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健康科学部設置準備室構想から開学まで
遠藤
Ⅰ．はじめに
日本における看護教育内容の変遷を見ると、

英子
入学生の約 43%と、半数に至ってない状況で
あり、東邦大学の看護教育が全て４年生課程

昭和 26 年に指定規則制定（『保健師助産師看

の大学教育へと転換されたことは看護教育に

護師法』）がなされた。当時は医療を遂行する

携わっている教員としては喜ばしいことであ

ための看護師（婦）教育であり、病院附属の専

る。炭山理事長・元青木継稔学長・佐倉看護専

門学校での教育（3 年間の教育）が主流であっ

門学校四大化準備委員長（その後、健康科学部

た。日本の看護教育は厚生労働大臣が認める

設置準備委員長）として御尽力された山﨑純一

3 年課程の看護師養成以外にも各都道府県知

学長をはじめ、関係者の方々に深謝いたし、5 年

事の認める准看護師教育課程もあり、複雑な

あまりの準備期間の経緯、教育内容に関する構

教育課程を辿っている。昭和 43 年指定規則第

想の経緯を述べさせていただく。

1 次改正では“専門科目として看護学が独立
し、臨床実習が各学科目の授業に組み込まれ

Ⅱ．健康科学部設置準備室開設までの経緯

た”。この頃から 4 年生の大学、3 年生の短

１．佐倉看護専門学校将来構想委員会から

期大学が設立され、つまり、文部科学省系列の

四大化準備委員会へ

大学での看護教育が少ないながらも開校され

平成 23 年 3 月～平成 24 年 1 月の 3 回に亘

始めた。平成元年の第 2 次指定規則改正では

り、元青木学長を委員長とし、会議が行われ

“専門科目は看護学のみとし、精神保健・老人

た。メンバーは炭山理事長、元常務理事（磯野

看護学を科目立て、さらに、授業時間数を減

氏・山澤氏）、元医学部長（黒田先生）、元看

少、カリキュラム上のゆとりが強調された”。

護学部長（高木先生）・看護学部教授（横井先

平成 21 年の第 4 次改正では、“統合分野の創

生・野崎先生）、元病院長（杉本先生・甲田先

設、各分野での教育内容の充実、看護基礎教育

生・田上先生）、元看護部長（佐藤氏・菊地氏・

における技術項目の卒業時到達度を明確化”

