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発刊にあたって        

学長 吉田 修 

ビジネスの世界では「ホウレンソウ」という言葉をよく聞きます。報告・連

絡・相談の略で、報告は部下から上司へ、連絡は横の連絡、相談はタテヨコ関係

なく行われ、これを徹底する組織は運営が円滑に行くといわれています。このこ

とは組織の運営についていえるだけではありません。人間関係もコミュニケーシ

ョンの不足でしばしばフリクションが生じることがあります。感情的にこじれた

状態の原因が、コミュニケーションの欠如ないし不足によることがあります。 

本学には広報誌としてすでに「青垣」があり学内外に大学にかかわる情報を発信しておりますが、今

回発刊する「広報」は主として学内へ向けての情報の提供を目的としたものです。できるだけ「迅速」

であり「正確」であるよう心がけましょう。 

 

就任のご挨拶「質の高い看護学教育を目指す」 

看護学科長 林みよ子 

平成 29 年 4 月、看護学科長をお引き受けすることになりました。 

平成 25 年 4 月に着任し、ようやく 4 年が経過したところで、このような役目を仰せつかり、身の引

き締まる思いです。できる限りの努力をしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、新体制で臨む今年度、看護学科では、「教員力を高める」という目標に掲げました。開設６年

目を迎えるいま、教育の質・教員の質が問われる時期だと考えるためです。 

教育基本法の第７条において、「大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うととも

に、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の

発展に寄与する」ものであると規定されています。看護系大学にはさらに、変わりゆく環境の中で人々

の健康ニーズが多様化・複雑化する社会で活躍できる質の高い看護職者を育成する役割もあると言えま

す。 

これらを受け、本学では、「専門領域のみならず社会人としての豊かな知識を持ち、真摯に科学する

精神に裏打ちされた医療に関わる専門性の高い技術や研究する能力を備え、人に対する深い愛情と自分

を律する心を持つ人材の育成」を教育上の理念としています。 

私たち看護学科の教員は、このような社会で役立つ人材を育成しなければなりません。この義務を果

たすためには、なにより、教員ひとりひとりが、人として、社会人として、看護職者として、研究者と

して、豊かな人間性と高い教養および高度な専門的知識・技術を備えている必要があると考えます。加

えて、教育には、教職員の協働も不可欠です。特に看護学は、基礎看護学から成人看護学へ、そして、
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老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、地域・在宅看護学へと、学生がそれぞれの専門的

な知識や技術を関連づけながら学習を蓄積できるように教育する必要があることから、大学組織の中で

協調性を持ち、リーダーシップ・メンバーシップを発揮して活動できる力も必要です。 

目標に掲げた「教員力」とは、このような看護系教員に求められる基本的な能力全てを含むものとみ

なしています。教員ひとりひとりが教員力を高める必要性を認識し、その獲得のために継続的に努力

し、それらを活用して教育することで、質の高い教育が実現できるのではないかと考えます。 

今こそ、高い教員力を備えた教員チームで教育していきたいと思います。 

 

就任のご挨拶 

臨床検査学科長 戸田好信 

平成 29 年 1 月 1 日より臨床検査学科長に就任しましたので、ご挨拶を申し上

げます。医療学部では教育・研究が 2 本の重要な柱になり日々力を注いでいると

ころであります。当大学も開学から 6 年目に入り今後、中長期的な観点から学科

運営を考えています。当然のことですが、学生から見たよりよい教育を目指し、

研究が教育にフィードバックされるように心がけていく必要があると考えます。 

臨床検査学科では診療チームの一員としての臨床検査技師教育を行い、臨床検査技師としての実践的

立場を磨くために天理よろづ相談所病院 臨床検査部との連携が重要であり、広く臨床の場で貢献でき

る臨床検査技師を育てていきます。 

演習や実習、そして臨床研究に重きを置いて問題解決能力と探究心を養い応用力のある学生を育て、

さらに、今後、在宅医療、地域医療が医療での重要な位置付けになりますので、地域医療に貢献できる

臨床検査技師の養成を行っています。 

国家試験合格と就職に向けた指導に力を注ぎ、社会に貢献できる人材、大学院進学をはじめとする多

角的な素養を持った人材、我が国の臨床検査を牽引できる人材を世に送り出すことを目指したいと考え

ています。 

KENSA：医療分野で貢献できる人材を育てることを目標としています。 

K：key 重要な人材 E：education 教育出来る人材 N：nurse 看護師（医療チーム）と協調出来

る人材 S：science 科学的思考を持つ人材  A：academic 学究的な考え方が出来る人材 

以上の観点から臨床検査学科長としての責務を果たしていく所存です。医療学部の皆さまには、これ

からもご支援、ご協力を御願いいたします。 
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就任のご挨拶 

臨床検査学科 教授 近藤 明 

平成 24 年に本学に赴任して以来、早くも 5 年が経ちました。 

大学では薬学を学んできた私が、なぜか臨床検査関連の試薬メーカーで

18 年間働いていました。これを切っ掛けに臨床検査という領域に深く

関わるようになりました。会社ではいろいろな経験をさせて頂きました

が、一番の思い出は、心筋梗塞などの動脈硬化のマーカーとして知られ

ている酸化 LDL（正確にはマロンジアルデヒド化 LDL と言います）の

開発に携わることができたことでしょうか。開発には 10 年以上の歳月

を費やしました。この開発の過程で、浜松医科大学より博士号を頂くこ

ともできました。 

会社を退職後は、南デンマーク大学で客員研究員として約 4 年半を過ごしました。そこでは、いわゆ

るプロテオミクスと言われています、臨床検体を用いた質量分析装置による糖たんぱく質の糖鎖構造解

析を行っていました。日本に戻ってきてからも 2 つの研究所にお世話になりましたが、一貫して質量分

析装置を用いた研究に携わってきました。 

臨床検査の領域では、質量分析装置が微生物検査に応用され始めていますが、それ以外の検査領域

で、質量分析装置を今後いったい何に応用したらよいのかを考え続けています。これまでに私が関わっ

てきた研究を振り返ってみますと、酸化 LDL や糖たんぱく質の糖鎖構造解析、そして、現在研究して

います腫瘍マーカーの PIVKA-Ⅱの構造解析のいずれもが、タンパク質の翻訳後修飾に関わるものであ

ったことに気付かされます。こういったタンパク質の翻訳後修飾の研究が、将来の検査と結びついてく

れれば理想的です。 

とは言え、大学の仕事としては研究も重要ですが、教育の方がもっと重要でしょう。本学にお世話に

なる以前は、教育経験が全くありませんでしたので、まずは私がしっかりとした見識を持った上で、学

生を教えられるようにならなければと思っています。特に、医者が何を考えて検査オーダーを出してい

るのかを理解した上で、学生に教えられるようになりたいと思っています。また、私は主に生化学や臨

床化学系の講義や実習を担当していますので、学生には科学的な思考を養ってもらえるように配慮した

教育を心がけています。それによって、学生には「自分の言葉で検査を語ることができる検査技師」に

なってくれることを期待しています。そのための努力は惜しまずに、学生に対峙しているつもりです。

昔、大学生だったころ、学生の間で鬼・仏表というものが出回っていましたが、私はひょっとしたら学

生にとっては鬼かな？と思ったりもしています。 
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就任のご挨拶 

