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最善を尽くせ、
しかも一流であれ。
看護界をリードしていく人材を育成するために― 。
1920年、ルドルフ・B・トイスラーはキリスト教の精神に基づき
聖路加国際病院附属高等看護婦学校を設立しました。
その志を受け継ぎながら、聖路加は看護教育のパイオニアとして
常に時代に必要とされる看護教育を牽引し続けています。
2020年、看護教育100周年を迎えた聖路加国際大学は
看護を軸に人を思い、世界を思う人を育成していきます。

01

St. Luke’s International University

Guide Book 2023

02

看護界のリーダーを育成する、
聖路加の学びと活躍のフィールド
聖路加国際大学の学びと広がるキャリアプラン
学部卒業 学士

修士論文コース

※

（4年間／看護学）
看護師国家試験受験資格

養護教諭1種免許

在学中に必要な科目を履修
卒業時に免許取得
［選択制定員20名］

看護師
国家試験
合格

学部卒業 学士

大学院
博士前期課程
（2年間／修士課程）

助産師・保健師
国家試験受験資格
養護教諭専修免許

＜ 3年次編入 ＞

（2022年度開設）

（2年間／看護学）
看護師国家試験受験資格

本学4年次から直接大学院へ進学する場合は、推薦入学者選抜制度があります。
※看護資格のない方が入学できるコースを用意しています。

看護研究者としての基礎

上級実践コース

CNS（専門看護師）
CNE ★など専門能力の開発

保健師
国家試験
合格
助産師
国家試験
合格

看護学を専門とし、

医 療 施 設
行 政 機 関

その領域において

企業・事業所

指導者となる人材を育成

国 際 貢 献

学

校

教 育・研 究

病院、診療所、訪問看護ステーション、高齢者施設など
厚生労働省、保健所、市区町村保健センターなど
産業保健（メンタルヘルス、衛生管理）
など
健康教育、衛生管理、児童・生徒の養護など
国際医療機関、海外ボランティア団体、NGOなど
大学、専門学校、研究機関など

養護教諭2種

在学中に必要な科目を履修した上で
保健師免許取得後申請により免許取得

第1種衛生管理者

保健師免許取得後申請により免許取得

大学院

博士後期課程

（3年間／博士課程）

受胎調節実地指導員

研究者コース※

自立した研究者

DNPコース

高度実践のリーダー

本学の助産師養成課程修了により
資格取得

学びと実践が密に連携する、
本学に多く用意されている臨床実習は、
身につけた知識を医

アクティブラーニング型学習への転換、
シミュレーション教育の充実など、教育の

4つの種

質の向上と発展を推進しています。

国際

療の現場で活用し、そこからまた新たな学びを得ていく機会

育んできた

教育

看護のための最高の環境がここにあります。

聖路加が

です。主な実習先となるのは、
日本有数の最先端医療を実
スタッフに支えられながらチーム医療における看護師の役割
★ CNE
（Clinical

Nurse Educator）
…上記修士課程で育成。優れた実践能力と研究能力を持ち、
よりよい看護教育を行う能力のある人材。聖路加国際病院では2016年度以降、病棟にCNEを配置。

2021年度、聖路加国際大学は

科研費新規採択率41.4％で
全研究機関中第11位

03

St. Luke’s International University

本学は国内トップクラスともいえる良質な臨床データが蓄積・管理されており、教員や学生が行う研究を支援する
機関も充実しています。2021年度、聖路加国際大学は科研費新規採択率41.4％で全研究機関中第11位（私大

中第3位）
でした。
また本学は企業や官公庁等の外部組織との共同研究や受託研究等もサポートしており、
ウィメンズ
へルス・助産学や精神看護、
老年看護や在宅看護など、
さまざまな領域と外部組織が連携して研究を推進しています。

附属施設である聖路加国際病院は
「臨床で学ぶ、臨床を学ぶ」体制の
さらなる強化を実現しました。

本学に息づく国際性は創立時からの
伝統。自分がよって立つものを深く
学び、医療人としての国際性を育む

研究

と責務を知り、
その後の学びをさらに充実させていきます。

実践

践する聖路加国際病院。CNE★をはじめ、豊富な経験を持つ

教育に取り組んでいます。

看護学分野の研究者育成のみならず、
研究成果を教育や臨床に還元する好循環
が本学の研究活動の大きな特徴です。
Guide Book 2023
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Voice of nursing

種 を育 む人
専門性を高めるだけでなく
患者さんの視点に立った
看護師になりたい

国際的視野を兼ね備えた

看護・助産のプロフェッショナルに

聖路加の種

教育
Education

武力紛争などで傷ついた人々に医療・看護を提

きにくくなりがちです。患者さんが抱く非日常への戸

供する人道支援の仕事に興味があり、看護の道

惑いや苦しみを理解し、寄り添うこと、
それが高い倫

へ。充実した看護教育や留学制度に惹かれ、聖路

理性を持った医療につながるのだと気づきました。

加に進学しました。学びの中で特に印象に残ってい

また、
コロナ禍で人との関わりの重要性を意識す

るのは、1年次に受けた「PCCN論※」での先生の言

るようになり、会いたい人に気軽に会えない患者さん

葉です。
「医療従事者ではない、一般の方の目線を

の辛さや、最も長い時間を共にする看護師の存在

忘れないように」。当時はまだ理解できなかったその

の重要性を再認識できるようにもなりました。

意味が、実習等を経た4年生の今、わかった気がし

現在の目標は、救急看護や集中治療領域で活躍

看護学部 4年／
東京都
日本大学豊山高等学校卒業

ます。看護師は日々多くの患者さんと接することで、

する看護師になること。聖路加で得た知識や看護

島 倉 昌希

疾患への理解は深まる一方、病院という非日常に身

者としてのあるべき姿を大切に、温かさと高い倫理

を置く患者さんやその家族の苦痛やストレスに気づ

観を持った看護のプロフェッショナルを目指します。

幼少期より父の仕事の都合でシンガポールに滞在し、
聖路加の種

国際
International

看護学部 4年／
シンガポール
United World College of
South East Asia
East Campus卒業

渡部 夏帆

リアの築き方は多岐にわたるということ。看護職といえば

高校時代はボランティア活動としてさまざまな途上国を訪

病院勤務を想像することが多いと思いますが、一般企業

れる機会を与えられました。そこで医療が行き届かず満

や大学、NPO法人や国際機関等で働く道もあります。取

足な治療が受けられない患者さんたちの姿を目にしまし

得できる資格も看護師のみならず、保健師、助産師、養

た。
「すべての人が平等に医療・看護を受けられるようサ

護教諭などさまざまです。私自身、看護師を経て助産師

ポートしたい」という思いが芽生え、看護師を志すように。

になるという夢があります。妊婦や新生児が疾患や合併

聖路加で学んでよかった点は、医療・看護の知識に加

症を抱えている場合など、多様なケースに対応できる助

え、国際的視野も養える点です。オンラインで海外の看

産師を目指しています。海外生活で培った英語力や、聖

護学生と自国の文化や医療について語り合う機会等を

路加で得た医療・看護の知識、国際的視野を活かし、日

通じ、見識を深めることができました。また、学びの中で実

本に住む外国人の方々に安心して治療を受けてもらえる

感したのは、看護は専門的な分野でありながら、そのキャ

よう、努めていきたいです。

※PCCN論
（People-Centered Care Nursing）市民と看護職のパートナーシップに基づいた市民主導型の健康生成のあり方について学ぶ授業
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Voice of nursing

種 を育 む人

看護の技術だけでなく

その魅力を伝える術を

柔軟性と積極性を持ち

磨いていきたい

聖路加の種

研究
Research

大学院看護学研究科
博士前期課程 2年

中溝 倫 子
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斬新なアイデアで

看護の未来を切り拓いてほしい

私は、助手として学生指導していた経験から得た

での経験は、
とても理想的なものでした。一人ひとり

テーマを基に看護技術習得での学生の主体的学びを

に真摯に向き合ってくれる先生方の存在、意識の

サポートしていく方法について研究を進めています。看

高い仲間たちとの出会いなど、振り返ると改めて、

護は技術を磨くことももちろんですが、
自ら主体的に学

聖路加での学びを誇りに思っています。聖路加には

び、
看護の奥深さや意義に気づくことで、
さらなる学び

「こんな人になりたい！」と思えるような、看護師とし

へとつなげることが何より大切です。
この考えを心に

て、研究者として、そして、人として目標にしたい方々

置きつつ、
日々文献を読み、先輩方の話を聞いて、私

聖路加の種

実践
Practice

ニューロサイエンス看護学とは、脳卒中、頭部外

方法を追究していく日々です。その結果を新たな研

傷、パーキンソン病などの神経変性疾患による意

究に昇華させたり、
さらに高度な実践のために理論

識・運動・感覚障害を持つ患者さんの看護を追究

を掘り下げてみたりと、いろいろな角度から試行錯

する学問です。

誤していくことが、
よりよい看護や研究の発展につ

研究を行う上で実感するのは、看護における実

ながっていくと信じています。

践の重要性です。患者さんのニーズに沿った治療・

学生の皆さんに望むのは、柔軟な思考を持ち、

が大勢います。学習意欲を支える人と環境があり、

看護を行うためには、一人ひとりの症状や背景、思

主 体 的に物 事に取り組 んでほしいということ。

自身の学びを深めています。現在は看護の技術とその

スペシャリティが揃っていることも、
ここで学び、研究

いを理解する必要があります。神経変性疾患の場

Society5.0などの施策から見ても、現代社会ではデ

魅力を学生に伝えていくべく、
また、
自分の看護観を

を続ける大きなモチベーションです。私自身が学んだ

合、意思疎通が難しい患者さんもいるため、相手の

ジタル技術への造詣があるだけでなく、豊かな創造

磨き専門知識を習得すべく、
研究に取り組んでいます。

ことを、
これから看護を学ぶ方たちに、
より魅力的に

意図を汲み取るためにより細かな工夫や配慮が必

性をも持つことが必要とされています。新たな発想で

要です。何度も患者さんと向き合い、
よりよい看護の

看護の世界を牽引する人材を目指してください。

学部生〜看護師〜助手〜大学院生という聖路加

伝えていければと考えています。

看護学部
ニューロサイエンス看護学

松石 雄二朗 助教

Guide Book 2023
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Top Message
学 長 メッ セ ー ジ

100年の歴史ある本学で
試練に立ち向かえる人間力を
本学は1901年米国聖公会の宣教医師ルドルフ・ボーリング・

学 部 長 メッ セ ー ジ

トイスラー博士により創設されました聖路加国際病院に端を発し
ます。その後、
日本の医療水準を向上させることと同時に看護の
質を高める必要性から、1920年聖路加国際病院附属高等看護
婦学校が誕生し、2020年以降、看護教育100年を越えました。
新型コロナウイルス感染症の世界的流行の終息が見えない
中で始まる学究生活に、戸惑いがあると思います。2022年2月
に勃発したロシアによるウクライナ侵攻は、国際平和を願うすべ
ての人々の憂いとなっています。地震等の自然災害をはじめ、疫
病災害、戦争災害は、当たり前だと思っていた日常がいかに貴重
な瞬間であったかを教えてくれます。
この危機が転じて人間の新
たな絆や、医療システム、治療方法の発展、次なる災害への備
えという成果につながることを願います。
どんな試練にも窮地を脱する手立てがあるはずです。医療・看
護学・公衆衛生学を学ぶものとして、病に苦しむ人々への治療と
ケアを探究し、信頼できる情報の選択、予防活動の啓発等、祈り
と共に誠実に行動いたしましょう。
校歌に記されている聖路加に集う人々の思いを、あなたも一
員としてつなぐことが託されています。皆さんと集い、共にこの校
歌をマスクを外して歌う日が来ることを心待ちにしています。

輝かし金の十 字 架みさとしは

温かな隣人愛を持つ看護職に
本学の創立者ルドルフ・ボーリング・トイスラー博士は、医療
の質をあげるには、看護の水準を高め、指導的人材の育成が
重要であるとして、
１９２０年に当時の高等女学校卒業生を対
象とし、聖路加国際病院附属高等看護婦学校を設立しまし
た。社会性を備え、人間と社会を理解し、キリスト教精神を具
現できる看護職育成を目指した建学の精神は、今の聖路加
国際大学の教育につながっています。
これから始まる聖路加での大学生活は、看護学の面白さ、
深さを存分に味わい、生涯を通じて学び続ける基礎を養う貴
重な時間です。探究心を持って、
どんどん看護学への学びを
深めていってください。看護の実践には、理論や科学的根拠に
基づいた正確な判断と高い技術力、人間への深い理解と温か
な眼差しが求められます。科学的な根拠に基づく知、豊かな感
性、そしてキリスト教精神に基づく深い隣人愛「その人に関心

かしこにぞあり いざ友よ
こころみがかん

人間と社会を深く理解し

世の人に

をもって思いやること」は、聖路加の教育の根幹にあります。
これから皆さんには、同級生、在校生、教職員、医療者、地

この身ささげて
美しく はげしく生きん
学長

堀内 成子

域や海外の方など、
さまざまな場で多くの方々との出会いが
待っています。出会う人と共にあることを大切に、自分の持て
る力、自分という媒体をどのように活かしていけるのか考え、
積極的に学んでほしいと願っています。

看護学部長

吉田 俊子
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100 years of History

100年の歴史を礎に、
「知と 感性と愛のアート」の実践を
「知と感性と愛のアート」は、聖路加国際大学校舎竣工の際
日野原重明学長（当時）が礎石に刻んだ建学の精神を示す言葉。
「日本の看護の水準を高めること」という志のもと

2 0 03

1920年にルドルフ・B・トイスラーが聖路加国際大学を創立して以来、

文部科学省21世紀COEプログラムに

「市民主導型の健康生成をめざす看護形

聖路加はいくつもの時代を乗り越え、常に必要とされる看護をリードしてきました。
2014年には、聖路加国際病院との法人一体化を成し遂げ、新たなステージを歩んでいます。
教育・研究・実践の融合を実現させた最高水準の学びの場へ ̶ 。

本館建物接収解除、返還式。

History

2020年、聖路加国際大学は看護教育100周年を迎えました。

創立者ルドルフ・B・トイスラーは、キリスト教の精神に基づいて、教
養ある看護職の育成と、日本の看護の質の向上を目指して聖路加
国際病院附属高等看護婦学校を設立。指導経験豊かな米国人ア
リス・C・セントジョン女 史を招き、臨 床 看 護 教 育のほか、予 防と保
健を重視した公衆衛生看護

制度を全国で初めて開始する（〜1998年）。

て類を見ない、高 度な学 校
教 育 形 態であったことを物
ルドルフ・B・
トイスラー アリス・C・セントジョン

大学の理念

19 8 0

全国で2番目、私立大学では初めての大学
院博士前期課程
（修士課程）
を設置する。

19 8 8

て、その教育・学術・実践活動を通じて、国内外のすべての人の健康
と福祉に貢献することを目的とする。

看護学部は、看護に関する科学的知識を培い、技能の熟達と人格の涵養に
つとめ、指導者としての能力をたかめ、看護の実践と応用によって看護およ
び看護教育の進歩発展に寄与することのできる人材の育成を目的とする。