寺口氏）、元看護企画室長（出射氏）であった。

へと変化し、看護師と保健師・助産師の養成を

社会の動向を勘案し、教育的見地から見る

含め、4 年生大学での教育が推進されてきた

と四大化はやむを得ずとし、その方向性は２

（厚生労働省 2009）。

回目の会議で決定された。どのような組織に

東邦大学の看護教育においても、平成 3 年

するかについて、シミュレーションした結果、

に開校された佐倉看護専門学校（3 年課程）は、

習志野キャンパス再整備計画に載せることと

当時の社会のニーズに対する役割を果たし、

なった。その為には、理学部・薬学部の協力を

平成 28 年度入学生を最後に閉校することと

得る必要があり、1 年以内をめどに設置準備

なり、教養科目の充実した教育課程・優秀な入

室を立ち上げることが決定された。

学生の確保へと看護教育の転換を図ることに
なった。
そして、平成 29 年 4 月には 4 年生大学で

その後、“佐倉看護専門学校将来構想委員
会”（平成 24 年 9 月～11 月、山﨑学長を委
員長）のメンバーに準備室長（遠藤）が加わり、

の看護教育課程へと発展的に移行した。この

佐倉看護専門学校の四大化は本格始動した。

時点においても日本の看護教育の大学化は、

平成 25 年 4 月に新学部設置準備室が開設

東邦大学健康科学部
東邦大学健康科学部

看護学科

6

東邦大学健康科学ジャーナル

第１巻

第１号

され、開学時期を平成 28 年 4 月とし、習志野

看護専門学校の図書・備品は使用可能なもの

キャンパスに設置することが決定された。

は移管し、購入備品は 3 年間にわたり、分散
させての購入計画の立案をすることとなり、

２．“健康科学部設置準備室”の設置と経緯

教員の着任時期も、経年的に着任させること

１）平成 24 年 10 月～平成 25 年 3 月

となった。

準備室長の遠藤は、看護学研究科において感

習志野キャンパスでは、新学部開学の目的

染制御看護学専攻の博士課程の学生と修士課

等の説明のため、準備委員長・準備室長が薬学

程（感染症専門看護師コース）の学生の指導を

部・理学部の教授会へ参加し、佐倉看護専門学

継続するため、大学院教育との併任（～H28.3.

校の閉校計画、習志野キャンパスでの新学部

迄）となった。準備室長としての大役を受ける

設置の必要性、看護学部との教育の違い、など

にあたり、故、東邦大学名誉教授の五島瑳智子

の説明をした。また、建物の建設に関する審議

氏に背中を押され、勇気を頂いた｡

を行う長期計画委員会にオブザーバーとして

平成 25 年 3 月の理事会で健康科学部（仮）

参加した。

設置準備委員会・設置準備室の設置承認がな

佐倉看護専門学校四大化準備委員会におい

され、準備室は看護学部、遠藤の研究室に置か

ては、新学部開学時期は平成 28 年４月と決定

れた。健康科学部として、看護学科以外の設置

していた。しかし、佐倉病院への新人看護師供

も検討したが、経済性の問題から看護学科単

給の問題も関連していることから佐倉看護専

科での開学となった。健康科学部とした理由

門学校の閉校時期も含め再検討した結果、佐

は後述する。

倉看護専門学校は平成 28 年度入学者を最後

２）平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月

とし、平成 30 年度（平成 31 年 3 月）をもっ

平成 25 年 4 月より、準備室は看護学部研究

て閉校とすることとなった。新学部開学は、薬

棟１階に間借りし、7 月に本部 1 階の 1 室（15

学新棟建設が平成 28 年度に計画されていた

㎡）を改修し、移転した。田中美穂先生が看護

ことより、平成 29 年度の開学に変更となった。

学部から異動となり、準備室の成員は 2 人と

そのため、平成 32 年度の佐倉看護専門学校と

なった。

健康科学部から佐倉病院への新卒看護師の入

準備委員会は山﨑準備委員長（学長）主催で
適宜開催された。メンバーは準備室長、田中先

職が無くなることについては、病院側がその
対策を立てることで納まった。

生（準備室）、常務理事、4 学部長、3 病院長、

同時に、東邦大学看護領域の活動にも加担

3 看護部長、佐倉看護専門学校長、看護企画室

しており、第 13 回東邦看護学会（平成 25 年

長であった。

12 月）を準備室で受け、大会長・遠藤、事務

一方、本部では理事長・準備委員長・準備室

局長を田中先生が担い、皆様方のご協力のも

長・常務理事・学事統括部長・施設部長・財務

と、成功裏に終えることができた。

部長らと共に、入学定員の検討（40 名・60 名・

３）平成 26 年 4 月～平成 28 年 3 月

80 名・100 名の企画案の作成）と建物の検討、

平成 26 年 4 月には、大森キャンパスの準備

長期財務計画検討を再三行なった。また、準備

室を本部とし、習志野キャンパス（メディセン

委員長・準備室長・佐倉病院長・佐倉病院看護

ター事務所内）に準備室分室を設置し、浅野美

部長・佐倉病院事務部長らで、佐倉看護専門学

知恵先生が着任した。同時期に佐瀬真粧美先

校閉校時期の検討を行った。

生が医療センター佐倉病院副看護部長との併

検討の結果、入学生 60 名定員、建物は 3 階

任で着任した。平成 28 年 10 月には蜂ケ崎令

建て、１階フロアーは 1000 ㎡となった。佐倉

子先生が着任した。5 名が 3 か所に分かれ、
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それぞれの役割分担で業務の遂行を行い、週