臨床検査学科 教授 堀江 修 

本年４月付きで天理医療大学の教授に昇任しました、

堀江修と申します。私は大阪府寝屋川市生まれですが、

仕事は一貫して兵庫県にて携わって参りました。７年前

の冬、神戸大学医学部保健学科助教室に１本の電話がか

かっては、現天理よろづ相談所病院臨床検査部部長の松

尾収二先生で、「天理で大学を創るからずばり来てくれ

ませんか？」というものでした。松尾先生のご講演は、

技師会や学会関連で何回も拝聴していました。聴き手を松尾先生ワールドに引き込んで離さないユニー

クなご講演内容・講成を、いつかは近くで学んでみたいと思っていた所のお誘いでしたので、一瞬にし

て引き込まれてしまったのは言うまでもありません。天理医学技術学校の先生方や天理市そのものにも

少々馴染みがあり、２年後無事天理医療大学の開学に講師として参加させていただいた次第です。私は

神戸大学保健学科では、たくさんの講義・実習を担当しました。その中でも在籍 14 年間を通じて担当

してきた臨床血液学と寄生虫検査学、とくに学位を取得した臨床血液学（輸血・移植学）が専門です。

最初の８年間は当時臨床血液学の教授であった寮隆吉先生にご指導を仰ぎ、学位をいただきました。後

半の６年間、現神戸大学大学院教授伊藤光宏先生には、学内の実習だけでなくアメリカ血液学会

（ASH）にて成果報告できるまでご指導を受けました。また、寄生虫検査学の宇賀名誉教授（神戸大

学）は、研究や教育への姿勢を最初に教えてくださった先生でした。研究では移植後の反応である

GVHD がメインですが、現在はサーモグラフィ検査でも文科省の助成金が連続して獲得できるほど専門

性が高くなりました。入国審査場のサーモグラフィの精度を上げて熱性感染症の水際対策に貢献する取

組みを行っています。教育の目標は、臨床だけでなく研究もできる臨床検査技師の育成に貢献すること

です。臨床で課題に直面した時、研究の素養は問題解決への大きな力となるはずですし、継続的な探究

心は臨床の仕事をさらに豊かにしてくれるでしょう。研究は、学生時代の醍醐味と称する私は、学生た

ちに研究の楽しさを知ってもらいたいと願っています。大学教員は今年で 20 年目になります。とても

うまくなったのは、どの学生にもさりげなく寄り添えるところだと思っています。それは多くの専門分

野を経験したことで培われた素養と自負しています。諸先生方には今後もなお一層の御指導、御鞭撻を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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就任のご挨拶「一期一会」 

臨床検査学科 教授 小松 方 

本年 4 月に本学臨床検査学科の教授の職を拝命いたしま

した。私の経歴ですが、本学の前身である天理医学技術学

校を卒業し、平成 4 年に天理よろづ相談所病院の臨床検査

技師として配属されました。部署は感染症検査室で 14 年間

勤務しました。この検査室は、臨床医との連携がとても濃

密であり、感染症診断法や抗菌薬療法について多くを学び

ました。平成 18 年からは京都にあります大手検査センターのマネージャーとして 5 年間勤務いたしま

した。ここで勉強したことは、マネージメントのノウハウはもとより、検査室から臨床医への深いアプ

ローチが如何に重要であるかです。検査センターへ検査を依頼する病院は、院内に検査室を持たない施

設がほとんどであり、医師と検査センターの関わり方は前職とは全く異なっていました。そこで、様々

な病院へ赴き、多くの医師と臨床検査データについて話す経験を得、以下に示す私の研究の動機付けに

もなっています。平成 23 年からは本学が開学する 1 年前に大学設立準備室へ着任し現在に至ります。 

私の研究室では、感染症迅速診断法の開発と抗菌薬療法を妨げる抗菌薬耐性菌のメカニズムの解析と

わが国への広がりの調査を主としています。また近隣病院に多くいる同じ志を持つ方々と「近畿耐性菌

研究会」を運営し 20 年近く共同研究を行っています。4 回生の卒業研究ではその研究の一端を実施し

てもらいます。使用する解析技術は MALDI-TOF MS や LC-MS などを用いたプロテオミクス解析、次

世代シークエンサーやクローニング解析などを用いたゲノミクス解析です。コンピュータの前に座って

ゲノムを一個ずつ読んでいく地道な作業もあります。私のモットーは「一期一会」です。人と人との出

会いを大切にし、お互いに人を思いやり、誠心誠意を尽くす。学生教育・研究における私の精神は、本

学の基本精神と共にこの言葉を胸に保っています。 

 

就任のご挨拶 

看護学科（老年看護学領域） 講師 菊本由里 

この度、4 月より講師として就任いたしました、菊本です。本大学に着任

しまして早 3 年目に入りました。専門領域は、老年看護学です。私は、大学

病院で手術室、集中治療室で 10 数年看護師の経験の後、地域包括支援セン

ターで高齢者福祉に携わりました。その後、大学の教員として他大学などの

経験を経て現在に至ります。看護観や研究テーマなどは、今までの経験すべ

てが大きな影響を受けています。患者さんや学生さんから学んだことも多数

あります。研究テーマは、高齢者の方がそれぞれ自分らしくその人にとって



  

8 
 

良い生活を送るためのサポートを基盤としています。認知症ケアや介護予防教室の効果の検証、閉じこ

もり高齢者の支援の検討、ライフストーリーの語りから高齢者を理解することの研究をしております。

高齢者の方々は、多くの経験からの学びを私たちに伝えてくれます。学生さんと一緒に高齢者支援に取

り組んでいきたいと思っております。 

本学は建学の精神である、「人に尽くすことを自らのよろこびとする」を基に、「自律性」と「協働

する力」を育成することを目的としています。その中で、老年看護学は、専門的看護実践力の基礎とな

る、基礎看護学や成人看護学を学んだ後に、各発達段階の特徴を捉え看護実践を学んでいく臨床応用看

護学の中に位置付けられています。 

老年看護学では、人生の先輩である、高齢者の多様性と老いて生きる人々の生活を理解し、その人ら

しく過ごせるよう、個別性・尊厳・QOL を尊重した全人的アプローチをふまえた支援ができる能力を

養います。大学での学びや実習を通して、高齢者の理解を深め、保健・医療・福祉の連携の中での看護

の役割を理解し、各分野の専門家のチームの中で、協働する力を磨いていきます。そして、高齢者がそ

の人らしい生活ができるよう、強み（もてる力）を引き出せる看護実践を学べることをねらいとしてい

ます。そしてその学びを活かせるよう、様々な演習やグループワーク、ディスカッションを通して自身

の考えを深め自律性を養っていけるようにサポートしております。今後看護師の活躍の場は、病院だけ

でなく、高齢者ケア施設や地域、在宅などさらに多様になりますので、学生さんたちが「自律性」、

「協働する力」を持って活躍できる看護師になれるよう尽力していきたいと思います。 

 

