します。入学から卒
業、そして国家試験に向けた一貫したサ
ポートを提供します。

伊東市
伊豆市
御殿場市
三島市
駿東郡清水町
沼津市
裾野市
熱海市
富士宮市
富士市
（全34施設中）28

1
2
3
3
1
6
1
2
2
7

御殿場市
三島市
駿東郡清水町
沼津市
函南町
富士宮市
富士市

その他看護師関係施設
（訪問看護ステーション、保育所等）病院・診療所

（全１６施設中） 16

1
1
1
7
1
1
4

下田市
沼津市
熱海市

保健師関連実習施設
（小中学校、保健所等）

（全52施設中）52

1
50
1

※実習施設全１０２施設中、
　９６施設が東部地区に集中しています。   

産業看護論Ⅰ
学校保健活動論　　

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
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沼津ヒューマンケア学部 看護学科キャンパス沼津

　実習施設は主として静岡県の東部地区の医療機関および地域の保
健・看護・福祉施設（保健センター、地域包括支援センター、訪問看護
ステーション、保育所など）、企業などで行われます。１年次は病院の
機能、患者に提供されている医療サービスの把握、２年次は一人の患
者を受け持ち、アセスメントに基づく看護計画を立ててケアを提供し
ます。３年次からは、学んできた専門知識・技術を看護の実践に活かせ
るように実習は本格化します。そして、４年次の前期の看護統合実習
で今までの実習を振り返りながら、自分の学修課題を明確にして、自
主的で自立した実習を展開します。そこで、看護のチームの一員とし
て必要な看護実践能力の基盤を養っていきます。 

　看護は、アート＆サイエンスと言われます。サイエンスは、看護を裏
付けるさまざまな学問的基盤です。一方、アートについては、芸術とも
技（わざ）とも訳されます。患者に対するケアは卓越した技が求めら
れ、その修得の最大の機会が看護実習（臨地実習）です。看護は、患者
だけでなく様々な健康レベルの人、そして生まれる前からいのちがつ
いえるまでのあらゆる成長発達段階の人を対象とします。ケアの場も
病院だけでなく、地域も産業の場なども含みます。提供される様々な
実習を通じて、看護の技をしっかりと身に付けてください。

● 有隣厚生会 富士病院
● 聖隷富士病院
● 聖隷沼津病院
● 富士宮市立病院

● 静岡県立病院機構 静岡県立こども病院
● 志仁会  三島中央病院 
● 三島総合病院
● 沼津市立病院

その他
近隣の介護老人保健センター
訪問看護ステーション
保育所、小中学校など 

＜臨地実習のスケジュール＞  
1年次

基礎看護学実習Ⅰ 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Ⅰ

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（選択者）

高齢者看護学実習Ⅱ
看護統合実習 

公衆衛生看護学実習Ⅱ（選択者） 

2年次 3年次 4年次

臨地実習の舞台となる施設例
静岡県東部を中心とする様々な医療機関、施設で実習を行います。主な医療機関・施設は以下の通りです。 

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・技術の習得し
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
看護学教育の核となる看護実習とは 
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在学生の声
Student ’s  Voice

ヒューマンケアの基礎科目群

Pick up Lesson !

大学入門講座 　 看護の基礎科目群疾病治療論Ⅰ・Ⅱ1年次 1年次

理想の看護師像に向かって一歩前進。

沼津ヒューマンケア学部　看護学科2年

静岡県静岡市立清水桜が丘高等学校出身
大野 絢加さん

大学入門講座は大学生活への適応を促進し、自己教育力を高めることを目
的として、1年次の前期に開講されます。この授業を通して、医療や保健、福
祉などの領域で活躍する将来の自分のイメージと大学生としての現在との
つながりを明確にしていきます。それと同時に効果的なノートの取り方を学
生同士で情報共有したり、スマートフォンやタブレットを用いたリアルタイム
のレポート提出、文献検索の方法などを学び、能動的に学ぶ意欲と効果的
な学修方法を身につけられるように複数の教員がサポートします。

疾病治療論は、高齢・少子化を迎える医療現場において、高度で専門
的な看護ケアを実現するために、各器官別の特徴的な疾患の病態生
理、臨床症状、診断、検査、治療、予後について学修する科目です。ま
た、疾病治療論で学修する内容は、チーム医療での情報共有ならびに
患者家族とのコミュニケーションにも必要で、生涯にわたるヒューマン
ケアの実践に必須な自己研鑽の基盤となるものです。本学では医学博
士の学位を持つ専任教員が本科目を担当し、いつでも学生の質問に答
えられる体制が整っています。

