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自治医科大学

看護学部長・大学院看護学研究科長

（兼）副病院長　水　戸　美津子

今、大学は大変厳しい時代を迎えております。特に私立大学は「少子化」による全入学時代といわれ

る状況になり、全国の私立大学の４割を超える大学で定員割れ、さらには、赤字を抱える大学も増えて

おります。看護系も例外ではなく、特に、私学においては入学定員確保に苦慮している大学もあると聞

いております。幸い、本学は教職員の努力により受験倍率は一定水準を維持しており、入学者の確保も

順調な状況にあります。昨年度は大学評価（認証評価）を受け、大学として適正であるとの評価を受け

ました。

本学部は、高い資質と倫理観を持ち地域住民の保健・医療及び福祉に貢献し、高度な医療並びに地域

の看護に従事できる総合的な看護職者を育成することを目的に開設され、8年目を迎えました。充実し

た教育・研究をすすめる条件は整ってきております。特に、昨年度からは、看護学部臨床教授等制度の

導入、看護学実習教育指導連絡会の創設、日本私立看護系大学協会教育セミナーの開催（テーマ：安心

と安全な教育環境の構築に向けて ―情報モラルとセキュリティの観点から―）等により附属病院での

実習教育の環境がよりいっそう整備されてきました。本年度はさらに看護学部長が附属病院副病院長を

兼務することになり、更に臨床での教育を充実させる環境が整うこととなります。

看護学部では専門職を育成することに重点が置かれます。しかし、大学では単に専門的な知識を得る

だけでなく、その学生が将来この社会を担っていくために、大学生活での様々な経験を通して、学問的

興味を抱きその面白さを経験し、自らの認識を広げ、成長してくことが必要です。そのために、学生た

ちが主体的に学べるような教育環境づくりにも務めたいと考えています。４年間の学生生活のご支援を

よろしくお願いいたします。

ご　　挨　　拶

第４期卒業生寄贈「自家栽培手紡茶綿タペストリー」
日下田　正先生作

入学式式典風景（Ｈ21.4.10）
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新　入　生　の　近　況

