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第1回 オープンキャンパスを開催しました！
7月20日、本校では初めての試みとなるオープンキャンパスを開催しました。
仙台駅東口キャンパスに移転して2年目、本校の特色を実感していただきながら、看護師になる
決意を新たにしていただきたいと考え、
今年度は４回行います。
午前中は大場副校長の挨拶に続き、地域でも開催している
「学校説明」から始まりました。事前に
学校紹介のDVDを観ていただき、
イメージを描いてから、本校の概要、
カリキュラム、放送大学に
ついてと出願手続きを説明しました。
学校説明

午後は
「模擬授業」
と
「ワーク&セミナー」
の2本立てで体験していただきました。
模擬授業はフィジカルアセスメントの内容で、
モデル人形を使い心音と呼吸音を聴取しました。
青砥先生のミニ講義を受け、
参加者の皆さんは緊張しながらも熱心に取り組んでいました。

模擬授業「フィジカルアセスメント」

ワーク&セミナーでは、看護師としての自分のキャリアデザインと、一日の生
活の中で学習時間を考える作業をしました。キャリアデザインシートには十
分に書けなかった方でも教員との面談の場では、
自分のやりたい看護や看
護師免許取得に向けてのライフプランについて、
しっかりと語ってくださいま
した。参加者の皆さんからは「どこで勉強時間をとろうか…」
という言葉も聞
かれ、
学生生活を現実的なものとして考えられていました。
最後の個別相談では、入学や学生生活が継続できるよう、
それぞれの職場環境や家庭環境に応
じた相談を受けました。
どの参加者の方も前向きに入学を検討されていました。
皆さん一人ひとりの
「看護師になる」
という目標を叶える場所として、ぜひ本校に入学していただ
きたいと思います。教職員一同、
お待ちしております。

ワーク&セミナー

東北福祉看護学校公開講座

『看護職のためのトライアップ研修』開催報告
本年５月に初回を終えた
『看護職のためのトライアップ研修』の第２回・第３回が無事に終了
しました。両回とも特別養護老人施設や介護老人保健施設で働く看護師を中心に15名ほどに
ご参加いただきました。

【第２回】
小関ゆみ先生

７月24日
（土）は第２回として、仙台楽生園ユニットケア施設群グループホーム楽庵管理者の
小関ゆみ先生を講師に迎え、
「施設で働く看護職の職務」
を開催いたしました。
高齢者施設における看護職の役割について、法律の理解から現場でのあり方までしっかりと
６時間の研修…。講師自身の実体験を交えながらの講義とグループ演習によって、
より実態に
近い学びの時間となりました。
８月20日
（土）には、第３回として
「施設で“看取る”ということ」
をテーマに、元ロイヤルケアセ
ンター看護部長の榊まき子先生を講師に迎えました。
利用者本人はもとより、家族や他職種スタッフとのかかわりが重要な施設での看取りについ
て、
「人として大切なこと」
を講師は自身の経験をもとに丁寧に説明。看護師としての矜持を改
めて感じられる機会となりました。
『看護職のためのトライアップ研修』
は、地域で活躍する看護職のために、
より実践力を身につ
け現場対応力を高める
「学びの場」
として、今後も定期的に開催してまいります。
第４回目は９月10日
（土）
・11日
（日）、２日間にわたり
「施設で働く看護職の認知症ケア」
（講
師：認知症介護研究・研修仙台センター 加藤伸司センター長）
を開催いたします。
どなたでも、
どちらか１日のみでもご参加いただけます。皆さまのご参加をお待ちしております。