国内外から多様な価値観やキャリアを持つ人材を
受け入れ、
医療の発展に貢献する人材を育成します。

2 0 05

大学院修士課程ウィメンズヘルス・助産学
専攻増設。

2 014

病院・大学一体化。

聖路加国際大学となる。

WHOプライマリーヘルスケア看護開発

設立当時の学校

1927

聖路加女子専門学校となる。看護学校で

協力センターに任命される。

199 6

聖路加看護大学新校舎完成。

は、
日本で唯一の最高教育機関（本科・研

2 016

大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術セン

ター竣工。

究科の4年制）
として認可される。

2 017

公衆衛生大学院開設。DNPコース開設。
学士編入学（3年次）
を開始。

新領域への展開を積極的に行い、
保健医療職者の活躍の場の創出を目指します。

５．多様性

大学院修士課程社会人入学（長期在学

コース）
を開始する。

199 0

図書館内階段
踊り場に設置された
ステンドグラス

４．質の担保
［学則第2条第2項］

2004

博士後期課程（博士課程）
を設置する。

３．新領域

社会や医療が抱える課題と粘り強く対峙できる力を
持った医療人を養成します。

院および看護実践開発研究センターとし

て共用を開始する。

看護学研究科としては、
日本初の大学院

5つのCHALLENGE

２．看護教育モデルの洗練

看護短期大学卒業生を対象とした編入学

高等教育における看護教育モデルの刷新に取り組みます。

［学則第1条］

本学はキリスト教精神に基づき、看護保健・公衆衛生の領域におい

看護学部の理念

際病院附属高等看護婦学校を設立。

国際通用性のある高等教育機関

大学院において、国内外の看護の高等教育機関で
活躍できる研究者・教育者を養成するとともに、
公衆衛生大学院において、国内外の
健康課題に対応するため、学際的教育研究を促進します。

の 女 子 教 育 、看 護 教 育とし

初の看護学部4年制教育を開始する。

セントジョン女史の協力のもとに聖路加国

STANDARD

FIVE CHALLENGES

聖路加看護大学の名称で、私立では日本

1976

学校法人聖路加国際大学 中期ビジョン 2025

１．高度化

教 育を実 践 。当時のわが国

語っています。

The Art of Quality

19 6 4

192 0

創立者ルドルフ・B・
トイスラーがアリス・C・

創立時から、
看護界を牽引する人材を多数育成

成拠点」が採択される。2号館完成、大学

1956

聖路加国際病院での実習風景
（1920年代）

194 6

1997

学士編入学（2年次）
を開始する。大学院

博士課程前期課程（修士課程）
に専門看

聖路加国際病院が連合軍（GHQ）
に接収

護師（CNS）
コースを設ける。

赤十字女子専門学校との合同教育を行う。

2 0 02

され、東京看護教育模範学院の名で日本

2 02 0

看護教育100周年
周年テーマ

「知と感性と愛のアート
〜聖路加の看護 いま、
そしてこれから〜」
特設サイトはこちら

http://www.luke.ac.jp/kango100/

看護実践開発研究センターを設置する。

195 4

校舎返還。聖路加短期大学
（3年制）
となる。

11

St. Luke’s International University

Guide Book 2023

12

看護学部 看護学科
Colleg e of Nursing

4年間の流れと概要
カリキュラム相関図

本学では、豊かな教養と感性を備えた人間
形成の追究と看護専門職者としての成長を

看護

目的に、独自のカリキュラムを組んでいます。
1つ目は、教養課程と専門課程を区分せず、

働きかけ

4年間を通して各授業科目を履修すること。

働きかけ
相互作用

2つ目は、基礎科目・専門科目の特徴的な組

人間

み方。学部の教育は看護学の基礎教育であ

環境

り、将来進むどの分野でも必要な看護学の
基礎を学べるように組まれています。

健康

専門

1 年次
専門科目

基礎科目

基礎

13
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教養科目

2 年次

看護の基本

3 年次

4 年次

臨地実習

看護学統合

看護実践

人間と健康
環境と健康

人間と文化

人間と社会

人間と言語

人間と情報

人間と
自然環境

体育

総合科目
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看護学部 看護学科

実 践 重 視のカリキュラム
A practicum-focused curriculum

4年間の実習履修表
実習科目

（2021年度入学生の場合）

必 修

コミュニケーション実習（1） ●

必 修

（2） ●
成人看護学実習（急性期）

選 択

サービスラーニング（2）

●●

必 修

（2） ●
成人看護学実習（慢性期）

看護は実践の科学です。講義と演習で得た学びを、実践の場でどう活かすか、

必 修

基礎看護技術実習（1）

●

必 修

老年看護学実習（2）

●

それは、幾多の実習から体得するものです。本学は附属の聖路加国際病院をはじめとする

必 修

看護展開論実習（1）

●

必 修

精神看護学実習（2）

●

医療・介護施設などで、豊富な実習を行っており、臨床に強い看護職を育成します。

必 修

小児看護学実習（2）

●

必 修

地域・在宅看護学実習（2）

●

必 修

周産期看護学実習（2）

●

選 択

課題探究実習（2）

●

豊富な実習で、実践力をつける

1年次

臨床に強い看護師の育成を目指す本学では、聖路加国際病院での実習指導体制の変革を図っています。

5月
前

4月

期

増やしました。

総合実習（4）
養護実習（4）

いずれか
必 修

（3）
卒業プロジェクト
●
卒業実習チームチャレンジ（3） ●

選 択

●
●

教育実習（1）

●
（ ）内は単位数

実習時期

実習は、
またとない体験学習です。理論の理解は教室でできますが、看護実践を学べるのは、現場だけです。
1年次から4年次まで、常に看護の現場に足を踏み入れ、現場で主体的に学ぶ機会を持てるようにするため、2015年度から、実習科目を

いずれか
必 修

聖路加だからこそなしえる36単位の実習。実習を通して、学生がチームの一員となれる力をつけ、看護の学びを保証します。

2年次

コミュニ
ケーション
実習

6月

基礎看護
技術実習

7月

3年次

4年次

教育実習・
課題探究実習
看護学実習

養護実習
総合実習・
卒業
プロジェクト

8月
9月

サービス
ラーニング

サービス
ラーニング

看護展開論実習

10 月
11 月
後

12 月

看護学実習

卒業実習
チーム
チャレンジ

課題探究実習

期

1月
2月
3月

教職課程：養護教諭１種免許取得について
看護学部看護学科では、選択制定員20名で養護教諭1種免許の取得が可能 ※です。看護学を基盤とする養護教諭として、子
どもを成長発達の視点で捉え、子ども自身が多様で複雑な背景を持ちながらも心身ともに健康に生きる力を身につけていくため
に、教育的に関わることができる養護教諭の養成を目指しています。
※:4年制コースへ1年次から入学した学生対象です。第3年次学士編入生は取得できません。4年制大学卒業者で1年次に入学した方は対象となります。

【最近の養護教諭1種免許取得者数】
2021年度卒業生・
・
・20名
2020年度卒業生・
・
・20名
2019年度卒業生・
・
・21名

科目紹介
■ サービスラーニング

■ 課題探究実習・卒 業 実習チームチャレンジ

サービスラーニングは、1年次または2

課題探究実習、卒業実習チームチャレンジは共に4年次

年次に履修可能な選択科目で、看護学

に履修します。課題探究実習は、卒業論文執筆にあたり

を学ぶ準備段階に位置づけられている

テーマを深めるために行う研究のための実習で、卒業

実習です。学生は、地域社会におけるボ

実習チームチャレンジは、看護実践現場への橋渡しに位

ランティア活動に参加し、
良き市民として

置づけられる実践のための実習です。研究・実践の両

の責任感を育む経験学習をしています。

面を深めるための実践度の高い実習です。

■ 多職種連携教育（Interprofessional Education：IPE）
4年次の総合実習の一つで、東京大学（医学部医学科、医学部健康総合科
学科、薬学部）、昭和薬科大学との3大学（多職種）混在のグループワークを
行い、一つの事例について、看護学、医学、薬学、それぞれの専門的視点か
ら、患者に対してどのような介入が効果的かを考え抜き、多職種連携を円滑
に進めるために必要なチームワークやコミュニケーションについて学びます。
※2019年度実績
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看護学部 看護学科

学士3年次編入学制度

新たなキャリアへの挑戦

2-year accelerated course

1976年から続く編入学制度は、
看護教育のエビデンスの蓄積と、エビデンスを基とした新たな看護教育の示唆をもたらしました。
2017年に新設された学士3年次編入学制度は、
理論と実践を統合した学習展開と学士号を既に取得している知識・学習能力を基盤とした
アクティブラーニングの融合により、自ら看護を学びとる方法が採られています。

カリキュラム相関図

看護
働きかけ

本学では、看護を「人間と環境との相互作用により、最適な健康状態を生み出すことを

働きかけ
相互作用

目指す働き」と捉えています。人間と環境の相互作用によって、
さまざまな健康状態が生
人間

じます。
よりよい、
そしてその人らしい生活を送るために、
その人にとっての健康状態を最

環境

適化するのが、看護の働きです。
この人間・環境・健康・看護の4つの概念とその関係に
基づいて、教養科目、基礎科目、専門科目を構成しています。
健康

大学既卒者が最短2年でナースに

Bachelor’s degree holders can become a nurse in just 2 years

学士3年次編入生のプログラムは、大学で学士号を得た学

学べる、講義と実習の期間を空けずに座学と実践での学びを

生が、それぞれの経験や知識を活かしながら、通常は4年かか

関連させながら学べるという特徴を持ち、学習者が効果的かつ

る本学看護学部のカリキュラムを2年間に凝縮して学びます。

効率的に学べるスケジュールとなっています。

学び方が身についていることを前提に、入学直後から看護の基

1 年目（3年次）
4月

7月

8月

●

臨床の卓越者（CNE ※）による
実習指導

●

培われてきた自己学習能力を活かした
主体的学びの伸長

●

さまざまなバックボーンを持つ
多様な人材がクラスメイト

●

教育・研究をリードする教授陣

4月

5月

6月

7月

8月

9月

子どもと家族の
看護領域
保健福祉連携に
おける看護領域

10月 11月 12月

看護ゼミ
総合実習

18単位

IPE ※

卒業研究

26単位

22単位

+

+

+

7単位
+

実習4単位

実習7単位

実習8単位

実習6単位

1月

2月

3月

業

専門学位を2つ持つことによる
多様性の醸成

3月

卒

●

2月

国家試験

大学既卒者が最短期間（2年）で
看護師国家試験受験資格を取得

成人・高齢者と
家族の
看護領域

1月

年 末 年 始 休み

●

10月 11月 12月

夏 休み

学

学士3年次編入生プログラムの特色

9月

春 休み

についても考える機会を提供します。

看護の
機能領域

夏 休み

であることを意識しながら2年間を過ごせるよう、卒後の働き方

入

を活かし、複数科目の講義内容を関連させながら短い期間で

6月

学修上の支援はもちろん、入学後すぐに看護師としてのキャ
リアを考える機会を設けるなど、看護師としての働き方が多様

1学年30人という、4年制に比べて少ない定員で学ぶメリット

5月

2 年目（4年次）

年 末 年 始 休み

礎科目・専門科目を並行して学びます。

2年間のスケジュール

※IPE：多職種連携教育（Interprofessional Education）

※CNE
（Clinical Nurse Educator）
：優れた実践能力と高い研究能力を持ち、優れた臨床教育を行う人材。聖路加国際病院では2016年度以降、病棟にCNEを配置。

VOICE OF GRADUATES

伝統の中にも自由が。何でもできる環境です
入学前はケアマネジャーとして働いていました。患者さんやご家族に寄り添う訪問看
護師の姿から「自分も患者さんやご家族に頼られる看護師になりたい」と思い、編入学
制度の歴史があり、実習先の聖路加国際病院で看護の最先端が学べる聖路加を志しま
した。最初は授業についていけるか不安でしたが、実際には共に学ぶ仲間たちとそれぞ
れの得意科目でフォローし合えるので不安に感じることはありませんでした。先生も質問
に快く答えてくださいました。聖路加は伝統の中にも自由があり、興味があること、やりた
い看護について先生方に相談でき、具体的なアドバイスがもらえます。意欲があれば何
でもできる大学です。
おづつみ

2021年看護学部卒業（学士3年次編入学）
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看護学部 看護学科

キャンパスライフ

本学の学生は、4年間でキリスト教精神に基づいた看護を学び、科学的な知識を培い、
看護の実践と応用を身につけていきます。経験豊富な教授陣やスタッフに囲まれ、学生は講義や実習、
サークルや委員会活動を通じて、友人との出会いと絆を大切に成長していきます。

Campus life

「誰かのために時間を使う」
その大切さを、看護を通して学びたい
看護学部 2年生

思い描く医療者像に向かう幸せな日々

高橋 怜

看護学部 4年生

小・中学生のころ、食物アレルギーの治療で頻繁に病院に通っていました。看

江口 花恵

質の高い看護を学べる環境と仲間の意識の高さに、
日々有難さを感じていま

護師の方々の優しさに支えられ、
自分もまた誰かの役に立ちたいと思い、同じ道

す。授業は実践も重視され教室での講義の2倍の数の演習と実習があります。

へ。聖路加に入学したのは、面接の際に、試験官の方が自分にしっかり向き合っ
てくださったからです。
ここでなら、患者さんに寄り添う看護師としてのあるべき姿を

講義もグループワークが多く参加型なので友人の新たな考えや発見に気づかさ

見出せると思いました。入学後は、学士編入者や外国からの看護学生など異なる

れたり客観的な立場で物事を見る重要性を感じさせられたりします。
さらに、友人

背景を持つ仲間から刺激を受けることも。国内外で活躍する医療関係者の方の

とのチームワークや考える力が伸びるきっかけにもなると思っています。課題やレ

話を聞き、徐々に将来像を描けるようにもなりました。

ポート、試験は大変ですが、すべての先生方が
妥協なく本気で看護を教えてくださることに愛を

聖路加国際病院の名誉院長で本学の学長だった日野原先生は、
「 他者のた

感じます。仲間との出会いにも感謝しています。

めに自分の時間を使う」大切さを説いたと聞きま
す。思えば私自身、本当に多くの方に支えられて

最高峰と謳われる聖路加の環境で看護を学

きました。私も4年間の学びの中で、患者さんの

び、自分自身の思い描く医療者像に向かって

ためにできることを一つでも多く見つけていきた

日々懸命に過ごす時間は幸せそのものです。

いです。

「ボッチャで遊ぼう 小児がんの子どもたちととも
に」
でのボランティア活動

聖路加レジデンスのバイト仲間と

患者さんの不安を取り除き、
回復に向け共に歩む存在に
看護学部 4年生（学士3年次編入学）

「私にしかできない看護」を模索しています
山田 哲平

看護学部 4年生

森田 結子

以前は、他大学の救急救命士養成課程に在籍していました。実習を経験するうちに、患者

高校時代にカリキュラムの一環でミャンマーを訪れ、国際医療NGOで献身的

さんが回復する様子をそばで見守りたいという思いが高まり、聖路加に学士編入して看護師

に働く日本人看護師の姿に感銘を受けました。その姿に憧れ、看護の道に進む

を目指すことに。2年という最短期間で看護師資格を得られる点、学士編入者専用のクラス

ことを決意。看護教育が充実している点、海外留学や英語教育等でグローバル

で異なる背景を持った仲間たちと切磋琢磨できる点は、
聖路加の大きな魅力だと思います。

に活躍できる人材育成にも注力している点に惹かれ、聖路加へ進学しました。

学びで印象に残っているのは、外傷性くも膜下出血の患者さんとのエピソード。頭痛や

入学後は、看護系科目をはじめとし、多様な学びに触れる日々。授業の中で、

吐き気に悩まされ、
食べたくても食べられない患者さんに匂いの弱いメニューを提案し、
制吐

企業やNPO法人等、幅広い分野の著名人の方に講義をしていただく機会もあ

薬の服薬タイミングも調整しました。患者さんが自分の出した

り、視野が豊かになったように思います。
また、聖路加で学ぶうちに、保健師や助

食事をおいしそうに頬張る姿を目にしたときには、
胸が熱くなっ

産師など、看護職と言っても目指すキャリアは一

たものです。できないことを諦めるのではなく、
できるようになる

通りではないと知り、将来の選択肢を多く持ちた

方法を患者さんと共に考え、
治療のモチベーションアップにつ

いと思うようにもなりました。現在は、養護教諭の

なげていきたいです。

BLS講習会で

資格取得にもチャレンジしています。国内外問
わず、幅広く看護・医療の分野で活躍できるよ
う、学びを深めていきます。
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看護学部 看護学科

