大学だより
本郷・お茶の水キャンパス近況

伊藤

事務長

嘉章

大学院医学研究科
１．大学院医学研究科の入学定員増について
令和 2 年 4 月より大学院医学研究科の入学定員を修士課程 40 名（+10 名）、博士課程 180
名（+20 名）に増やす予定です。これにより、医学研究科は 1 学年 220 名となります。
修士課程は、医学以外の教育を受けた学生を受け入れ、医学・生命科学・医療学の知識を系
統的に修得できるカリキュラムの下、創造的で幅広い視野を持ち、生涯にわたって医科学と向
き合う姿勢や能力を涵養する教育と研究の場です。本学の学是「仁」の精神 “ 常に相手の立場
に立って物事を考え、他を慮り、慈しむ心 ” を兼ね備えた “ 志高き医学・医療の研究者、高度
専門職業人 ” を育成することを人材養成目的とします。
博士課程は、医学を人間に関する総合科学と位置づけ、不断前進する医学的知識・技術を理
解、実践し、更にはこれを自ら更新する能力を修学する教育・研究の場です。そして “ 常に相
手の立場に立って物事を考え、人間として、あるいは医学者として他を慮り、慈しむ心 ” これ
即ち学是「仁」の心を兼ね備えた医学・医療の指導者・実践者を国際的レベルで育成する教育
研究の拠点です。このような基本理念に立脚して、生涯にわたって医学と向き合う姿勢をもっ
た基礎医学者と臨床医学者、あるいはその両方を兼ね備えた Physician-Scientist、究極的に
は心身共に病める人々を救済する “ 志高き医師・医学者 ” を育成することを人材養成目的とし
ます。
（入学試験についての詳細は HP 等でご確認ください。）
医学研究科ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/graduate/

医学部
１．医学部オープンキャンパスについて
7/30（火）～ 31（水）に午前の部・午後の部の計 4 回、本郷・お茶の水キャンパス A 棟
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講堂にて『令和元年度医学部オープンキャンパス』
が開催されました。
服部信孝医学部長の挨拶、そして板倉敦夫カリ
キュラム委員長（産婦人科学講座教授）と冨木裕
一先任准教授（下部消化管外科学講座）から「医
学教育、カリキュラム、入学試験概要」等につい

医学部オープンキャンパスの様子

て説明いただいた後、在校生によるトークセッ
ション、個別進学相談等が行われました。

各回ともに 500 名を定員として参加者を募集したところ、参加申し込みの受付開始日中に
定員に達し、受験生の本学医学部に対する関心の高さが伺えました。

２．医学部入学試験日程について
令和 2 年度医学部入学試験の日程が決まりました。（次頁以降をご参照ください。）
医学部は、医師になろうと努力する学生に対して、6 年間で卒業しストレートで医師国家試
験に合格できるよう教育します。しかしながら、単に医師国家試験合格だけを目指すのではな
く、
「国試をものともしない、知性と教養と感性溢れる医師」となるための教育を行います。また、
医学教育や課外活動等を通じて、教員と学生間の距離が近いのが特徴で、各々の個性が尊重さ
れ、学生生活を楽しく充実して過ごせるよう随所に教育的配慮がなされております。
本学に入学することで得られる計りきれない付加価値を実感され、自らの夢を本学での学習
と学生生活に重ね合わせつつ医学・医療の知識・技能のみならず豊かな感性と教養を自ら進ん
でアクティブに学んでください。国際社会に役立つ未来を拓く人間性溢れる医師になっていた
だきたいと思います。順天堂は全学を挙げてこれを支援します。
是非、チャレンジしてください。
詳細は、本学部ホームページ
（https://www.juntendo.ac.jp/med/exam/info_exam.html）を
ご参照ください。
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【医学部 国際臨床医・研究医枠入学試験日程等】
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【医学部 一般入学試験日程等】
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国際教養学部
１．国際教養学部 FD 研修会について
7/27（土）～ 28（日）
、国際教養学部 FD 研修
会がセミナーハウス クロス・ウェーブ府中にて『グ
ローバリゼーションと本学部の教育』を総合テー
マに開催されました。
加藤洋一国際教養学部長の開会のご挨拶で始ま
り、下記の 4 つのセクションが行われ、各セクショ
ンともに熱いディスカッションと有意義な意見交

国際教養学部FD研修会の様子

換が行われました。総括と講評を加藤学部長および木南英紀学長特別補佐より頂き、実り多き
FD 研修会が開催できました。

セクション 1：
『2018 年度卒業生アンケートの結果と今後の検討』、
セクション 2：基盤科目『グローバリゼーションを意識した教育指針』
セクション 3：講

演『リベラルアーツのグローバル化：その背景』
伊東辰彦客員教授（国際基督教大学名誉教授）

セクション 4：展開科目『グローバリゼーションを意識した教育指針』

保健医療学部
１．2019 年度保健医療学部オープンキャンパス
8/4（日）
、31（土）
、御茶ノ水センタービル、
センチュリータワー地下 1 階及びＡ棟講堂におい
て理学療法学科と診療放射線学科の両学科で午前
の部・午後の部の計 4 回ずつ、合計 8 回保健医療
学部オープンキャンパスを開催しました。
プログラムは、代田浩之保健医療学部長からの

保健医療学部オープンキャンパスの様子

ご挨拶に続き、理学療法学科では藤原俊之学科長・
高橋哲也副学科長による学部・学科の説明、坂井建雄特任教授・池田 浩教授による講演、リ
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ハビリテーション室の見学、そして教員・学部生（1 期生）による質疑応答を実施しました。
診療放射線学科では京極伸介学科長、坂野康昌副学科長、坂本 肇先任准教授による学部・学
科の説明、坂野副学科長・津田啓介准教授・佐藤英介講師による模擬授業、学部生（1 期生）
による学生生活紹介、教員・学部生による質疑応答が実施されました。各回とも大変盛況で受
験生の本学保健医療学部への関心の高さが伺えました。

２．2020 年度保健医療学部入学試験日程について
保健医療学部入学試験の日程が決定しました。
2020 年度入学試験では、「特別選抜入試（AO 型選抜・帰国生選抜）」を新たに実施します。
保健医療学部では、学是「仁」に共感でき、豊かな感性を持った理学療法士・診療放射線技
師を養成するため、入学者選抜方法として学力試験に加えて小論文試験や面接試験を実施し、
教科・科目の成績だけでなく受験生の人となりや感性・態度・素質等を見て入学者希望者を多
面的・総合的に評価します。
詳細は本学部ホームページ
（https://www.juntendo.ac.jp/hs/admission/）をご参照下さい。