TFNS Topics

【第３回】
榊まき子先生

Voice Communication

看 護 を 学ぶ とは
〜成人看護学〜

成人の 命・健康・生活 を支える 幅広い学習を
成人看護学では、青年期から中年期にいたる成人期にある人々の
健康問題に応じた看護が展開できるようになることを目指します。
成人期に起こりやすい健康問題は「がん」や「心筋梗塞」、
「糖尿病」
などの生活習慣病を代表に、他にもさまざまあります。それらの健
康問題を抱えた人の看護を行うためには、その疾病の病態、検査、
治療に関する理解が必要です。
このための学習の土台として専門
基礎分野の『人体の構造と機能』
『 疾病の成り立ちと回復の促進』
などの知識が必要で、
これがあやふやだと成人看護学を難しく感
じてしまいます。専門基礎分野をしっかり学習した上に積み重ねる
学習をしていきましょう。
また、疾病とその治療についての知識があるだけで、成人期にあ
る人に対しての有効な看護ができるわけではありません。看護は
個別的な対応が求められます。たとえば、生活習慣病という健康問

青砥 みゆき 先生

題をもつ人の自己管理を支援する場合、その人の生活や悩みを理
解しつつ対応しますから、適切な支援ができるようになるために
は、生活習慣病についての知識をもっているだけでは不十分です。
人生の中で、成人期とはどういう時期か、身体的・精神的特徴、成
人期の生活について学習します。さらに、成人を看護するときのア
プローチの基本的な考え方について学習し、効果的な支援に結び
つけていきます。
成人看護の対象は、病気をもった人だけが対象ではありません。
健康増進を支援することから、人生途上の死に直面し、
ターミナル
期を生きる人々への看護についても学びます。
成人として今までの人生で培った経験も生かしつ
つ、
さらに、成人に対して専門的な見方ができるよ
う学習を深めていきましょう。

学生通信
心強い仲間たちと一緒に
児玉 忠孝 さん（秋田県・40代・施設勤務）
私は、通訳やホテルマンなど看護師とは別の仕事を経て、家族の
後押しもあり31歳で准看護師の学校に入学しました。
「地方都市の
“地元”
で働き続ける」
ことを第一に考えたとき、資格を持つことの
必要性を感じたのです。
准看護師学校で出会った、年齢も近く同じように社会経験のある同
級生たちとは「10年経ったら通信制の学校に行って看護師を目指
そう」
と話しており、その言葉通りに現在、３人の仲間と本校に通学

しています。面接授業には秋田から仙台まで４人で車に乗り合わ
せて通っていますが、
この車中がとても大切な時間。学習の相談は
もちろん、お互いの状況を話したり励まし合ったりして、気持ちを共
有しています。
この仲間たちがいるからこそ、
ここまで続けて来られ
た気がします。誰かが落ち込んでいると、ほかの誰かが背中を押し
てくれる、引っ張り上げてくれる、そんな心強い関係です。
私が目指す看護師像は「人の心が分かる看護師」。
これは前職であ
るホテルマンと繋がるところがあるのですが、人の表情や動きから
気づき対応していく― そうした人間性を高めて、そこに知識や技
術を重ねていければと思っています。そのためには、
まずは日々の
業務と学びを深めていきたいですね。
「人を看る」
ことに精進した
いと思います。

２年生の皆さん、第106回看護師国家試験の実施日が平成29年２月19
日
（日）
と決まりました。あと6ヶ月です。

験対策
国家試

十二

着実に実力を
積み重ねていきましょう。
国家試験対策担当

倉林 惠子 先生

平成29年

２月19日（日）

虎の巻
其の二

看護師国家試験

今、２年生の皆さんは、病院等見学実習が進み実習場で多くの学びを得
ていることと思います。１年生の皆さんは、基礎看護学実習が開始しま
した。看護師国家試験では、
「 実践で求められる基礎的な知識や技能を用いた応用力及び
判断力」を問うとされています。当校の皆さんは、臨地実習では今までの臨床経験を生か
して、看護援助や実施方法の判断および根拠を学習できるという強みがあります。
さて、各学年とも第１回目の在宅模擬試験を行いました。国家試験の得点率が低い『人体
の構造と機能』
『 疾病の成り立ちと回復の促進』です。受験率は１年生が77％、２年生が
88％でした。解答・解説を振り返り、誤答肢についてはなぜ誤っているかを確認してくださ
い。特に平均正答率が高い問題を誤答したところは自分の弱点ですので、補強して学習し
てください。
２年生の皆さんが今月下旬に受験予定の、第１回看護師国家試験模擬試験は、全国の多く
の看護学生が受験します。
その中での自分の実力の確認ができます。必ず受験しましょう。
さあ皆さん、後半も模擬試験や対策講座等、国家試験対策スケジュールに沿って着実に実
力を積み重ねていきましょう。