とが期待された。また、メディアセンター・体

に 1 回を基本にした会議日設定でカリキュラ

育館・運動場などの認可を得るための施設が

ムの整理を急ピッチで行った。

共有されることにより設立費用の経済化が図

また、看護師確保のための千葉県からの補

れ、他学部とのコラボレーションが図りやす

助金確保の折衝に施設部長の松本氏と奔走し

い（一般教養科目、語学、基礎専門科目の合同

た。一種養護教諭コースの検討として、情報収

授業の可能性、他学部とのコラボレーション

集とカリキュラムのシミュレーションの実施

カリキュラムの実現の可能性、卒後の活動で

を、海外研修の検討として、マルタ共和国（マ

あるチーム医療の土台形成となり得る）など

ルタ大学の老年看護学単位取得の可否、語学

が利点として挙げられた。

学校での英語研修の可否）への視察（旅費等は

臨床実践能力の高い看護師を育成するため

各自負担）を、医療シミュレーション教育の検

に、地域連携・退院患者指導に目を向け、在宅

討として、琉球大学医学部への視察を行った。

看護に強い看護師の育成をすること、高齢社

学納金決定に関しては、千葉県下の看護系

会に対応できる看護師の育成（保健・医療・福

私立大学の平均を算出（約 650 万円）し、入

祉を一体化した視点で健康について考えるこ

学定員 60 名が他学より少ないことから少し

とができ、人間の福祉に役立つ医療人の育成）

高めの 680 万円と設定した。

することを特徴とした。

千葉県下では看護系私立大学の乱立の中、

また、臨床実習は、佐倉病院を拠点とするこ

教員集めは一番困難な課題であり、遠藤は、準

とにより、大学教員と佐倉病院との連携、臨床

備室開設と同時に、奔走していた。佐瀬先生

研究の共同と指導、教員の実践力育成のため

は、千葉県下の病院勤務・地域連携室の仕事を

の人事交流などを検討することができ、臨床

10 年余り携わり、千葉大学看護学部の同窓生

看護師の教育への参入システムの構築、臨床

とのつながりが多くあることから、教員の紹

教授・臨床准教授・臨床講師・臨床助教・臨床

介についてかなりの尽力を頂いた。

指導者・実習助手などの職位の創設により、臨

平成 27 年度 4 月の理事会において、開設年
は平成 29 年 4 月に、学部名称は健康科学部

床実践に強い看護師の育成へとつなげるなど、
際限なく考えが拡がった。

（Faculty of Health Science）に、学科名称は

さらに、臨床現場を活用した学習方法とし

看護学科（Department of Nursing）に、学位

てのケアリングカリキュラムの考案、学生の

または称号は学士（看護学）に、取得可能資格

リアリティショックを軽減するための学習方

は看護師国家試験受験資格と保健師国家試験

法の考案、Problem-based Learning を活用し

受験資格（選抜制 20 名以内）に、入学定員は

た判断能力を高める主体的学習、少人数によ

60 名（収容定員 240 名）に、学納金総額は 680

るローテーションプログラム、学習への動機

万円に、開設場所は習志野キャンパスにと、概

づけ・問題解決へとつながる自律性の育成 、

要の承認がなされた。

現場から学ぶ倫理的感覚の育成、医療と福祉

健康科学部が習志野キャンパスに設置され
ることにより、学生のキャンパスライフにお
いても理学部・薬学部の学生と共に習志野地

を連携させながら考えることができる学習方
法の考案についても考えが拡がった。
また、電子教科書導入の可否を探るために

区学生自治活動の活性化を図ることができる。

医学書院での情報収集を行い、開学初年度に

看護系大学としては一つのキャンパス内に複

教員が電子教科書を使えるか否かの試みをす

数学部と共に存在するケースは少なく、学生

ることにした。

同士互いに良い影響を受けることができるこ

組織間連携について、教育機関と 3 病院看
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護部との連携、看護キャリア支援センターと

