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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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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
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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