From the Spot

貴重な時間を実りあるものに…

実習先 の ホンキ

12

２ 年間の学びの中でも重要な位置を占める「見学実習」。限ら
れた時間の中で、どれだけ多くのことを吸収できるか、そして
日々の学習にどう結びつけていくかが問われる教育内容である。
ここでは、学生に充実した学びを与えてくださった「介護老人保
健施設いずみの杜」の実習受け入れに対する体制や考え方を紹
介したい。

高 齢者施設において、看護職は医療の提供に加え、利用者の
生活を支えるためのサポートが必要不可欠である。
「介護老人保
健施設いずみの杜」は、利用者一人ひとりの想いに耳を傾けな
がら、アットホームな生活の場を提供している。当施設の実習に
対する考え方、学生に何を学んでほしいと期待しているのかお
話しを伺った。
「

当

施設は、
『その人と何ができるか』を大切にした関わりを心
がけています。多少のリスクがあっても、利用者が希望することを
職員も一緒になって楽しむことで、そこに笑顔と信頼関係が生ま
れるのです。学生の皆さんにも、看護職である前にまず『人』
であ
り、看護の対象も
『人』
であることを忘れないでほしいと思います」
と、本校の老年看護学の講義も担当されている菊池保医療介護
部長は語る。職種間の溝が問題視されることが多い高齢者施設だ
が、いずみの杜が職種の差をほとんど感じない温かい雰囲気に
包まれているのは、
この考え方がベースにあるからだと確信する。

本 校の学生について、実習担当の熊谷明子さんは、
「 限られた
時間の中で、たくさん吸収しようという意気込みが伝わってきま
す。高齢者施設での勤務経験はなくても、看護職としてのキャリ
アがあるので、自分の考えや知りたいことをアピールしてくれる
学生が多いです」
との印象。続けて、
「 私たちは、普段の様子を見
てもらえるよう、すべてオープンにしています。その日常の中か
ら、自分で学びを見つけ持ち帰ってもらえればいいなと思ってい
ます」
と、学生自身が持っている学ぶ意欲を尊重しながら、
さらに
それを高めるような実習環境を用意している。実習指導に専念
できるよう人員を配置、
また他職種のスタッフにも事前に話を通
しておく等、施設全体で受け入れ体制を整えている様子がうかが
える。そうした中で、学生たちはより充実した実習を受けることが
できているようだ。たった２日間ではあるが、
「 いずみの杜」のあ
りのままの現場からは、見学実習の目的や意義、学びの深さを教
示していただいた。

医療法人社団

医療法人社団

清山会

介護老人保健施設 いずみの杜

「人」
としての
関わりを大切に
生出 梓 さん
（宮城県・30代・クリニック勤務）
介護老人保健施設いずみの杜では、老年看護学の見学
実習をさせていただきました。高齢者施設での勤務経
験がない私は、治療目的ではなく生活の場として利用
者が集う施設で、看護師はいったいどんな役割がある
のか、なかなかイメージが湧きませんでした。
しかし、最
初のオリエンテーションで、病院と施設の違い、それぞ
れの場所における看護師の役割を丁寧に説明していた
だいたことで、
スムーズに実習に入ることができ、
とても
充実した２日間となりました。
実習中はこれまでに経験したことのない、実にさまざま
な看護師の仕事を見学させていただきました。レクリ
エーションへの参加、
アロマオイルを使った足浴や利用
者に触れるタッチングケアなど、職種を超えて「人」
とし
ての関わりを大切にする姿勢は、利用者の多くの笑顔
に繋がっていると感じました。また、見学を希望したケ
アの時間になると、他職種スタッフからも声が掛かり、
職種間の連携がしっかりなされていること、そしてこの
連携こそが高齢者施設では重要であることを実感しま
した。
さらに、実習担当者と他職種スタッフも加わったディス
カッションは、
これまでの自分の看護を振り返る重要な
機会となりました。私は患者さんの意見をしっかりと聞
くことができていただろうか、自己満足のケアになって
いなかっただろうか･･･。
これは、実習に行ったからこそ
得られた気づきであり、成長のチャンスだと思います。
この経験を活かし、
これからは患者さんの想いを大切
に、一人の「人」
として丁寧に関わることのできる看護師
を目指していきたいと思っています。