看護企画室長の鈴木氏をはじめ多くの方々の

の連携について検討した。

応援をいただき、朝早くからのご協力に頭が

平成 27 年 7 月に新棟地鎮祭が執り行われ、

下がる思いであった。

千葉県へ「東邦大学の県内就業者対策への取
り組み」誓約書の提出を行い、開学に向かう準

Ⅲ．健康科学部の看護教育に関する構想

備が進められた。H28.年 3 月末に文部科学省

平成 25 年度までの準備室では、田中先生と

へ健康科学部変更認可申請書を事務の中村氏

2 人での看護教育に対する話し合いで明け暮

同伴のもと提出し、習志野事務部・学部長室の

れたといっても過言ではない。看護教育を 30

市原氏の尽力も加わり、平成 28 年度 5 月末に

年あまり経験してきた私に対し、看護教員歴

千葉県を経由して医学教育課へ提出した。認

10 年未満の彼女からは、複雑な看護教育と指

可通知を 8 月末に受け取り、開学に向けた準

定規則の変遷など、質問の連発の日々であっ

備を本格始動した。

た。これは私にとって、体験してきたことを他

入試広報に関しては、入試広報課の桑垣氏

者に分かるように説明することの訓練となり、

をはじめ、多くの皆様に助けられた。広い房総

衿を正す思いであった。新学部設置準備室の

半島の高校への訪問や、古澤事務部長、市原氏

要員は、看護教育に精通した教授レベルが行

らのご尽力、すでに東邦大学の知名度を確立

うのが通常であるが、経験豊富な教員だけで

していた理学部・薬学部の恩恵のおかげで定

は“看護教育はこうあるべき”という考え方

員の 10 倍程度の受験学生を集めることがで

に凝り固まる機雷があり、教育計画に面白み

きた。

がなくなる傾向にあると考えていたため、

10 月に竣工式が執り行われ、12 月より設置

“新鮮な風”を入れることができたと考える。

準備室は習志野キャンパス健康科学部棟へ移

併せて、建物の建設はコンセプトの作成か

動し、分離していた準備室を 1 か所に集約す

らの作業であり、田中先生の得意分野でもあ

ることができた。

ることから建物の施設・設備に関して、主に担
ってもらった。彼女の容赦ない質問に対応す

３．3 病院看護部・看護企画室・看護同窓会の

ることで物事は少しずつ明確化されていった。

応援態勢
看護教育においては臨床実習がとても重要

１．基盤となる考え方

であり、2200 名以上の看護職員を保有する東

新学部の設立にあたり、東邦大学の創立者・

邦大学 3 病院との連携と協力を得られること

額田晉（1957）の『自然・生命・人間』を基

は大きな力となった。新学部構想の段階から

盤とし、ルネ・デュポス（1970）の『人間と

「健康科学部（仮）設置準備室

看護教育検討

適応―生物学と医療―』が真先に浮かんだ。そ

会」と称して平成 25 年から 4 回にわたり、教

の哲学は人間が生きていく上での環境との

育課程・教員組織・実習計画・臨床と大学のユ

「適応」であった。多くの著書を執筆していた

ニフィケーションに関してご意見および支援

生物学者であり、微生物学者であり、医師であ

を頂きながら進めた。

る彼はすでに『健康という幻想』
『環境と人間』

同窓会においては、健康科学部看護学科の

『人間であるために』の著作を世に出してお

卒業生も現在の東邦看護同窓会へ入会をする

り、
『人間と適応』は、その後の著作であった。

ことが決定した。併せて、寄付金の申し出を受

その序文（ルネ・デュポス，1970）の中で、

け、教育標本のケースを購入した。

「…

入学試験の監督には 3 病院の看護部の方々、

私が判断できる限りでは、生活様式の

変化が、日本でのように、急速にかつ根本的

遠藤
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人間の健康で幸せな生活の営み
人類/人間

自然/環境

Interaction
&
Balance

Health Science
探究する：Search
解明する：Research
支援する：Support
実践する：Practice

Arts

Sciences

・技法〔技･技術を屈指して用いるさま〕を持つ
・技能〔技･技術を用いる能力〕を持つ

・体系化された知識を持つ
・普遍真理を探求する方法論を持つ

Philosophy & Ethics
図 1．健康科学部の教育理念

に起こった国はありません。必然的に、このこ
べている。さらに、社会の変化と生態学的平衡
Community health
の中で「現代人は過去の進化をつくりあげた
とは、日本の国民の生物的および精神的性質
の変化をもたらすでしょう。」、さらに「新し
自然力をほとんど完全に支配し、いまや、自分
Family health
の生物的・文化的運命までコントロールでき
い生活様式に対応して、日本の人たちに現在
Individualると信じている。
health
しかし、これは幻想かもしれ
起こっている生物的および精神的変化が、そ
ない…」と述べている。
の結果として、日本の文化的な伝統や環境に
Translational Nursing Knowledge
and Practice
も影響するであろうと予言してよいでしょう。

以上のように、健康とは何か、の追究と、人

Translational Sciences
Knowledge
民族、文化、日本の国土が現代の技術文明の挑
間の生活は環境とのやり取りの中で、いかに
Liberal Arts

戦に適応的に応答していく過程でいつも起こ

自然との調和を図っていけるのか、図って行

るであろう魅力豊かな問題を、日本の科学者
Nature

くことの必要性、その根拠を多岐にわたり、
科
Life
Man

が理解し、うまく処理する際に、私のこの本が

学的に示していた。20 世紀後半に書かれたも

役立って欲しいと望んでいます。」と述べてい

のであるが、誠に豊富な知識・見識は今でも通

る。そして、『健康という幻想』（ルネ・デュ

用する世界の変化を見通したかのような内容

ポス，1964）のはしがきの中では「健康な状

であると思った。そして、人間が健康を維持で

態とか、病気の状態というものは、環境からの

きるように環境を支配することができると思

挑戦に適応しようと対処する努力に、生物が

うのは幻想かも知れないと、人間の驕りに対

成功したか失敗したかの表現である…。」と述

し、警告を発しているかのように受け止めた。
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２．健康科学部の名称の意味と理念
人々の健康を範疇に行う看護、そして看護