創意工夫で学ぶ実習
2021年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、学部生は臨地での実習が困難になり、
オンラインツールの活用や、ハイブリッド運用など多様な実習が行われました。
実践の場を制限された中、創意工夫して行った実習の現状や取り組みについてご紹介します。

4年生 ＿ 卒業実習チームチャレンジ（選択科目）
卒業実習チームチャレンジは看護学生から新卒看護師への移行期を支援する実習です。新卒看護師になって経験する、
さまざまな時間帯
の看護、多重課題、
チームでの協働などを体験し、実習を通して学生は情報共有方法、優先順位の決定、支援の求め方などについて学び、
自身の新卒看護師としての課題について考察します。

2年生 ＿ 看護展開論実習

1週目：学内実習

2年生は前期に基礎看護学実習、9月に看護展開論実習を行います。

聖路加臨床学術センターのシミュレー

新型コロナウイルス感染拡大により、2021年9月は臨地での実習が行わ

ションセンターにおいて、
コミュニケー

れませんでした。そのため看護展開論実習は代行者を活用した完全遠隔

ションや感染予防対策について学内

実習を行いました。
また、2020年度の遠隔実習体験者である4年生LA※

実習を行いました。

が、遠隔実習について説明したスライドを作成したりオンライン懇親会を
開催して、2年生をサポートしました。
※LA
（ラーニング・アシスタント）
…科目を既習した学部の上級生が、履修生である下級生の学習支援
を役割として担う者のことをいう。

感染防御のための防護服の着脱をマスター
アーツルームに模擬病室を設営し、2年生が作成した実践シナリオに沿って、代行
者が模擬患者に血圧測定などを行う様子を4画面のオンラインで配信しました。

3年生 ＿ 周産期看護学実習

「技術演習①コミュニケーション」
を終えて、教員からの総評に
耳を傾けます。

2週目：病院での実習
病院の各部署で先輩ナースの指導の
もと、実際に患者さんを看護する実習
が行われました。

3年生は7領域で専門看護領域実習を2週間ずつ行います。周産期看護学実習では大学のアーツルーム
（実習室）
でアロママッサージ、新
生児のフィジカルアセスメント、妊産褥婦のフィジカルアセスメント、授乳時の観察と支援、沐浴の演習を行いました。
また演習後には実習先
の聖路加国際病院の病棟を見学しました。

3週目：シミュレーションと学びの発表会
大学のアーツルーム
（実習室）
では病
棟実習を振り返り、複数患者を担当す
るためのシミュレーションを行いました。
最終日には自身の学びについてリモー
トを併用した発 表を行い、病 院でサ
ポートいただいたナースにもコメントや
励ましをいただきました。
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「看護」
という共通語を通して国際的に貢献できる人材を育成するため、
本学
では学生の視野を世界へと広げる多様な機会を提供しています。各国の看
護・医学系大学と協定を結び、
アカデミックな交流を図るほか、国際学会に参
加する学生を支援。
キャンパス内においても留学生とともに自国の看護につい
て意見交換するチャンスを設けています。
また、学生国際奨学金を設置し、参
加費用の心配から海外留学やコロナ禍においてオンラインで国際的な研鑽を

看護職の可能性を最大限に活用し、人々の健康な暮らしに貢献

WHOプライマリーヘルスケア
看護開発協力センター

マヒドン大学
Mahidol University

14

05
07

および研究を発展させる拠点として、世界保健機関西太平洋地域事務局
（WPRO）のWHOコラボレーティングセンター（WHOCC）に、看護に

01

関するセンターとしては日本で初めて任命されました。WHOCC任命か
ら30周年の節目の年となる2020年はCOVID-19パンデミックにより、世

12

06

実現を目指し、看護・保健医療の発展のための活動を進めてまいります。

ムヒンビリ健康科学大学

タンザニア

13

07

ミャンマー

マンダレー看護大学

University of Nursing, Mandalay

10

オレゴンヘルスサイエンス大学

米国

Oregon Health & Science University

13

サンパウロ大学

ブラジル

Universidade de São Paulo

16

ノースカロライナ大学チャペルヒル校

ヤンゴンに次ぐ第二の都市、
マンダレーに位置し、学
部および修士課程を擁する国立大学。1958年の創
立 以 来 、質の高い看
護ケアと健康サービス
を国 全 体に提 供する
ことを教育目標とし、看
護師・助産師を輩出し
ています。

創立以来140年近くにわたり人々の保健医療への
貢献と質の高い教育を提供。医学部、看護学部など
4学部を有し、
オレゴン
州 政 府や企 業 、個 人
の支援によって運営。
看護学部は全米トップ
レベルの教 育 水 準を
誇ります。

巨大都市サンパウロ市西部にある、南米で最難関とい
われる名門校です。1934年に設立され、同国内およ
びヨーロッパ諸国から
著 名な教 授が集って
おり、過去に多くのブラ
ジル連邦共和国大統
領を輩出しています。

1789年に創立された、
アメリカ
に現存する州立大学の中の最
古の大学であり、パブリックアイ
ビー
（名門州立大学の総称）
の
一つ。医学・看護学・公衆衛生
学で全米トップランクに位置づ
けられる名門校です。

02

05

08

11

14

17

Yonsei University

1954年に台湾初の私立医科大学として設立。優れ
た教育・研究を提供し、台湾の保健医療分野に貢献し
ています。医・歯・薬・看
護・健康科学・生命科
学の6学部を擁し、学
際 的な視 野から教 育
研 究の発 展を進めて
います。

1906年の開学当初から韓国
の看護において先駆的な役
割を担う大学です。本学との
間で学 部 生 の 交 換 留 学を
行っており、
プログラム修了後
は単位として認定されます。
ま
た共同研究を進めていくこと
で合意が得られています。

03

06

国立イスラム大 学

インドネシア

Islamic University

2003年創設の同大学の保健・医学部では、
イスラム
教の価値観を保健医学分野に融合させることを目標
に掲げています。公
衆 衛 生 学 科 、薬 学
科 、看 護 学 科 、医 学
科を擁し、医 学や看
護の専門家の育成を
目指しています。

St. Luke’s International University

韓国

アジア・トリニティ大学

サムラトゥランギ大学

インドネシア

Sam Ratulangi University

McMaster University

医学部、工学部、農学部、畜産学部、海洋学部、経済学部、
法学部、社会・政治科学部、文学部、数学・自然科学部、公
衆衛生学部の11学部を擁する総合州立大学。大学が位
置するマナド市は、オランダ領時代
のキリスト教布教を経て、現在もキリ
スト教徒が多数派を占める地域であ
り、他のインドネシアの街とは異なっ
た雰囲気を持ち合わせています。

フィリピン

Trinity University of Asia

前身の聖ルカ病院附属看護学校は1907年の創設
で、
フィリピンで最も古い看護学校の一つです。同校
の卒業生は、臨床およ
び看護教育の場で高
い評価を受けており、
フィリピンにおける看
護の発 展に貢 献して
います。

09

カリフォルニア大学サンフランシスコ校

マクマスター大学

カナダ

米国

University of California, San Francisco

主に医療分野を専門にした大学院大学。1907年創
立の看護学部は、100年を超す歴史を誇り、世界的
評価の高い大学です。同
学部は本学と健康科学分
野の教育と研究における
協働活動のために、学術
交流協定を結んでいます。

イリノイ大学

米国

University of Illinois at Chicago

米国公立大学ランキングの上位に位置するイリノイ大
学のキャンパスの一つで、
医学部、
看護学部、
薬学部ほ
か15学部を擁しています。研
究大学として高い名声を得て
おり、看護学部が米国立衛
生研究所から配分を受けてい
る研究費の額は看護部門で
上位に位置します。

12

15

米国

テキサス州ヒューストンに位置する世界最大のがん専
門施設の一つ。最先端の診断技術により世界のがん
治療をリードし、
その優れ
た研究・臨床・教育実績
により、全米トップのがん
専門病院として知られ、国
内外から多くの患者が訪
れ治療を受けています。

デューク大学

マギル大学

カナダ

McGill University

オンタリオ湖南西部ハミルトンにある6学部を有する私
立総合大学。看護学科は歴史も古く、PBL
（ProblemBased Learning）
を
取り入れた健 康 分 野
における専 門 家の育
成に取り組み、世界の
看護教育をリードして
います。

テキサス大学MDアンダーソン
The University of Texas,
がんセンター M.D. Anderson Cancer Center

米国

University of North Carolina at Chapel Hill

1963年設立のダルエスサラム大学医学部が前身で、
基礎・臨床・保健医療の分野で質の高い教育を提供
する国 立 大 学 。カリ
フォルニア大学サンフ
ランシスコ校の協力で
HIV/AIDS分野の看
護教育プロジェクトに
も取り組んでいます。

Kaohsiung Medical University

16

を持ち、
またWPRO内で協力・連携しながら、世界のすべての人々の健康

04

ヨンセイ大学

15

03

ない年となりました。今後もセンターはWHO本部や各センターとつながり

Muhimbili University of Health and Allied Sciences

台湾

11

08

04

界中が医療保健福祉システムに関心を寄せ、人々の健康を願う忘れられ

09

02

1889年創立の教育病院Siriaj Hospitalが前身。医
学部、看護学部など16学部8研究所を展開する総合
大学。国際交流に積
極的に取り組み、本学
とも学 部 生の交 換 留
学を実 施し、プログラ
ム修了後は単位として
認定されます。

高雄医学大学

23

17

10

本学は、1990年に「プライマリーヘルスケア」における看護の教育、実践

積む機会を逸することのないよう、
経済的負担を手厚くサポートしています。

タイ

異なる文化や言語に触れ、学ぶ機会を得ることは、国際社会を生きる上で大きな糧になります。
本学は、国際的視野から社会に貢献できる人材の育成に取り組んでいます。

「看護」をキーワードに、
世界とつながる

01

さまざまな分野で国際化が進む現代。

International education
and study abroad

1821年創立で、北米で最も古い伝統と高い教育レ
ベルを誇る大学。夏休み期間を利用して英語の集中
プログラムを実施。学
生寮やホームステイで
異 文 化に触れながら
英語を学び、
プログラ
ム修了後は単位として
認定されます。

米国

Duke University

ノースカロライナ州ダーラムに位置する私立総合大学。
U.S. Newsの大学ランキングでは全米トップ10に入る難
関校です。夏期特別プログラムでは米国の看護および公
衆衛生に対する深い理解を養う
文化的体験と、米国のヘルスケア
システムとダーラム郡地域に内在
する健康の社会的決定因子の多
面性に触れる機会を提供します。
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International education and study abroad

海外留学
Study Abroad

本学では、海外留学や国際交流の機会が学生の成長

を勧め、支援しています。またコロナ禍で海外渡航がか

と学び−語学力や文化的感受性からアイデンティティ、

なわない中では、代わりにオンライン研修への単位認

個人的責任まで−を促すとともに、国籍を超えた個人

定・助成の他、海外学術交流協定校とのオンライン交

レベルでの共有と協力を育むと考えており、
すべての学生

流会への参加を推奨しています。こちらのページでは実

が在学中に少なくとも一度は海外研修に参加すること

際に交流を体験した学生たちの声をご紹介します。

［2019年度実績］
※費用
（

韓 国

）
内は、同プログラムに対する奨学金支給額です。

ヨンセイ大学交換研修
2週間

費用

9万円（7万円）

人数

6名

留学したヨンセイ大学はかなり敷地の広い総合大学で、
その敷地の中に実習先であるセブ
ランス病院があります。セブランス病院はJCI認定を得ており国際的に評価されている病院
です。講義なども含め、韓国の医療と日本の違いに関して、勤務体制が3シフト制ということ
ことを学びました。

期間

［2019年度実績］

総合実習イリノイ大学シカゴ校
看護学部研修

4週間

費用

78万円（54万円）

人数

3名

）
内は、同プログラムに対する奨学金支給額です。

デューク大学
期間

3週間

費用

70万円（40万円）

人数

4 - 6名

University of Illinois Hospital & Health Sciences Systemの病棟見学

10か国の看護学生、看護師、博士課程の院生などが集まり、
プログラムを通
してそれぞれの背景や文化、言語だけでなく受けてきた看護教育の違いや、将

たことから、生活背景の違いによりさまざまな疾患を患うリスクが高くなってい

来に対する展望も異なるということがわかり、新しい世界を知ることができまし

るということを学びました。
シカゴという街は多様な移民によって作られていて、

た。大まかな1日の流れとして、平日の午前中は毎日4人から5人ほどのゲスト

言語や文化が異なる人がそれぞれグループを作って住んでいました。中でも、

スピーカーから講義を受け、午後は各々のグループワークで最終日のプレゼン

英語を苦手とする人たちは言語が壁となり医療へのアクセスが悪かったり、貧

テーションに向けて準備をするというような流れでした。この3週間でほとんど

困が問題になったりしているということがわかりました。アメリカという多様性の

の時間を、
ルームメイトを含め他国の学生と過ごし、
お互いになぜ看護師を目

象徴のような国で、立場の異なる人の生活を考えることができ、世界規模で

指し、
どのような将来像を描いているかを共有しました。このプログラムに参加

人々の健康について考えていくための視点を得ることもできました。今回の研

しなければ出会うことのなかった、共に頑張るfuture nurseの一員として大き

大切なものだと思います。 （2019年度参加 平澤志穂）

（2019年度参加 辻野かれん）

※費用
（
アメリカ

とグローバルヘルスの講義を受けました。病院を見学したり、講義で聴いたりし

修で得た、健康を捉えるための視点はこれから看護師として働いていくために

や、
ケアギバーという患者さんの家族の一員がその患者さんのケアをする文化が主流という

フィリピン

アメリカ

期間

アジアに留学 ！

期間

アメリカ・カナダに留学 ！

な刺激をもらえる人たちと出会うことができました。
（2019年度参加 渡辺あさひ）

聖公会大学連合
サービスラーニングプログラム

2週間

費用

21万円（15万円）

6 -10名

人数

フィリピンの首都であるマニラで、貧しい人たちが住むコミュニティへ赴き、栄養バランスや
手洗い、
お金の使い方について伝えました。そこに住む方々が、笑顔で明るく、幸せそうに
過ごしている様子を見て“貧しい地域”の印象が変わり、実際に関わることでしか学べない
ことがあると実感しました。