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

MON TUE WED THU FRI
小児看護学概論
家族看護論
看護関係法規

保健医療福祉行政論Ⅰ

高齢者看護学概論

高齢者看護学概論

疾病治療論Ⅲ（筋骨格系）
疾病治療論Ⅴ（神経系）

疾病治療論Ⅳ（小児科系）
疾病治療論Ⅵ（泌尿器・産科系）
リプロダクティブヘルス看護学

リプロダクティブヘルス看護学

看護援助論Ⅲ

看護援助論Ⅲ

看護援助論Ⅲ

看護援助論Ⅲ

5時間目

在宅看護援助論

在宅看護援助論

看護実践方法論

看護援助論Ⅲ

看護実践方法論

看護倫理成人看護学援助論Ⅰ

成人看護学援助論Ⅰ

実践医療英語Ⅰ

（例）2年次前期のカリキュラム

　入学当初は緊張や不安でいっぱいでしたが、同じ夢を目指す友人と共に支え合いながら楽しく充実した日々を過ごし
ています。課題や試験など毎日忙しい1年間でしたが、先生方がわからないところを親身になって教えてくださり、着実
に理解を深めることができました。
　特に「基礎看護学実習Ⅰ」では、現場の看護師の方々の指導や患者様のご理解とご協力を通して貴重な経験をさせて
いただきました。私の理想とする「患者様の気持ちに寄り添い、信頼関係を築く」という看護師像にほんの一歩ですが近
づくことができ、モチベーションも高まりました。
　私は文章を書くのが苦手でしたが、レポートやパワーポイント資料を作成する機会も増え、表現力も少しずつですが
向上していることを実感しています。また、東都大学に入学してから、通学時間を活用して勉強するなど、計画的に物事
に取り組むことで時間を有効に使い、主体的に取り組めるようになりました。
　私は、看護師に加え保健師の資格も取得したいと考えています。これから更に習得しなければならない専門的な内容
も増え、大変なことがたくさんあると思いますが、日々の努力を積み重ねてあらゆる苦難を乗り越え、理想とする看護
師像に向かって更に前進したいと思います。

学部長・学科長からのメッセージ
基礎看護学 教授  太田 勝正
　沼津市に東都大学第三のキャンパスが開設して２年目を迎えました。沼津キャンパスは交通の便に恵まれている
ため、県内各地（一部はお隣の神奈川県や山梨県からも）から学生が集まってきております。ヒューマンケアの第一
の実践者である看護師、あるいは、地域保健や産業衛生の充実、発展に貢献する保健師を目指して頑張っていま
す。そんな先輩と一緒に学び、地域・社会が求める看護の専門職を目指す新たな仲間をお待ちしております。

▲図書館ガイダンスの様子 ▲アナフィラキシーに対する看護の講義の様子

在学生の声
Student ’s  Voice

　1年次の夏に、実習病院の脳神経外科で基礎看護学実習Ⅰの臨地実習を受けました。脳外病棟の患者様に
は、体に麻痺がある方や、寝たきりで過ごす方が多くいます。そのため、患者様は動きに制限があったり、コミュ
ニケーションをとることが困難な様子でした。看護師は、麻痺があっても患者様ができることを見つけ、自立を
促すことや、寝たきりで反応がなくても声をかけ、手で触れて廃用症候群を防ぐことを意識して関わっていまし
た。その様子を見て、患者様に「刺激を与えること」が患者様自身の意識や容態をより良い状態にするきっかけ
になるのだと思いました。
　実習を通して、患者様を一人の人間としてとらえ、尊重する姿勢が大切なことだと改めて感じました。実習に
行く前までは、療養上の世話を患者様に不自由がないように行うことが看護職者に求められていることだと
思っていました。しかし、実習に行ってからは全てを介助するのではなく、自分でできることは自分でやれるよう
サポートするという姿勢が患者様にとって本当に必要なケアだと考えるようになりました。看護職は患者様に
とって一番近い距離で接する医療従事者であり、その個人の思いに一番気づきやすい位置にいる者だと思い
ます。その思いを感じ取るには、豊富な知識と鋭い観察力が必要だと痛感しました。そして、患者様に良くも悪
くも影響を与えるのが看護職であると思います。今後の講義や実習は、患者様の背景や個別性を意識し、その
方にはどんなケアが必要なのかを想像しながら取り組みたいと思います。

患者様にとって良いケアとは。

沼津ヒューマンケア学部　看護学科2年

静岡県立富士高等学校出身
外木 美優さん
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沼津ヒューマンケア学部 看護学科キャンパス沼津