入学3ヶ月を経て思うこと

看護学部１年　芳村　由紀子

自治医科大学に入学し、早くも３ヶ月が経過

しました。新生活が始まることへの不安と、自

分の夢へ近づくことへの期待を胸に入学した日

を今も鮮明に覚えています。自分と同じ夢を持

って各地から集まった友人達、かつては私たち

と同じ不安を抱えていたであろう先輩方、そし

て幅広い知識と経験豊かな先生方…様々な思い

を胸に始まった大学生活は、新しい出会いに溢

れていました。 こうした新しい出会いが、少し

ずつ不安な気持ちを消していってくれました。

今まで学んだことのなかった専門的な内容を

含む授業では、毎回新たな知識を得、新たな発

見をし、３ヶ月が経った今でも一回一回の授業

がとても新鮮に感じられます。

授業中に行われる意見交換では、自らの考え

を友人に伝え、友人の考えをきくことで、自分

の考えを深め、視野を広げることができていま

す。編入生の知識に富んだ回答や意見を聞くこ

ともでき、そこでもまた自分の中に新しく知識

を蓄えることができています。あっと言う間だ

った３ヶ月ですが、振り返ってみると、私達が

この３ヶ月で手に入れたものは数えきれない程

であると感じます。

４年間、まだまだ先は長いように感じますが、

残りの時間もまたあっと言う間に過ぎていくの

だろうと思っています。

私たちにはまだ学ぶべきことが山程あります。

４年後、今のように大学生活を振り返った時、

過ぎた時間に対して、手に入れたものがどれだ

け多くなっているのか楽しみです。私達は同じ

夢をもって集まったからこそ、これからの４年

間支え合い成長し、夢を叶えることができるだ

ろうと思っています。共に頑張っていきましょ

う！

学生生活

看護学部編入生３年　石黒　陽子

期待と不安を抱き、自治医科大学の門をくぐ

ってから、早いもので３ヶ月がたとうとしてい

ます。自己成長やスキルアップ、看護の追及と

いった志を抱き、今年度は５人の編入生が入学

しました。年齢も様々で、それまで積み重ねて

きた経験も違いますが、看護への熱意は共通し

ています。また、授業を通して知り合う他学年

の仲間との交流の中から、新たな発見や新鮮な

驚きを感じ、刺激を得ることができています。

これは学生生活だけでなく、日々の生活も有意

義なものにしています。この５人や同じ看護の

道を志す仲間との出会いを大切に、２年間とい

う短い学生生活の中で、互いに学びあいながら、

友情を育めたらと考えています。

大学での授業は今まで私が経験した専門学校

や高校とは違って、自分で主体的に学び、応用

ができるよう知識を充実させなくてはならず、

学ぶことの大変さを感じています。しかし、看

護や医療の高度な知識を得ながら、科学的根拠

や理論に裏付けされた講義を聞くことは学ぶ事

の楽しさを教えてくれます。また、何より学ぶ

理事長・看護学部長を囲んで 医学部長を囲んで

新入生懇親会



3

各　学　年　の　近　況

出会いから得たもの

看護学部２年　永瀬　絵美

私にとっての入学してからの１年間は、長い

ようでとても短く、あっという間に過ぎていき

ました。そんな１年間の中で私は、たくさんの

人に出会うことができました。

大学に入ってからの毎日の講義や演習は、初

めて学ぶ新鮮なことばかりでした。最初は戸惑

うことも多くありましたが、看護を学んでいる

という実感が少しずつ湧いてきて、それが嬉し

くもありました。その学んだことを初めて生か

す機会となったのが、１年の夏休みの「へき地

研修」でした。私は、福島県の磐梯町に行きま

した。特に、高齢者の方のみで暮らしているお

宅への訪問看護に付き添ったとき、へき地に暮

らす人々の現状を知りました。教科書上やマス

メディアの情報として分かっていたことではあ

りましたが、実際に見て、現実として初めて分

かった気がします。

また、秋には「生活の理解実習」がありまし

た。そこで、様々なライフステージにおける

人々に出会いました。この実習を通して、各年

代の色々な考え方に触れることができました。

それから、私は大学に入って新しく始めたこ

とがいくつかあります。その中の１つでもある、

ピアサークルでの活動を通しても、友達、先生、

先輩、ピアエデュケーションを行った中学校や

高校の生徒、国際交流会で出会った諸外国の皆

さんなど、本当にたくさんの人に出会いました。

私は、そんな人達との出会いを通し、様々な意

見を聞く機会が増え、今までの自分では考えも

しなかった考え方や想いに気付くことができま

した。

このように、たくさんの出会いは私を大きく

変えてくれました。これから先、看護の道を進

んでいく中でも、様々なフィールドにおける医

療従事者、患者、その家族、地域の人々など、

多くの人々に出会うと思います。私はそんな中

でも、自分の考えはしっかりもちつつ、周囲の

人と相互作用していける柔軟な考えを持つ人に

なりたいです。同時に、そうあることは医療従

事者としても必要になってくると思います。だ

から、これまでに出会った人も、これから先に

出会う人も大切にしていきたいです。そして、

今後も多くのことに興味を持ち、学生時代にし

かできない様々なことに挑戦していこうと思い

ます。

仲間や患者さんとの出会いを通して