のイメージ図は建学の精神を土台とし、図 2
のように作成した。

学を追求する当学部における学部名は学際的

そして、健康科学部の教育理念を「人々の健

視座に立って、“健康を科学する”という意

康を科学的に探究し支援できるよう、知性・感

味で「健康科学部」とした。そのイメージ図を

性・品性および問題発見・解決能力 生涯学習

「健康科学部の理念」として、図 1 に示すよ

能力を兼ね備えた実践者と研究者を育成す

うに作成した。そして、
「人々が健康で幸せな

る。」とし、それを受けて、看護学科の教育理

生活を営むことを支援するために、自然／環

念を「洗練された倫理性を備え、看護学の専門

境と人間との調和を図り、より善い人間の適

知識と確かな技術を提供する看護実践者、お

応や福祉を具現することを人間の尊厳を基盤

よび研究や社会貢献に取り組む人材を育成す

にして科学的に追求し実践する学問である。」

る。」とした。さらに、学生の育成したい能力

と定義した。

としてディプロマポリシーを検討した。

名称に関しては健康科学部、医療保健学部、
人間健康科学部、保健医療学部、保健看護学

３．学生へ期待する能力

部、看護医療学部、医療看護学部、習志野看護

前述した理念をもとに、学生への育成した

学部の 8 通りが挙げられたが、前述のような

い能力として（看護学科のディプロマポリシ

意味合いから、健康科学部（看護学科）と決定

ー）次の 5 項目を考えた。

した。すでにある看護学部（看護学科）との違

①看護学の専門知識と技術を習得している。

いは、千葉県という地域への貢献であり、そこ

②他者を尊重し多様な価値を認め、対象とな

で生活する人々の健康を生活レベルで考える

る人々の健康の回復・維持・増進を支援する実

ことであった。そして、自然科学の総合大学の

践力を修得している。③看護専門職として、メ

一学部として認められるように、科学的思考

ンバーシップおよびリーダーシップを発揮し、

（論理的思考）の育成を行うことを基盤とし

チームの中で有機的に活動する資質を身につ

た。また、看護は人間の心も重視するため、科

けている。④看護職の社会的責任を理解し、実

学としての心理学、社会学も含め科学的に考

践家としての倫理観を感受する力と熟考する

えることを強調した。看護学科の教育モデル

力、それらに基づく判断を行動に表す力を身

図 2．健康科学部看護学科教育モデル
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につけている。⑤自然科学を看護活動の根拠

を中心にカリキュラム編成と教員編成を検討

とし、実践に活かす探究心と、自ら学ぼうとす

する方が学生にとってもわかりやすく、教育

る好奇心を身につけている。

的に良い影響を与えるであろうと考えた。従

前述の 5 項目は複数の能力が絡みあってお

って、従来の看護分野ではなく、関連する分野

り、さらにカリキュラムとして具体化するた

を 3 領域にまとめた。個への看護を考える

めに 3 つの柱に整理した。“科学的思考を育

“トランスレーショナル看護領域”と、家族

て”“看護実践力を育成し”“倫理観を高め

を単位とした“ファミリーヘルス看護領域”、

る”。これら 3 つの柱により、下記の 7 つの

組織・コミュニティーを対象に考える“コミ

学修目標を構造化した。その 7 項目とは、①

ュニティヘルス看護領域”である。しかし、こ

看護実践者の育成（看護学の高度な専門知識

れらの 3 領域の名称を並べた時にトランスレ

に基づいて、その状況にあった正確で、安全･

ーショナル看護領域がしっくりとせず

安楽な看護を実践する人材を育てる。）②自己

“individual health 看護領域”とも考えた

教育力の育成（課題発見力・解決力を備え、生

が、日本語に直した時、「個別看護」となって

涯を通して学習し、人間として成長し続ける

しまうため“トランスレーショナル看護領域”