（2018年度参加 川浪美穂）

タイ

マヒドン大学交換研修
期間

2週間

費用

12万円（9万円）

人数

4名

アメリカ

今回の研修では医療の実態を知るために、大学病院、地域医療を行っている保健施設、
そしてハーブやマッサージを用いた伝統医療の施設を見学しました。マヒドン大学の学生さ
んたちは非常に親切で、街を案内してくれたり、学校で会ったときには笑顔でコミュニケー
ションを図ってくれたりしました。

期間

（2019年度参加 松野花）

［2021年度実績］
※費用（

期間

25

マギル大学医療英語研修
（オンライン）
3週間

費用

16万円（11万円）

インド

期間

）内は、同プログラムに対する奨学金支給額です。

Study India プログラム
（オンライン）
1週間

費用

3.9万円（3.9万円）

平日の午前中に実施された3週間の研修期間はとても充実しており、
あっという

インドの人々との交流を通して、住む土地、宗教、文化により、生活における価値観、

間に感じました。講義では教授や医療関係で働く方の、
それぞれの専門に関す

視点や視野の違いがあることに驚かされました。視点の違いにおいては、
日本では

るプレゼンテーションがありました。内容は詳細まで深く言及されており、時には

国内に目を向けて生きる人が多いのに対し、
インドでは多くの人が国内のみならず世

日本語で学習するのも難しい内容がありましたが、海外の大学の講義をイメー

界にも目を向けており、
目指す目標と志の高さが印象的でした。
もちろん、背景にはイ

ジすることができました。
また内容を理解しようとすることによって自らの英語力、

ンドの教育、言語等の社会的特徴による影響があるでしょうが、
なによりも、私はイン

看護の知識がレベルアップしているのを感じました。Conversation Partnersと

ドで生きる同世代の人たちの未来に向き合う姿勢に感服しました。それとともに、初

いうプログラムでは、
マギル大学の看護学生とカナダや日本の文化などについ

めから可能性を自分で制限するのでなく、何に対してでも挑戦する姿勢が自身を成

てリラックスして話しました。はじめはなかなか話す勇気が出せずにいましたが、

長させ、夢の可能性を切り拓くと彼らから学びました。
またさらに、
インド、
日本の両者

楽しむことを目標にし、会話に参加することができました。特に印象的だったの

含めたすべての人との交流から、個々の看護観、人生観に触れることができ、同じ時

は、
パートナーであるマギル大学生の2人が親身になって英語を聞き取ろうとし

代に生きる人としての相手を知り、理解する貴重な機会を得ました。今回の研修で

てくれたことです。私の伝えたいことをくみ取り、話を広げてくれたことが英語を話

の実りある経験は、看護者としてのみならず人間としての視野、思考を豊かにし、
さら

す上で心強く、
うれしかったです。
（2021年度参加

に自身を成長させる貴重な糧となったと考えます。
（2021年度参加 片平七海）

St. Luke’s International University

高濵華奈）

2週間

費用

31万円（23万円）

人数

2- 4名

国際化が進む日本社会において多様な文化的アイデンティティを持つ外国

オンラインで海外研修 ！
カナダ

ノースカロライナ大学
チャペルヒル校（学士編入生対象）

カナダ

マギル大学夏期語学研修
期間

3週間

費用

70万円（10万円）

人数

上限なし

この研修で一番印象に残っているのは、現地の人との関わりです。身の回り

人の方々に対し、看護職としてどのような支援が有効であるのかを学びたいと

のことや、
さまざまなアクティビティを共に行う、
レジデンスモニターと、
クラスモ

思い、本プログラムに参加しました。多民族国家である米国ならではの多様な

ニターという学生さんたちと3週間過ごしました。普通の旅行ではそれほど現地

人 種 、文 化 的 価 値 観 、宗 教を 持 つ 人 々を 対 象とした 異 文 化 看 護

の方と話し、共に過ごすことはでき

（Transcultural NursingまたはCross-cultural Nursing）
に触れ、文化的

ないと思いますが、
このプログラム

バックグラウンドや価値観が人の疾病治療や健康改善、促進に大きな影響を

のおかげで語学研修として共に過

及ぼすことを改めて考察する機会となりました。学生や教職員は皆ホスピタリ

ごすことで、彼らが考え感じている

ティにあふれ、
キャンパスを歩けば、私たちに気軽に声をかけてくれ、UNC周辺

ことや、
カナダについてより詳しく知

のおすすめスポットを熱心に教えてくれました。
（2019年度参加 アルパ朱里）

ることができました。
（2019年度参加 森田結子）
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［キャリアサポート／進学］

大学院での学び

少子・高齢化や医療技術の発達に伴い年々拡大していく看護学分野の領域。
また疾病構造の変化や増大する医療費などの解決に対応するため、
より専門的な知識や技術を備えた人材を育成していくことが、大学院教育の目的です。

Graduate school

看護学研究科

Graduate School of Nursing Science

大学院で学ぶという選択

公衆衛生学研究科

Graduate School of Public Health

健康と幸福を牽引する世界水準の公衆衛生大学院
本学には長年の公衆衛生活動と教育の実績があります。

看護における基礎教育は4年または3年ですが、他の専門職と協

創設者のルドルフ・B・トイスラー博士は、公衆衛生と予防医

働して、
エビデンスに基づく高度な実践をしていくためには、修士相当
（4年＋2年）
の教育が必要です。大学院教育では、研究方法を学び、
研究の論文を書くことが求められます。論文を書くためには、多くの
論文を読み、
自分の経験や知識を論理的に整理することが必要で
す。患者さんやご家族が意思決定に悩むとき、科学的根拠に基づい
た選択肢の提示や、関連する地域や行政システムへの助言も求めら
れます。信頼できる情報の検索力を持つことは強みになるのです。
修士課程（博士前期課程）
では、研究者の基礎を身につける修
ける上級実践コースがあります。上級実践コースでは、論文や情報
にアクセスできる力と、実践の場で活動する力をバランスよく身に
つけ、専門職チームで活躍し、指導的な役割を果たすことのできる

専門職人材を養成します。

療を重視し、住居、学校、工場や町の衛生状態、および子ども

米国公衆衛生教育協議会が推奨する基準に照らしたカリ

をはじめとした人々の栄養の改善策、そして病気の予防策を

キュラム編成で、授業は原則英語で行い、附属施設である聖

住民に伝えていく公衆衛生学を早くから本学のカリキュラム

路加国際病院の豊富な臨床・健診データを活用した実践的

に導入しました。設立当初から現在に至るまで、本学は常に公

プログラムを提供します。

衆衛生的な視点から周囲の環境の変化、社会のニーズを敏

また、2019年度より新たに博士後期課程
（Doctor of Public

感に捉え、よりよい医療・看護を提供するために先進的な教

Health）
を開設しました。最新の疫学・統計技術を用いて公衆

育・研究を実施してきました。

衛生の課題について、
より高度なデータ分析・評価のできる研究

これからの医療従事者には、少子高齢社会の急速な進行と

士論文コースと看護ケアの高度実践家としての実践能力を身につ

としての健康を考えることができる、国際的に活躍する高度

者と大学院レベル教員を養成します。

疾病構造の変化、医療データの活用、増大する医療費、新興・

公衆衛生学研究科では、社会における人間の健康と幸福

再興感染症などの解決に対応することが求められています。

とは何かを考える、幅広い視野を持った医療人を育成してま

本学の公衆衛生学研究科は、
グローバルな視点を持って、集団

いります。

保健師・助産師を養成しています。養護教諭専修免許を取得でき
るコースもあります。
また、専門看護師の養成においても長い伝統があり、小児看護、
精神看護、
がん看護、母性看護、老年看護、急性・重症患者看護、
在宅看護といった分野と、遺伝看護、
ニューロサイエンス看護
（慢性
疾患看護のサブスペシャリティとして）
などの萌芽的分野でも専門
看護師と上級実践家を教育・輩出しています。優れた実践能力と研
究能力を持ち、実践の場に軸足を置く教育者であるClinical
Nurse Educator(CNE)も育成しています。
さらに国際看護におい

Doctor of Nursing Practice

看護学研究科博士後期課程
DNPコース開設
2017年4月、本邦初となるDNPコースを開設しました。
DNPはNurse Practitioner
（NP）
など高度実践者の活
躍が著しい米国において、他の専門職同様に博士号を

ては国際機関インターンシップ、助産学にはJICAコースがあり、看

持った高度実践家が必要であるとの認識から生まれ

護系では数少ない海外長期派遣による授業科目があります。

ました。

修士課程を終えて、
さらに高度な教育や研究の世界に進みたい
と思う人には、博士課程（博士後期課程）
が用意されています。研
究者養成を主な目的とした研究者コースと、医療・保健・福祉分野
の現場において看護の知識と技術で組織や社会の変革を担う高
度実践家を養成するDNP（Doctor of Nursing Practice）
コー
スがあります。看護学の領域で、学問の発展に関わることも、実践

DNPコースでは、
リーダーシップとコミュニケーションを
軸にして、概念と実践を結びつける力、医療経済看護・
医療の評価と質改善、看護実践と政策の知識を基盤
に、研究を実践にどのように活かすか、変化を起こすた
めにデータをどのように活用するかといった内容を学
びます。さらに、米国ノースカロライナ大学チャペル
ヒル校の教員が担当する必修のImplementation
Researchをはじめ、多様な研究方法論を学ぶことが

の技術をさらに磨くことも可能です。あなたも大学院に進学し、
ご自

できます。看護大学としての歴史に、新たに広がりを加

身の専門性を高めて、
日本だけではなく世界中の人々の健康のた

えて、高度実践家のリーダーを養成します。

めに貢献してみませんか。
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［キャリアサポート／卒業生インタビュー］

多岐にわたる

看護の未来、可能性

本学で学んだレベルの高い知識と、優れた技術、豊かな人間性。
大きく成長し、国内外のさまざまな分野へ羽ばたいた卒業生の皆さんからのメッセージをご紹介します。
あなたの向学心を刺激する言葉にあふれています。

Endless possibilities for the future of nursing

VOICE

01

VOICE

「低空飛行でもいい」前に進み続ける大切さを聖路加の学びが教えてくれた

03

看護職の活躍の場は病院以外にもたくさんあります
第

フローレンス・ナイチンゲール記 章
受章

高校生のころ、看護師を目指すなら「看護を徹底して教育してくれる日

回

47

本一の大学」で学びたいと考え、合格するために一生懸命勉強したこと
を今でも鮮明に覚えています。看護学部のみという環境は、同級生とも
先生方とも近い関係を築くことができるため、学部の4年間では悩みを
共有しあったり、丁寧で真摯なアドバイスをいただいたりと看護の実践を
学ぶ以外にも、私にとっては人間性を磨ける学びの場でもありました。
講義で印象に残っているのは日野原重明先生の「低空飛行でもい
い」というお話です。完璧で常に向上していかなければならないのではな
く、少しずつでも前に進み続けること、あきらめないことの大切さを教わり

支えるために多くの人が力を合わせれば、できることがたくさんあると考
え、がん患者とその家族や友人が、自分の力を取り戻せる居場所「マギー
ズセンター」を東京に作りました。
看護職の活躍の場は病院以外にもいっぱいあり、白衣をまとっていない
看護職が地域社会ではたくさん働いています。看護は自分を犠牲にして人
に 自分を与え続ける仕事 だと思われがちですが、本当は周りの人に 自
分自身を豊かにしてもらえる仕事 です。まさに看護職は 自分磨き がで

に進むことを心がけています。認定

きるとても魅力的な仕事なのです。大

看護師としてこれからも、患者さんの

変なこともあるかもしれないけれど、

声と体にしっかりと耳を傾け、一歩で

あとになったら必ず「自分 育て」に

案できる看護師でありたいと思って
います。
卒業式の日に共に学んだ仲間たちと
（左から2人目が近藤さん）

近藤 玲加

秋山 正子

KONDO Reika

AKIYAMA Masako

聖路加国際病院
看護管理室所属 アシスタントナースマネジャー
（皮膚・排泄ケア認定看護師）
2008年看護学部卒業 褥瘡管理者

VOICE

1973年衛生看護学部（当時）
卒業

白十字訪問看護ステーション
白十字ヘルパーステーション統括所長
「暮らしの保健室」室長
認定NPO法人マギーズ東京センター長

なっています。ケアする人や一緒に働
く仲間との交流は、私たちに本当に多
くのことを教えてくれます。
マギーズ東京センター

VOICE

04

聖路加の教育の奥深さを次の世代へつなげたい

俯瞰する目を活かし院内感染を防いでいく

現在はアメリカの看護大学で転倒予防の研究を率い、看護教育に携わっ

私が所属しているのは、聖路加国際病院のQI
（Quality Improvement）

ています。在学中は、忙しい毎日、緊張する実習に大学での学びは「厳し

センターの感染管理室です。医療関連感染（＝院内感染）が病院のどこ

い」と感じることが多々ありました。でも先生方はいつも身近な存在だったの

で、誰に、
どのくらい起きているのかを調べ、目標値を立ててそれを減らす

で、大変ながら生き生きと学んでいたように思います。聖路加時代を振り返

ことが私たちの使命です。一人ひとりの患者さんと向き合い、寄り添ってケ

ると、質の高い教育をのびのびと受けていたことを改めて実感します。特に、

アをする看護師とは異なる、病院の裏方といってもいいかもしれません。

Problem Based Learning（PBL）、学生主導の看護管理の実習、卒業論

看護の資格を持っていれば、仕事や生活に困らないと思い選んだ道でし

文が印象に残っています。PBLでは、学生が臨床場面における看護問題を

たが、実際に看護の仕事をする中で、患者さんに寄り添うというより、少し離

自ら提起し看護プロセスを踏むことで、患者ケアに必要な知識とスキルを学

れたところから客観的に物事を見てしまう自分に気づいてしまったのです。

びました。
ミニ病棟を運営管理していく実習は、医療システムを学ぶまたとな

そういうものの見方や考え方は看護に向いていないのではと感じ、
アメリカ

い機会になり、姉妹校であるカリフォルニア大学サンフランシスコ校への大

で公衆衛生を学びました。その時に出会った、感染症診療を専門とする日本

学院留学につながりました。聖路加で

人医師がつないでくれた縁で、今こう

の学びは、学生主導型の実習指導を、

して聖路加国際病院で働いています。

今度は私が指導することで息づいて
いるともいえます。文化が異なっても
共通する教育に対する姿勢と看護の
あり方を、次の世代につなげたいと
思っています。

29

ちを支える」仕事です。患者さんやご家族が病や老いと共に生きることを

ました。就職してからもずっとこの精神を胸に、患者さんのために常に前

も二歩でもよりよいケアや予防を提

02

訪問看護師として働き始め20年以上が経ちました。
これまで多くのがん
患者さんとご家族のケアに関わってきました。在宅ケアの仕事とは「いの

St. Luke’s International University

担当している健康増進講座の
学期末に学生たちと

喜吉 テオ 紘子

坂本 史衣

KIYOSHI-TEO Hiroko

SAKAMOTO Fumie

2000年看護学部卒業

オレゴン健康科学大学（OHSU）
看護学部助教授

1991年看護学部卒業

看護を学んだ人が活躍する場は多
岐にわたっています。看護で学んだこ

聖路加国際病院
QIセンター感染管理室マネジャー

と、そのまなざしを今いる場所、ある
いはこれから目指すステージで、存分
に活かしてください。

感染予防チームのスタッフとともに（1997
年頃）。本学校医も務めた古川恵一医師（前
列左から2人目）
とのご縁で聖路加へ戻る。
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［キャリアサポート／卒業生の進路］