　実習施設は主として静岡県の東部地区の医療機関および地域の保
健・看護・福祉施設（保健センター、地域包括支援センター、訪問看護
ステーション、保育所など）、企業などで行われます。１年次は病院の
機能、患者に提供されている医療サービスの把握、２年次は一人の患
者を受け持ち、アセスメントに基づく看護計画を立ててケアを提供し
ます。３年次からは、学んできた専門知識・技術を看護の実践に活かせ
るように実習は本格化します。そして、４年次の前期の看護統合実習
で今までの実習を振り返りながら、自分の学修課題を明確にして、自
主的で自立した実習を展開します。そこで、看護のチームの一員とし
て必要な看護実践能力の基盤を養っていきます。 

　看護は、アート＆サイエンスと言われます。サイエンスは、看護を裏
付けるさまざまな学問的基盤です。一方、アートについては、芸術とも
技（わざ）とも訳されます。患者に対するケアは卓越した技が求めら
れ、その修得の最大の機会が看護実習（臨地実習）です。看護は、患者
だけでなく様々な健康レベルの人、そして生まれる前からいのちがつ
いえるまでのあらゆる成長発達段階の人を対象とします。ケアの場も
病院だけでなく、地域も産業の場なども含みます。提供される様々な
実習を通じて、看護の技をしっかりと身に付けてください。

● 有隣厚生会 富士病院
● 聖隷富士病院
● 聖隷沼津病院
● 富士宮市立病院

● 静岡県立病院機構 静岡県立こども病院
● 志仁会  三島中央病院 
● 三島総合病院
● 沼津市立病院

その他
近隣の介護老人保健センター
訪問看護ステーション
保育所、小中学校など 

＜臨地実習のスケジュール＞  
1年次

基礎看護学実習Ⅰ 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Ⅰ

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（選択者）

高齢者看護学実習Ⅱ
看護統合実習 

公衆衛生看護学実習Ⅱ（選択者） 

2年次 3年次 4年次

臨地実習の舞台となる施設例
静岡県東部を中心とする様々な医療機関、施設で実習を行います。主な医療機関・施設は以下の通りです。 

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・技術の習得し
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
看護学教育の核となる看護実習とは 
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在学生の声
Student ’s  Voice

ヒューマンケアの基礎科目群

Pick up Lesson !

大学入門講座 　 看護の基礎科目群疾病治療論Ⅰ・Ⅱ1年次 1年次

理想の看護師像に向かって一歩前進。

沼津ヒューマンケア学部　看護学科2年

静岡県静岡市立清水桜が丘高等学校出身
大野 絢加さん

大学入門講座は大学生活への適応を促進し、自己教育力を高めることを目
的として、1年次の前期に開講されます。この授業を通して、医療や保健、福
祉などの領域で活躍する将来の自分のイメージと大学生としての現在との
つながりを明確にしていきます。それと同時に効果的なノートの取り方を学
生同士で情報共有したり、スマートフォンやタブレットを用いたリアルタイム
のレポート提出、文献検索の方法などを学び、能動的に学ぶ意欲と効果的
な学修方法を身につけられるように複数の教員がサポートします。

疾病治療論は、高齢・少子化を迎える医療現場において、高度で専門
的な看護ケアを実現するために、各器官別の特徴的な疾患の病態生
理、臨床症状、診断、検査、治療、予後について学修する科目です。ま
た、疾病治療論で学修する内容は、チーム医療での情報共有ならびに
患者家族とのコミュニケーションにも必要で、生涯にわたるヒューマン
ケアの実践に必須な自己研鑽の基盤となるものです。本学では医学博
士の学位を持つ専任教員が本科目を担当し、いつでも学生の質問に答
えられる体制が整っています。