就任のご挨拶 

看護学科 講師（小児看護学領域） 

石橋かず代 

今年度から看護学科講師として新たな任に就か

せて頂くことになりました。天理医療大学に着任

してからの 5 年間で培ってきた基盤を大切にしな

がら、更に精進していきたいと思います。 

私の専門は小児看護学です。小児看護学には、

“あらゆる健康レベルの子どもとその家族を対象

とし、各健康レベルに応じた健やかな成長・発達

を支える”という重要な責務があります。しかし、“子ども”とひとくくりに言っても、新生児から思

春期、青年期へとその発達段階は幅広く、まずは子どもの理解を深めることから小児看護学の学習は始

まります。子どもの物事の受け止め方や表現は大人とは異なりますし、あらゆる場面で子どもが発する

サインには子ども独自の表現が隠されています。その子ども独自のサインを理解せずして看護は成り立

ちませんし、理解するためには発達段階の知識が不可欠となります。学内の講義や演習では、理論をベ
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ースとした各発達段階の特徴と子ども特有の疾患や健康問題に関する知識を習得し、臨地実習では、実

際に子どもや家族と関わり、看護を実践していきます。子どもと家族が主体的に健康問題に向きあうた

めの看護実践とは何か、1 人 1 人の学生が体験を通して熟考できるように、皆さんの学習をサポートし

ていきたいと思います。 

研究活動としては、特に子どもから大人へと移行する思春期・青年期の時期の小児がん経験者の健康

教育をテーマとして取り組んでいます。小児がんを経験した子ども達は、病気が治癒したのちも自分の

身体と向き合いつつ、心理・社会的な問題を克服していく必要があります。特に社会人として歩み始め

る時期は、健康問題を抱えやすく、より生活に密着した支援が必要になります。この重要な時期に看護

としてなすべきことを研究活動を通して模索し、社会生活を継続していくための看護に還元できるよう

に今後も取り組んでいきたいと思います。 

子どもと家族を取り巻く社会はめまぐるしく変化しています。学生の皆さんには、4 年間の学習を通

して、本当の意味で子どもの権利を守るとはどういう事か、一人一人の子どもにとっての最善の看護と

は何かを伝えられるように、私自身も学び続けたいと思います。 

就任のご挨拶 

看護学科講師（精神看護学領域）高橋里沙 

本年 4 月より本学の講師の職を拝命いたしました。平成 28 年度に産後 6 週で本学に着任さていただ

き、早 2 年目になりました。1 年目は、怒涛の忙しさの中で記憶のないような 1 年でしたが、精神看護

学分野は、岡本教授の下、國井先生にも加わっていただき、まだまだ大変な状況に変わりはありません

が、新しいことにチャレンジしながら楽しく仕事をさせていただいております。 

私は、国内で 8 年ほど臨床を経験した後、留学に出て、最終的にはタイの大学院を修了して、帰国

後、愛知県の大学に就職しました。初めて、大学という世界で仕事をさせていただき、教育や研究など

本当に多くのことを学ばせていただきました。しかし、実家が関西なので、いつかは関西に戻りたい気

持ちがあり、声をかけていただいたのを機に関西の大学に移り、そして、昨年ご縁があり、本校に移動

させていただきました。 

私はずっと、途上国で医療協活動をしたいと思っていたのですが、大学院で研究というものを学び、

“ああ、こういう協力の仕方もあるのか！”と思い、研究の面白さに気づきました。また、大学での教

育を経験させていただき、自分が教える立場になって気づくこと、学んだこと、そして成長させてもら

っていることがあまりにも多く、とてもやりがいと楽しみを感じています。現在の私の研究拠点地域

は、タイとアフリカです。アフリカと聞いて、精神看護と結びつける人は少ないと思います。感染症な

ど違い、短期間で命に直結しないので、無視され放置されがちですが、開発途上国にも精神疾患をかか

えて生活されている人々は多数います。また、飲酒や薬物関連の問題も多くあります。今は、アフリカ

の農村での飲酒問題の予防的介入を中心に研究しています。最寄の精神科医療施設まで１００km 以上

もあり、これまで誰も飲酒の調査を実施したことがない僻地ですが、とても興味深い地域です。 
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学生には、探求することの面白しろさや研究することの楽しさを伝えたいと思っています。興味のあ

ることにどんどんチャレンジして、臨床現場だけにとらわれることなく、看護師の活躍の場をおおいに

広げもらいたいと願っております。 

まだまだ若輩者ですが、微力ながら本学の教育及び、専門分野の研究と社会貢献に尽力してまいりた

いと思います。今後とも、ご指導ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願いします。 

退任のご挨拶 「共育」～若い人が教えてくれたこと 

天理よろづ相談所病院 臨床検査部長 

（元 臨床検査学科長） 松尾収二 

大学開学準備の 2 年間、そして開学後の 5 年間、この足かけ 7 年間

は私にとって、とても有意義な年月でありました。今年 1 月、大学を

辞し設立母体である天理よろづ相談所病院の臨床検査部長として着任

し約 5 ヶ月、私を変えてくれた大学時代をしみじみ思うこの頃です。 

開学の準備はカリキュラムやシラバスの作成、教員の採用、学内実

習室の整備等多岐にわたり、専任教員の経験がない私にとってとても

大変なことでした。しかし、稲本学部長、屋宜看護学科長、事務の

方々の暖かい援助を頂くとともに、途中から小松先生をはじめとする

先生方にも少しずつ加わって頂き作業が進んでいきました。色々ありましたが、開学の許可が得られた

ときはとても嬉しくほっとしました。 

そして開学、わくわくしながら１期生を迎えましたが、期待に反してやんちゃな学生が多く気を揉み

ました。遅刻する。サボる。おしゃべりする。言うことは聴かない。手を抜く。いつも小言を言って怒

っていたように思います。卒業した今では、その面影はなく冷やかしごととなっていますが、当時は、

ちゃんとした社会人、臨床検査技師になれるのだろうか、とても不安でした。しかし、人は成長すると

いうことを教えてくれたのは彼らでした。3 回生の臨地実習、4 回生の卒業研究、そして就職活動とい

った人と人とのつながりが必要で、否応なく自分と向き合わなければならない諸々のことを経験する中

で徐々に変わっていきました。若者は誰もが成長する資質をもっているということを知りました。 

また彼らは意外にも自分のことを冷静にみているし、将来のことも考えていました。そして、親、家

族を大事に思っている若者が多いことを知りました。恵まれない家庭環境や諸事情により退学した学生

もいましたが、苦労しながら頑張っていた学生も多くいました。今どきの学生は私が考えていた以上に

すばらしい若者でした。彼らの考え方、家庭環境、生い立ち等を知るたびに、私自身の生き様はどうで

あったのか、また私の子供たちに対する教育、しつけがどうであったか考えさせられることもありまし

た。まさに「共育」の時間を過ごした気がしています。 

吉田学長はじめ多くのりっぱな教職員の皆さまとの出会いも宝物となっています。人生において、良

き人との出会いは相手が若い年寄り関係ないことを知りました。開学の準備は社会勉強で、開学後の時
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間は人生勉強であったように思います。これからも関わる多くの人々ともに「共育」ができればと思っ