地域を支える

未来の 看護・医療のリーダー に
On becoming a healthcare leader

卒業生の進路・就職先
本学で学んだ卒業生は、
これからの日本、そして世界の看護・医療を支えるリーダーとしての役割を期待されていま
す。近年では附属施設である聖路加国際病院への就職が増え、看護師となる卒業生の約6割が当院に就職する
一方で、全国各地に散らばった卒業生たちも、それぞれの地域の看護・医療を支え、活躍しています。
2021年度卒業生

OG Special Interview

聖路加の先生方に示していただいた道 ― 。

日本の看護の知見を世界に発信することができたら。
芝田 おぐさ （旧姓 石山）

進路（学部）

2021年度卒業者数

125名

就職（看護師）

94名

進学

25名

その他

SHIBATA Ogusa

6名

2021年度

主な就職先（学部）

看護師資格
聖路加国際病院
● 虎の門病院
● 東京大学医学部附属病院
● 一般財団法人神奈川県警友会
けいゆう病院
● 東京医科歯科大学医学部附属病院
● 医療法人財団順和会 山王病院
● 筑波大学附属病院
● がん研有明病院
● 国立がん研究センター東病院

信州大学医学部附属病院
● 三井記念病院
● 順天堂大学医学部附属順天堂医院
● 千葉大学医学部附属病院
● 東京都立小児総合医療センター
● 日本医科大学病院
● 碧水会長谷川病院
● 株式会社けせら
（訪問看護ステーションけせら）
● 東京医科大学病院 茨城医療センター

●

●

進路
聖路加国際大学大学院
東京大学大学院
● 日本赤十字看護大学大学院
● 西南女学院大学
● 長崎大学
● 沖縄県立看護大学
● 早稲田医療技術専門学校
● 首都医校
●
●

2006年看護学部卒業

世界保健機関西太平洋地域事務局（WPRO）
加盟国支援課 Nursing Off icer / Technical Off icer
看護師、
保健師。
上智大学法学部卒、
聖路加国際大学卒、
ロンドン大学衛生熱帯医学大学院修了。
金融機関勤務、
聖路加国際病院、
厚生労働省医政局看護課、
医療安全推進室、
大臣官房厚生科学課などを経て、
2020年4月にWHO西太平洋地域事務局に出向。

大学卒業後、6年間金融機関に勤めました。
しかし、大きなプロジェクト
を達成しても充実感を得られず、本当にやりたいことは何かと悩むよう

全国に広がる

聖路加の看護教育とネットワーク

St. Luke’s nursing education and network - expanding inf luence across the nation
全国に散らばった同窓生はまた、後進の指導にもあたっ

になったのです。そんな折、2001年に同時多発テロが発生。消防士や

ています。2021年度、全国に292校ある看護系大学に

医療従事者が被災者に尽くし、犠牲になる姿を見て、彼らの仕事に興

は、8,600人以上の看護系教員※1がいますが、
このうち

味を持ちました。そして看護の仕事は、思いやりや優しさだけでなく、科学
的根拠に基づいて提供されると知り、挑戦しようと思ったのです。
聖路加での病院勤務は充実していました。
しかし、自分の経験を
広く社会に活かす方法を模索し、いろいろな人に相談する中で松谷

474名（5％）
を、本学の同窓生が占めています。さらに
教授だけに限定すると200名（9.2%）
にのぼり、全国の
看護系大学の教授のうち、1割近くを本学が輩出して

美和子先生が、厚生労働省の看護技官の道を示してくださいました。

いることがわかります。さらに、2021年度までに全国の

厚生労働省医政局看護課、大臣官房厚生科学課などを経て、2020年

看護系大学で学長を務めたことがある本学の出身者

4月からWHO西太平洋地域事務局に出向し、現在は新型コロナ
ウイルス感染対策で都市封鎖が続くマニラでナーシングオフィサーな
どの任務を担っています。
WHOで働くようになった今、入学して間もない日に故・小澤道子先生

は29名。これらの数字は、聖路加の看護教育がいかに
優れた水準であるかを示すデータのひとつです。

看護系大学 ※2で教育に従事する聖路加同窓生
海外

北海道

3名

中部地方

（看護系大学13校）

17名

59名

（看護系大学46校）

近畿地方

30名

中国地方

14名

東北地方

（看護系大学20校）

23名

（看護系大学53校）

関東地方

（看護系大学83校）

（看護系大学22校）

289名

九州地方

沖縄地方

（看護系大学30校）

四国地方

26名

（看護系大学3校）

0名

13名

（看護系大学10校）

※1 一般社団法人日本看護系大学協議会『看護系大学の教育等に関する実態調査』2021年度状況調査より ※2 看護系大学数は日本看護系大学協議会の2021年度会員校数より

と交わした会話を思い出します。課題の相談の際に、帰国子女である
ことや金融機関での経験、看護師を目指したきっかけなどをお話ししま
した。すると先生が不意に「芝田さんは将来、WHOで働く気がするわ」
と、
おっしゃるのです。当時、
日本で看護師になることしか頭になかった私
は、唐突な言葉に驚き、なぜそう思われたのか伺えませんでした。折に
触れてこの出来事を思い返し「先生は喜んでくださっているかな、
もっと
頑張らないと」と励みにしています。
看護師は臨床のイメージが強いと思いますが、活躍の場は多岐に
わたります。急性期病院から離島の看護師、産業看護師、厚生労働省
や地方自治体の看護系技官。研究職や後進を育てる仕事にとどまらず、
製薬会社やメーカーにも活躍の場があります。グローバルヘルスに

聖路加同窓会総会（2019年度）

全国7支部で同窓生を支える聖路加同窓会

同窓会から1年生へユニフォーム贈呈式

https://www.slcndouso.com/

目を向ければ、
プロジェクトを通じて海外で活動する看護師、政策立案

聖路加同窓会は現在、7つの支部が各々の地域で活動しています。各支部が各地方で

聖路加同窓会支部

にかかわる任務まで――。

活躍する同窓生同士の交流等を支えています。また毎年行われる支部講演会は、社会

・ 秋田県

・ 神奈川県

・ 宮城

・ 関西

す。学びのアップデートに、
また同窓生同士のネットワーク拡大に、各支部をご利用くだ

・ 新潟

・ 九州

さい。講演会の情報等は同窓会HPに掲載しています。

・ 埼玉県

私もそうでしたが、
目指す看護師像になじめない場合は、他に活躍の
場があるかもしれません。あきらめる前に、看護師の幅広いフィールドに
目を向けてみてください。そこにあなたの輝ける場がきっとあるはずです。
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リモートで開催されたホームカミングデー

St. Luke’s International University

的関心の高いテーマを取り上げて年々内容が充実し、一般の方々のご参加も増えていま
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C a m p u s Bu i l d i n g s

設 備 ・ 施 設

and

Fa c i l i t i e s

聖路加国際病院

必要とされる知識や技術の確実な習得につながる、充実した施設・設備を学内外に用意。
実習が行われる聖路加国際病院では今の看護のあり方に、
学内施設では学生の将来を支える知識の泉に触れることが可能です。

図書館

S t . L u k e’s I n t e r n a t i o n a l H o s p i t a l

Library

医学・看護学分野を中心に豊富な資料を所蔵、

質の高い実 習 を 実 現 す る 聖 路 加国 際 病 院

電子ジャーナルやデータベースも多数利用可能
です。図書館は24時間利用可能です。

聖路加国際病院は1901年の開設以来、キリスト教精神の
もと「対象者中心の質の高い医療サービスを提供する」とい
うミッションの実現に向けて、医療・看護におけるさまざまな
分野での革新的な取り組みを行ってきました。

アーツルーム（ 看 護 実 習 室 ）

看護部では、あらゆる健康レベルの人を対象とし、生活
の質（Quality of life）
の向上を目指した看護サービスの提供

Nu r s i n g S k i l l s L a b

を目標としています。看護サービスの質向上を目指す研究に

実習室は、本学での看護の基礎技術の演習、能動的学習（自己学習）
を支援する目的で作られた

も取り組み、国内の多くの研究者のフィールドとして、また
大学院生や看護学生の質の高い実習や研修の場となるよう

施設です。本館地下1階にベッド25台を配置した主実習室があり、その他に本館6階にベッド8台

に努めています。

を配置した教室を設けています。授業利用がない時間は、学生の自己学習のために開放されてお
り、いつでも利用可能です。実習室専任の教員である実習室助手を配置し、学部生のアクティブ

聖路加国際病院で行う実習や研修では、現場の教育担

ラーニング（能動的自己学習）
や演習の支援を行っています。

当者をはじめとする看護部の職員が、皆さんをチームの一員
として温かく迎えています。そして、皆さんの学修を支援する

コンピュータールーム

とともに、役割モデルとなれるように努力しています。どうぞ
「看護学を探究する楽しさ」と「看護職としてのやりがい」を

Computer Room

感じられる場所で学び、皆さんの夢をかなえてください。希
望と意欲に満ちた皆さんにお会いできることを、職員一同、

インターネット、電子メール、文献検索システムなどを利用することが可能です。専門の職員が、

心よりお待ちしています。

コンピューターにまつわるさまざまな疑問にお答えし、トラブルを解決するなど手厚く学生の皆さ
んをサポートします。コンピュータールームは本館4階と2号館2階のメディアルームがあります。

聖路加国際病院
副院長 / 看護部長
Vice President,
Chief Nursing Officer

鈴木 千晴
SUZUKI Chiharu

日本初！マグネット認証を取得

1995年 本学看護学部卒業
2003年 本学大学院看護学研究科
修士課程修了

マグネット認証プログラムは、世界最大の看護師の認証組織であるANCC（The
American Nurses Credentialing Center）
により行われており、最高の看護ケアと看

ラウンジ（ 学 生 食 堂 ）
Lounge

自由に使える交流のスペースです。自己学習や談話、飲食など使い方は多様。昼食時は学生食堂
になります。

護実践の専門性を提供している医療機関を特定するものです。
マグネット認証プログラムは看護の卓越性に関するアメリカ国

2012年、国際的な病院評価機構である
JCI（Joint Commission International）認定を取得。
2015年7月、2018年7月、2022年1月に認定更新。

極のベンチマークを提供しているとされています。2019年11
月、聖路加国際病院が日本で初めてこの認証を取得しました。

ラーニング・コモンズ
Learning Commons

特定機能病院に承認

聖路加国際病院が WORLD S BEST HOSPITALS 2021 で
国内2位にランキングされました。

2020年12月1日、聖路加国際病院は厚生労働省により特定機能病院に

米国の週刊誌
『Newsweek』
の“WORLDʼS BEST HOSPITALS 2021”で聖路加国際病院が

承認されました。特定機能病院は、厚生労働省が定める「高度な医療・研究・

国内2位
（世界18位）
にランクインしました。採点は①専門職同僚からの推奨、
②患者の満足度

研修・医療安全管理体制」の基準をクリアした病院の名称で、現在、全国で

調査、
③病院医療KPI
（Key Performance Indicator）
の3つの軸から行われ、
日常診療とケア、

で使うことができる空間です。プロジェクター、ビデオカメラなどの機器

2019年度のマグネット認証取得等あらゆる努力が国際レベルで評価された結果といえます。

も利用可能です。

87病院が承認されており、民間の総合病院としては初めての承認となります。
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内最高の栄誉であり、一般市民に質の高いケアを測定する究

St. Luke’s International University

2017年3月にオープンしたラーニング・コモンズは、学生の授業外学修の
支援とアクティブラーニングを促進し、学生を中心とした学びの相互
作用が起きる場を提供します。個人の学習、グループワークのほか、イベン
ト、プレゼンテーション、ICTの利活用や資料作成など、さまざまな用途
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大 村 進・美 枝 子 記 念
聖 路 加 臨 床 学 術 セ ン タ ー（ S L C C A ）

クラブ・サークル活動 / 委員会活動

O M U R A S u s u m u & M i e k o M e m o r i a l S t . L u k e’s C e n t e r f o r C l i n i c a l A c a d e m i a ( S L C C A )

当センターは、臨床・教育・研究が一体となった複合施設で、本学の活動を
支える新たな拠点となります。243名収容、多言語通訳に対応し、国際会
議等にも活用可能な「日野原ホール」をはじめ、学部・大学院教育のアク

〈 フロアマップ 〉Floor

8F

map

研究関連施設

学生生活の中で正課以外の学術、社会、芸術、スポーツなどのクラブ・サークル活動に参加することはたいへん意義のあることです。

Research-related facilities

また大学の教育のよりよい運用とその効率化を図るために、大学教職員と学生とで組織する委員会活動があります。インカレ
（イン

ティブラーニング化を推進する多数の講義室、臨床現場を再現した設備を
有し、教育や研究・開発を支援する体制を整えたシミュレーションセン

7F

ター、市民向けの健康情報提供等を行っている「聖路加健康ナビスポット
：
るかなび」などを設置した施設です。当センターの設備を最大限活用し、
医療を取り巻く課題を解決するための高度な専門知識とスキルを持つ実

6F

事務室

ターンカレッジ）
も多く、東京慈恵医科大学や日本医科大学、早稲田大学、慶應義塾大学など、他大学の学生との交流も盛んです。

Office

情報システムセンター
Center for Information Systems

践家を育成します。

5F

公衆衛生大学院教員オフィス
Graduate School of Public Health faculty offices

クラブ・サークル活動
学内サークル名／活動内容
LLS（St. Lukeʼs Life Support）

4F
3F

シミュレーションセンター
Simulation Center

講義室、学生ラウンジ
Lecture rooms, Student lounge

日野原ホール

2F
1F
B1F
学生ラウンジ

アクティブラーニング用大教室、講義室
Classroom for Active learning, Lecture rooms

るかなび：聖路加健康ナビスポット、会議室、
ラウンジ、タリーズコーヒー

Luke-Navi, Conference rooms, Lounge, Tully’s coffee shop

Club Activities

いちごフレンド

救急に関する勉強会

聖路加国際病院5Eにて配膳・下膳・
洗面などのボランティア

Love Your Neighbor

からだフシギ部

世界の孤児たちの支援と孤児に
ついて知ってもらう場の提供

子どもに体についての正しい知識を伝える
ことを通して健康教育について学ぶ

St. Lukeʼs Worldwide Health
Action（WHA）

ナイトフレンド

留学生との交流・情報交換

Student’s Voice

ルカ聖書研究会

聖歌隊

聖書研究・祈り会

聖歌や合唱曲の練習・発表

手話部

地域医療研究会

手話の勉強

東京都・長野県にて実習および見学

患児へ向けた遊び・読書・学習・
入眠の支援

実習前に現場の患者さんと触れ合い、有意義な実習へ

私は新入生歓迎会でいちごフレンドのことを初めて知りました。放課後に聖路加国際病院でボラ
ンティアをしていることを聞き、実習へ行く前に少しでも病棟の雰囲気を知りたい、患者さんと関