事務部長事務取扱者

順天堂医院近況

米澤

和彦

１．関東信越厚生局及び東京都福祉保健局による立入検査の実施について
8/21（水）
、関東信越厚生局及び東京都福祉保健局による医療法第 25 条に基づく立入検査
が実施されました。特定機能病院としての承認条件や安全管理体制の確保状況について書類お
よび現地視察の両面より詳細な検査が行われ、最終講評では「概ね適正に病院の管理運営がな
されている」との評価を頂きました。引き続き、コンプライアンスを遵守し、患者さんに信頼
して頂ける健全な病院運営に努めて参ります。
２．
「医療連携を共に考える会」「企業の健康を共に考える会」開催
①第 15 回 医療連携を共に考える会
9/7（土） 東京ドームホテルにて （学術研修会・情報交換会）
（出席者：約 400 名）
演題① 『遠隔通信技術を用いた新しい循環器外来への挑戦』
浅草ハートクリニック

院長

J untendo
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演題② 『最新の肝胆膵手術と周術期管理』 肝・胆・膵外科
・ゲスト：参議院議員

教授

猪口邦子先生、東京都医師会長

齋浦明夫
尾﨑治夫先生

・出席医師会数：24 ⇒ 26 へ増加（新たに北区、目黒区医師会が参加）

情報交換会の様子

齋浦教授にご講演いただきました

医療連携を共に考える会ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/support/services/concerned/renkei/

②第 2 回 企業の健康を共に考える会
10/24（木） 帝国ホテルにて （学術研修会・情報交換会）
（出席予定：約 100 名）
演題① 『大血管障害抑制を目指した

2 型糖尿病治療 ～企業診療所からご紹介頂きたい糖尿
病について～』糖尿病・内分泌内科

准教授

三田智也

演題② 『特定健診・特定保健指導における脂質異常の取り扱い

専門医に紹介すべき脂質異
常症とは？』循環器内科

准教授

大村寛敏

演題③ 『企業内診療所での栄養指導について』栄養部栄養課 管理栄養士（主任） 渡邉佳代
企業の健康を共に考える会ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/hospital/support/services/concerned/kakushu-renkei/

③今後の地域連携の会
・2019 年 12 月 7 日（土）

第 2 回 難病医療を共に考える会

・2020 年 1 月 25 日（土）

第 3 回 地域包括ケアを共に考える会

・2020 年 3 月 21 日（土）

第 16 回 医療連携を共に考える会

J untendo

24

No.3 0 6

大学だより

事務部長事務取扱者

静岡病院近況

小野

隆宏

１．献血活動
7/19（金）
、静岡県赤十字血液センターによる献血を当院の時間外玄関で実施しました。今
回も、“ 血液の大切さと必要性 ” を認識している教職員や関係者 38 名から協力を得ることが
できました。
病院では患者さんの病気の治療のため、常に血液を必要としています。今後も定期的に献血
活動に協力し、地域に貢献していきたいと考えます。
２. 世界肝炎デー院内イベント
毎年 7/28 は世界肝炎デーで、日本肝炎デーで
もあります。日本ではこの日を含む 1 週間を「肝
臓週間」としています。
当院は静岡県の肝疾患診療連携拠点病院であ
り、当院の肝疾患相談支援センターでは「肝臓週
間」にあわせて 7/23（火）に病院玄関内で肝炎
ウイルス検査の受検啓発、新たな感染予防のため

多くの方に興味を持っていただけました

の啓蒙・相談活動のイベントを行いました。院内

の肝炎医療コーディネーターが「一生に一度は肝炎検査を受けましょう」というメッセージが
印刷されたオリジナルの扇子 700 本を配布し、多くの方に手に取っていただけました。また、
本イベントで 16 名の検査希望がありました。
会場に設置したペッパー君は「肝炎は、早期発見、早期治療が重要です」と来院者に語りか
け、肝炎医療コーディネーターとともに肝炎ウイルス検査の受検推奨や肝炎に関する正しい知
識の普及につながる活動を行いました。
３. 静岡まちなか街頭キャンペーン
静岡県の肝疾患診療連携拠点病院は当院と浜松医科大学医学部附属病院の 2 ヵ所です。
7/27（土）
、当院は静岡市保健所と浜松医科大学医学部附属病院と共催で JR 静岡駅の新幹線・
在来線改札口付近において、肝炎ウイルス検査を促す『静岡まちなか街頭キャンペーン』を行
いました。
当日は拠点病院の職員が揃いの T シャツを着て、ゆるキャラとともにオリジナルの扇子を
配布し「肝炎検査の重要性」を呼びかけました。午後には一般社団法人日本肝臓学会認定肝臓
専門医によるウイルス性肝炎についての講演会及び静岡県の肝炎医療コーディネーターによる
無料相談会を開催しました。
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©静岡県
ゆるキャラのちゃっぴーとふじっぴーも扇子を配布してくれました

この扇子を配布しました

４． 市民公開講座
8/20（火）
、脳神経外科の山本拓史教授を講師に迎え、第 80 回目となる市民公開講座『防
ごう脳卒中 ! 急ごう脳卒中 ! ～脳卒中の予防と最新治療～』を開催しました。
脳卒中は、脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血という種類に分類されることから、それぞれの
危険因子や予防法、治療法まで、解り易く丁寧にご説明いただきました。また、脳卒中は治療
が早ければ早いほど予後が良いとされていること、特に脳梗塞については発症から 4 時間 30
分以内に限定されている血栓溶解療法があること、気づいたら様子を見ずにすぐ救急車を呼ぶ
よう呼び掛けられました。
来場した方からは、
「生活習慣に気をつけることや、運動不足を解消することが必要だと解っ
た」
、
「とても解り易かった」というお声をたくさん頂きました。
また、9/7( 土 ) には順天堂大学三島キャンパスにて『パーキンソン病をいきいき生きる』
というテーマで市民公開講座を共催しました。
次回は 10 月 11 日（金）に『急性の痛みと慢性の痛み』をテーマに
市民公開講座を開催致します。詳細は HP をご覧ください。
https://www.hosp-shizuoka.juntendo.ac.jp/