清山会

介護老人保健施設 いずみの杜
宮城県仙台市泉区松森字西沢26-4

菊池 保 さん

熊谷 明子 さん

（医療介護部長） （実習担当）

「私たちは、心ならずも病める人々や障がいをもって生きる人々と
『ともに
在ること』を原点としながら、一人ひとりの想いに耳を傾け、
自立と共生を
支える仕事をとおして、病んでも、障がいをもっても、安心して暮らせる文
化と社会の実現に貢献したいと願っています。」
清山会医療福祉グループ理念より

Information
の
学 校 から

お知らせ掲示板

１年生【学籍番号が“16”で始まる学生】

第106回
06回 看護師国家試験の施行日が決定しました。
厚生労働省からの８月１日付文書によると
試験日は

教育課程
①「基礎看護学」見学実習後面接授業

平成29年 2月 19日
（日）と決定しました。

今後は卒業要件である科目履修と国家試験対策に向けて、
これまで以上に学習
時間絶対確保と内容理解が重要になります。
一つひとつ確実に取り組んでくだ
さい。
併せて、
国家試験受験手続について間違いなく進める事が重要課題です。

場

所 ： 仙台駅東口キャンパス（D～F日程）
東北福祉大学東京サテライト（東京会場）

日

程 ：・Ｄ日程……10月
・Ｅ日程……10月
・Ｆ日程……10月
・東京会場…10月

※東京会場は関東方面在住の学生が対象です。

学習支援の予定
本校では、
専任教員による学習支援を開催しています。
学生の皆さんが円滑に
学習を進められるようサポートしていきたいと思いますので、
是非、
この機会
を有効に活用してください。
内容は、
レポート課題や紙上事例演習、
国家試験
対策、
放送大学の科目の勉強に関する事などになります。
内容
（相談）
に関する
レポート、
資料、
テキストなど持参してください。
日時