日野原ホール

わってみたいという思いから入会。いちごフレンドは、聖路加国際病院の整形外科病棟で夕食の

Hinohara Hall

模擬手術室

配膳・下膳、食後の洗面介助など、看護師さんのお手伝いをするボランティアサークルです。いち
ごフレンドの良い点は、実習前に実際の現場で患者さんとコミュニケーションを取ることができる
点です。私はこの活動を通して患者さんとコミュニケーションをスムーズに取れるようになり、その

People-Centered Care 実践の場

先の実習をより有意義なものにすることができました。興味を持った方はぜひいちごフレンドへ！

「 聖 路 加 健 康 ナ ビ ス ポ ッ ト：る か な び 」

（2020年 看護学部卒業 染谷 雪奈）

P r a c t i c i n g Pe o p l e - C e n t e r e d C a r e : “ L u k e - Na v i : S t . L u k e’s H e a l t h N a v i g a t i o n S p o t ”

委員会活動

ピープル・センタード・ケア
（People-Centered Care:PCC）
とは、市民が主体
となり、保健医療専門職とパートナーを組み、個人や社会における健康
課題の改善に向けて取り組むことです。
「るかなび」は、市民が自分の健
康を創り守るための健康情報サービスの場で、看護相談や健康チェッ
ク、健康情報検索が気軽にできる本学独自の取り組みで、PCCの実践・

Committee Activities

オリゼミ委員

学生国際化推進委員

自治会

体育デー委員

リサイクル委員

学生健康保健管理委員

学生実習室委員

情報システム委員

チャペルアワー委員

ロッカー点検委員

学生広報委員

災害対策委員

選挙管理委員

図書委員

開発・研究の場として、また学生教育の場として機能しています。
Student’s Voice
PCC 開発・地域連携室
部長

コロナ禍での大学生活の不安を少しでも軽減するために

オリエンテーションセミナーは毎年4月に開催されます。例年は1泊2日で清泉寮に行きますが、
新型コロナウイルスの影響で昨年度から学内で実施しています。グループワークや学内ツアーを

Director,
People-Centered Care (PCC)
Development and Community
Partnerships
Professor

兼ねたレクリエーションを通して全国から集まってきた学生間の仲を深めるだけでなく、上級生
との関わりを通して新入生の不安を少しでも軽減し、これからの学生生活を楽しんでほしいとい
う願いから、オリゼミ委員は1年かけてたくさん話し合いをし、準備を行います。

大田 えりか

私たち学部3年生はコロナが拡大し始めた時に入学したのでオリゼミが開催されませんでした。

OTA Erika

さらに同級生ともずっと会うことができなかったので学校生活への不安はなかなか消えませんで
した。そのような思いはしてほしくないと、新入生が楽しめる企画を考え続けました。新入生の
地域の子ども対象のミニ健康講座

35

St. Luke’s International University

健康チェック後、看護師による説明・相談

楽しそうな姿を見られることはとても嬉しく思うと同時に、1年間頑張って良かったという達成感
もあります。
（看護学部3年 森本 月菜）
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C ampus C alendar

入学から卒業まで、看護の学びを深めるだけでなく、
さまざまなイベントを通じて、仲間との絆を育むことができます。
刺激を受けながら過ごす4年間は、一生の宝となるはずです。

看 護 学 部 の 1 年

Apr.

4

入学式
オリエンテーションセミナー

●
●

May

●
●

5

Jun.

周産 期 看 護 学（ 3 年 次 ）
老 年 看 護 学 V R 認 知 症 体 験（ 3 年 次 ）

●
●

6

オープンキャンパス（ 6〜7月）
総 合 実習4 年 次（ 6〜7月）

Jul.

●

7

Aug.

看 護 実習生の祝 福 式

●

8

国 際 看 護 総 合 実習（ 4 年 次 ）

9

Sep.

●

臨 地 実習

（ 2 年 次・学 編 3 年 次 ）
●

体 育 デー

チャプレンから
一 人ひとりが祝
福を受け、キャン
ドルを灯します。

看護学部の新入生は入学後すぐに新入

年に約3回開催するオープンキャンパスは、

祝福式は、これから実習に臨む看護学部生

本学は海外留学や国際交流の機会が貴重

2年次・学編3年次の看護展開論実習は9月

生オリエンテーションセミナー（通称オリ

学生広報委員が在学生スタッフのリーダー

が建学の精神である「キリスト教の精神」に

な経験になると考えており、すべての学生が

です。3年次の看護学実習は、2022年度

ゼミ）に参 加します。グループワークや

として活躍する、毎年大人気のイベント。本

則り、
「知と感性と愛のアート」である看護

在学中に少なくとも1度は海外研修に参加す

以降、前期後半に小児、周産期、精神、

フィールドワーク、先輩や教職員との交流

学への進学を検討している受験生や保護者

を高い倫理観と責任感をもって実践できる

ることを勧め、支援しています。国際看護学

後期後半に成人、老年、地域・在宅の分野

会などを通し、これからの学生生活をイ

の皆さんに「聖路加らしさ」をお伝えすべ

よう、神のお導きを覚えるひとときを持つこ

総合実習（4年次）では、実際にマニラまた

で各2週間、健康レベルと病者の特性に応

メージしながら学園のスピリットを感じて

く、模擬授業や学内・病院ツアー、学生・教

とを目的としています。学生たちは祝福式を

はカトマンズ
（実施年度により実習地が異な

じた実習を経験します。

ください。

職員との相談コーナー等を運営します。

通して、実習へ向けた心構えを養います。

ります）を訪れ、看護活動を実践します。

10

●
●

チャペルアワー（通年）
ハロウィーン

12

11

Oct.

Nov.

白楊祭
保護者懇談会
● ホームカミングデー

Dec.

●

●

●

●

クリスマスの集い
クリスマスイブ 礼 拝

Jan.

●
●

1

新年感謝礼拝
看 護 教 育 創 立 記 念日

Feb.

●
●

2

マギル大学医療英語研修（2〜4年次）
聖 路 加 創 立 記 念日

Mar.

●
●

3

卒業式
謝恩会
卒業式の後、角
帽を天高く投げ
るのが、ルカ生
の恒例行事。

白楊祭では、模擬
店やグッズ販売、
看護体験コーナー
などを開催。

チャペルアワー委員が中心となって、毎週水曜日のお

今年で46回目の開催となる白楊祭は、学

学生に最も人気のある行事の一つが「クリ

昼休みに聖ルカ礼拝堂でチャペルアワーを開催します

生の学生による学生のための、聖路加らし

スマスの集い」。学生自治会とチャペルア

（自由参加）。学生や教職員が礼拝やさまざまな企画を

いアットホームな学園祭です。学生たちが

ワー委員が中心となって運営し、1部がチャ
ペルでの礼拝、2部が祝会という2部構成

通じてキリスト教に触れ合う時間です。礼拝では聖書

アイデアを出し合い、メインテーマを決

を読むことや賛美歌を歌うことを通じて、聖書に書いて

め、模擬店やグッズ販売、看護体験コー

のイベントです。祝会の部では学生、教職

あることの意味や意義を学びます。聖書にちなんだ劇

ナー、バザーなどを開催します。ゲストを

員の有志グループによる出し物やプレゼン

や、ゲストを招いてお話会を行う等の企画もあります。

招いての講演会もあります。

ト抽選会など、毎年大盛り上がりです。
※2019年度実績
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Campus life

東京駅

Surrounding Area
周

辺

環

Tokyo station

2012年に丸の内駅舎の復元工事が完了した東京駅は言わずと
知れた東京の表玄関ともいうべきターミナル駅。赤れんがの駅舎と
皇居を石畳で結ぶ「丸の内口」と、南北にそびえるガラス張りのビル
の間が帆の形をした巨大屋根でつながった「八重洲口」の2つの顔

境

を持っています。2003年には国の重要文化財に指定されました。
聖路加まで約12分のバスも出ています。

学生生活を彩 る 、

聖路加国際病院附属施設
聖路加国際病院附属施設

Monzen-nakacho sta.

聖路加メディローカス

緑と水に恵ま れ た 豊 か な 環 境
本学は中央区銀座に近く、水上バスが往来する隅田川にかかる

築 地

Kayabacho sta.
Nihombashi sta.

勝どき橋と佃大橋のほぼ中間に位置しています。

かつて外国人居留地として栄えた築地は、その後日

Otemachi sta.

地下鉄築地駅から延びる「聖ルカ通り」を抜けると、

Tokyo
sta.

緑豊かな木々に囲まれた中に荘厳なチャペルの尖塔が見え、
本学校舎が姿を現します。
この地は、近代日本文化の発祥地としても知られ、

Hatchobori sta.

Hibiya sta.

Ginza sta.

隅田川

Shintomicho sta.

Tsukiji sta.

Tsukishima sta.

Higashi-ginza sta.

青砥
成田
空港

Kasumigaseki sta.
Shimbashi sta.

新宿

人形町

東京
六本木

東銀座

京急蒲田

東京モノレール

日
Hib 比谷線
iya
Line
新大
橋通
り

管理棟

区立明石
小学校

聖路加国際病院

St. Likeʼs International
Hospotal

チャペル

新木

場▶

聖路加国際病院
附属クリニック
予防医療センター

（聖路加タワー内3〜5階）

Chapel

Sumida River

築地川
公園

聖路加国際大学

St. Likeʼs International University

Tsu
k

築地

駅

iji S
ta.

銀 座

佃大橋▶

望星築地薬局

聖路加
国際大学
2号館

隅田川

デニーズ
Exit #3a

Yurakucho Line

（別館内2〜4階）

消防署

Exit #4

築地市場跡地

京成線

聖路加助産院
マタニティケアホーム

Exit #6

Shiodome sta.

京急線

有楽町線

Exit #4

留

和光本館

都営大江戸線

住▶

橋▶

築地

築地市場

北千

icho sta.

新富町駅

新大

Shintom

都営浅草線

羽田
空港

天空橋

聖カタリナ病院

東京メトロ有楽町線

月島

浜松町

聖路加国際病院
聖路加国際病院
連携施設
連携施設

東京メトロ日比谷線

新橋
泉岳寺

Kachidoki sta.

Tsukijishijo sta.

JR線

新富町

有楽町

渋谷

◀汐

エリア

エリア

銀座

押上

上野
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月島

築地

エリア

池袋

◀中目黒

場には国内外からたくさんの観光客が訪れます。

Takaracho sta.

Yurakucho sta.

「心」と「体」を健やかに育みます。

Exit #2
(Elevator)

い、2018年市場が豊洲に移転した後も築地場外市

Ginza-itchome sta.

「静」と「動」のバランスよい環境の中、

築地警察署

Etchujima sta.

東京国際フォーラム

歴史上重要な数々の史跡が点在しています。

新富町
Exit #1
ランプ (Elevator)

本を代表する卸売市場である築地市場でにぎわ

聖路加国際大学・
聖路加国際病院

Kyobashi sta.

蘭学事始を記念する前野良沢、杉田玄白らの石碑をはじめ、

◀池袋

Tsukiji

中央保健所

バス停
聖路加病院前

Ginza

月島

Tsukishima

デパートや一流ブランドショップが建

隅田川を挟んだ反対側は、狭い

ち並ぶ銀座までは、キャンパスから歩

路 地や船 着き場など昔ながらの

いて10分。歩行者天国になりにぎわ

風情と、高層マンションが建ち並

う休日のみならず、平日でも授業帰り

ぶ近代的な街並みが共存する月

に銀座まで足を延ばし、放課後を楽

島。町の中心を通る月島西仲通り

しむ学生の姿も。都内随一の立地の

には名物のもんじゃ焼き屋が70

良さを誇る本学では、充実したキャン

軒以上も軒を連ねており、週末に

パスライフを送ることができます。

なると観光客で賑わいます。

あかつき公園

大村進・美枝子記念聖路加臨床学術センター

OMURA Susumu & Mieko Memorial St. Lukeʼs Center for Clinical Academia

St. Luke’s International University
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領域紹介

研究領域の内容とテーマ
Contents and themes of the College of Nursing

基盤領域
キリスト教

教育学

看護専門領域
基礎看護・看護技術学

小児看護学

看護情報学

英語

看護教育学

精神看護学

老年看護学

教育学

看護管理学

ウィメンズヘルス

看護疫学・統計学

看護理論・看護学研究法

国際看護学

慢性期看護学

在宅看護学

健康教育

助産学

がん看護学・緩和ケア

公衆衛生看護学

生命倫理学・看護倫理学

遺伝看護学

看護心理学

看護社会学

ニューロサイエンス看護学

急性期看護学

看護理論・看護学研究法

本学の養護教諭養成のうち、教員養成お

看護理論は、看護に関連した現象を記述

よび学問としての教育学の探求に携わり

し、予測し、説明することを目的としていま

ます。学問としての教育学は、心理学、医

す。これまでにさまざまな理論が公表され

学、法学、社会学、歴史学、哲学……と

てきました。日本の看護実践をよりよくする

多様な基礎学問の応用領域として成立

ために、理論を分析し、新たな理論を一緒

しています。またその対象として、学校教

に考えてみませんか。患者に対してエビデ

育のみならず、乳幼児から高齢者までの

ンスに基づくケアを提供するためには、理

教育を幅広く含みます。私の場合、主に
歴史学と社会学を基礎とした教育文化
史の立場から、多様な学校教育の問題
（友人関係、部活動等）
、
また生涯学習社

歌川 光一 准教授

UTAGAWA Koichi
Associate Professor

会が抱える問題（趣味活動の位置づけ、

論だけでなく、看護研究を理解し、
さらなる
エビデンスを構築する質の高い研究が求
められています。当領域では、診療情報等
のリアルワールド・データを用いた研究等、