能力を育む。）③チームワークおよびリーダー

のままとした。

シップの育成（他者の立場と役割を尊重し、チ

また、これまでの看護教育を振り返り考え

ーム医療を推進する看護実践のリーダーを育

たことは、「大学教育になったが、看護実践力

てる。）④看護専門職としてのケア志向の育成

はついてない」ということであった。臨床現場

（その人の暮らしむきを理解し、健康の回復・

での求められる実践力との乖離が年々広くな

維持・増進を支援する人材を育てる。）⑤異文

ってきていたため、4 年間の看護基礎教育レ

化理解の促進（性別､世代､環境､人種､民族､文

ベルでの看護実践力の育成は、“基礎看護学

化などを理解し、多様な価値を認め合う関係

領域と成人看護学領域がうまく協力体制（連

をつくる力を育む）⑥科学的思考の育成（学問

携）を組み、「臨床看護」を目指して教育をす

と実践を省察し、伝統と先進性を持って、科学

ることができれば、看護実践力の育成は図る

的に看護を推進できる人材を育てる。）⑦倫理

ことができるはずだ”との仮説をもとに

的判断力と行動力を育む、である。この 7 項

“translation”（日本語訳：解釈・言い換え・

目をもとに学習課程を編成した。

転換・変形・中継・移転・翻訳など）を、カリ
キュラムに反映させ、
「トランスレーショナル

４．看護教育を踏まえた教員組織編成の考え方
教員組織はどうあるべきかを考える時には、

教育」とした。これは、科目間の連携を学生に
は意識させ教育をすることを意味する。教育

教育をどのように教授するのかについても同

学にはこの言葉の定義はなかったが、あえて

時に考えたほうがよいと思っていた。なぜな

教育方法として前面に打ち出すことにより、

らば、看護教育は認識レベルでの学修到達で

当学科の教育の特徴とした。

はなく、行動レベルまでの到達を求めること

本学科でのトランスレーショナル教育とは、

と、学修内容として科目間の関連が密である

そして、当然のことながら、基礎から臨床へ、

ため、学習者の個別の学習到達度を踏まえな

他学問から看護学へ、双方向に関連知識・技術

がら育成するためには、教員間のコミュニケ

の連携を段階的かつ 4 年間を通し、行きつ戻

ーションが密に要求されるからである。

りつしながら学んで行くこと、そして、根拠を

また、看護は人の生活を対象に健康の保持・

明確にするための知識を確実に自分のものに

増進を行うことであるため、看護援助（ケア）

することである。この教育方法により、看護場
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面の現象（人間の生活・暮らし向き）を、いろ