看護学部３年　矢敷　成華

入学して早２年が過ぎ、私ももう３年生とな

りました。先輩方の話には聞いていましたが、

本当にあっという間ですね。

私はこの２年間でたくさんの人に出会い、た

くさんの人に支えられてきました。様々な地域

から集まってきた同級生や先輩、後輩、先生方、

看護師や患者さんなど、それまで関わることの

できなかった人々と関係を持つことで、知らな

かった世界や考えに触れ、自分の考えや視野を

広げる良い機会となったとともに、多くの刺激

を受けました。特に、寮生活をする友人は、今

となっては私の生活には欠かせない存在です。

親元を離れ、新しい生活を始めるにあたり、大

きな不安を抱えていた私に寄り添ってくれたの

は彼らです。また、喜びや悲しみを共有できる

親友であり、同じ目標に向かってともに努力し

合える仲間でもあります。それぞれ育ってきた

環境や感じ方、考え方が異なりますが、「寮」と

意欲をもった５人と助け合い刺激し合うことで、

看護への広い視野を身につけることができます。

私にとって学生生活は始まったばかりで、こ

れからいろいろな困難に突き当たることもある

と思います。そんな時こそ仲間や家族の力を借

りながら、看護師としての視点と医療を受ける

側や社会資源を利用する立場としての視点を合

わせ持って、困難をよい経験にしていきたいで

す。そして、看護師としてや私自身としての人

生の可能性を大きく広げ、成長したいと考えて

います。２年後の春、多くの学びから得た自信

と意欲を持って、社会に貢献できるように、学

生生活に全力を注ぎ充実したものにしたいと思

います。



いう空間の中で暮らしをともにすることにより、

互いに認め信頼し合える関係を築けたことをと

てもうれしく思います。

現在、私は臨床実習を行っています。この時

期は、将来の方向性を決める大切な時期だと考

えます。１年前、２年前の臨床実習の学びを活

かして、いろいろな患者さんに向き合っていく

ことが求められ、日々、試行錯誤しています。

元々、私は人と話すことが好きでした。です

が、話すことが「苦手」だと感じる患者さんも

います。そのような場合、私はその人との関わ

りを避けようとする傾向がありました。私は患

者さんとの関わりを通して、このような自分の

傾向に気づくことができました。患者さんにと

って、看護師は医療者の中で最も身近な存在で

あるため、その関わりを避けることはできませ

ん。たとえ苦手だと感じる患者さんと関わった

としても、それは単なる「意識」です。関わる

ことをあきらめず、その人を理解しようと前向

きに考えていくうちに、そのような「意識」は

消えています。私は、これから出会うであろう

患者さんたちにきちんと向き合っていけるよう

に、挑戦することを恐れず、臨床実習で学べる

ことをより多く吸収し、自分自身を磨いていき

たいと思います。

多くの出会いから、大学生活の集大成へ

看護学部４年　杉山　和平

自治医科大学に入学し３年間が過ぎ、早いも

のでもう最高学年となり、大学生活の集大成を

迎えるときとなりました。今の自分は入学時に

思い描いていた４年生となれているのでしょう

か。

思い返してみれば、これまでの大学生活で最

も大変だったことは、やはり病棟実習だったと

思います。朝早くから病棟に行き、ベッドサイ

ドでは、緊張のあまり、手が震えてしまうこと

もあり、病棟から帰ってからは記録物に追われ、

失敗と試行錯誤を繰り返し、めまぐるしい毎日

でした。あまりの忙しさに逃げ出したくなると

きも多々ありました。また、患者さんへ十分な

看護を提供することができず、自分の無力感と

未熟さを痛感し、自分が立っている足元が揺ら

ぐような錯覚に不意に捕らわれることもありま

した。病棟実習以外でも、大学生活は本当に

様々なことがあり、辛いこともあったけれど、

今振り返れば「楽しかった」と断言できる過去

の記憶です。そう断言できるのは、ともに笑い、

ともに悩み、ともに励んできた仲間たちがいた

からだと思います。また、私は大学生活ではジ

ャズオーケストラサークルの活動にも力を入れ、

医学部生や先輩、後輩とも多くの時間を共にし

てきました。さらに、県内の他大学や、関東圏

内の他の医療系大学の学生とも交流する機会を

持つことができ、より見聞を広げることができ

ました。「意味ない努力や、無駄な出会いなど、

あるわけない」と、この大学生活での全ての出

会い、出来事が今の自分に繋がっていると感じ

ます。

来年の今ごろ、私は社会に出て看護師として

働いていると思いますが、今は、希望よりも不

安が先行してしまっているのが正直なところで

す。しかし、まずは目先の国家試験勉強や卒業

研究など、今やるべきことに全力で挑み、乗り

越え、それが少しでも将来の自信へ繋がるよう

に努力していきたいと思っています。これから

も、今日よりは明日、明日よりは明後日。刻一

刻と、まだ知らない自分に成長していけるよう

に、仲間たちと一緒に、悔いを残さないように

残りの大学生活を全力で駆け抜けていきたいと

思います。
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Nurseman in Children's Medical Center.