事務部長

浦安病院近況

川島

徹

１．BLS プロバイダーコース研修
7/7（日）、カンファレンスルームにて、第 143 回アメリカ心臓協会 BLS プロバイダーコー
スを浦安トレーニングサイト長の松田 繁先生（救急診療科 先任准教授）を中心に開催しま
した。今回は千葉県看護協会とコラボレーションしたコースで、当院を含め県内 8 施設から
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受講生 11 名、4 施設からインストラクター 6 名
が参加し、
『成人・小児・乳児の心肺蘇生と窒息
の解除』について講義と実技のトレーニングを
行いました。
（浦安トレーニングサイト https://
acls.or.jp/training_site/urayasu/）
２．リスクマネジメント講演会

毎回熱心に地道な養成研修

7/19（ 金 ）
、24（ 水 ）、30（ 火 ） の 3 日 間、3

部構成でリスクマネジメント講演会を開催し、合わせて 1,228 名が参加しました。医療安全
管理室からは 2018 年度の統計報告、救急診療科や中央手術室など各部署のリスクマネジャー
からは現状報告と改善への取組み事例の発表が行われました。
多職種間で医療安全の現状や情報を共有することで各自が事故防止に努め、患者さんに安心・
安全な医療を提供できるよう取り組んでいきます。
３．うらやす市民大学
今年度、計 11 回の開催予定となっている『う
らやす市民大学健康講座』の第 3、4 回が行われ、
当院の医師がそれぞれのテーマで判り易く講演し
ました。興味深い内容に、受講生は真剣に講義を
受けていました。
・第 3 回：7/20（土）
『沈黙の臓器肝臓は何を
しているのか ?』
消化器内科

先任准教授

北村先生の健康講座の様子

北村庸雄

・第 4 回：9/21（土）『大震災時に医療で困らないための備え』
救急診療科

教授

岡本 健

４．病院納涼会
7/25（木）
、浦安ブライトンホテル東京ベイに
て小川理事長ご臨席の下、医局長会・病棟委員会
主催の納涼会が佐久間総医局長の司会で開催され
ました。小川理事長をはじめ諸先生方をお招きし、
ご挨拶をいただき、順天堂の現状とこれからの方
小川理事長と臨床研修医の皆さん

向性を学びました。祝宴では、参加した教職員が
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お互いに語らい親睦を深め今後の英気を養いました。
５．防犯・テロ対策訓練
7/31（水）
、浦安警察署と合同で『防犯・テロ
対策訓練』を実施しました。訓練は「不審者が外
来に侵入し、刃物を取り出して看護師を人質にと
る」という想定で行われ、①警察官および当院ス
タッフと警備員による院内の連絡システム、②
110 番通報、③患者さんとスタッフの安全確保、
④警察官と連携した犯人確保までの一連の流れを

緊急時の適切な対応を訓練しました

体験しました。浦安病院では今後も引き続き、院
内の安全・安心確保に取り組んで参ります。
６．ふれあい看護体験
8/27（火）
、28（水）に『ふれあい看護体験 2019』を実施しました。両日合わせて 11 名
の高校生が参加し、看護の実践場面を見学・体験しました。直接患者さんとふれあうことで、
看護についての関心や理解を深めてもらえるよう、今後も地域の若者に貢献する病院として協
力して参ります。
７．非血縁者間骨髄採取施設認定
昨年 11/21（水）に公益財団法人日本骨髄バンクの施設訪問を受け、本年 5/31（金）付けで、
当院は「非血縁者間骨髄採取施設」に認定されました。8/27（火）に血液内科を中心に多職
種の協力により、初めて骨髄採取が行われました。
８．地域連携フォーラム
浦安病院は「顔が見える医療連携」を目指し、地域の医療従事者をお招きして地域連携フォー
ラムを開催しています。次回は 9/26（木）に下記の 2 講演と懇親を深める場として浦安ブラ
イトンホテル東京ベイにて開催を予定しています。
・
『Stop at one.

骨折連鎖を断つ』 整形外科

助教

百村 励

・
『皮膚がん治療最前線 －変わるもの、変わらないもの－』皮膚科

准教授

金子高英

９．第 91 回市民公開講座
浦安病院は市民向けに健康への啓発活動の一環として市民公開講座を開催しています。
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9/28（土）に開催する第 91 回は『加齢に伴う眼疾患』というテーマで当院眼科の玉城和範助
教に講演いただきます。
浦安病院ホームページ
http://www.hosp-urayasu.juntendo.ac.jp/

事務長事務取扱者

順天堂越谷病院近況

山方

進

１．
七夕会開催
7/10（水）
、
入院患者さんを対象にした七夕会『七
夕会（フラコンサート）』を開催しました。
ボランティアの皆さんによるハワイアンバンド
の演奏とフラダンスクラブの方々によるダンスが
披露されました。短い時間ではありましたが、夏
を感じさせる演奏とダンスで、入院患者さんには
楽しいひと時を過ごして頂きました。

南国の雰囲気を味わいました

２．埼玉 DPAT 研修参加
7/28（日）、埼玉県主催による埼玉県災害派遣精神医療チーム（埼玉 DPAT）研修が開催さ
れました。DPAT 活動に係る講義並びに大規模災害を想定した演習訓練が行われ、精神科医師、
看護師、そして業務調整員として精神保健福祉士、事務職員の 4 名で参加いたしました。
当該研修に先立ち、業務調整を担う職員には
ロジスティックス隊員として、機能と役割及び
情報収集と発信についての基礎演習も実施され
ました。
今後もあらゆるキャリアの教職員の参加によ
り、派遣医療への貢献を図るべく、行政との連携
を進めて参ります。

2019DPAT隊メンバーの皆さん

３．教職員講習会
① 7/11（木）
、
安全衛生委員会主催で「こころの健康づくり」に関する教職員講習会を開催し、
『心の疲労とストレスコーピングを自己分析する』というテーマで「うつを呼び込む構造」、
「ス
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トレスに対する抵抗力及びコーピングによる適
切な対応を心がけるポイント」など、メンタル
クリニックの島野嵩久医師にご講演頂きました。
教職員のメンタルヘルス・ケアに資する講演会
となりました。
② 7/26（金）
、感染対策委員会と医療安全管理委

島野先生の講演の様子

員会医薬品安全管理部会による「感染防止対策」
に係る教職員講習会を 2 部構成で開催しました。
第 1 部は『消毒薬の基礎』と題して薬剤科の鈴
木忠徳係長に、第 2 部は『医療関連感染対策にお
ける手指衛生』と題して外部講師にご講演頂きま
した。第 1 部では、消毒について化学的そして物
理学的消毒方法が説明され、消毒薬の効力・分類