ています。 

 

退任のご挨拶 

元 臨床検査学科 助手 川邉美智子 

臨床検査学科の助手として 3 年間お世話になりました、川邊美智子で

す。この度、出産に伴い退職させて頂くことになりました。 

3 年間という短い間でしたが、天理医学技術学校の卒業生である私にと

って、母校の発展形である大学で働くことができたのはこの上なく幸せな

事でした。教員経験ゼロからのスタートでしたが、現場で携わっていた血

液学をはじめ、情報科学や微生物学など様々な分野の授業に関わることが

でき、大変勉強になりました。また、自身の研究についても多くの先生方

から指導やアドバイスを頂き、本当に感謝しております。 

医療系の大学は全国にありますが、天理医療大学では技術や知識だけでなく、感謝や思いやりの心を

もった学生が沢山いるところが自慢です。卒業後も、「人に尽くすことを自らのよろこびとする」とい

う精神を忘れず、育ち活躍してくれる事を期待しています。 

私はと言いますと、未知の生物（生後 1 ヶ月の娘）を前に毎日格闘しています。何一つ思い通りにい

きませんが、それもまた貴重な経験であり、娘とともに 1 日 1 日少しずつ成長していけたらと思いま

す。これからもずっと天理におりますので、見かけた際は声をかけて頂けると嬉しいです。3 年間本当

にありがとうございました。 

 

新任のご挨拶 

医療教育・研究センター 教授 都築英明 

医療教育・研究センター所属の都築英明と申します。専門は環境分析化学で

す。物理、化学、環境と暮らし、保健統計などの科目を担当します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

山口県に生まれましたが、広島県の高校進学で親元を離れて以来、根無し草

となっています。大学は理学部に進み、ゆっくりと修士課程で基礎科学を勉強

したのち、京都府の保健衛生、環境関連の研究所に就職しました。ここでは、

食品衛生法や環境基本法などに基づいて機器分析を担当しました。 
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分析技術は生活環境の向上に伴って、求められる精度や感度が飛躍的に高くなってきました。これは

主に分析機器の進歩によるところが大きいのですが、スイッチ一つで答えが出てしまう危険も増加し、

測定結果の信頼性を保証することが分析技術者に求められるようになりました。これには統計的なアプ

ローチが必須ですから、学生時代に好きではなかった統計学が、やっててよかった統計学になりまし

た。 

１０年ほど前に大学教員の道に進むことになり、基礎科学を教えながら IT を利用した教育の導入に

携わってきました。e ラーニングの普及と大学連携が進められた時期に当たりましたので、京都府の大

学間単位互換を e ラーニングにより実現するシステム構築にかかわることができ、教育手法の世界に足

を踏み入れるきっかけになりました。教育については、学習デザインに留意しながら、多様な学生さん

に対応できるように学習の選択肢を増やすことを意識しています。 

振り返りますとあらためて基礎学力の大切さを感じます。困ったときに力になるのは自分の力、現状

を打開する力です。多くの情報が行き交う中、何が必要か、何が有用か、を判断するには確かな知識が

元になります。大学基礎教育の中で教養学習の面白さを伝えていきたいと思います。 

 

新任のご挨拶 

臨床検査学科 教授 増谷 弘 

2017 年 4 月より天理医療大学に着任致しました。新任のご挨拶を申

し上げます。天理市は、住んでみまして、大変穏やかな平和を実現し

ている特別な地であると改めて感じました。また、天理医療大学は開

学からまだ年浅くフレッシュで、教員も職員も皆、誠実で熱意がある

と強く印象を持ちました。一方、天理医療大学では、前身校からの伝

統が受け継がれ、また、新装成った外来棟、病棟を持つ天理よろづ相

談所病院の支えもあり、既にしっかりとした体制が構築されていると

思います。天理医療大学は、大変仕事のしやすい恵まれた環境だと思います。私は、3 年間の京大病

院、大津日赤病院での内科医としての研修、京都大学医学研究科の博士課程を経て、これまで京都大学

ウイルス研究所（昨年統合され、ウイルス・再生医科学研究所となりました。）で研究を行って参りま

した。天理医療大学では、医学のバックグラウンドを生かして、体のしくみと疾病の成り立ち（感染

症、免疫、代謝、血液、消化器）の講義など 1、2 年生の医学に関する共通基礎教育を担当していま

す。また、来年度からは検査学科の講義、卒業研究などの担当も増える予定です。学生の皆さんには、

医療人として最低限必要で重要な基礎知識を理解・習得してもらえるような教育を行ってゆきたいと考

えています。同時に、意欲のある学生さんには、医療、医学、科学に興味を持って将来自ら展開してい

けるようなきっかけを出来るだけ作ってもらえるようにしたいと考えています。さらに、天理医療大学

では研究の施設も十分備わっており、前任地で行ってきたチオレドキシン結合蛋白質(thioredoxin 
interacting protein; Txnip)による癌抑制と代謝制御の分子機構の研究や、チオレドキシン(thioredoxin)
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を中心としたレドックス（酸化・還元）シグナリングと酸化ストレス防御の医学の研究を行っておりま

す。今後、これらの研究による新たなイノベーションにより、医学医療に貢献して行きたいと考えてい

ます。また、諸先生方と積極的に共同研究を行って参りたいと希望しております。諸事不慣れで、甚だ

微力ではございますが、天理医療大学の発展に貢献して行きたいので、皆様の一層のご指導、ご鞭撻の

ほど宜しくお願い申し上げます。 

 