２期生　塚本　浩章

看護師となって早３年。自治からの同期と共

に、自治医科大学とちぎ子ども医療センターに

就職をしてからあっという間に月日が経ちまし

た。看護師として就職をしたはずなのですが、

ある時はテレビを直し電気屋みたいに、ある時

はこども達と一緒に遊んで保育士みたいに…。

先輩達から「看護師だっけ？」と、言われるく

らい、何でも屋として病棟で活躍？しています。

私が働いている病棟は、小児の急性期病棟で

す。毎日、緊急入院や退院と、とてもあわただ

しい病棟です。人工呼吸器管理から在宅移行を

目指す子たち、喘息で入退院を繰り返す子たち、

そしてたまには外科もみたりと、ICUみたいな

ことから退院支援まで何でもやるので一つの総

合病院みたいな病棟です。そのため、変化が早

く入院している児も短期から長期と様々で、看

護といっても一言では表わせないほど多くのこ

とを考えながら働いています。

そんな忙しい病棟ですが、こども達やスタッ

フが楽しみにしている行事が年間にいくつもあ

ります。夕涼み会では大きな神輿を担いで病棟

中を練り歩いたり、ハロウィンパーティーでは

スタッフ全員が仮装して仕事をしたり…、医師

も看護師も栄養士もetc…こども達よりもスタッ

フのほうが楽しんで行事に参加しています！

忙しくてつらいことも多いですが、こども達

と遊んだり、こども達の笑顔から元気を分けて

もらっています。本当にどっちがお世話になっ

ているのかわかりませんが、こども達の笑顔に

何度も助けられました。今年は、同じ病棟に男

の後輩も入り男性看護師は２人になりました。

小児病棟で男の看護師は珍しいようで、母達か

ら驚かれたり、小さい子に医者と間違えられて

泣かれたりしていますが、毎日精一杯頑張って

おります。

新人だった私も、今年はプリセプターとして

指導をする立場となりました。自分が指導をす

るのは信じられないことですが、プリセプティ

ー（新人）と共に、こども達と家族の「明日へ

の希望」のほんの一つの支えになれるよう、一

歩ずつ進んでまいりたいと思います。

看護師として1年経って

３期生　原田　さおり

就職して２年目を迎えました。ようやくとい

う思いと早いなという思いと…でも一年間乗り

越えた同期や自分をまずは褒めたいです！

自治医科大学さいたま医療センターには、自

治医大の先輩もいますし、同期も一緒に就職し

ています。だから、寂しい思いはなく、気分転

換にお茶しに行ったり、会えなくても電話で話

したり。病棟が違っても、出勤中や更衣室で会

うと、思わず声をあげて「元気～？頑張ってる

～？」なんて声を掛け合って、すごくパワーを

もらいます。特に初めのころは緊張でガチガ

チ?!だった表情が、その一瞬でほぐれました。

仕事のほうも一年経ち慣れてきた部分もあり

ます。はじめは何をするにも緊張が付きまとっ

ていましたが、今は緊張感をもちつつも看護す

る楽しさを感じながら仕事ができるようになり

ました。…といっても、まだまだ分からないこ

とも多く心の動揺も感じます。それでも、そこ

をきちんとフォローしてくれる先輩たちがいま
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水泳部

看護学部２年　須田　真美

自治医科大学水泳部は、毎週火・水・日に活

動しています。夏は自治にある50メートルプー

ルで、それ以外は小山の温水プールを借りて練

習しているので、年間を通して水泳に打ち込む

ことができます。

部員数が51人と人数の多い部活ですが、学年

学部問わず、みんなが仲が良く、楽しい雰囲気

の中で練習しています。

私は、大学に入学するまでに水泳経験があり

ましたが、練習についていけるか初めはとても

不安でした。しかし、４コースの中から自分の

泳力に合ったコースで練習できるので、自分の

泳ぎを日々上達させることができました。水泳

は個人競技ですが、みんなで練習メニューをこ

なしていくので、キツい練習でも頑張ろうとい

う気持ちがより強くなります。

また、部活を通して知り合った友達、先輩、

後輩は私の大学生活における友好関係の幅を広

げてくれた、大切な存在です。部活以外でも一

緒に遊んだり、困った時は相談にのってもらっ

たりと、私の生活を充実させ、支えてくれたの

は、水泳部の仲間だったと思います。４月から

は後輩も多く入ってきてくれたので、部活に行

くのがより一層楽しくなりました。２年生にな

って勉強の方も少し大変になってきましたが、

部活と両立できるように日々努力しています。

ク　ラ　ブ　活　動

す。「大丈夫？」と声をかけてくれたり、ときに

は怒られたりもしますが、それがなければ気付

かなかったこともあるので、そうした周囲のサ

ポートがあってこそ自分は成長しているのだな

と思います。

同期や先輩の存在は大きく、私がとても感謝

しているのは、同期の励ましだけでなく、仕事

を一緒にしていると楽しいと思える先輩看護師

と出会えたことです。その先輩との会話の中で

「仕事が早いのと、できるのとはまた違うよ。」

という言葉がありました。その言葉は私に影響

した一言で、仕事を早く終わらせることだけを 新たに加わった自治医大卒ナースと！

考えるのでなく、はじめは要領が悪く仕事が遅

くてもいいから、良い看護をしようと思いまし

た。今でも、その思いを胸によりよい看護とは

何かを考えながら日々励んでいます。
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最後に、水泳は全身運動のため健康にも良く、