奥山 絢子 教授
OKUYAMA Ayako
Professor

さまざまな研究に取り組みます。

成人教育等）
について探究しています。

健康教育

生命倫理学・看護倫理学

自分のこころとからだを通して幸せを感じる生

生命倫理学・看護倫理学領域では、生命

き方を創造する、
それを実現するための智慧と

科学とヘルスケアの領域における人間の

行動力を育むことが健康教育の大切な使命

行 為を、道 徳 的 価 値と諸 原 則 等に照らし

であると感じています。私の研究室では、
公教

て、学際的および体系的に研究します。よき

育の入口と出口にあたる、幼児と大学生を対

看護実践、
よき看護専門家、
よき人間とは？

象に、
自律的に考える場、失敗を恐れずに挑

という問いへの応答から、本学のミッションを

戦できる場、仲間と体験や感動を共有できる

体現できる看護専門家を育てたいと思いま

場づくりを推し進めています。現在、幼児につ

す。学部においては、系統だった推論や論

いては
「森のようちえん」、大学生については
「冒険教育（自然体験活動）」や「専門性に
立つ教養人を育てる教養教育」に強いこだ

菊田 文夫 准教授
KIKUTA Fumio
Associate Professor

わりをもって、
実践活動と研究に取り組んでい

理的な思考を育み、私たちが普段当たり前
と思って受け入れていること
（世界観）
を見
つめ直す営みを通して、
自分の生き方や責

鶴若 麻理 教授
TSURUWAKA Mari
Professor

任を自律的に考えます。

ます。

基盤領域

看護専門領域

キリスト教

英語

基礎看護・看護技術学

キリスト教の精神に基づいて設立された本学

看護英語教育における先駆的な取り組みを

基礎看護・看護技術学は、年代や健康課

優れた実践力を持ち実践の場に軸足を置

では、
すべての教育活動がキリスト教の価値

行っています。英語の各技能の基礎力を養う

題を限らず、
さまざまな看護現象をテーマに

く教 育 者（クリニカル・ナースエデュケー

観を前提としています。つまり、
この世には意

科目、模擬患者を活用し、医療・看護英語コ

研究をしています。看護に共通した効果を

ター：CNE）
と、優れた研究力を持ち教育の

味があると認め、一人ひとりの人間が慈悲深

ミュニケーション力を育成する科目、教養と高

データによって示し、看護学の概念を豊か

場に軸足を置く大学教員を未来の看護系

い創造主である神のイメージをもって造られ

い倫理観を涵養する人文学の基礎的な英語

た存在と見なします。私たちは皆、理性、創造

科目、
そして看護学研究のためのアカデミック

力、感受性、愛せる力を持たされているととも

ライティング力を養成する科目などを4年間に

看護技術を開発、普及するために、質的研

容的学習を体験します。また、看護専門職

に、他人に仕えるという意味と目的のある生

わたりバランスよく配置した新たなカリキュラ

究や医療・保健現場での観察研究や介入

としての資質や能力をいかに育むかを探究

ムを特徴としています。
さらに、獲得したコミュ

研究を行っています。

き方に招かれています。これは、性別、人種、
地位、宗教に関係なく、
すべての人の尊厳の
根底であり、看護職を生み出した「隣人愛」
の実践の活力でもあります。

上田 憲明 特命教授

UEDA Noriaki
Specially Appointed
Professor

井上 麻未 教授

INOUE Mami Professor

ニケーションスキルと異文化理解能力を、本
学のさまざまな海外研修プログラムで実際に
使うことで、
より高度な実践力を養成します。

エドワード・バロガ 教授
Edward BARROGA Professor

41

看護教育学

St. Luke’s International University

に醸成することを目指しています。人々の健

大学教員として育成しています。ゼミでは、

康を守り高め、看護の何たるかを言語化し、

さまざまな文献を読み、経験を話し合い、変

縄

秀志 教授
NAWA Hideshi
Professor

し、
その成果を学部教育や現任教育に活
用しています。研究テーマは、
ファカルティ・
ディベロップメントや継続教育、看護師や

小山田 恭子 教授
OYAMADA Kyoko
Professor

看護学生の自己調整学習など多岐にわた
ります。
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看護管理学

国際看護学

精神看護学

ウィメンズヘルス

人々の健康や生活を支援するという看護

世界の人々のよりよい健康維持・改善のた

人々のこころの健康（メンタルヘルス）

女性の一生涯にわたる健康を追究する

の目的の達成に向けて、質の高い保健

めに、
グローバルヘルスの課題を学び、看

の支援や、精神疾患をもって生活され

領域です。各ライフステージで起こりうる

医療サービスの提供に必要な要素を、看

護職者として、科学的根拠に基づく研究や

る方・ご家族へのケアを探究します。ケ

心身の変化を持ちながら、健康であり続

護学の視点から探究します。具体的に

活動を行います。母子保健、感染症、慢性

ア対象者の持つ強みに注目し、
その人

けることを支援します。
また、疾患や障が

は、
ヘルスケアに関わる社会の状況や制

疾患、ユニバーサルヘルスカバレッジ、環境

らしい回 復に寄り添う支 援を目指しま

いと生殖の問題、
それらに直面する女性

度・政策、人材育成、医療の質とその評

問 題などについて学びます。海 外 への

す。コロナ禍での専門職や市民に対す

とパートナー、子ども、
コミュニティも看護

価、課題解決へ向けた戦略的なマネジメ

フィールドワーク、
インターンシップを通して、

るメンタルヘルス支援、精神科訪問看

の対象としています。性教育、家族計画、

ント、意思決定における倫理的なリーダー

グローバルヘルスの課題に対して貢献する

護の普 及や質の向 上 、対 象 者との共

奥

シップなどについて学びます。複雑性を増
す社会の中で、人々の多様な価値観や
ニーズの存在を理解し、多角的に課題を

裕美 教授

OKU Hiromi
Professor

捉え解決に導くことができる、
未来の看護

研究能力やリーダーシップの技術を磨きま
す。WHOなどの国際機関や政府機関、
NGO、JICA、アカデミアなどで活躍するグ

大田 えりか 教授
OTA Erika
Professor

ローバルヘルスリーダーを育成します。

瀬戸屋 希 教授

同 意 思 決 定などの研 究 活 動や、聖 路

SETOYA Nozomi
Professor

加国際病院訪問看護ステーションから
の精神科訪問看護の臨床活動も行っ
ています。

生殖看護など、
リプロダクティブ・ヘルスに
おける社会の要請に応える支援にも取り
組んでいます。研究と実践を連動させ、
ウィメンズヘルス看護に大きく貢献できる
（CNS）
や研究者を育成します。

助産学

遺伝看護学

女性を中心に、パートナー、子ども、家

遺 伝 医 療は親から子 に 伝わるという

慢性長期的な経過を辿る疾患とともに生きる患者とその家族の特徴の理解、
さまざまな療養過程と各期における看護介入

族、
コミュニティを対象とした助産ケ

継 承（ h e r e d i t y ）だけでなく、多 様 性

など、慢性期看護に必須の概念・理論を学び実践方法を探究しています。演習では聖路加国際病院をはじめ各専門病院、

アを追究します。妊娠・分娩・産褥・新

（variation）
という視 点が重 要になり

生児期のマタニティ・サイクルにおけ
性暴力被害者支援、ペリネイタル・ロ

IGARASHI Yukari
Professor

人 材として 、母 性 看 護 専 門 看 護 師

リーダーを育成します。

る助産ケアの質向上を目指すほか、

五十嵐 ゆかり 教授

堀内 成子 教授

HORIUCHI Shigeko Professor

大学病院における臨床実践を通じて、実践に適用可能なモデルの開発を目指します。

ます。
「対象」
「場」
「時間」の多様性に

がん看護学・緩和ケア

富む中で、問題・課題に多角的に取り組
む領域です。
「遺伝」
という視点をもって

スへの支 援など社 会の片隅に追い

医療・社会を見つめ直すと、看護実践・

やられている課題にも取り組んでいま

研究はより深いものになります。高度な

す。国際母子保健に関する研究や、

専門的知識・技能・研究能力を習得し、

助産管理、助産教育に関する研究も

確かなエビデンスと豊かな感性をもって

行っています。エビデンスを＜創る＞

遺伝医療を探究します。

＜使える＞人材を育成します。

慢性期看護学

多岐にわたる治療を受けるさまざまな病期のがん患者とその家族の特徴の理解、
また苦痛症状のある患者に対する看護介

青木 美紀子 准教授

AOKI Mikiko
Associate Professor

入など、
がん看護や緩和ケアにまつわる概念・理論と実践方法を探究しています。上級実践コースでは聖路加国際病院なら
びにがん専門病院等における実習や、臨床の第一線で活躍するがん看護専門看護師による直接指導のもと、
より高度な看
護実践能力を育成します。

林 直子 教授
HAYASHI Naoko
Professor

片岡 弥恵子 教授

KATAOKA Yaeko Professor

ニューロサイエンス看護学

小児看護学

看護心理学

急性期看護学

脳神経科学分野の自然科学研究を応

近年のわが国および世界で、小児看護

心理学は、“こころ”という直接見ること

急性期の対象と家族のQOLの維持・

用しながら、全人的に中枢神経系疾患

が求められる場面は高度化・複雑化・長

のできない対象を扱う学問です。看護

向上を目指し、早期回復とその人らしい

患 者の看 護を追 究する学 問 領 域であ

期化しています。大学院では、小児看護

心理学では、“こころ”の在り方をとらえ

望ましい生活の獲得への看護を探究し

り、脳卒中、頭部外傷、パーキンソン病

学全般の知識・理論を基盤としながら、

る、あるいは測 定するためのさまざまな

ます。修士論文コースでは急性期のみ

などの神経変性疾患による意識・運動・

高度な実践および研究を用いて、子ど

手法を理解し、研究活動の基礎力を養

ならず、健康支援に必要な理論やエビ

感覚障害を持つ患者とその家族の看護

もと家族のQOL向上の実現を目指しま

うことが目標となります。また、人間の行

デンスの理解を深め、急性期の健康課

を専門とします。科学研究を応用した先

す。
さらに、子どもと家族のそれぞれの健

動と心理的状態について理解すること

題に対する高い研 究 能力の獲 得を目

端技術の看護を追究する一方で、遷延

康レベルに合った最大限の自立を促進

に関わる心理学の基礎概念を学び、
そ

性意識障害といった重症脳神経障害
患者と家族に焦点を当て、生命倫理や
アドボカシー、QOLの観点からも学び、
高度な実践ができる看護師およびエビ
デンスを創生する研究者を育成します。

大久保 暢子 教授

OKUBO Nobuko
Professor

する看護を探究します。実践や研究の
フィールドは医療現場、保育園、学校な
どさまざまで、多施設協働研究も行って
います。

小林 京子 教授

KOBAYASHI Kyoko
Professor

れらを用いて看護の現場で出会う人々
の心の在り方を科学的に洞察し、最終
的に、看 護 実 践において心 理 学の知

糟谷 知香江 教授

KASUYA Chikae
Professor

指します。上級実践コースでは、急性期
の 対 象 に 高 度 な 看 護 実 践を行 い 、
QOLを高める看護実践能力の獲得を
目指します。博士後期課程では、健康

識を踏まえた対処・支援を行うことがで

各 期の連 続 性を見 据え、急 性 期の健

きるようになることを目指します。

康課題への新たな看護支援方法の開

吉田 俊子 教授
YOSHIDA Toshiko
Professor

発を行っていきます。
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授 業 内 容 紹 介

看護情報学

老年看護学

多様で複雑な健康・医療情報に翻弄され

虚弱、認知症、慢性疾患などを持つ高齢

英 語 ［井上麻未 教授］

ず、市民や患者が適切に意思決定し、生

者とその家族を対象とした看護、ヘルス

涯を通じて学び成長できるための支援を

プロモーション支援を探究します。修士論

長い伝統を持つ英語教育

目的としています。そのために、健康問題

文コースでは、理論的基盤の上に、高度

やストレスに直面しても、社会の一員とし

な研究能力の習得を、上級実践コースで

て、
自らの目標を達成し、潜在的な力を成

は、高度看護実践能力を身につけ老人

長させる力としてのヘルスリテラシー
（的

看護専門看護師認定取得を目指します。

確に情報を入手、理解、評価、意思決定

博士課程では、テーマに関する文献レ

する力）
について研究します。そこで必要
となる、意思決定、
ヘルスプロモーション、
ヘルスコミュニケーション、健康社会学の

中山 和弘 教授

NAKAYAMA Kazuhiro
Professor

ビューと概念分析を行い、研究方法や
データ解析の検討後に予備的な研究を
進め、博士論文の作成へつなげます。両

理論と社会調査・統計学の知識とスキル

課程とも、希望者は欧米豪の大学での

を修得します。

研修が可能です。

看護疫学・統計学

亀井 智子 教授
KAMEI Tomoko
Professor

100年前にルドルフ・ボーリング・
トイスラー博士

に置いた学びを深めることができるカリキュラムと

により創立された当時、聖路加では英語で授業が

しました。
さらに新カリキュラムは春休みに海外研

行われていました。創立時から国際的な学び舎で

修に参加しやすいスケジュールになっており、実際

あった本学は長い英語教育の伝統を持ち、他大

に海外で実践力を磨く機会を多く得ることができる

学にはない独自のカリキュラムを組んでいます。

という特徴があります。新型コロナウイルスの影響

2020年度より新たな試みとして4年間を通して

で海外渡航がかなわない期間も海外学術交流協

英語を学ぶことができる新カリキュラムに移行しま

定校（世界11カ国・17大学）
とのつながりを活か

した。通常、看護医療系の学部では1、2年次で必

した国際交流をオンラインで継続してきました。現

修英語科目の履修が終わります。
しかし、本学では

在、
カナダのマギル大学の"Medical English as

将来の目標が明確になる4年次にも必修英語科

a Foreign Language (EFL) for Nurses"を含む

目を配置し、2年次で履修する看護英会話と英語

多様なオンラインプログラムを展開し、一部の研

アカデミックライティングの高度な内容の科目を最

修では聖路加国際大学学生国際奨学金の授与

終学年で再び受講することで、臨床や研究を念頭

および単位認定を実施しています。

在宅看護学

本講座では、記述統計学および推測統

人々の暮らしに軸足を置いた看護を総じ

計学の基礎を学び、保健統計指標や量

て在宅看護と捉えています。訪問看護だ

的研究結果を正しく理解し、利用すること

けではなく、病院の外来看護や地域連携

周産期看護学では、出産を中心として女性とそ

さらに、知識のインプットとアウトプットを実感しなが

ができるようになることを目指します。統計

における看護活動、
さらには施設内の看

の家族への看護を学びます。
この科目をアクティブ

ら、
チームメンバーや他のチームと繰り返し看護を

学の基本的考え方をはじめ、仮説検定理

護も含めて在宅看護であると考えていま

に学ぶため、
日本の看護大学で初めて、
チーム基

議論することを通じて、学ぶことの楽しさに夢中に

論、P値、信頼区間、生存時間解析として

す。病気は地域で予防し治すもの、人々

盤型学習(Team-Based Learning：TBL)という学

なっていきます。

のカプランマイヤー法などを学びます。
ま

は支え合いながら暮らすものという地域

習方法を取り入れました。TBLでは、1チーム5〜6

た、実際の研究論文を題材とし、講義と

包括ケアの考えに基づき、看護が新しい

名からなるチームメンバーと共に学びを積み重ね、

実習でも迷うとわかった」
「チームで話し合った内

さらに専門職としての必要な能力を獲得するため、

容は忘れない」
「イメージができていたから実習で

チームワーク力、
コミュニケーション力、対人関係構

困らない」
などという声が聞かれ、TBLによって学び

批判的吟味の実習を通して、
ランダム化
試験やその他疫学研究デザインの原理
について理解を深めます。

八重 ゆかり 教授
YAJU Yukari
Professor

役割を意識して、働き方を変えていくこと
が求められています。幅広い話題と対話
を通して一緒に学んでまいりましょう。

周産期看護学 ［五十嵐ゆかり 教授］

山田 雅子 教授
YAMADA Masako
Professor

TBLでの学習後の実習では「間違った問題は

築力なども学んでいきます。皆さんの能動的なクラ

を実践で活かすための道筋が自然にできていたこ

スへの参加、
そして、教員とのアクティブなインタラ

とがわかります。知識と実践がつながるプロセスを

クションを通じて、科目が目指す「実習へのスムー

一緒に体感しましょう!