新任のご挨拶「天理医療大学での看護の実践知の教育」 

看護学科 講師 齋藤洋子 

4 月に入職して 2 カ月がたちました。4 月は 1 年生を対象とした基礎看護学を中心に、5 月は 3 年生

を対象とした成人慢性期看護学実習で天理病院での実習指導を担当させていただき、早くも天理医療大

学の伝統ある看護学教育に触れる機会を与えられました。 

大学からの帰宅時、真っ赤な夕日に赤く染まってしまいそうな時があります。また、大学の周囲を歩

くと里山のような風景と自然が残っていて、自然のエネルギーが生命力に働きかけてくる感覚を呼び覚

まされます。4 月に天理教の本殿近くにレクリェーションに誘って頂いた折、桜や春の花が咲き乱れ、

まるで桃源郷のようでした。ナイチンゲールの看護の本質「自然が働きかけ生命力高める」ことを日常

的に実感する自然豊かな地であると感じます。 

また、帰宅時駅への道を急いでいると詰所や母屋から拍子木の音とともに合唱が聞こえてきます。ヨ

ーロッパの街で聞いた教会の鐘の音や讃美歌の響きに似ています。呼吸や波の満ち引きのようにゆった

りとしたリズムで何だか気持ちが落ち着いていきます。天理教の聖地であり信仰と教会が人々の暮らし

の中に息づいている街にある本学は、時代や歴史とともに変革しながら「人に尽くすことを自らの喜び

とする看護者」の育成に力を注いで今日に至っていることが理解できます。またホスピタリティの精神

がケアリングの理論や研究方法に結びついた質の高い臨床教育の場が完備されていると感じます。 

学長先生や、学部長先生、理事の先生方、学科の先生方の本学の運営や学生の教育に対する方針や情

熱に対して、その一端を担うものとしてどのように務めていけば良いか、またその技能を高めていける

か模索する日々です。本学の学風は、自由、平等、対話であり、フランス革命にまでさかのぼることを

知りました。諸先生方をモデルとして徳を磨き、学生が自ら学ぶ喜びを感じられるようなかかわりがで

きたらいいなと思っています。 

看護学教育の変革が迫られている中、これまでの経験と新たな知見を創造的に融合し、教育方法の開

発や実践知の教育をどのように行っていけるか探求していきたいと考えます。天理医療大学における教

員としては新人で、研究者としての経験も浅いためどうかよろしくお願いいたします。素直で愛らしく

熱心に探求する本学の学生の皆さんの学びをどのようにサポートしていけるかとても楽しみにしていま

す。 
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新任のご挨拶「Your dreams can come true!!」 

臨床検査学科 講師 中村彰宏 

 私は天理医療大学前身の天理医学技術学校を卒業後、天理よろ

づ相談所病院臨床検査部に所属し、１４年間にわたって主に感染

症検査および尿一般検査に従事してきました。その間、日常検査

の傍らで臨床目線を意識した様々な研究を実施してきました。感

染症検査では主に遺伝子検査を用いた各種感染症原因細菌迅速検

出法の確立や腸内細菌科細菌における薬剤耐性菌の分子疫学的解

析、尿一般検査では主に多変量解析を用いた尿一般検査付加価値

情報（細菌形態情報の提供や円柱出現ロジックの構築など）に関

する研究などを進めてきました。これらの研究を通して、尊敬す

る恩師の先生方に様々なご指導いただきました。この出会いは現在でもかけがえのないものとなってい

ます。現在は、これら過去の研究で培った知識および技術を活かして、プロテオミクスおよびゲノミク

ス解析手法を用いて薬剤耐性腸内細菌科細菌の世界的パンデミッククローンの研究を実施しています。 

 今年４月から臨床検査学科講師として着任させていただきましたが、自身大変充実した日々を過ごさ

せて頂いております。主な科目担当は微生物検査学、医動物検査学、尿一般検査学などですが、４回生

では卒業研究も担当しています。大学は教育機関であり、研究機関でもあります。学生の皆さんが楽し

く医学を学び、研究し、そして人間性溢れる医療人また医療よふぼくに育ってくれることを心より願っ

ております。そのためには努力を惜しんではいけません！学生のスケジュールを確認してみると、かな

りのハードワークな日々が想像されますが、努力は必ず報われます！ 

All your dreams can come true if you have the courage to pursue them.  By Walt Disney 

皆さんの夢を一緒に実現させましょう！！  

 

新任のご挨拶 

医療教育・研究センター 助教 山本佳世子 

 4 月より、医療教育・研究センターの助教に着任いたしました、山本佳世子

と申します。死生学、中でもグリーフケア、スピリチュアルケア、生命倫理、

「生と死の教育」を専門としています。学問的背景は宗教学です。 

 本校に赴任する前は、上智大学グリーフケア研究所に（前身の聖トマス大学

から含めて）7 年間研究員としてつとめ、昨年度は神戸にある「人と防災未来

センター」で研究員をしておりました。グリーフケアとスピリチュアルケアの

欧州微生物学会(Vienna)からの帰り道 
ベートーベンハウスにおいて 
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研究に携わる一方で、スピリチュアルケアの人材養成に携わり、臨床としては堺市立総合医療センター

（前・堺市民病院）でスピリチュアルケア専門ボランティアとして 10 年にわたり活動しています。日

本スピリチュアルケア学会でのスピリチュアルケアに関する資格の創設と整備にも携わってきました。 

 いかに医療が進歩しても、人として「死」を免れることはできないところにおいて、一方で医療が進

歩したからこそ向き合わなければならないこととして、「どう生き、どう死ぬか」を問うていくことを

課題としています。各人の死生観、人生観、宗教観が問われるものであり、対話を通してこそ深められ

ていくものです。これまでは卒後教育という形で、医療や福祉といった対人援助職の方と対話を続けて

きましたが、学生のときから、向き合っていくべき課題と考え、学生とともに、対話を深めていくこと

ができたらと思います。 

 天理よろづ相談所病院では、事情部の講師の方々が患者・家族が「どう生き、どう死ぬか」という問

題に向き合っていくことを支えてこられたことと思います。そうした歴史のある本学に着任できたこと

を嬉しく思っています。 

 ちなみに、プライベートでは 3 歳と 6 歳の男の子の母親です。育児を通して、「生きること」の深さ

や豊かさに、これまでとは違った視点で気付かされる日々です。奈良市内に居住していますので、昨年

は片道 2 時間以上かけて神戸まで通い、その前も 1 時間半かけて梅田まで通っていました。本学に着任

し、車で 20 分で通勤できることも非常に嬉しいことです。奈良に住むようになって 8 年目です。家庭

も仕事も、腰を据えてじっくりと取り組んでいけたらと思います。 

 

新任の挨拶 

看護学科 助教 吉村 牧子 

平成 29 年 4 月に着任いたしました、看護学科助教の吉村牧子です。 

私は大阪で生まれ育ち、滋賀県にある大学を卒業後、滋賀県内で保健師と

して就職しました。結婚・出産を経て、家族とともに大阪に戻り、大阪で地

域包括支援センターの保健師として働いたのち、縁あって前任校で老年看護

学の教員として教育の道に入りました。そして、今年、また縁あってこの天

理医療大学で働かせていただくこととなりました。1 児の母で、ピアノ演奏

や写真撮影、ドライブなど色々なことに興味を示し楽しもうとする性格で

す。奈良県には、子どもの頃に遠足や家族のドライブで連れてきてもらったり、友人と天理のラーメン

を食べに来たりしたことがあるくらいで、今まではお出かけで行く場所というイメージでしたので、4
月から毎日通っているのが不思議な気持ちです。奈良県は歴史豊かで魅力的な場所がたくさんあります

ので、通勤も楽しみたいと思っています。 

天理医療大学に来て、こちらの学生はとても明るく快活で素直だと感じました。また、先生方にも親

切にお声がけいただき、充実した毎日を送ることができています。これからこの大学で学生が自らの良
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さを活かし、たくさんのことを学び取りたいと思えるようサポートすることができる教員に成長するべ

く努力したいと思います。学生には、看護の勉強はもちろんのこと、たくさんの経験を通して感性を磨

き、豊かな人間性を持った魅力ある医療職に成長してもらいたいと願っています。そのためには、自分

自身も感性を磨くことや、自分の今まで経験してきたことやそこから得た学び、自分の看護観・人生観

などを学生に伝えることが必要ではないかと考えています。そこから学生が多くのことに興味関心をも

って、少しでも得るものがあれば、学生の成長につながるのではないかと思います。「人に尽くすこと

を自らの喜びとする」医療職を育成するために、多くの人に興味を持ち、その人たちに思いやりや慈し

みをもってかかわることのできる人間性を磨くサポートをしたいと考えています。まだまだ未熟で不慣

れな点や至らない点があるかと存じますが、どうぞご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。 

 