手指衛生の留意点を学習中

及び当院採用の消毒薬について開封後の使用期限

等の留意点が解説されました。第 2 部では、手指衛生の意義・種類・適切なタイミング、具
体的手指衛生の方法等が解説されました。
受講者には、感染防止に向けたリスク管理、リスク軽減の周知が図られた講習会となりました。
４．公開講座
① 7/20（土）
、一般財団法人 順天堂精神医学研究
所と順天堂越谷病院の共催による講演会を 1 号館
集会ホールにて開催しました。
この講演会は近隣住民の方を対象に年 3 回開催
されており、今回は鈴木純一講師（東京集団精神
療法研究所所長）に『メンタルの病気についての
考え方 ―統合失調症をめぐって―』という演題

鈴木先生の講演の様子

でご講演頂きました。

成人の引きこもりが社会的な関心事である背景もあり、多数の聴講者が来場され、予定の時
間を超過しての質疑応答が見られる等、盛況の内に終了しました。
② 7/27（土）
、看護部主催による心と身体を健康に保つ場として、
『第 6 回ガーヤ★健康茶論』
を 2 部構成で開催しました。
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第 1 部は『高齢者もうつ病になるの？』と題し
てメンタルクリニックの馬場 元教授に、第 2 部
は『うつ病を予防するコツ』と題して看護部の佐々
木竹美主任にご講演頂きました。
第 1 部の馬場教授からは、①正常な「うつ」と
うつ病の「うつ」の相違、②「高齢者のうつ病の
特徴」
、③「高齢者はどうしてうつ病になりやす

来場者を元気に!
佐々木主任のワンポイントアドバイス

いの」という 3 つのテーマで解り易くお話し頂き
ました。

第 2 部の佐々木主任は「うつ病を予防する 3 つのコツ」と題して、
「食事・健やかな生活を送る・
考え方のクセを知る」という視点から、日常生活の留意点について講演頂きました。
予定を超える多くの受講者が参加されましたので、これからも疾病の予防と治療について地
域社会の健康に寄与できる活動を進めたいと考えています。
③ 8/24（土）
、内科主催による公開講座『膠原病・リウマチ教室』を 3 部構成で開催しました。
この講演会は、内科の膠原病・リウマチ診療に当たっているスタッフが、通院中の患者さん、
ご家族、その他市民の皆様を対象に開催するものです。
当日は髙崎芳成院長のご挨拶に続き、①『膠原病・リウマチの検査』と題して副院長・科長
の山中健次郎教授に、②『膠原病・リウマチとはどんな病気』と題して中嶋志穂子医師に、③『関
節リウマチの日常生活の留意点』と題して中原真実看護師にお話し頂きました。
なお、9/28（土）にも同様のテーマで第 2 回の開催を予定しています。難病治療を中心
に地域医療への貢献に寄与する講演会にしたいと思います。
④ 10/5（土）
、脳神経内科主催による公開講座を 2 部構成で開催いたします。
第 1 部は『教えて認知症 治療編』と題して林 徹生医師に、第 2 部は『教えてパーキンソン病
薬物治療編』と題して頼髙朝子科長にお話し頂きます。
脳神経内科主催ですので、「精神症状を伴わない方々の認知症治療」及び従来より受講者に
好評の「パーキンソン病の新たな薬物治療」など、専門治療の紹介など啓蒙に資する機会に
したいと思います。
順天堂越谷病院ホームページ
http://www.juntendo-koshigaya.jp/
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事務部長

順天堂東京江東高齢者医療センター近況

浪越

隆

１．医療連携懇親会
6/28（金）
、第 14 回医療連携懇親会を開催し、185 名という、多くの関係者の皆さまにご
出席いただきました。懇親会は津田裕士院長の挨拶で始まり、江東区長、江東区医師会副会長、
江戸川区医師会副会長よりご挨拶を賜りました。日頃より当医療センターの運営にご協力いた
だいている方々との懇親を深めることができ、盛会裏に閉会いたしました。

津田院長のご挨拶

医療連携懇親会の様子

２．国際交流
7/10（水）
、タイ王国公衆衛生省（厚生労働省関係）の方 10 名が、当医療センターを施設
見学に来訪されました。日本の高齢者専門医療施設に非常に高い関心を持たれており、ご質問
もいただきました。（9 ページに関連記事を掲載しております。）
当医療センターではこれからも国際交流活動に貢献して参ります。

集合写真

診察室も見学されました

３．防火訓練実施
7/11（木）
、
「休日に診療録管理室の電気機器からの出火で火災が発生した」という想定で
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防火訓練を実施しました。通報連絡、消火活動、
避難誘導等の訓練への参加を通して、消火設備の
配置や防火機能の知識を再認識する教職員もいま
した。
一人でも多くの教職員の防火・防災意識を高め
ていけるよう、当医療センターではこれからも継
続的に訓練を実施して参ります。

防災対策本部の様子

４．区民健康講座開催
7/20（土）
、今年度第 4 回となる区民健康講座
を開催し、
『そのしびれ、大丈夫 ? ～しびれの検
査と治療～』というテーマで脳神経内科の富沢雄
二准教授に講演いただきました。
今回も多くの方（参加者 178 名）にご参加いた
だき、区民の皆さんの健康への関心の高さが窺え

富沢准教授の講演の様子

ました。
５．院内研修会
①礼儀・接遇・マナー研修会
7/3（水）
、元テレビ東京アナウンサーの大平雅
美氏を講師としてお招きし『医療機関におけるマ
ナー、コミュニケーション』の研修会を開催し、
当医療センターのスタッフ 130 名が聴講しました。
病院職員としての礼儀・接遇・マナーについて

皆、真剣に学んでいました

学ぶ良い機会となりました。
②第 2 回医療安全研修会
7/23（火）
、本学顧問弁護士の桑原博道先生（仁
邦法律事務所所長）に『医療倫理』をテーマに講
演いただきました。
日常診療の中で起きる医療倫理の問題について
詳しく説明していただきましたので、日々の医療
の現場で役立てていきたいと思います。
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６．ボランティアイベント
①コンサート
7/24（水）
、繁藤内部監事が活動されているジャ
ズバンド Weed-X によるボランティアコンサート
が開催され、浪越事務部長、戸島看護部長にもバ
ンド演奏を伴奏に歌を披露していただきました。
入院・外来患者さん、近隣施設入所者の方々
に楽しいひと時を過ごしていただけたことと思
います。