看護学における学習内容も、私の学生の時

いろな知識を使い、統合した形でアセスメン

代から比べると、複雑かつ情報量も多く高度

トできることが期待される。

化している。一方では大学の大衆化と共に、看

また、これまでの看護教育でも課題である

護系大学に入学する学生の質も多様化してい

とされてきた実践力の育成については、意識

る。教員は教育を考える時に自ずと自分の受

的にトレーニングすることを折に触れて学生

けた教育に立ち戻る。特に看護教員は看護教

に強調することにより、科学的思考力に基づ

育の変遷に伴い様々な教育課程を踏んでいる。

く看護実践力を身に付け、ひいてはリーダー

自分自身が行ってきた教育を振り返っても、

シップ力へと繋がることを意図している。そ

「看護学」としての大学教育であったのか、自

のため、看護技術は、「看護の基本技術」をⅠ

信がない。Ruth と James（1986）は『大学

からⅨに段階的に進行するようにした。また、

の教授・学習法』の中で、「教師は何もないと

それらを効果的に進めるために、看護技術に

ころで教えるわけではない。教師の目的、信

関する共通認識を持つためにも、一般的な‘技

念、価値観は彼らの行為すべてに投影される。

術論’から‘看護技術とは’‘技能とは’など、考え

それは学生たちの学習にも影響する。」と述べ

方（技術に対する哲学）を準備室のメンバー5

ているように、健康科学部の教員も様々な教

名でディスカッションをした。以後、H28 年

育を受けてきているメンバーであるために、

10 月に着任した蜂ヶ埼先生の尽力もあり、
『看

より密なコミュニケーションを取り続けなが

護技術 NOTES』の土台を作成し、開学後に看

ら、教育方法を検討する必要があると考える。

護技術要項検討作成ワーキング（長谷川先生・

また、Ruth と James（1986）は「教師は学

佐瀬先生・近藤先生・蜂ヶ埼先生）で完成させ

習中に学生が直面する問題に気づいているこ

た。実践力に関しては４年後期の「看護実践技

と、これらを解決し、明確な筋道の中で考察す

術の統合」（演習科目）で卒業前の評価を行う

ることが求められている。また、教師が授業中

計画である。

に突き当たる問題と、学生が学習中に突き当

さらに、根拠ある看護の現象を研究の視点

たる問題との双方を考察しておくことも必要

で捉え整理することにより専門家としての見

である。」と述べている。学生のレディネスを

方が育成されると考え、“看護研究”を配置

踏まえた学生の認識に基づき、教授するため

した。

の材料、それらを指示する順序性、進行速度を

健康科学部の教員構成は、経済的な制約の

研究しなければ、学生の認識レベルとのズレ

ある中で、やむを得ず、看護職免許を保持した

が生じ、あるいは空廻りし、効果的な学修には

教員のみでの構成となった。看護学は学際的

繋がらない。教員の一方的な教授は教員の自

な学問であるため、将来的には様々な学問分

己満足に過ぎない。主体的な学習ができる学

野の教員を含め構成されることにより、看護

生を育成するための学習の‘動機づけ’とな

教員のみの価値基準に留まらず、多様な価値

る教授方法の検討が重要である。

観へと発展することを期待する。当面は、習志

看護学は実践の科学であることから、臨床

野キャンパスの 3 学部における、学生同士、

現場での事象は効果的であり、具体から抽象

教員同士の自由な交流のもとで、多様な価値

へと学生が分かるように説明することにより

観に触れながら育って行って欲しいと考える。