新任のご挨拶 

看護学科 助手 森 知美 

このたび、4 月より看護学科教員として着任いたしました。この天理の地

は、私の父のふるさとであり、私も幼少のころよりなじみの深い所です。天

理駅前のアーケイドも様変わりはしましたが、なつかしく時々歩きたくなる

ところです。通勤は電車でしています。天理駅から、天理医療大学までの道

のりは、最初はとても遠く感じましたが、時々会う学生さんたちと挨拶を交

わしながら、気持ちよく歩いていて近く感じるようになってきました。 

私は、看護専門学校を卒業してから昨年の 3 月まで、臨床で看護師として仕事をしてきました。その

間は、結婚・出産を経験しましたが、本気で仕事を辞めたいと考えたことはありませんでした。しか

し、数年前に病気を経験したこと、子供達の成長をもっと楽しみたいこと、夫の両親や私の両親の力に

なりたいなどの理由から退職しました。 

退職してからの私の役割はそれほど多くなく、私が考えていたよりみんなそれぞれ自分のことを自分

たちで出来ていて、特に両親は私に迷惑をかけないようにと自分たちの暮らしを過ごしてくれていまし

た。そのような理由から、少し働いてみようと昨年の 9 月より天理医療大学で非常勤として実習担当教

員をさせていただくことになりました。 

これまで臨床で、実習指導や新人教育に携わり、「人ってこんなに成長するんだ」と感じる瞬間は自

分のよろこびでもありました。特に臨床実習では、患者さんとの出会いから、2 週間足らずで学生たち

の成長を大きく感じます。初めは「私に何ができるのか」と戸惑いながらも、患者さんの体に起こって

いる病気について、患者さんの心について、また家族や仕事などの背景について・・・と理解を重ね、

必死に自分の出来ることを考え抜いた時は、涙して実習を終了したこともありました。 

臨床から離れると、看護の実践ができなくなると、仕事辞めたことを後悔しましたが、看護大学とい

う環境は、看護の探求を思う存分できるところだと知ることができました。これまでの自分の看護実践

の経験を振り返りながら、これから自分の研究テーマを明確にしたいと考えています。 
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この 4 月から看護大学教員としていちからのスタートです。学生のみなさの成長を支えながら、わた

しも一緒に大学教員として成長していきたいと考えています。まだまだ不慣れなところが多く、ご迷惑

もおかけしておりますがどうぞよろしくお願いいたします。 

 

新任のご挨拶 

臨床検査学科 助手 大野 歩 

四月より、助手として着任いたしました大野 歩（おおの あゆみ）と

申します。 

私は中学生の頃から“人の為になる仕事、人と接する仕事がしたい”と

将来の仕事について考えるようになりました。“臨床検査技師”という職

業について考え始めたのは高校二年生の時です。しかし、当時の私の臨床

検査技師に対するイメージは、“顕微鏡を覗いたり、機械を扱ったりする

仕事”といった曖昧なものであり、実際に臨床検査技師がどんな仕事をす

るのかをほとんど知りませんでした。そんな時、臨床検査技師として働いている叔父に、「臨床検査技

師って人と接することもあるの？」と尋ねると、「患者さんを相手に行う生体検査は、毎日患者さんと

接する仕事だよ」と教えていただき、より興味を持つようになりました。臨床検査技師になれば、“私

がずっと思っていた人の為になる仕事、人と接する仕事が出来る！”と思い、臨床検査技師になること

を決心しました。 

そして高校卒業後、天理医療大学の前進である天理医学技術学校に入学することになりました。そこ

では同じ目標を持つ仲間や熱心に指導してくださる先生方との出会いがありました。学生生活ではレポ

ートや試験に終われる日々で挫けそうになったとき、思うように結果が出なくて涙した日もありました

が、共に頑張る仲間や親切に指導してくださる先生のおかげで、乗り切ることが出来ました。そして国

家試験ではクラス全員で合格することができました。今でも専門学生時代の同期に会うと元気をもらえ

笑顔になれます。今の私がいるのは間違いなく専門学生時代の仲間や熱心に指導してくださった先生方

のおかげです。 

天理医学技術学校卒業後、臨床検査技師として天理よろづ相談所病院で四年間勤務しました。病院で

は超音波検査と心電図検査に携わっており、念願であった生体検査をさせていただいています。検査を

していてとても心に残っている出来事があります。検査前とても不機嫌だった 70 代くらいの女性の患

者さんが、検査後には笑顔で私の手を握り、「名前を覚えておくね。お会いできて良かったわ。また次

の検査のときお会いできるかしら。」と言ってくださったことがありました。このとき、この仕事をし

て良かったと心から思うと同時に患者さんの気持ちを全て理解することは難しいけれど患者さんの想い

に添える技師になりたいと思いました。 
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病院での経験を生かし、これから社会へ出る学生に伝えたい思う事は、『人と人との関わり』、『笑

顔』、『思いやり』です。これは医療従事者としてだけでなく、社会人として大切なことだなと私が

日々意識していることでもあります。 

これから教育に研究に精一杯頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

新任のご挨拶「今日も生涯の一日なり」 

臨床検査学科 助手 野口延由 

私は、本学の前身である天理医学技術学校を卒業し、平成 26 年度よ

り天理よろづ相談所病院の臨床検査技師としてお世話になってまいりま

した。まだまだ社会人としても研究者としても経験が浅く勉学に励む

日々が続いております。 

天理よろづ相談所病院ではメインとして一般検査を行っておりまし

た。一般検査では、主に尿・便という材料(検体)を調べております。特

に、尿は体の状態を広く反映し、かつ痛みを伴わずに採取できるため、

繰り返し何度も行なえるという利点を備えております。この部署で学生

時代よりお世話になっている指導者と同じ職場で働く機会を得て、学会発表を行ったり講師として話す

機会を頂いたりと様々な経験をすることができました。また総合検査室の検査システム移行の際には、

一般検査室の代表者として会議やシステム講習会に参加させていただき、より早く臨床の現場に結果を

返すこと、より使いやすいシステムを構築することを心掛けて試行錯誤を繰り返し、以前より格段に良

いシステムが出来上がったと思います。 

そして本年度の春より、天理医療大学に出向という形で就任することになりました。教育に関して

は、数回の学内実習としての経験はあるものの素人であり、また出向期間中に自身のスキルアップとし

て学士、修士、博士の取得というテーマもあります。社会人となってからもこのような機会を与えてい

ただき、大変ありがたい立場であることに感謝しております。 

大学での業務は病院でのルーチン業務と全く異なり、毎日業務内容は変わっていき、当初は目まぐる

しい変化に付いていくのが精一杯でした。また、研究においても次世代シーケンサーを用いたゲノミク

ス解析を行なっており、コンピュータを用いてゲノムを一個ずつ読む地道な作業となります。解析方法

が明確化されておらず、まずは解析方法の確立からと壮大な研究となっております。 

4 年間の大学生活では沢山の出会いがあり、これからの人生でも特に重要な時期になると思います。

一日一日を精一杯努力して頑張り、学生においても、私自身においても有意義な日々にしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 
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新任のご挨拶「自己の成長をもたらす看護を学ぶ」―子どもたちとの笑顔の再会から― 