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

MON TUE WED THU FRI
小児看護学概論
家族看護論
看護関係法規

保健医療福祉行政論Ⅰ

高齢者看護学概論

高齢者看護学概論

疾病治療論Ⅲ（筋骨格系）
疾病治療論Ⅴ（神経系）

疾病治療論Ⅳ（小児科系）
疾病治療論Ⅵ（泌尿器・産科系）
リプロダクティブヘルス看護学

リプロダクティブヘルス看護学

看護援助論Ⅲ

看護援助論Ⅲ

看護援助論Ⅲ

看護援助論Ⅲ

5時間目

在宅看護援助論

在宅看護援助論

看護実践方法論

看護援助論Ⅲ

看護実践方法論

看護倫理成人看護学援助論Ⅰ

成人看護学援助論Ⅰ

実践医療英語Ⅰ

（例）2年次前期のカリキュラム

　入学当初は緊張や不安でいっぱいでしたが、同じ夢を目指す友人と共に支え合いながら楽しく充実した日々を過ごし
ています。課題や試験など毎日忙しい1年間でしたが、先生方がわからないところを親身になって教えてくださり、着実
に理解を深めることができました。
　特に「基礎看護学実習Ⅰ」では、現場の看護師の方々の指導や患者様のご理解とご協力を通して貴重な経験をさせて
いただきました。私の理想とする「患者様の気持ちに寄り添い、信頼関係を築く」という看護師像にほんの一歩ですが近
づくことができ、モチベーションも高まりました。
　私は文章を書くのが苦手でしたが、レポートやパワーポイント資料を作成する機会も増え、表現力も少しずつですが
向上していることを実感しています。また、東都大学に入学してから、通学時間を活用して勉強するなど、計画的に物事
に取り組むことで時間を有効に使い、主体的に取り組めるようになりました。
　私は、看護師に加え保健師の資格も取得したいと考えています。これから更に習得しなければならない専門的な内容
も増え、大変なことがたくさんあると思いますが、日々の努力を積み重ねてあらゆる苦難を乗り越え、理想とする看護
師像に向かって更に前進したいと思います。

学部長・学科長からのメッセージ
基礎看護学 教授  太田 勝正
　沼津市に東都大学第三のキャンパスが開設して２年目を迎えました。沼津キャンパスは交通の便に恵まれている
ため、県内各地（一部はお隣の神奈川県や山梨県からも）から学生が集まってきております。ヒューマンケアの第一
の実践者である看護師、あるいは、地域保健や産業衛生の充実、発展に貢献する保健師を目指して頑張っていま
す。そんな先輩と一緒に学び、地域・社会が求める看護の専門職を目指す新たな仲間をお待ちしております。

▲図書館ガイダンスの様子 ▲アナフィラキシーに対する看護の講義の様子

在学生の声
Student ’s  Voice

　1年次の夏に、実習病院の脳神経外科で基礎看護学実習Ⅰの臨地実習を受けました。脳外病棟の患者様に
は、体に麻痺がある方や、寝たきりで過ごす方が多くいます。そのため、患者様は動きに制限があったり、コミュ
ニケーションをとることが困難な様子でした。看護師は、麻痺があっても患者様ができることを見つけ、自立を
促すことや、寝たきりで反応がなくても声をかけ、手で触れて廃用症候群を防ぐことを意識して関わっていまし
た。その様子を見て、患者様に「刺激を与えること」が患者様自身の意識や容態をより良い状態にするきっかけ
になるのだと思いました。
　実習を通して、患者様を一人の人間としてとらえ、尊重する姿勢が大切なことだと改めて感じました。実習に
行く前までは、療養上の世話を患者様に不自由がないように行うことが看護職者に求められていることだと
思っていました。しかし、実習に行ってからは全てを介助するのではなく、自分でできることは自分でやれるよう
サポートするという姿勢が患者様にとって本当に必要なケアだと考えるようになりました。看護職は患者様に
とって一番近い距離で接する医療従事者であり、その個人の思いに一番気づきやすい位置にいる者だと思い
ます。その思いを感じ取るには、豊富な知識と鋭い観察力が必要だと痛感しました。そして、患者様に良くも悪
くも影響を与えるのが看護職であると思います。今後の講義や実習は、患者様の背景や個別性を意識し、その
方にはどんなケアが必要なのかを想像しながら取り組みたいと思います。

患者様にとって良いケアとは。

沼津ヒューマンケア学部　看護学科2年

静岡県立富士高等学校出身
外木 美優さん
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沼津ヒューマンケア学部 看護学科2年

静岡県立富士宮北高等学校出身
山口 奈央さん

Pick up Lesson !

看護援助論Ⅰ
地域の健康と看護Ⅰ

看護専門科目群1年次 保健師課程を履修するために必要な科目1年次

地域を支える
看護師になりたい。

「保健師助産師看護師法」で
は、看護師の業務は「療養上の
世話」と「診療の補助」と掲げら
れています。これらはやみくもに
行うのではなく、看護の対象と
なる人の安全・安楽・自立性・個
別性を考えて行う必要がありま
す。看護援助論Ⅰでは、看護の対
象となる人の個別の状況に応じ
た日常生活を支えるために基本となる、看護専門職者としてのコミュニケ
ーションや感染防御の基本技術、療養環境の調整、移乗・移送の技術な
どを学びます。看護援助論Ⅰを学んだ後、1年後期には看護援助論Ⅱ、2年
前期には看護援助論Ⅲと学修が積み重なっていきます。