笑顔の溢れるコンサートでした

②七夕朗読の会
当医療センターでは毎年 7 月に、ボランティア
の方々による七夕朗読会が病棟で開催されていま
す。七夕に関する紙芝居をしていただいたり、入
院中の患者さんと歌を歌ったりと、患者さんの笑
顔に職員も癒されていました。ボランティアの皆
さんにはとても感謝しております。

心が温かくなる会でした

事務部長事務取扱者

練馬病院近況

井田

豊太郎

１．癒しの会
6/22（土）14 時より、病院 2 階外来エントラ
ンスにて、当院の患者さんが所属しているコーラ
スグループ “ コール・アモーレ ” による『あじさ
い色のコンサート』を開催しました。
ミュージカルから日本・世界の童謡、日本の歌
謡曲まで幅広い曲を歌っていただき、患者さんも
楽しい一時を過ごされたようです。

コール・アモーレによる合唱

２．軽井沢セミナー開催
6/28（金）～ 29（土）、練馬区所有の研修施設「ベルデ軽井沢」において、『第 12 回軽井
沢セミナー』を開催し、総勢 186 名と多くの方が参加されました。（内訳は研修医（R1、R2）
38 名、指導医・指導者 32 名、放射線科より 3 名、リハビリ療法士 6 名、薬剤科より 5 名、
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栄養科より 1 名、看護師 89 名、臨床工学室より 1 名、事務員 5 名、外部講師 3 名、練馬区
地域医療担当者 1 名、診療録管理室より 2 名。）
研修医は、縫合、腹部エコー他 6 つのスキルステーションから学び、看護師、職員チーム
もそれぞれ講義を受け、グループワークや発表等を行いました。

集合写真

スキルステーションの様子

３．認定看護師による啓発週間
ポスター展示やパンフレットの配布、看護師
による相談等を行いました。
①テーマ：
『熱中症予防週間 in 練馬病院
～ STOP! 熱中症～』
期

間：7/1（月）～ 19（金）

企

画：小児救急看護認定看護師、
夏バテ予防週間の様子

救急看護認定看護師
②テーマ：
『食欲低下の原因は夏バテ ?!』
期

間：8/5（月）～ 17（土）

企

画：皮膚排泄ケア認定看護師、NST コアメンバー看護師

４．練馬区教育委員会主催「夏の教員向け研修」への出張講義について
7/31（水）
、石神井東中学校において練馬区内の小・中学校の体育教師を対象とした出張
講義が行われました。
『運動会をふまえた走り方の講義と実技』と
いうテーマで本学スポーツ健康科学部の山﨑一
彦教授が講義・実技をされました。
身体の構造、足の上げ方、かかとの着き方等、
先生方は熱心に話を聞いていました。

山﨑教授の出張講義の様子

５．病院体験会『C-Cube プロジェクト 2019』を開催
8/10（土）
、地域の小学生を対象とした病院体験会『C-Cube プロジェクト 2019』を開催
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しました。近隣の小学校 2 校より計 52 名が 4 グループに分かれて普段見ることができない病
院の中を見学しました。また、模型の赤ちゃんを使った沐浴、顕微鏡を使った模擬検査や血液
検査、手術着に着替えて手術道具を使った作業等を体験しました。医療や病院の業務に興味を
持ち、医療者を志す若者が増えることを期待しています。
今後も練馬区民に親しまれ、地域の皆さんに愛される病院を目指して参ります。

検査室も見学しました

６．地域で考える災害対策

手術器具を触ってみました

懇話会

7/29（月）18:30 ～自衛隊の医務官をお招きし、災害講習会を開催しました。
司

会：院長補佐・医療サービス支援センター長

尾﨑 裕先生

事 前 講 演：
『地域で考える災害対策』
救急・集中治療科

助手

髙見浩樹先生

講演①：
『第 1 師団の概要（編成、配置等）、災害派遣時の活動等』
第 1 師団司令部第 3 部防衛班長

髙原光希 3 等陸佐

講演②：
『災害時の衛生支援、首都直下型地震への備え等』
陸上自衛隊第 1 師団医務官

角谷真人 2 等陸佐（医学博士）

７．医療連携フォーラム
7/18（木）19 時より医療連携フォーラムを開催しました。
講演①：
『慢性腎臓病 (CKD) ～早期発見・早期治療を目指して～』
腎・高血圧内科

助教

佐々木 有先生

講演②：
『糖尿病治療の新たな動向』
糖尿病・内分泌内科

先任准教授

次回は、9/19（木）の開催を予定しています。
順天堂大学練馬病院については、HP をご覧ください。
http://www.juntendo.ac.jp/hospital_nerima/
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事務部長事務取扱者

さくらキャンパス近況

大竹

淳雅

大学院スポーツ健康科学研究科
１．夏季集中講義『スポートロジー序論』の開講
7/30（火）～ 8/1（木）、本郷・お茶の水キャ
ンパスで夏季集中講義『スポートロジー序論』が
開講されました。
スポートロジーは、「スポーツと健康の関わり
を科学的に解明する学問分野」として本学が創設
した国際的な学問であり、本講義では、スポーツ
健康科学と医学との連携による生活習慣病や要介
護状態の予防・治療法、一般市民の健康増進に関

グループワークで活発な意見交換

する研究等について講義を行いました。

講義に参加した大学院生は、講義内容を基としたグループワークを行い、スポートロジーの
定義について考察し、理解を深め、今後の自身の研究に活かすこととなりました。
２．
「修士論文中間報告会」と「博士論文研究進捗状況報告会」について
9/28（土）
、さくらキャンパスで博士前期課程 2 年生による「修士論文中間報告会」と博士
後期課程 1・2 年生による「博士論文研究進捗状況報告会」を開催します。報告会では研究の
進捗状況について、指導教員を含む全教員と大学院生を前に報告・発表を行います。
今後は、論文の完成に向けて、博士前期課程 2 年生は来年 2/15（土）に実施される「修士
論文最終発表会」、博士後期課程 2 年生は 3/2（月）に実施される「博士論文最終発表会」に向かっ
て最終的な取り纏めを進めて行きます。