看護学科 特任教授 秦るみこ 

4 月より着任し、臨床応用看護学の小児看護を担当しております。 

臨床経験は約 10 年、東京での小児の循環器病棟に始まり大阪の母校の病

院での小児病棟、そして周産期病棟のナースリー（NSY）部門の看護師長で

終わります。そして臨床現場での体験は教育に関心を持つことになり、小児

看護学と基礎看護学を担当してきました。 

振り返りますと、学生時代の臨床現場での体験は、看護に取り組まれてい

る現場にチームの一員として仲間に入れて頂くことができ、こんなところで

働きたいなあと感じたのがきっかけとなって今に至っております。 

病気になった子どもたちの力弱く泣く声、苦しそうにこちらをみる瞳、傍に付き添うお母さまの辛そ

うなお顔に、心が痛みました。しかし、同時に病気が回復し、お母さんやお父さん方に連れられて元気

に歩いて帰る後ろ姿、また退院後何か月か過ぎたころ、外来からお母さんに手を引いてもらって、ナー

スステーションを訪ねてきた子どもたちとの笑顔の再会は、多くの喜びと慰めとなって私たちにもたら

されました。その場に居合わせた病棟チーム全体で、さあまた頑張ろうねっ、と声を掛け合ったことが

忘れられません。 

教育現場での体験は上司から𠮟𠮟責を受けたことに始まりました。新米の私はなんと愚かなことをして

しまったのだろうと、学生と一緒に並んで叱られました。上司は後で私に、立ち位置が違うと一言、告

げられました。つまり叱られた学生たちに、叱られたことをどう受け止めたのか、叱られた一人ひとり

を支援する立場にあったと気づいて欲しいという教えでした。以来、教育に悩んでいた私は、もっと教

育を学びたいという思いに変わりました。 

しかし、日々振り返る間もなく生じる臨床現場での教育問題は、次第に増していきました。 

保育をはじめ初等・中等教育など教員の仲間の方々と学び始めた中では、それぞれの持つ悩みは、教

育の困難さとして共通していることがわかり、さらに学びたい思いを強くしました。 

このように、臨床現場や教育現場での多くの人々から得られた貴重な体験からの学びは、次の課題に

取り組むパワーとなって変化しました。 

ところで、現代のような毎日多くの情報に溢れ、目まぐるしい状況変化は、多くの大人にとってもス

トレスフルであり、うたれ弱いともいわれる若い方々にとっては、人の命を預かる医療現場は過分に重

いのではないかと危惧もしています。 

そこで、これから学ぶ学生の皆様には、学生時代の看護の学びは、辛く苦しかったけれども充実して

楽しかったという笑顔と、臨床現場での病児のケアによってもたらされる喜びの一粒が、皆様自身の成

長の糧となり、自ら学び続けて頂けるパワーとなるような支援をさせて頂きたいと思っています。 
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「最後に、本学は二上の山や山野辺の道など歴史に深い関わりと青い空と緑豊かな自然に恵まれた地

にあって、街で行き交う方々の穏やかな様子も、カイザースベルト（ナイチンゲールが学んだ地）の街

に似た心落ち着く場でもあります。このような環境にある本学の研究室に迎えて頂き感謝いたします」 

 

新任のご挨拶 

看護学科 特任教授 佐竹幸美 

今年、４月に天理医療大学に就職しました。 

専門は地域・在宅看護領域です。私が訪問看護に興味を持ったのは、３０年前に腎臓がんで父を在宅

で看取った経験でした。その時代は病院での最後を迎える人が大半を占め、訪問看護ステーションもな

い田舎で在宅ターミナルを選択するのは勇気のいるものでしたが、余命少ない父の「生活の質」を最優

先に考えた家族の結論でした。 

その体験から１年後、私は看護教員を辞め訪問看護の仕事に迷わず飛び込みました。訪問看護師とし

て出会ったターミナルの療養者や家族の看護の経験は、自分自身の看護スキルや看護観、人間性をも深

く考える機会となりました。その頃、高齢者の増加は大きな社会問題であり施設看護から在宅看護へ方

向転換が求められる時代でした。また、看護教育では在宅看護論の領域が独立し、先輩の勧めで在宅看

護の経験を学生達に伝えたいと復帰して１０年の歳月が過ぎ現在に至ります。 

 学生の皆さんへ 

少しでも地域看護の魅力を伝えて、療養者と家族を支援できる後継者が育つよう応援したいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

天理医療大学リトリート 2017 開催 
2017 年 2 月 28 日(火）FD ワークショップ・リトリート・Education lunch の 3 構成で、2016 年度

第 2 回天理医療大学リトリート FD Day が開催されました。（参加者 43 名） 

FD ワークショップでは「本学教育の発展に向けて」をテーマに、吉田修学長、「行政と大学におけ

るコメディカル教育の経験から」明治国際医療大学 元看護学部長 都築英明先生、「本学の新しいカリ

キュラムについて」稲本俊 医療学部長よりご講演がありました。 

リトリート研究講演会 Sciencereport2017「酸化ストレス防御の医学と癌抑制・糖尿病研究への展

開」京都大学 ウイルス・再生医科学研究所 生命システム研究部門 発癌機構分野 准教授 増谷 弘 先
生よりご講演があり、各々の講演後、活発な意見交換がありました。 
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 Education lunch では、poster viewing しながら、美味しいパン、ピザ等を食しながらの、和やか

な交流の場となりました。 

リトリート poster session では、1.治療・検査解析 session7 演題、2.地域・海外医療 session5 演題、

3.看護教育 session 6 演題、4.看護実践 session6 演題が発表され、研究における意欲促進と、skill up
のための機会となりました。 
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平成 28 年度卒業式 
2017 年 3 月 12 日（日）10：00 から講堂において、卒業式が挙行され、臨床検査学科 29 名、看護学

科 73 名、合計 102 名の学生が卒業しました。多数の保護者、ご来賓の方々のご列席を賜り、学位記が

授与されました。また、式典の中で、各賞の表彰も行われました。それぞれ、公益財団法人天理よろづ

相談所理事長賞、看護学科 中森千恵子さん、学長賞、看護学科学 中森千栄子さん、臨床検査学科 

小阪慎さん、日本私立看護系大学協会会長賞 宮里桃子さんが、受賞されました。おめでとうございま

す。 

卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。 

今後のご活躍を心からお祈り申し上げます。 
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平成 29 年度入学式 
春の穏やかな日差しの中、臨床検査学科 28 人、看護学科 81 人の合計 109 人を迎えて、平成 29 年度