ズな移行」
が達成できる特徴的な学習方法です。

公衆衛生看護学

看護社会学

公衆衛生看護学は、
社会や組織・集団に

看護実践は患者や関連するさまざまな他

形態機能学アクティブラーニング ［大久保 暢子 教授］

者との社会的相互作用で成り立ってお

組織・集団への支援が連動するところに

り、
そのダイナミズムを分析的に理解し、

形態機能学」
を看護教員が教授しています。なぜ

看護系大学では稀な長期臓器実習を行い、用語

特徴があります。行政・産業・学校・その他

目的を持って関わることが重要であり、
自

なら形態機能学は、看護の対象である人を理解す

の暗記や一次元、二次元の平面図でのからだの

の公衆衛生看護領域における人々の健

身の判断と行動について内省的に理解

るための基本的知識であり、
からだの知識をどのよ

理解ではなく、三次元による立体的なからだの理

康、
および保健・医療・福祉システムに関

することが求められます。こうした課題に

うに看護ケアにつなげていくかを実践例から伝えら

解、
さらに臓器同士のつながり、位置関係の理解

する諸課題について、
さまざまな視点から

最も関連するのは社会学の中のシンボ

れるのは看護教員だからです。

を目指しています。
また、
自分のからだを使って実地

捉え、対応するための、
またよりよい実践
す。自立・自律した実践力と研究能力の
修得を目指します。
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授業の様子

働きかけ、個人や家族への支援と社会・

のための方法論を探究・創造していきま

St. Luke’s International University

タイのマヒドン大学とのオンライン国際交流

麻原 きよみ 教授

ASAHARA Kiyomi
Professor

リック相互作用論であり、
そこに理論的基
盤を置き、多様で複雑な経験を表現でき
る質的データを活用した研究展開が有効
です。深い解釈力を身につけ理論モデル

本学は「人のからだの構造と機能を学ぶ科目：

木下 康仁 特命教授

KINOSHITA Yasuhito
Specially Appointed
Professor

からも
「楽しい授業」
として人気があります。
さらに、

本学の形態機能学は知識提供型の講義では

体験演習を行い、
自分のからだがどのように息を

なく、学生が授業の中心となって予習してきた内容

し、食べ、排泄しているのかを体験と自学した知識

をアピールし、
チームで考えた内容を説明するTBL

を統合しながら学んでいきます。

（Team-based Learning ）
方式を取り入れていま

本学の形態機能学は、全国から看護系教員が

化ができるよう、主要な質的研究法につ

す。学生が自ら学び、他学生の考えも共有しながら

聴講に来ており、看護に活かせるからだの構造と

いて理論特性と方法を学びます。

学びを深めていく能動的な授業方法であり、学生

機能の科目として普及してきています。

臓器スケッチ

臓器実習の様子
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学生生活サポート／学費・奨学金
S t u d e n t s u p p o r t ／ Tu i t i o n a n d S c h o l a r s h i p s

奨 学 金（2021年度実績）

S c h ol a r s h i p s

本学で豊富な知識と優れた技術を身につけることができるよう、経済的に安定した学生生活を送るための各
種奨学金制度を設けています。奨学金の種類は、返還義務のある貸与制度（無利子・有利子）
と、返還義務
のない給付制度があります。学生の約25%が何らかの奨学金を受けています。本学で取り扱っている主な奨
学金には、下記のものがあります。詳細は教務・学生課へお問い合わせください。

看護・保健分野において自らの力を活かし、
人や社会に貢献したいと望む学生が目指す学びを

学生が充実した
学生生活を送るために
しっかりと支援していきます

実現できるように、本学では学習面、生活面、経済面と、
多方面にわたる手厚いサポートシステムを用意しました。

名

称

対

象

学部

学生支援センター長

OYAMADA Kyoko

アドバイザー制 度

※奨学生採用は、各奨学金制度の条件に従い家
計状況や学業成績等を基に、学内の選考委員
会が推薦者を選出し、最終的に各機関が採用
を決定します。各奨学金制度には採用枠があ
り、申込資格に該当し申請しても、必ず採用され
るとは限りません。

■ 貸与奨学金（返還義務のある奨学金）

日本学生支援機構※

小山田 恭子

※重複して受けることも可能です。

利

息

貸 与月額

無利子

第一種

自宅：20,000円、30,000円、40,000円、54,000円
自宅外：20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、64,000円

有利子
（上限年3%）

第二種

20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円、70,000円、
80,000円、90,000円、100,000円、110,000円、120,000円から選択

第一種

36,000円

第二種

一口25,000円
（二口まで）

東京都看護師等修学資金

学部

聖路加国際大学貸与奨学金※

学部

無利子

30,000円

公益財団法人みずほ育英会

学部

無利子

50,000円

無利子

※緊急採用制度もあります。家計の急変
（主たる家計支持者の失職等）
があった場合等、
随時受け付けています。

■ 給付奨学金（返還義務のない奨学金）

本学では学生の皆さんが充実した学生生活を送り、社会人・職業人として自律・自立
するために、学生一人ひとりに担当アドバイザー2名を任命し、個別の助言、指導等を

名

称

対

象

給付額

備

考

行う体制を整えています。学部生のアドバイザーは学部長・研究科長・学生部長・教務

聖路加同窓会奨学金

本学学生

200,000円

採用年度限り

部長を除く全教員
（教授・准教授・助教）
が担当します。

小澤道子記念奨学金

学部3・4年生

200,000円

在学中1回限り

茂木本家教育基金

学部1年生

30,000円
（月額）

正規の最短修業年限まで

高島君子記念看護奨学基金

学部3年生

30,000円
（月額）

採用された学年および次学年の2カ年まで

学部3年生以上

500,000円

担当アドバイザーは学生の修学・生活・進路について適宜確認をし、必要に応じて直
接的な助言や指導、
関係部署や委員会等への報告、連絡、調整などを行います。学習

公益財団法人丸和育志会

や進路はもちろん学生生活で不安に感じることや困っていること、悩みなどがある場合

学部4年生は修士課程への進学予定者に限る

は気軽に担当アドバイザーに連絡してください。扉はいつも皆さんに開かれています。

大 学 独自の 給 付 奨 学 金
健康管理室

manaba

2019年度より、一般選抜志願者を対象に、
下記の給付奨学金を新設しました。出願時に

キャンパス内に設置された健康

ポートフォリオシステムmanaba

申請し、一般選抜の成績等により給付対象

管理室には専任保健師が常駐

は、学生の学修成果を蓄積でき

者を決定します。

し、定期健康診断、応急処置、

るシステムです。講義資料のダウ

身体や心の健康相談、医療機

ンロード、
レポートの提出、
ミニテ

関の紹介等を行っています。
ま

スト・アンケートの回答、掲示板で

た、聖路加国際病院受診や学

の意見交換等を行うことができ、

内カウンセリングを希望する際

学生はそれらの履歴から、
自分の

の相談窓口にもなっています。

学習を振り返ることができます。

アカデミック・ライティング・デスク

名

【聖路加国際大学特待生奨学金】

一般選抜の成績優秀者で、修学上経済的に困

は、医学英語を専門にする教員が個別相談またはグループでの相談にあたります。週2~３回、学術情報セ
ンターのラーニング・コモンズ、
またはリモートで開催しています。相談内容は、英語での授業のレポートやプ
レゼンテーションの原稿、卒業論文、留学、進学、就職に関する書類の書き方など多岐にわたります。特に、
大学院生は、修士論文、博士論文執筆のほか、学会や研究会での発表や学術論文の投稿に際し、専門
的なチュートリアルを受けるために利用しています。
メンターとの対話を通じて、学生が文章の問題点や改

一般選抜の成績優秀者で、遠方（一都三県以外）
か

らの入学者のうち、修学上経済的に困難な方への支

者には、看 護 学 部の学 費と同 額（ 2 0 2 2 年 度

援を目的として創設しました。採用者には、100万円が

156万5千円）
が4年間給付されます。

4年間給付されます。

称

対

象

給付額

聖路加国際大学
特待生奨学金

聖路加国際大学看護学部一般選抜Ａ方式を受験し、入学を許可された学生で以下の条件を満たす者。
1)修学上経済的に困難な者

学納金年額
×
4年間

聖路加国際大学
グローカル奨学金

聖路加国際大学看護学部一般選抜Ａ方式を受験し、入学を許可された学生で以下の条件を満たす者。
1)出願時の住民票住所が東京都
（島嶼部を除く）
、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の者
2)修学上経済的に困難な者

年額100万円
×
4年間

※採用要件その他奨学金の詳細については、募集要項をご確認いただくか、
または別途お問い合わせください。

学 費および 経 費（2022年度）

Tu i t i on a n d Fe e s

■ 学部
区

■ 3年次学士編入
分

入学金

金

額

授業料年額

備

考

１,１35,０００円

２期に分けて納付

授業料年額

実験実習費年額

２５０,０００円

２期に分けて納付

施設維持費年額

１８０,０００円

２期に分けて納付

計

分

入学金

ら推敲まで、
どの段階でも利用できます。2019年度より日本語の文章を対象とした相談も開始しました。
日

合

区

入学手続き時に納付

２００,０００円

善点を考えながら、
自ら英文を書く能力を育成することを目的としています。英語で文章を書き始めるところか
本語は週1回、英語と同様にラーニング・コモンズとリモートで開催しています。

【聖路加国際大学グローカル奨学金】

難な方への支援を目的として創設しました。採用

Academic Writing Desk

大学での学修を進めるうえで必要な文章作成を支援する本学独自の人気のサービスです。英語の文章で

New St . Lu ke ' s -on l y s c h ol a r s h i p !

１,765,０００円

金

額

４００,０００円

備

考

入学手続き時に納付

１,４15,０００円

２期に分けて納付

実験実習費年額

３７５,０００円

２期に分けて納付

施設維持費年額

１８０,０００円

２期に分けて納付

合

計

２,３70,０００円

※2年次以降の各年度の授業料・実験実習費・施設維持費については、毎年改定することになっています。決定次第公表します。
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アセスメント・ポリシー（学修成果の評価方針・指標）

ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）
教育目標に到達するために計画されたカリキュラムによって

1. キリスト教の愛の精神に基づき、
あらゆる対象者を理解し援助関係を形成する能力

学修し、定められた単位を取得し、卒業したものに学士の学

2. 保健医療福祉においてリーダーシップを発揮し、協働する能力

位を授与する。
教育目標に基づく各科目の目標達成を学生と教員が確認し
つつ、最終学年に計画されている看護研究Ⅱまたは総合実習
（選択必修科目）の学習過程と成果において、教育目標への
達成を確認する。
本課程を修了した者には、以下の能力を期待する。

本学における内部質保証制度の一環として、第 3 条、第 4 条、第 5 条に定める学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施方針（カリキュ
ラム・ポリシー）、学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）の３ポリシーに基づいて、機関レベル
（大学）、教育課程レベル
（学部・研究科等）、科目
レベル
（授業・科目）の３段階で、学修成果等を測定・評価する。

3. 物事を深く探究する能力
4. 根拠に基づきあらゆる対象に最適な看護を実践する能力

入学前・直後

5. 専門職として倫理的な態度を身につけ研鑽し続ける能力
6. グローバルな視点を持ち、健康課題を捉える能力
7. 看護の対象に最適な看護を提供することを目指し、看護実践の改善に関与する能力
第3条別表2）

大 学レベル

（聖路加国際大学 教育に係る方針等に関する規程

在学中

卒業時

教育目標に到達するために計画されたカリキュラムによって学修し、定められた単位を修得

各種入学試験

進級率

学位授与数

するとともに、以下の能力を修得した学生に学士の学位を授与する。

出願書類の記載事項

休学率

国家試験合格率

1. キリスト教の愛の精神に基づき、
あらゆる対象者を理解し援助関係を形成する能力

入学前課題

退学率

就職率・進学率

2. 保健医療福祉においてリーダーシップを発揮し、協働する能力

学生生活実態調査

3. 物事を深く探究する能力

（満足度調査）

4. 根拠に基づきあらゆる対象に最適な看護を実践する能力

アドミッション・ポリシー（学生の受け入れ方針）

5. 専門職として倫理的な態度を身につけ研鑽し続ける能力
6. グローバルな視点を持ち、健康課題を捉える能力
7. 看護の対象に最適な看護を提供することを目指し、看護実践の改善に関与する能力

大学の理念および教育目標に賛同し、
その一翼を担おうとする意欲ある人材を受け入れる。受け入れに当たっては、国籍・宗教・障がい等を問わず、最大限
妥当かつ公平な方法によって選抜する。
5. 幅広く学問を探求し、科学的な探究心の旺盛な人

2. 人の悩みや苦しみを感じることができる人

6. 世界の人々の健康に関心がある人

3. 人と人との関わりを大切にでき、協働できる人

7. 自律的、倫理的に行動できる人

4. 看護を学ぶための基礎知識や技術及び態度を持つ人

教 育 課 程レベル

1. 人に対する関心や思いやりをもつことができる人

各種入学試験

GPA

出願書類の記載事項

進級率

DP（ディプロマ・ポリ

入学前課題

休学率

シー）
達成度評価

プレイスメントテスト

退学率

国家試験合格率

学修履歴

就職率・進学率

（ポートフォリオ）

8. 看護の発展に寄与する意欲のある人
（聖路加国際大学 教育に係る方針等に関する規程

卒業時アンケート

授業評価アンケート

第5条別表4）
科目レベル

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施方針）

卒業認定

各種入学試験

単位認定

出願書類の記載事項

定期試験

プレイスメントテスト

授業評価アンケート

（聖路加国際大学

教育に係る方針等に関する規程

第６条別表5-1）

1. 教養科目、基礎科目、専門科目の3科目群からカリキュラムを構築する。
2. 教養科目では、広く人間を見る視点を養うことを主眼とし、建学の精神であるキリスト教について学び、かつグローバルな人材育成のため英語力の強化
を図る。
3. 看護を「人間と環境との相互作用により、最適な健康状態を生み出すことをめざす働き」と考え、人間、環境、健康・看護の4概念とそれらの関係に基づき、基礎
科目から専門科目を積み上げて学修できるよう配置する。看護の基本姿勢の中心概念はPeople-Centered Careとする。
4. 実践の場に即した学びのために、
アクティブラーニングを基本とした多様な学習機会を提供する。
5. 各科目では学習者の主体的な学びを推進し、知識・態度・技術を総合的に評価する。
（聖路加国際大学 教育に係る方針等に関する規程
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