スポーツ健康科学部
１．2019 年度 第 1 回 FD ワークショップ
7/4（木）、スポーツ健康科学部とスポーツ健康科学研究科の共催で『さらなる国際化を目指
して ―今大学に求められる国際性とは―』をテーマとした FD ワークショップを開催しました。
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グローバリゼーションが進む中で、大学には、国際的な通用性・共通性の観点から国際力
を強化するための改革を推進することが求められています。本学部・研究科が戦略的に国際
化施策を進めるためには、ニーズと強みを把握するとともに、情報を共有し、各教職員が組
織的な思考を基に自己の能力を高めることが重要
となります。
特別講演では、神奈川県の黒岩祐治知事をお招
きし、
『真の国際化を目指して ―世界をリードす
る神奈川モデルとは―』というテーマでご講演頂
きました。参加した教職員や学生にとっては、高
等教育機関に求められる国際化の在り方を考える
上で、貴重な情報を得る機会となりました。

興味深い内容に、
引き込まれて聞いていました。

２．佐野優斗さんが千葉県から「強化指定選手」に指定
7/10（水）
、ゴールボールの日本代表候補選手
の佐野優斗さん（健康学科 1 年）が千葉県の「東
京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・
支援事業」で強化選手に指定され、千葉県及び千
葉県教育委員会から指定証が授与されました。
同事業は強化指定選手に対して様々な支援を実
施することで、選手の意識の高揚と競技力強化を
活躍に期待しています!

図り、千葉県ゆかりの選手が一人でも多く東京オ

リンピック・パラリンピックに出場することを目指すために設立されました。佐野さんの他に
も、体操競技の谷川 翔さん（スポーツ科学科 3 年）や陸上競技の塩尻和也選手（2019 年卒）
などの在校生・卒業生が指定されました。
３．オープンキャンパス
7/27（土）～ 28（日）、8/10（土）にさくら
キャンパスで夏のオープンキャンパスを開催しま
した。今年も夏休みを利用して多くの高校生や保
護者の方が来場され、模擬授業や個別相談会を通
じて教職員や学生スタッフと交流し、本学の魅力
現役教員とのトークセッション

を体感して頂けたことと思います。
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今年度の新たな取り組みとして、教職委員会との共催企画で『ようこそ先輩 !』を実施しま
した。これは、
本学部 OB・OG の現役教員を招き、教職を目指す学生と、高校生や保護者が参加・
交流するトークセッションで好評でした。ご協力いただいた OB・OG の皆さま、有難うござ
いました。

４．教員採用試験 2 次対策講座について
キャリアサポートの一環として、進路指導室が
中心となり 8/5（月）～ 8/9（金）に『教員採用
試験 2 次対策講座』を実施しました。同講座は面
接練習・模擬授業・集団行動など、2 次試験に必
要な様々な内容を網羅し、本番さながらの緊張感
に包まれながら行われました。

OB・OGが講師として指導

本講座には現役生のみならず既卒生や、更には
この講座の評判を聞いた他大学出身者も参加しました。教員を志す受講生のため、本学部の教
員に加え、現役教員である多くの本学部 OB・OG が講師として参集し、連日熱心に指導を行
いました。こうした取り組みが本学の教員採用試験合格実績を支えていることは言うまでもあ
りません。

５．第 30 回ユニバーシアード競技大会
7/14（日）、イタリア・ナポリで開催された「第
30 回ユニバーシアード競技大会」の閉会式が行
われ、12 日間の祭典が閉幕しました。日本は全
15 競技に出場して金メダル 33 個獲得し、各国・
地域別のメダル獲得数で 1 位となりました。
本学から出場した選手では、体操男子団体総
合で金メダル（3 連覇）、男子サッカーで金メダ

報告会を開催しました
（左より井上、泉谷、谷川 航、谷川 翔、萱、旗手、志摩（敬称略））

ル（2 連覇）を獲得しました。特に男子サッカーで出場した旗手怜央さん（スポ 4 年）は、
今大会 3 得点をあげたほか、キャプテンとして日本チームの中心を担い、大会 2 連覇に大き
く貢献しました。各競技の戦績は、次頁の通りとなります。
また、7/25（木）には、同大会に出場した選手による報告会が行われました。
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第３０回ユニバーシアード大会競技大会
₁．陸上競技

・男子個人総合

・110m ハードル決勝
3位

		

泉谷駿介（2 年） 13 秒 49（+0.1）

12 位 井上

1位 萱

和麿

2位 萱

和麿

・種目別

・400m ハードル

ゆ

駆（院 2 年） 50 秒 82

２．バレーボール
・女子 3 位

（2019年7月3日～14日：イタリア/ナポリ）

か

		

3 位 谷川

翔

平行棒

1 位 谷川

翔

あん馬

3位 萱

和麿

志摩美古都（3 年）
４．サッカー

３．体操競技

・男子

1 位 旗手怜央（4 年）

・男子団体総合
・谷川 航（H31 卒）
1 位 萱 和麿（院 1 年）
・谷川

翔（3 年）

運動部の主なる戦績

（2019 年 8 月 31 日現在）

₁．陸上競技部

・女子三段跳

4位 中村紗華 12m89

① 2019 日本学生陸上競技個人選手権
（6/7 ～ 9：Shonan BMW スタジアム平塚） ２. バレーボール部
・男子三段跳び 1位 竹之内優汰（3年）16m12 〈男子〉
・女子 10000mW 1位 林 奈海（2年）47’48”55