会場／内容

９月２日
（金）
10：00～12：00

９月11日（日）
10：00～12：00

９月13日（火）
13：30～15：30

９月25日（日）
10：00～12：00

10月２日（日）
10：00～12：00

10月16日（日）
10：00～12：00

schedule

スケジュール

担当教員

会場◆【本校】仙台駅東口キャンパス
内容◆学習全般

青砥

会場◆【青森】青森県観光物産館アスパム
内容◆学習全般
会場◆【本校】仙台駅東口キャンパス
内容◆精神看護学 紙上事例学習会

②「精神看護学」 紙上事例演習１ 提出
期

会場◆【東京】東北福祉大学東京サテライト
内容◆学習全般

中里

会場◆【福島】南相馬市情報交流センター
内容◆学習全般

白井

会場◆【岩手】放送大学岩手学習センター
内容◆学習全般

佐々木

日 ： 10月 3日（月）必着

③「精神看護学」見学実習前面接授業
場
日

月原
村島

1日（土）
4日（火）
5日（水）
7日（金）

所 ： 仙台駅東口キャンパス
程 ：・Ａ日程…11月 5日（土）
・Ｂ日程…11月 7日（月）
・Ｃ日程…11月 9日（水）

④実習オリエンテーション
場
日

所 ： 仙台駅東口キャンパス
時 ： 11月 6日（日）10：00～17:00

⑤レポート課題提出
科
期

目 ：「在宅看護方法論」
「看護管理」
「災害看護」
日 ： 10月 4日（火）～10月18日（火）
＊10月18日（火）必着

＊本校以外の会場では、同日14：00～平成29年度入学生向け学校説明会を開催します。

東北福祉看護学校公開講座
「看護職のためのトライアップ研修」のお知らせ
「看護職のためのトライアップ研修
高齢化が進む現代、
看護職は病院だけではなく医療ニーズの高い介護施設
などでもその力を求められています。また、施設での看護に、新たな自分の
看護師像を求める看護師も少なくありません。
東北福祉看護学校では、卒業生はもとより地域で活躍する看護職のため
に、より実践力を身につけ現場対応力を高める「学びの場」として、公開講
座を開催しております。是非、ご参加ください。
９月10日
（土）
９月11日
（日）<２日
<２日間 >

「施設で働く看護職の認知症ケア」
認知症介護研究・研修仙台センター センター長 加藤伸司 先生

＊1日だけの受講も可能です。お問い合わせください。

オープンキャンパスのお知らせ
本校では、
「学び」を体験し、
自分が目指す看護師像を見つめ
なおす機会としてオープンキャンパスを開催します。
【第２回】 ９月４日
４日
（日）

実施
内容

A

【第３回】 11
11月13日
13日
（日）

【第４回】

参加無料
参加特典
あり

2017年

１月11日
11日
（水）

体験授業

B セミナー ＆ ワーク

「フィジカルアセスメント」

① 私のキャリアデザイン
② 学生になった私の１日

A とB

NS

教育課程
①見学実習後面接授業
場所 ： 仙台駅東口キャンパス
◆老年看護学
◆成人看護学
（月）
・27日
（火）
Ｄ： 9月21日
（水）
・22日
（木・祝）Ｆ： 9月26日
（金）
・15日
（土）
Ｅ：10月12日
（水）
・13日
（木） Ｄ：10月14日
（日）
・21日
（月）
Ｆ：11月18日
（金）
・19日
（土） Ｅ：11月20日
◆小児看護学
◆母性看護学
Ｅ： 9月28日
（水）
・29日
（木） Ｄ：10月 2日
（日）
・ 3日
（月）
Ｆ：10月19日
（水）
・20日
（木） Ｅ：10月16日
（日）
・17日
（月）
Ｄ：11月22日
（火）
・23日
（水・祝）Ｆ：11月25日
（金）
・26日
（土）
◆在宅看護論
Ｄ：10月 7日
（金）
・ 8日
（土）
Ｆ：10月21日
（金）
・22日
（土）
Ｅ：11月27日
（日）
・28日
（月）

◆看護の統合
Ｆ：10月 9日
（日）
・10日
（月・祝）
Ｅ：10月23日
（日）
・24日
（月）
Ｄ：11月29日
（火）
・30日
（水）

場所 ： いわて県民情報交流センター「アイーナ」

の両方を体験することで、
「学び」
をより身近に感じ、
目指す看護師像を明確にします
※詳細は、
本校Webサイト
をご覧ください。
＊この他、
学校説明会、
校舎見学、
個別相談も同日開催

東北福祉看護学校「学校通信」 Try! up! vol.21（2016年8月20日発行）

２年生【学籍番号が“16以外”で始まる学生】

※青森県、秋田県、岩手県在住の学生が対象です。

◆母性看護学
11月10日（木）
・11日（金）

『 Try! up! 』は、看護師国家試験合格を目指す皆さんを応援します。
「上を目指す！」という思いを込めて学校通信のタイトルとしました。

〒983-8511 宮城県仙台市宮城野区榴岡２丁目５番26号
東北福祉大学 仙台駅東口キャンパス
TEL●022-292-2511 FAX ●022-292-2611 webサイト
E-mail●tfns_info@tfu-ac.net URL ●http://tohoku-kango.com/