生涯を通して続けることができるスポーツだと

思います。水泳未経験の方も大学で水泳を始め

てみませんか？頼りになる先輩、愉快な同級生、

かわいらしい後輩とともに私は楽しく水泳をし

ています。

ＪＦＣ（軽音楽部）

看護学部４年　庭山　由衣

ＪＦＣは、わかりやすく一言で言うと、バン

ドをやっている部活です。今年は新入生がたく

さん入部してくれたおかげで、部員はたぶん現

在90人くらいはいるかと思います。私は、ＪＦ

Ｃにしか所属していませんが、ほとんどの人は

運動部を掛け持ちしていて、スポーツと音楽を

両立しています。このたくさんいる部員の中で、

学年・学部は全く気にせず、自由にバンドを組

むことができます。練習などもバンドメンバー

同士で決めてやっていくので、かなり自由な感

じです。

ＪＦＣで行うライブとしては、年に５回あり

ます。花見ライブ、新歓ライブ、学祭ライブ、

クリスマスライブ、卒業ライブです。去年は、

これに加えて、「懐メロ祭り」と称して、部員を

ランダムにしてくじを引いて組み合わされたバ

ンドで、懐メロを演奏する！というライブがあ

って、普段とはまた違ったバンドでの演奏がで

きたり、見たり聴いたりできて、とても楽しい

ライブでした。それ以外にも、外部や他大学主

催のライブもあり、それに出るバンドをみんな

で応援しに行ったり、外部のバンドを観に行っ

たりするのも楽しみの一つです。また、ライブ

の後には必ず打ち上げがあって、バンドを一緒

に組んでいない人とも、たくさん話したり、仲

良くなったりできます。また、つい最近では、

各パートでの新歓があり、ご飯を食べに行った

りして同じパート同士でも交流できました。そ

の他にも定期的にイベントが予定されていて、

カラオケに行ったり、本当に楽しすぎる部活で

す。

楽器に関しては、部員のほとんどが、大学か

ら始めたという人が多いので、初心者でも安心

して入れます。ギター、ベース、ドラムはそれ

ぞれ講習会を開いてくれているので、先輩がい

ろいろ教えてくれます。もちろん経験者もいる

し、本格的に音楽を極めている人もいれば、趣

味程度にやっている人まで様々です。でも、ど

の部員も「音楽を楽しみたい！！」という気持

ちは一緒です。少しでもＪＦＣに興味を持って

くれた方、ぜひＪＦＣへ♪



夏季へき地体験研修に参加して―青森県東通村―

看護学部４年　鈴木　郁美

私は、以前からへき地医療とそれに伴う看護

について関心があり、今回の研修の前にも二度

ほど他の施設でのへき地研修に参加させていた

だきました。その経験などから、今回はへき地

での医療と看護についてさらに理解を深めたい

と思い、包括ケアを積極的に実施している青森

県の東通村診療所をはじめとした複合施設「野

花菖蒲の里」での夏季へき地研修に参加させて

いただきました。

今回、研修に参加させていただいた「野花菖

蒲の里」は、青森県の下北半島に位置し、その

周辺の環境としては、自然豊かで、海の幸・山

の幸に恵まれたところでした。人口は約7,600人

で、その27.26%（2,059人）が高齢者という高齢

化の進んだ地域でもありました。この施設は、

保健福祉センターと診療所、介護老人保健施設

が併設されており、保健・医療・福祉のスタッ

フが連携し、包括的に東通村の住民をケアしや

すい環境が整っていました。

今回の研修では、診療所での研修だけでなく、

デイケアでの研修や村内での介護予防教室への

参加、訪問診療・訪問看護への同行もさせてい

ただきました。また、包括ケアに関しては、包

括ケア会議や担当者会議を見学させていただき、

この施設が実際に行っている包括ケアの一部分

を垣間見ることができました。

今回の研修を通して、地域での包括的なケア

を実践するためには、様々な他職種との連携を

密にしていくことが重要であるということを再

確認することができました。この地域には、保

健・医療・福祉の施設はほとんどここにしか整

っておりません。そのため、ベッド数は限られ

ており、そのベッド数で住民を包括的にケアし

ていくためには、治療だけでなく、予防や介護

にも力を入れ、できる限り地域で生活できるよ

うな取り組みを行っていくことが大切であるこ

とも実感することができました。また、今回の

研修の中で、大学の授業や実習等では関わりが

少ない職種の方とも、関わる機会があり、看護

職だけでなく、その他の職種の役割や機能につ

いても理解を深めることができました。さらに、

看護職の方々とはとても親密に関わることがで

き、様々な看護観に触れるよい機会となりまし

た。それにより、自分の看護観の未熟さを実感

し、今後もベストな看護とは何かを探求し、自

分の看護観を磨く必要性を実感することができ

ました。

私は、今回の研修に参加し、ここでは述べら

れていないほど、多くの学びを得られることが

できました。そして、その経験は、学生時代だ

けでなく、看護師として現場に立ったときにも

役立つものであると思います。だからこそ、今

後多くの学生がこの研修に参加し、私と同じく

多くの学びを得られることを期待しております。

最後になりますが、今回のような貴重な経験

をさせていただき、本当にありがとうございま

した。今後はこの経験を活かした看護を行うこ

とができるように、さらに勉学に励みたいと思

います。

学 生 の 自 主 的 活 動
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第38回薬師祭のご案内
自治医科大学学園祭「第38回薬師祭」が9