①第 38 回東日本大学バレーボール選手権大会

・女子三段跳

3位 中村紗華（2年）12m59

・男子走幅跳

3位 川島鶴槙（院1年）7m45

VS

神奈川大学		

3-0

・男子 200m

1位 根本万大（3年）21”16

VS

産業能率大学		

3-0

VS

日本体育大学		

0-3

（6/26 ～ 28：北海きたえーる ほか）

②第 103 回日本陸上競技選手権大会混成競技
（6/8・9：shonan BMW スタジアム平塚）
・十種競技

4位 田上

◆最終結果：ベスト 16

駿（4年） 7475点 〈女子〉

③第 103 回日本陸上競技選手権大会

①第 38 回東日本バレーボール大学選手権大会

（6/27 ～ 30：福岡市博多の森陸上競技場）

（6/26 ～ 30：北海きたえーる）

・男子 110mH 2位 泉谷駿介（2年） 13”32

VS 札幌女子武蔵野女子短大 2-0

（日本タイ記録、学生新記録、U20日本最高記録）
・男子三段跳

2位 竹之内優汰 16m06
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VS

東海大学			

3-0

VS

筑波大学			

3-2

VS

青山学院大学		

0-3

2位

野寺

楓 38”356

②第 75 回全日本大学対抗選手権自転車競技大会
トラック
（8/24 ～ 26：松本市美鈴湖自転車競技場）

◆最終結果：準優勝
◆個人賞：敢闘選手賞

・女子 3km インディヴィデュアル ･パーシュート

野嶋華鈴（3 年）

3位

五味田奈穂（4 年）3’56”070

３．体操競技部
６．柔道部

①第 73 回全日本種目別選手権

①全日本学生柔道優勝大会

（6/22 ～ 23：高崎アリーナ）

（6/22 ～ 23：日本武道館）

・あん馬

8位 鈴木茂人（2年）12.766

・跳

馬

1位 大久保圭太郎（2年）15.233

VS

星槎道都大学

5-0

・平行棒

4位 三輪哲平（1年）14.666

VS

熊本学園大学

6-0

7位 湯浅賢哉（3年）12.500

VS

東海大学		

0-6

◆最終結果：ベスト 16
４．蹴球部
７．硬式野球部

〈男子〉

（1 部） ①東都大学野球春季リーグ戦（3 部）
①第 93 回関東大学サッカーリーグ戦 前期
第3位 7勝4敗

勝点 21

（4/6 ～ 5/19：芝浦工業大学

②総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント

ほか）

◆最終結果：第 3 位（8 勝 4 敗）

関東予選
（6/8 ～ 7/27：時之栖スポーツセンター裾野 ８．ハンドボール部
グラウンド

ほか）

〈男子〉

VS

作新学院大学

2-0

①東日本学生ハンドボール選手権大会

VS

東洋大学		

1-0

（8/12 ～ 14：富山市総合体育館）

VS

駒澤大学		

0-1

VS

東北福祉大学

31-27

VS

中央大学		

1-0

VS

札幌大学		

30-22

VS

法政大学		

1-2

VS

新潟大学		

34-15

◆最終結果：第 6 位

◆最終結果：A ブロック優勝
（インカレ出場権獲得）

５．自転車競技部

◆特別賞：峰岸勁志郎（4 年）

①第 60 回全日本学生選手権トラック自転車競技大会
９．スカッシュ部

（7/6 ～ 7：松本市美鈴湖自転車競技場）
・女子スプリント
1位

（8/5 ～ 10：SQ-CUBE 横浜）
野寺

楓（3 年）

・女子 500m タイムトライアル
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事務長事務取扱者

浦安キャンパス近況

松原

広幸

大学院医療看護学研究科
１．第 10 回医療看護学研究科 FD 講演会
8/1（木）
、神戸市看護大学のグレッグ美鈴先生
を講師にお迎えして『初めての英語論文の投稿に
向けて』をテーマに大学院医療看護学研究科 FD
講演会を開催しました。大学院生ならびに教員の
研究活動に役立つ、貴重な学びの機会となりまし
た。なお、当講演会は録画され、保健看護学部の

役立つノウハウが満載でした

教員も視聴できるようになっています。

医療看護学部
１．オープンキャンパスと学内進学相談会
7/27（土）
、28（日）、8/20（火）に Open Campus 2019 を開催し、3 日間で合計 2,837
名の受験生及び保護者の方が訪れました。
公開講義では①『嚥下が難しい人の理解とケア』（成人看護学の村岡宏子教授）、②『神経系
のはたらき』
（専門基礎の加茂敦子准教授）、③『訪問看護とは』
（在宅看護学の藤田淳子准教授）、
といった実際に在学生が受けている専門科目の講義を体験いただきました。在学生のガイドに
よるキャンパスクルーズでは、教室や実習室などの見学の他、看護技術を体験いただきました。
学生生活等について在学生の生の声が聞けるキャンパスの見学ツアーは大変な人気でした。

全体説明会を待つ参加者

点滴を体験する参加者
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9/8（日）、学内進学相談会を開催したところ 422 名の参加がありました。この相談会は
推薦入試を受験する皆さんに特化した内容のため、本学部教員から面接試験の一般的な注
意点や過去の小論文試験の解説をいたしました。その他、教員による個別相談や、在学生
との学生相談会も実施され、受験を考えている学生にとって大変貴重な機会となったこと
と思います。
２．高大接続プログラム
8/8（木）
、今回で 3 回目となる高大接続プログラムを開催し、千葉県、東京都、埼玉県か
ら 40 校、96 名の高校 2 年生が参加しました。
参加者はオリエンテーションに続き、『フライトナースによる救命救急実践例の紹介』、そし
て形態機能学の講義『生命を維持する仕組み』を受けた後、
『バイタルサインの観察と実践』、
『救
命救急体験』の演習を体験しました。お昼はランチミーティングで本学学生や他校生との交流
を図りました。続いて 2 名の看護スペシャリストと交流し、グループ討議を行い、感想文を
作成して終了となりました。

全体説明会の様子

在校生とのランチミーティングの様子

３．浦安市防犯キャンペーン
7/10（水）市内一斉防犯パトロール団結式が開催され、本学部からもボランティア活動と
して 1 年生 2 名が参加しました。団結式に引き続き、JR 新浦安駅前での浦安市防犯キャンペー
ンを開催し、夏休みを迎えるこどもたちの見守りのお願いや、夏季の防犯の心構えを呼びかけ
ました。
４．医療看護学部市民公開講座
本年度の医療看護学部市民公開講座『支え合い研修プログラム』は、浦安市老人クラブ連合
会との共催で浦安市総合福祉センターにて全 6 回の開催を予定しています。
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第 1 回は 7/31（水）に『こころとからだの健
康のために ～マインドフルネスをやってみよう』
と題して立石彩美先生が、第 2 回は 8/21（水）
に『脳卒中の予防からリハビリテーション ～生活
の中でできること』と題して瀬尾昌枝先生が講演
し、各回とも約 70 名にご来場いただき、盛会の
うちに終了致しました。

立石先生の公開講座の様子

今後の開催予定は次のとおりです。
・第 3 回：9/25（水）
『The Heart of English Communication through Sing』
講師：グロウ・デボラ先生、金子育世先生
・第 4 回：10/16（水）
『スキンケア～健やかな肌を保つために～』
講師：加茂敦子先生
・第 5 回：11/20（水）
『なぜ肺炎予防が大事なの ? 症状の早期発見と予防のポイント』
講師：寺岡三左子先生
・第 6 回：2/5（水）
『健康情報についての上手な使い方』
講師：川上和美先生
５．うらやすこどもクエスト
医療看護学部では本年度も『うらやすこども
クエスト』を実施しました。
『うらやすこども
クエスト』は浦安市の企画で、浦安市内にある
大学（順天堂大学、明海大学、了徳寺大学）が
連携し、各大学の専門性を活かして、こどもた
ちの「なぜ ?」という探究心に可能な限り応え
ていこうという事業です。