保健師には、地域住民の様々な
健康問題の支援に向けて、問題
をかかえる個人だけでなく、個
人を取り巻く家族や職場、学
校、近隣住民などにアプローチ
することが求められます。この
科目では、公衆衛生看護学の基
本理念と目的、および公衆衛生
看護活動の場と対象の特性、活
動について学びます。また、健康増進や予防活動だけでなく、健康障が
いをかかえる対象者の在宅ケアまで、地域で行われている幅広い看護活
動について学びます。

　私は生まれ育った静岡県で高齢化が進む地域医療を支える看護師と
して携わっていきたいと考えています。そのため、高齢者看護に興味が
あります。高齢者看護は人生の最期の時期に関わる看護です。今まで普
通にできていたことが病気や障がいによってできなくなっていく辛さや
苦しさはとても大きいものではないかと思います。そのような患者様の
気持ちを理解し、適切なケアを行える看護師になりたいです。治るとは
限らない病気や障がいと共に生活していく中でその人らしさを尊重し、
生きていく為の支えになる存在になりたいです。
　1年次では講義、演習、実習を通して看護の基礎を学びました。特に毎
週行われる看護援助論Ⅰ・Ⅱではグループに分かれ、実践的な看護技術を
学びました。グループで意見を出し合い、先生方から実際の臨床経験に
基づいた適切なアドバイスを頂けるため、より学びを深めることができ
ました。グループで協力し考えることで、わたしだけでは気づくことがで
きなかった視点に気づくことが出来ました。
　2年次からも日々の講義や演習に全力を尽くし、看護師国家試験合格
に向けて頑張っていきたいです。

看護師
課程

保健師
課程

定員20名以内

教員コラム
Teacher-Column

在学生の声
Student ’s  Voice

地域で多様な活動により健康を支援する保健師
　保健師は地域で生活するすべての人を支援の対象としています。健康増進
や疾病・介護予防の活動から病気や障がいをもちながら地域で生活する人
への個別支援まで、多様な活動をしています。
　保健師が活動する場は、役場や市町村保健センター、保健所、児童相談所
などの行政機関、事業所の健康管理部門、病院の健診センター、学校、介護
予防や地域生活をサポートする地域包括支援センターや介護老人保健施設
など多岐にわたっています。
　活動する場により支援する対象は異なりますが、個別相談や家庭訪問な
どの個人を対象とした援助だけでなく、集団を対象とした健康教育、地域住
民による自主グループへの活動支援、地域の健康課題の分析や保健事業の
計画立案など、多角的な活動により健康の支援をしています。
　地域には、健康についてさまざまな価値観をもつ人や、自らの健康につい
て意識することができない状況におかれている人などが生活しています。地
域で生活する人々とのかかわりをとおして、人々に寄り添いながら健康支援
を行うことができる、とてもやりがいのある仕事です。また、保健師としての
活動は、皆さんの自己成長にもつながります。看護を目指す学生には、生涯
をとおしてやりがいのある仕事としてお勧めします。

教員Message

基礎看護学 教授 鈴木 美奈

感染対策がしっかりとでき、
まごころとおもいやりをもった
看護師を育成します。　

　「コロナ禍」「COVID-19」「ワクチン接種」
「手指消毒」「マスク会食」など、今まで馴染
みのなかった言葉たちが、この1年で広く世の中に浸透しました。そし
て、このコロナ禍においては、患者は家族との面会もできず、孤独の中
で新型コロナウイルスや他の病気と闘わなければならないのが現状で
す。そして、医療従事者たちが置かれている現状もニュースや新聞など
で目にすることも多くなりました。今後は、今まで以上に、感染対策が
自信をもってできる看護師の育成が必要であると考えています。看護師
は、孤独の中で病気と闘う患者に寄り添いながら、自らが感染してしま
うリスクにも対応していかなればなりません。新型コロナウイルスのよ
うな病原体を適切に恐れ、適切に対処していく技術を習得し、建学の
理念にもある、患者に「まごころとおもいやり」を持って、患者のケアが
行える看護師の育成を目指します。皆さんも東都大学で勉強しません
か？沼津で皆さんを待っています。