月25日（金）～27日（日）の3日間、自治医

科大学キャンパスにて開催されます。今年度

のテーマは「Gish ～熱がりの君たちへ～」

です。Gishという言葉にはエネルギッシュ

のように、汗だくになりながら、パワフルに

祭に取り組んでいこうという思いが込められ

ています。今年は例年に比べて早い時期の開

催ですが、例年以上に盛りだくさんの企画を

準備しています。皆様のご来場をお待ちして

います。

9

薬師祭副実行委員長として活動して

看護学部２年　宮坂　由希

自治医科大学では毎年「薬師祭（くすしさい）」

という学園祭を看護学部・医学部学生主体で行

っています。学生だけでなく地域の方や遠方か

ら来て下さるたくさんの方にも楽しんでいただ

ける自治医大の最大のイベントです。この薬師

祭を運営する中心となっているのが薬師祭実行

委員会です。私は昨年度、実行委員会の一員と

して活動してきました。

活動を通し、たくさんの方と関わっていく中

で、仕事面だけでなく人として学ぶこともたく

さんありました。迷惑をかけてしまうこともた

くさんありました。それでもどんなときも優し

く接してくださった先輩方に助けられとても感

謝しています。楽しく仕事ができる時もあれば、

上手くいかず苦しむ時もありました。ですが仲

間と支え合い乗り越えていき薬師祭当日を終え

てみると、仲間との絆や楽しかった思い出と感

謝の気持ちだけが強く残りました。

そして今年も実行委員会の一員として活動す

ることになりました。さまざまな困難や楽しさ

を経験すると思います。去年楽しかったことも

苦しかったことも含めて無駄がなかったと思え

るからこそ、今は経験できるすべてのことに感

謝していきたいと思っています。また、いつも

見えない所でたくさんの人に支えがあるからこ

そ一人一人が分担を持ち、仕事が出来ていたの

だと感じました。今年は副実行委員長というポ

ジションから先輩や後輩、仲間たちを支え、感

謝している気持ちを常に持ちながら、薬師祭に

関わってくださった方が楽しいと感じてもらえ

るよう活動していきたいと思います。



教　員　紹　介  

を示した理論を学修し、自分の頭脳で考え、問

いかけ、問題を解決していけるような基本的な

頭づくりをし、その頭脳に導かれた看護技術の

修得をめざします。人間に直接働きかける仕事

には確かな技が必要であり、優れた看護技術は、

事実を見つめる訓練された頭脳がつくりあげて

くれるものなのです。

いつでも・どこでも・だれにでも、相手の立

場に立って自らのもてる力をさしだし看護する

ことができるよう、しっかりとした基盤を形成

してほしいと願って教育にあたっています。

担当教員は、現在、三瓶眞貴子（教授）、里光

やよい（准教授）、宇城令（講師）、櫻井美奈

（講師）、和久紀子（助教）、米良千代（助教）の

６名です。いずれも看護ならびに教育への高い

志をもち、また感受性豊かで、優しく温かなお

もいやりの心をもったスタッフです。それぞれ

のもてる力をさしだしあいながらティームティ

ーチングでの教育をめざしています。

＊基礎看護学＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

教授　三瓶　眞貴子

看護は人類の誕生とともに始まり連綿と繰り

広げられてきた人間の営みです。その看護の原

点は、目の前の病んでいる人を見たとき、何か

してさしあげたいという優しく温かな想いが沸

き起こることです。これはだれもがもつことの

できる想いであり、人間のもてる力です。その

想いを看護にしていくために、専門教育が位置

づけられています。

看護の対象となる人々は自分ではない他人で

すから、自己流にものごとを見つめ考えていっ

ては看護することができません。また、二度と

同じ現象は起こりえないという点では、答えを

知ってそれを覚えればできる、という単純なも

のではないという難しさをもっています。

基礎看護学科目群では、これらを踏まえ、看

護学の立場からの科学的なものの見方・考え方

10
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＊地域看護学＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

教授　春山　早苗

人々は、家庭や学校、職場、その他地域社会

の中で、様々な生活の営みをしています。地域

看護とは、そのような生活の営みの中で、人々

が自らの健康を維持し、より良い状態に高めて

いくことができるような看護を追求していく看

護の専門分野です。対象は赤ちゃんから高齢者

まで、また病気や障害の有無にかかわらずあら

ゆる人々となります。

地域看護学では、家庭や学校、職場、その他

の地域社会生活の場において行われる看護や生

活集団を対象とした看護、病気になってからで

はなく病気を予防するための看護、病気や障害

をもった人々が地域の中でより良い生活を送り

続けられるためにそれを支えるチームづくりや

しくみづくり、人々の生命や健康を守るための

保健医療福祉介護のシステムづくりと看護職の

役割等について学習します。講義・演習はもち

ろんのこと、栃木県内の市町村保健センターや

保健所、訪問看護ステーション、小中学校、企

業等の健康管理部署等で実習をします。学生の

希望に応じて、山村過疎地域といったへき地で

実習する機会もあります。

地域看護学を担当する教員は、春山早苗（教

授）、鈴木久美子（准教授）、塚本友栄（講師）、

工藤奈織美（講師）、小川貴子（助教）、島田裕

子（助教）の６名です。私たちは、教育活動の

傍ら市町村や保健所の保健師活動に関する研究

やへき地の看護活動に関する研究、へき地で働

く看護職のサポート体制に関わる研究、災害や

感染症等の発生に備え、また発生時に対応でき

るためのシステムと看護活動に関わる研究など

にも取り組んでいます。このような研究をとお

して教員も様々な人々と出会い、研鑽する機会

となっています。教員自身が常に学ぶ姿勢を失

わず、地域で働く看護職から学んだことや研究

成果も活かして、より良い教育活動ができるよ

う日々、努力しています。
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新 任 教 員 紹 介  

◆三瓶　眞貴子 教授

専門分野：基礎看護学・理論看護学

研究テーマ：理論構築に関する研究、看護実

践・教育実践・研究への理論適用とその構造

化に関する研究

抱負：人間は認識に導かれて行動する存在です。

いつでも・どこでも・だれにでも、優しく温

かな思いやりの心をもって質の高い看護を展

開できるためには、自分自身の頭脳をしっか

りと鍛え、専門的な頭の働かせ方を技化し、

そしてその頭脳が命じるように体の動かし方

を訓練していくことです。一人ひとりの可能

性を大切にしながら、未来にはばたく看護職

者を育んでいきたいと思います。

◆井上　みゆき 准教授

専門分野：小児看護学

研究テーマ：新生児看護の倫理：「重篤な疾患

を持つ新生児の最善の利益」を中心に、生命

をめぐる倫理的意思決定に関する研究

抱負：子ども医療センター、総合周産期母子セ

ンターなど、子どもを対象とした施設に恵ま

れたこの環境の中で、今まで培ってきた小児

看護学実践・教育・研究を基盤として、微力

ながらも自律性と創造力豊かな人材の育成に

尽力していきたいと考えております。

◆小原　泉 准教授

専門分野：がん看護学

研究テーマ：がん治療を受ける患者の意思決定

支援

抱負：教育の場に久し振りに戻り、学生の皆さ

んの伸び伸びとしたエネルギーを感じながら、

毎日新鮮な気持ちで講義や演習をしています。

看護のおもしろさ、時にはつらいことがあっ

てもそれを乗り越えた時のやり甲斐や専門職

としての誇りを伝えていけるよう、努力した

いと思っています。

◆齊藤　良子 准教授

専門分野：母性看護学

研究テーマ：生殖看護

抱負：母性看護学科目群の齋藤良子です。生殖

看護を主なテーマに関西地方で研究・教育活

動をして、十数年ぶりにこの自治医大に戻っ

てまいりました。学生の皆さんと同じ年代を
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この敷地内で過ごしたことをとても懐かしく