小学生たちに挨拶する工藤学部長

8/5（月）
、浦安市在住の小学 4、5、6 年生
46 名が来校し、高島えり子講師による『赤ちゃ
んが生まれるお手伝いをする仕事ってなんだろ
う ?』、橋本美穂助教による『からだの中をのぞ
いてみよう ! からだの音を聞いてみよう』とい
う 2 つの授業に参加しました。子ども達は暑さ
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にも負けず元気に一日を大学のキャンパスで過ごし、将来につながる貴重な体験ができたこと
と思います。
６．野外スポーツ実習
8/9（金）～ 13（火）
、スポーツ健康科学部の中丸信吾先生の指導の下、セントラルスポー
ツダイビング協会インストラクターの協力を得て「野外スポーツ実習（スクーバダイビング）」
を実施し、
学生 42 名が参加しました。初日は浦安キャンパス内で学科講習、2 日目はさくらキャ
ンパスでプール講習、3 日目以降は伊豆市土肥において海洋実習を行いました。
この実習は海洋におけるスクーバダイビングの技術やマナーを習得するとともに、日常とは異な
る自然環境の中で自然の持つ偉大さや素晴らしさに触れ、生涯スポーツを実践していくための資
質の向上を図るとともに、集団活動を通じて協調性や社会性を養うことを目的としています。

プール実習の様子

海洋実習の様子

７．第 16 回教職員ワークショップ
8/5（月）
、浦安キャンパスにて第 16 回教職員ワークショップが開催されました。
第 1 部では『学びの過程をアセスメントする ～ e ポートフォリオとは～』と題して森本康
彦先生（東京学芸大学 ICT センター教授）の講演がありました。第 2 部は、グループワーク
を通して本学部の e ポートフォリオについて話し合いました。

講師の森本先生

教職員ワークショップの様子
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三島キャンパス（保健看護学部）近況

事務長事務取扱者

門脇

玲子

１．教職員 FD
1）保健看護研究会
6/15（土）、保健看護研究会を開催しました。教員による専門分野の口演 4 題、学外参加者
を含むポスターセッション 7 題の研究発表、研究視察報告 1 題がありました。本年度は新た
な試みとして、
学生による『Gerontechnology for Nursing（e-learning）受講に関する発表』
も加わりました。
研究活動を周知し今後の活動を深め、国際交流の活性化へ繋がる有意義な機会となりました。

ポスターセッションの様子

学生の発表が新鮮でした

2）FD 研修会
8/1（木）
、FD 研修会を開催しました。午前は昨年度に引き続き、本学部教員 3 名によるア
クティブラーニングの取組み状況報告があり、教職員・学生が活発な意見交換を行いました。
午後は『manaba（クラウド型教育支援システム）導入記念講演』として、医学部一般教育研
究室の松本 顕先任准教授をお招きし、体験模擬授業を実施いただきました。講演では、他学
部での取り組みや学習効果などを大変興味深く拝聴し、実り多い研修会となりました。

マルチメディア教室で授業体験

熱心に取り組みました

２．TOEFL 表彰
6/14（金）、TOEFL 成績優秀者の表彰式が行われました。2 名の学生が「Highly Developed 賞（ス
コアアップ賞）」を受賞し、新井学長から日頃の学習成果を讃え表彰状と副賞を授与いただきました。
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これからも頑張ります！

表彰状と副賞をいただきました

３．オープンキャンパス
8/3（土）
・4（日）
、オープンキャンパスを開催しました。両日とも多くの高校生や保護者
の方が来場され、キャンパス内の見学及び看護体験、授業体験、入試相談会への参加や在学生
との懇談を通じ、本学部での学びを体感いただくことができたと思います。
希望者は午後に高度医療機関である医学部附属静岡病院の医療現場やドクターヘリを見学
し、将来看護職者になるイメージと看護学を学ぶ意欲が益々高まったことと思います。看護職
者を目指す熱い心を抱いた受験生のチャレンジをお待ちしています。

在学生も学びが深まりました

学部説明会の様子

４．学生活動：学生レクリエーション大会
7/29（月）
、三島市体育館においてレクリエーション大会が開催されました。大会の企画や
運営は学生レクリエーション大会実行委員が担当し、1、2 年生 180 名がバレーボール等の 4
種目で汗を流しました。会場内は活躍する仲間への歓声と笑顔があふれ、日頃の学習環境から
少しだけ離れ、大いにリフレッシュできたことと思います。

仲間と勝利のピース！

ソフトバレーも楽しみました
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５．
４年生が「BLS・ICLS インストラクター」資格を取得
日本救急医学会認定『BLS*・ICLS* コースディレクター』と『ICLS 指導者養成ワークショッ
プディレクター』の資格を持つ小川 薫教授の指導の下、4 年生 7 名が本年 8 月に日本救急医
学会認定『BLS・ICLS インストラクター』の資格を取得しました。
本学部では、シミュレーション演習を活用した〔一次＋二次救命処置法〕をカリキュラムに
取り入れて第 3 学年の授業科目「救急法の理論と実技」として展開しています。特に〔二次
救命処置法〕では日本救急医学会認定 ICLS を採用し、ICLS の目標である「突然の心停止に
対する最初の 10 分間の対応と適切なチーム蘇生」を目的に、3 年生は個人のスキルのみなら
ずチームとしての医療行為の質を高めることを学んでいます。
今回取得した 7 名は、昨年の 8 月に「救急法の理論と実技」を修了した際に日本救急医学
会認定『アシスタントインストラクター』の資格を取得しました。更に 1 年間かけて専門知
識の学修に務めながら指導法を修得し、本年 7 月には Student Assistant として 3 年生の授
業科目「救急法の理論と実技」で実習指導の修練を積み重ねました。これらの実績が評価され
『BLS・ICLS インストラクター』資格を認められました。
日本国内では『BLS・ICLS インストラクター』の資格を有する看護学生は数少なく、また、
本学全体の看護学生として過去に例のない初めての取得で、大変誇らしく思います。
＊ BLS：Basic Live Support。心肺停止または呼吸停止に対する一次救命処置。
＊ ICLS：Immediate Cardiac Life Support。迅速な心肺機能の蘇生サポート。二次救命処置。

小川教授（中央）
と資格を取得した皆さん
（実習室にて）

保健看護学部についてはホームページをご覧ください
https://www.juntendo.ac.jp/hsn/
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