公衆衛生看護学　教授 杉井 たつ子

看護をとおして地域に
貢献する人材を育てたい。

　保健師には、個人の健康だけでなく、地域
の健康課題を科学的に分析して把握すること
が求められます。健康指標の分析だけでなく、
住民とのかかわりをとおして住民の生活課題を把握することが大切
です。学生時代から社会の動向や地域社会の課題や地域、生活する
住民の生活課題などに関心を持つ機会を持てるように、大学の授業
だけでなく、ボランティア活動など地域とのつながりを持つ機会を提
供したいと考えています。
　また、保健師には、健康増進や疾病・介護予防の活動から病気や障
がいをかかえながら地域で生活する人への個別支援まで、対象となる
人のニーズに合わせた多様な活動をしています。保健師を目指す学生
には、大学生活のなかで授業や実習などをとおして基礎的な知識や
技術を習得し、保健師として地域に貢献してほしいと考えています。
公衆衛生看護学を学ぶことをとおして、広い視野で看護をとらえるこ
とができます。関心のある学生を待っています。　

基礎・成人実習室
学生3名に対して1台のベッドで様々な演習が行
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、移動、食事、排泄
などの日常生活の援助技術や、血圧、脈拍の測
定といった患者が今どのような状態であるのか
を把握するための技術など、看護実践のための
基本的な技術を習得します。

高齢者・在宅実習室
高齢者看護学では、高齢者の安全・安楽な自立
した生活を支援するために、老年期の特徴や健
康課題をアセスメントするとともに、必要な看
護の技術を学びます。在宅看護学では、自宅で
看護を必要とする方への看護技術を習得しま
す。お風呂やトイレ等、ご家庭同様の環境での
ケアを学びます。

母性・小児看護実習室
妊婦・産婦・褥婦や小児を対象とした看護知識
を学び、各対象の特性に応じた看護技術を修得
する設備を備えています。新生児の生理的変化
の観察や身体計測、沐浴方法の看護技術を修得
します。小児で病気になったときに収容する保
育器や小児ベッドでの看護技術を修得します。

学生食堂
昼食時には、社会福祉法人共生会の安くておいし
いお弁当、カレーライス及びパンの販売を行ってい
ます。また、昼食時以外にも授業の空き時間や放課
後に学生が自由に使用することができ、学生の交流
の場となっています。また、テラス席も設置してお
り、暖かい季節には心地よい時間を楽しめます。

図書館
元ホテルの結婚式場の参道を改修した、細長いユニーク
な図書館です。窓からは富士山が見えて、夕暮れ時には
赤富士が見えることもあります。柔らかく優しい光のライ
トを使用しているので、カフェ風で温かく、時間を忘れて
しまうくらい居心地の良い空間となっています。自然の
雰囲気を残した机の後ろには、看護を中心とした書籍が
ずらりと並び、大変学習しやすい環境となっています。

学生ラウンジ
エントランスの隣にあり、学生や教職員が自由
に使用できる、日当たりの良い明るいオープンス
ペースです。昼食後や授業、実習の合間にゆった
りくつろぐことができます。wi-fi環境が整って
おり、自習、web閲覧をする学生が多く見られ
ます。

メディアプラザA
「情報学基礎」「情報処理」などの授業で使用
されています。また、授業の空き時間には、自由
に学生がPCを使用することができます。学生の
自宅にPC環境がない場合であっても、大学内で
レポート課題、自習及び履修登録の利用が可能
です。

講義室１-1・1-2
約120名ずつ学生を収容できる沼津キャンパス
最大の講義室です。必修科目及び教養科目と
いった大人数が受講する科目で使用されること
が多く、正面のスクリーン以外にもモニターを設
置し、学生が学習しやすい環境を提供します。

講義室1-3
選択科目等で使用される最大収容人数50名の講義室
で、ビデオ会議システムを設置した遠隔授業にも対応
できる講義室です。遠隔授業対応講義室では、東都大
学の他のキャンパスとの合同授業もできます。また、学
生の学習機会を確保するとともに新型コロナウイルス
への感染リスクを避けるために、大学に来なくても学
修できるような遠隔授業実施の事態に備えています。

教員Message

●障がい者の支援
●保健統計の分析
●健診・検診業務
●学校での健康管理
●保健事業＆企画　など

●健康相談
●健康教育
●家庭訪問
●職場の健康管理
●感染症対策

保健師の仕事内容

じょくふ

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
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沼津ヒューマンケア学部 看護学科2年

静岡県立富士宮北高等学校出身
山口 奈央さん

Pick up Lesson !