思い出しています。母性看護や周産期看護の

講義・演習を楽しく興味深いものにできるよ

うに取り組んでいきたいと思っております。

また、卒業研究などの研究活動も楽しみにし

ております。どうぞよろしくお願い致します。

◆樋貝繁香 講師

専門分野：小児看護学

研究テーマ：父親の親性発達への支援・小児救

急医療における育児支援

抱負：恵まれた自然の中、附属病院も隣接され

ており、このような環境で学生と共に看護を

追究できることを嬉しく思っております。こ

の環境を十分にいかせるよう、臨床の方々と

も協働しながら看護教育について考えていき

たいと思っております。教員としては、まだ

駆け出しではありますが、精一杯頑張りたい

と思います。

◆角川　志穂 講師

専門分野：母性看護学

研究テーマ：孫育てを担う祖父母に対する教育

プログラムの開発

抱負：山口県の出身で、広島県で学生時代を過

ごし、その後岩手県で助産師、教員として勤

務をしてきました。４月に着任してから、た

くさんの人たちとの出会いがあり、多くの方

に支えて頂きながら、毎日を過ごしています。

講義や演習、実習でのたくさんの出会いに喜

びを感じながら、学ぶことの楽しさを学生の

みなさんとともに実感していければと思って

います。

◆松本　幸枝 講師

専門分野：成人看護学

研究テーマ：患者や家族の危機について・イン

ストラクションデザインについて

抱負：ただいま実習の真っ只中で、学生の感受

性と新鮮さにふれて、一緒に泣いたり笑った

りしながら毎日かけまわっています。学生自

身が色々な体験を育てながら、「看護は面白い」

と感じるような動機付けができたらと考えて

います。

◆石田　寿子 助教

専門分野：小児看護学

研究テーマ：障害をもつ子どもへの支援

抱負：これまでは臨床で看護学生の実習指導に

携わって参りました。今年から教員一年生に

なります。今は自分の看護を振り返りながら、

看護を教えることの難しさを実感しておりま

す。まだまだ未熟者ですが、一歩一歩成長し

ていきたいと思っております。

◆北村　露輝 助教

専門分野：小児看護学

研究テーマ：がん患者と看護師の協働的パート

ナーシップ・終末期がん患者とその家族への

Loss and grief Counseling

抱負：今年、教員１年目となります。学生のみ

なさんが学べる環境を整え、看護する楽しさ

や奥深さを共有しながら、共に成長できるよ

う努めて参ります。

◆島田　裕子 助教

専門分野：地域看護学

研究テーマ：行政の保健師が健康危機への備え

のための活動に取り組み易くするための研究

抱負：学生時代、地域の保健師の家庭訪問に同

行させてもらったことが、保健師を志すきっ

かけとなり、その後栃木県の保健師として勤

務しました。保健所では住民の方々や様々な

関係機関、職種の方々から沢山のことを学ば

せていただきました。保健師活動の素晴らし

さを学生の皆さんにお伝えできればと思って

います。

◆宮田　真理子 助教

専門分野：精神看護学

研究テーマ：精神疾患をもつ方の自助グループ

について

抱負：これまで臨床で看護師として勤めてまい

りました。学生さんとは主に実習で関わるこ
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とになります。精神看護学の奥深さ、楽しさ

を教員として学生さんに伝えていけたら良い

なと思います。教員１年目で、不慣れなとこ

ろが沢山ありますが、みなさんと共に学んで

いきたいと思っています。宜しくお願い致し

ます。

◆米良　千代

専門分野：基礎看護学

研究テーマ：看護実践から看護の指針をとり出

す

抱負：看護は看護する人の頭の働かせ方に左右

されると学び、実践の場ではその言葉を実感

する場面がたくさんありました。これから講

義や演習や実習の中で学生の皆さんと一緒に

こうじゃないか、あーじゃないかと言いなが

ら、共に看護的な見方や実践ができるよう努

力していきたいと思っています。

◆和久　紀子 助教

専門分野：基礎看護学

研究テーマ：がんの患者・家族のサポート・看

護教育・看護師の継続教育

抱負：緑豊かな自然環境や人的環境にも恵まれ、

本当に教員としてよいスタートを切らせてい

ただけたと思います。教員としては初心者で

すが、昨年度まで看護師として働いてきた経

験を活かして学生の皆さんの学びをサポート

していきたいと思っています。初めてのこと

で戸惑うことも多いですが、この自治医科大

学看護学部で学生の皆さんと共に沢山のこと

を感じ、考え、笑い、時に悩みながら、一緒

に成長していこうと思います。

日頃学生がどのように学び、どのような学生生活を送っているかを知るため、実習中の３年生を除い

た学生全員と学部長との懇談会が毎年５月中旬から７月中旬にかけて、15回（１グループ20名程度）、

学部長室において開催されます。懇談会は大学が用意した昼食を食べながら行われますが、学部長と直

接話をする機会など他大学ではあまりないため、学生にはとても好評です。

学 部 長 懇 談 会

１年生との懇談会（6/29） ４年生との懇談会（6/2）
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看護学部教員名簿（職位順・50音順） （2009/7/1現在） 