の天理医療大学入学式が、4 月 3 日（月）午前 10 時から講堂で行われました。 

保護者、来賓の方々が見守る中、開式のことば、遥拝、よろづよ八首奉唱、宣示の後、学長式辞、理

事長挨拶、よろづ相談所理事長挨拶、新入生代表による宣誓、全員で学歌を斉唱して入学式は終了しま

した。 
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「立教 180 年教祖誕生祭」参列 
4 月 18 日、「教祖誕生祭」が天理教教会本部神殿と教祖殿において執り行われました。本学におき

ましては天理管内の学生一同とともに、ご本部中庭において教職員 50 余名が参列いたしました。祭典

前には管内学校の吹奏楽の演奏に合わせ、一同で「教祖御誕生祝歌」を教祖ご誕生のお祝いを込めて合

唱いたしました。引き続き、真柱様を祭主に「かぐらづとめ・てをどり」が執り行われ、全員で「みか

ぐらうた」を唱和させていただきました。 

関連ホームページ：http://www.tenrikyo.or.jp/yoboku/news/2017/04/19/24462/ 

   
 

「天理医療大学開学 5 周年記念講演会」開催 
平成 29 年 5 月 13 日土曜日、本学の開学 5 周年

記念講演会が開催されました。 

当日は本学の学生・教職員、天理よろづ相談所

病院・関係機関の方々と多くの方が参加されまし

た。 

本学学長の吉田先生の基調講演「天理医療大学

の歩み」では、天理よろづ相談所病院設立から本

学設立までの歴史についてや大学教育の在り方に

ついて、天理医療大学の教育についてお話しいた

だきました。本学の建学の精神である「人に尽くすことを自らの喜びとする」ということは、天理教の

信条教育を基調としていますがアインシュタインやナイチンゲールなど多くの偉大な先人も同様のこと

を述べています。人に尽くすことは自らの価値であり喜びであることを再認識することができました。

また、本学のこれからの歩みの目標の 1 つとして、「自由で明るい学風の中、希望を語り誠実を胸に刻

む日々を過ごす」ことを挙げられました。この講演を通して、私たち教員は、それを達成するべく、学

生にたくさんの希望を語ることや学生自らその語りを聞きたいと思えるようなかかわりをしていかなけ

ればならないと感じました。 

http://www.tenrikyo.or.jp/yoboku/news/2017/04/19/24462/
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5 周年記念講演は京都大学大学院医学研究科長・医学部長の上本伸二先生より、「外科医の育成・教

育と地域医療は両立するか」というテーマでお話しいただきました。人口当たりの医師数は先進国に比

べて日本は少ないこと、女性医師は増加しているがサポートシステムがまだ整備されていないこと、外

科医の勤務状況が非常に過酷であることなど現在の医師の現状を統計に基づいてご説明いただき、その

中でも外科医のモチベーションは高く、手術や研究に熱意のある医師が多いのだと話されました。より

高度な卒後教育を望む医師が多い中、初期研修制度により医師の需給バランスが崩れ地域医療が崩壊に

向かうことを打破するための、京都大学外科交流センターの取り組みが紹介されました。外科医の育

成・教育と地域医療の両立のためには、大学の努力と地域のマグネットホスピタルが成功因子になると

のことでした。 

 

 

2017 年オープンキャンパス開催 
2017 年 6 月 17 日（土）に第 1 回オープンキャンパスを開催しました。 

当日は好天に恵まれ、入学希望者、保護者合わせて 100 名近くの参加がありました。 

体験学習や学内案内では、下宿や学校生活などのアドバイスもあり、18 名のボランティア学生による

誘導や説明が大変好評でした。体験学習の内容は以下の通りです。 

＜看護学科＞ 

・手洗いの大切さを学びましょう 

・赤ちゃんに触れてみよう 

・妊婦さんの体験をしよう 

・昨日何をどれだけ食べましたか 

・訪問看護の時間です 

・マインドフルネスとリラクゼーションストレスを緩和して集中力を高めましょう 

・老年看護学の学び紹介 
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＜臨床検査学科＞ 

日常の中の糖尿病 

＜医療教育・研究センター＞ 

医療実践基礎実習の様子の展示 

＜大学生活展示＞ 

・海外研修の様子・看護学科宣誓式・サークル活動・ボランティア活動等展示コーナー 

関連ホームページ：http://www.tenriyorozu-u.ac.jp/examination/open_campus 

 

http://www.tenriyorozu-u.ac.jp/examination/open_campus
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天理医療大学 2016 年度卒業生 進路調査結果 
天理医療大学 2 期生の進路は以下のとおりである。 

１）看護学科 

卒業生 73 名中、天理よろづ相談所病院には 67 名（92％）が就職した。（アルバイト採用 2 名含

む）他の医療機関には、京都府立医科大学附属病院、北野病院、進学者は、白鳳短期大学助産学専

攻 1 名、国立病院機構京都医療センター附属京都看護助産学校 1 名、その他 2 名であった。 

２）臨床検査学科 

卒業生 29 名中、天理よろづ相談所病院には 9 名（31％）が就職した。他の医療機関には、奈良県

立医科大学附属病院 1 名、京都大学医学部附属病院 1 名、関西医科大学附属病院 1 名、関西電力病

院 1 名、湘南鎌倉病院 1 名、中井記念病院 1 名、八尾総合病院 1 名、中野こども病院 1 名、三重ハ

ートセンター1 名、京都山城総合医療センター1 名、大阪府立病院機構 1 名、高井病院 1 名、むつ

総合病院 1 名、民間企業ファルコバイオシステムズ 1 名、メディック 1 名、進学者は、奈良先端科

学技術大学院大学 1 名、神戸大学大学院 1 名、その他 2 名であった。 
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年歴（2017 年 3 月～9 月） 
  

月 日 行事 
3.12 卒業式 
3.27 看護師国家試験合格発表 
3.29 臨床検査技師国家試験合格発表 
4.1 創立記念日 
4.3 入学式 
4.18 天理教教祖誕生祭 
5.13 第 6 回 公開講演会 大学開学 5 周年 
6.17 オープンキャンパス 
7.18～7.25 前期定期試験 
7.26～8.4 天理教こどもおぢばがえり 
7.29 オープンキャンパス 
8.21 第１回天理医療大学リトリート 2017 
8.26 オープンキャンパス 
9.30 看護学科宣誓式 

 

 

編集後記 
 天理医療大学広報 No1. 2017 が発刊の運びとなりました。 

広報の位置づけとして、主に学内向けに人事異動や学内行事の出来事をまとめ、大学の発展に役立てて

いきたいと考えています。広報誌の内容が充実するということは医療学部の教育・研究活動が充実して

いることですので、教職員、学生を始め、過去在籍された方、卒業生、よろづ相談所病院の皆様から是

非とも多くのご意見をいただき身近で有用な情報発信をしたいと考えています。今後、年に 1 から 2 回

発行し、次号も読みたくなる内容となることを期待して編集後記といたします。（戸田好信） 

広報 URL：http://www.tenriyorozu-u.ac.jp/ 

http://www.tenriyorozu-u.ac.jp/
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