看護援助論Ⅰ
地域の健康と看護Ⅰ

看護専門科目群1年次 保健師課程を履修するために必要な科目1年次

地域を支える
看護師になりたい。

「保健師助産師看護師法」で
は、看護師の業務は「療養上の
世話」と「診療の補助」と掲げら
れています。これらはやみくもに
行うのではなく、看護の対象と
なる人の安全・安楽・自立性・個
別性を考えて行う必要がありま
す。看護援助論Ⅰでは、看護の対
象となる人の個別の状況に応じ
た日常生活を支えるために基本となる、看護専門職者としてのコミュニケ
ーションや感染防御の基本技術、療養環境の調整、移乗・移送の技術な
どを学びます。看護援助論Ⅰを学んだ後、1年後期には看護援助論Ⅱ、2年
前期には看護援助論Ⅲと学修が積み重なっていきます。

保健師には、地域住民の様々な
健康問題の支援に向けて、問題
をかかえる個人だけでなく、個
人を取り巻く家族や職場、学
校、近隣住民などにアプローチ
することが求められます。この
科目では、公衆衛生看護学の基
本理念と目的、および公衆衛生
看護活動の場と対象の特性、活
動について学びます。また、健康増進や予防活動だけでなく、健康障が
いをかかえる対象者の在宅ケアまで、地域で行われている幅広い看護活
動について学びます。

　私は生まれ育った静岡県で高齢化が進む地域医療を支える看護師と
して携わっていきたいと考えています。そのため、高齢者看護に興味が
あります。高齢者看護は人生の最期の時期に関わる看護です。今まで普
通にできていたことが病気や障がいによってできなくなっていく辛さや
苦しさはとても大きいものではないかと思います。そのような患者様の
気持ちを理解し、適切なケアを行える看護師になりたいです。治るとは
限らない病気や障がいと共に生活していく中でその人らしさを尊重し、
生きていく為の支えになる存在になりたいです。
　1年次では講義、演習、実習を通して看護の基礎を学びました。特に毎
週行われる看護援助論Ⅰ・Ⅱではグループに分かれ、実践的な看護技術を
学びました。グループで意見を出し合い、先生方から実際の臨床経験に
基づいた適切なアドバイスを頂けるため、より学びを深めることができ
ました。グループで協力し考えることで、わたしだけでは気づくことがで
きなかった視点に気づくことが出来ました。
　2年次からも日々の講義や演習に全力を尽くし、看護師国家試験合格
に向けて頑張っていきたいです。

看護師
課程

保健師
課程

定員20名以内

教員コラム
Teacher-Column

在学生の声
Student ’s  Voice

地域で多様な活動により健康を支援する保健師
　保健師は地域で生活するすべての人を支援の対象としています。健康増進
や疾病・介護予防の活動から病気や障がいをもちながら地域で生活する人
への個別支援まで、多様な活動をしています。
　保健師が活動する場は、役場や市町村保健センター、保健所、児童相談所
などの行政機関、事業所の健康管理部門、病院の健診センター、学校、介護
予防や地域生活をサポートする地域包括支援センターや介護老人保健施設
など多岐にわたっています。
　活動する場により支援する対象は異なりますが、個別相談や家庭訪問な
どの個人を対象とした援助だけでなく、集団を対象とした健康教育、地域住
民による自主グループへの活動支援、地域の健康課題の分析や保健事業の
計画立案など、多角的な活動により健康の支援をしています。
　地域には、健康についてさまざまな価値観をもつ人や、自らの健康につい
て意識することができない状況におかれている人などが生活しています。地
域で生活する人々とのかかわりをとおして、人々に寄り添いながら健康支援
を行うことができる、とてもやりがいのある仕事です。また、保健師としての
活動は、皆さんの自己成長にもつながります。看護を目指す学生には、生涯
をとおしてやりがいのある仕事としてお勧めします。

教員Message

基礎看護学 教授 鈴木 美奈

感染対策がしっかりとでき、
まごころとおもいやりをもった
看護師を育成します。　

　「コロナ禍」「COVID-19」「ワクチン接種」
「手指消毒」「マスク会食」など、今まで馴染
みのなかった言葉たちが、この1年で広く世の中に浸透しました。そし
て、このコロナ禍においては、患者は家族との面会もできず、孤独の中
で新型コロナウイルスや他の病気と闘わなければならないのが現状で
す。そして、医療従事者たちが置かれている現状もニュースや新聞など
で目にすることも多くなりました。今後は、今まで以上に、感染対策が
自信をもってできる看護師の育成が必要であると考えています。看護師
は、孤独の中で病気と闘う患者に寄り添いながら、自らが感染してしま
うリスクにも対応していかなればなりません。新型コロナウイルスのよ
うな病原体を適切に恐れ、適切に対処していく技術を習得し、建学の
理念にもある、患者に「まごころとおもいやり」を持って、患者のケアが
行える看護師の育成を目指します。皆さんも東都大学で勉強しません
か？沼津で皆さんを待っています。