職　名 
学部長 
教　授 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

准教授 
 
 
 
 
 
 
 
 

講　師 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

助　教 

氏　名 
水戸美津子 
三瓶眞貴子 
竹田　俊明 
竹田津文俊 
永井　優子 
中島登美子 

 
中村　美鈴 
成田　　伸 
春山　早苗 
半澤　節子 

 
本田　芳香 
渡邉　亮一 
井上　映子 
井上みゆき 
大塚公一郎 

 
小原　　泉 
齋藤　良子 
里光やよい 
鈴木久美子 
a木　初子 
宇城　　令 
内海　香子 
川上　　勝 
工藤奈織美 
h田マユミ 
櫻井　美奈 
角川　志穂 
塚本　友栄 
野h　章子 
樋貝　繁香 
松本　幸枝 
矢野　美紀 
池下　麻美 
石田　寿子 
小川　貴子 
北村　露輝 
須藤　久実 
島田　裕子 
武正　泰子 
段ノ上秀雄 
長井　栄子 
西岡　啓子 
k田　恭子 
宮田真理子 
米良　千代 
和久　紀子 

役　　割 
 
ＦＤ評価実施委員会委員長 
 
学生委員会委員長 
 
実習調整委員会委員長 
教務委員会副委員長 
広報委員会委員長 
国家試験対策委員会委員長 
教務委員会委員長 
学生委員会副委員長 
広報委員会副委員長 
 
 
ＦＤ評価実施委員会副委員長 
学年担当アドバイザー・３学年担当 
国家試験対策委員会副委員長 
学年担当アドバイザー総括責任者 
 
学年担当アドバイザー・４学年担当 
学年担当アドバイザー・１学年担当 
学年担当アドバイザー・２学年担当 
実習調整委員会副委員長 
 
学年担当アドバイザー・４学年担当 
学年担当アドバイザー・４学年担当 
 
学年担当アドバイザー・２学年担当 
 
 
学年担当アドバイザー・３学年担当 
学年担当アドバイザー・１学年担当 
 
 
 
学年担当アドバイザー・１学年担当 
 
学年担当アドバイザー・２学年担当 
 
 
 
 
学年担当アドバイザー・３学年担当 

※役割については、学生の教育・生活支援に関わる委員会等のみ 
　とした。 

看護学部平成20年度卒業生（4期生）の動向 

就職 

28名

28名

36名

9名

4名

105名

自治医科大学附属病院 

 

その他の病院等 

自治医科大学附属 
　さいたま医療センター 

進　　　学 

そ　の　他 

合　　　計 

【進路状況】 
看護学部 Ｈ21.3.31現在 

卒業証書学位記伝達式

卒業式式典会場にて
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月 

月 

月 

月 

前学期 後学期 

4/10　入学式 

4/13　授業開始（1年） 

4/29～5/5　春季休業 

5/14　大学創立記念日 

7/1～7/3　定期試験（4年） 

7/28～7/31　定期試験（1・2年） 

9/25～9/27　学園祭 

10/1　授業開始 

12/25～1/4　冬季休業 

1/26～1/29　定期試験 

　　　　　　（1・2・3年） 

3/5　卒業式 

3/20～　学年末休業 

夏季休業 
8/1～9/30

年間スケジュール

ビタミンＮ　第６号

発行日　平成21年７月
発　行　自治医科大学看護学部
〒329-0498
栃木県下野市薬師寺3311-159
TEL ０２８５－５８－７４０９美術部4年　宮崎　恵

美術部4年　根本　美佳

看護学部卒業生は4期生が卒業し、看護学

研究科は2期生が修了され、看護学部開設か

ら8年目、大学院看護学研究科開設から4年目

となりました。ビタミンNは今年も看護学部

の学生、卒業生の近況をできるだけ多くお伝

えしたつもりですが、いかがでしたでしょう

か。新カリキュラムが導入され、1年次前学

期の「看護基礎セミナー」という科目も2年

目を迎えました。新入生の近況でもふれられ

ていましたが、100名を超える中で6～7人の

小グループに分かれテーマについて語り合い

ます。「自主的に学ぶ」という大学での学び

方を最初に会得するきっかけとなるようで

す。3年次の臨地実習でも、こうしたグルー

プでの学びは役立つようです。新しい先生方

を含む新たな教育研究指導体制のもと、学生

の学ぶ様子を少しでもイメージしていただけ

れば幸いです。これからも、どうぞよろしく

お願い申し上げます。

編集委員　半澤、鈴木、小原、大石