看護の本質へと導くことが可能であると考え
る。さらに、学生が理解できたことを確認しな

５．教員組織編成と大学教員の姿勢に期待す

がら進めたいものである。その方法としては、

るもの

時間がかかるが、学生とのディスカッション
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および、リアクションペーパーの活用は有効

の真行寺氏、秋元氏、習志野学事部長の古澤

かと思う。

氏、学部長室の市原氏、その他多くの方々のご

看護学の学修に必要な情報量の多さに対し、
授業時間数には制限がある。科学的思考に基

協力を得て無事、文部科学省への申請をする
ことができた。

づく実践力の育成のために、論理的な説明も

そして、学生集めの広報活動および入試を

重要である。看護の現象を理論や他の学問を

一緒にしていただいた入試広報課の桑垣氏は

活用しながら説明することにより科学的思

じめスタッフの皆様方、入試の面接を快く受

考・論理的思考を育むことになるはずである。

けていただき、朝早くからご協力いただいた

そうすることが、複雑化している対象を取り

東邦大学 3 病院の看護部の皆様方にも感謝し

巻く現象を俯瞰し、健康問題（看護問題）の解

ている。また、奨学金に関してご心配頂き、オ

決への糸口とつながっていけるのではないだ

ープンキャンパスにも何度も参加して頂き、

ろうか。教員の教授方法に課せられた課題で

入学試験監督の応援のご協力を頂いた看護企

もあると考える。その際、学生に知的興味を持

画室長の鈴木氏にも言葉では言い尽くせない

たせ、自分で学ぶ姿勢へとつなげていくこと

ほど感謝している。

を期待したい。学生の質問には真摯に答え、必
ずフィードバックすることは必須である。

今後は、入学してくる学生の教育に関して、
専任の教員達で責任を持ち、非常勤および兼

昨今、千葉県下の新設看護系大学において

担の先生方、そして、看護教育では重要な臨地

は、すでに大学院が設置されている学校が目

実習の指導者の方々と連携を図りながら粛々

立つ。東邦大学においては他の 4 学部はすで

と教育をして参りたいと思っている。準備室

に大学院が併設されている。健康科学部だけ

時代には十分に話し合いができてない部分も

が学士のみであることは、当学部の学生およ

あったかと思うが、諸先生方のお知恵も拝借

び優秀な入学生を集める上においても、また、

しながら、引き続き検討を進め、学生にとって

教員らにとっても良い環境ではないと考える。

良い教育を進めていって欲しい。

学部新設の時の教員構想にはすでに大学院教
育を見据えた人材集めをしていた。これから
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院生を育ててきた私が実感として感じている

みすず書房．

ことである。

ルネ・デュポス著，多田井吉之介訳（1964）
：
健康という幻想，第 1 刷，p.199，紀伊国屋書

Ⅳ．おわりに

店．

皆様のおかげで、平成 29 年 3 月 29 日に健

Ruth M.Beard and James Hartley，平沢茂訳

康科学部新棟にて、“健康科学部看護学科講

（ 1986 ）： 大 学 の 学 習 法 （ Teaching and

師会、看護のうたはじめ（～心ゆたかに学びす

Learning in Higher Education），序 p4，玉川

すむ～）”に漕ぎつけた。

大学出版．

文部科学省申請に際しては、学事統括部長
の岸氏のリーダーシップのもと、学事統括部