公衆衛生看護学　教授 杉井 たつ子

看護をとおして地域に
貢献する人材を育てたい。

　保健師には、個人の健康だけでなく、地域
の健康課題を科学的に分析して把握すること
が求められます。健康指標の分析だけでなく、
住民とのかかわりをとおして住民の生活課題を把握することが大切
です。学生時代から社会の動向や地域社会の課題や地域、生活する
住民の生活課題などに関心を持つ機会を持てるように、大学の授業
だけでなく、ボランティア活動など地域とのつながりを持つ機会を提
供したいと考えています。
　また、保健師には、健康増進や疾病・介護予防の活動から病気や障
がいをかかえながら地域で生活する人への個別支援まで、対象となる
人のニーズに合わせた多様な活動をしています。保健師を目指す学生
には、大学生活のなかで授業や実習などをとおして基礎的な知識や
技術を習得し、保健師として地域に貢献してほしいと考えています。
公衆衛生看護学を学ぶことをとおして、広い視野で看護をとらえるこ
とができます。関心のある学生を待っています。　

基礎・成人実習室
学生3名に対して1台のベッドで様々な演習が行
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、移動、食事、排泄
などの日常生活の援助技術や、血圧、脈拍の測
定といった患者が今どのような状態であるのか
を把握するための技術など、看護実践のための
基本的な技術を習得します。

高齢者・在宅実習室
高齢者看護学では、高齢者の安全・安楽な自立
した生活を支援するために、老年期の特徴や健
康課題をアセスメントするとともに、必要な看
護の技術を学びます。在宅看護学では、自宅で
看護を必要とする方への看護技術を習得しま
す。お風呂やトイレ等、ご家庭同様の環境での
ケアを学びます。

母性・小児看護実習室
妊婦・産婦・褥婦や小児を対象とした看護知識
を学び、各対象の特性に応じた看護技術を修得
する設備を備えています。新生児の生理的変化
の観察や身体計測、沐浴方法の看護技術を修得
します。小児で病気になったときに収容する保
育器や小児ベッドでの看護技術を修得します。

学生食堂
昼食時には、社会福祉法人共生会の安くておいし
いお弁当、カレーライス及びパンの販売を行ってい
ます。また、昼食時以外にも授業の空き時間や放課
後に学生が自由に使用することができ、学生の交流
の場となっています。また、テラス席も設置してお
り、暖かい季節には心地よい時間を楽しめます。

図書館
元ホテルの結婚式場の参道を改修した、細長いユニーク
な図書館です。窓からは富士山が見えて、夕暮れ時には
赤富士が見えることもあります。柔らかく優しい光のライ
トを使用しているので、カフェ風で温かく、時間を忘れて
しまうくらい居心地の良い空間となっています。自然の
雰囲気を残した机の後ろには、看護を中心とした書籍が
ずらりと並び、大変学習しやすい環境となっています。

学生ラウンジ
エントランスの隣にあり、学生や教職員が自由
に使用できる、日当たりの良い明るいオープンス
ペースです。昼食後や授業、実習の合間にゆった
りくつろぐことができます。wi-fi環境が整って
おり、自習、web閲覧をする学生が多く見られ
ます。

メディアプラザA
「情報学基礎」「情報処理」などの授業で使用
されています。また、授業の空き時間には、自由
に学生がPCを使用することができます。学生の
自宅にPC環境がない場合であっても、大学内で
レポート課題、自習及び履修登録の利用が可能
です。

講義室１-1・1-2
約120名ずつ学生を収容できる沼津キャンパス
最大の講義室です。必修科目及び教養科目と
いった大人数が受講する科目で使用されること
が多く、正面のスクリーン以外にもモニターを設
置し、学生が学習しやすい環境を提供します。

講義室1-3
選択科目等で使用される最大収容人数50名の講義室
で、ビデオ会議システムを設置した遠隔授業にも対応
できる講義室です。遠隔授業対応講義室では、東都大
学の他のキャンパスとの合同授業もできます。また、学
生の学習機会を確保するとともに新型コロナウイルス
への感染リスクを避けるために、大学に来なくても学
修できるような遠隔授業実施の事態に備えています。

教員Message

●障がい者の支援
●保健統計の分析
●健診・検診業務
●学校での健康管理
●保健事業＆企画　など

●健康相談
●健康教育
●家庭訪問
●職場の健康管理
●感染症対策

保健師の仕事内容

じょくふ

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


