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就任のご挨拶 

看護学科（広域発展看護学領域）講師 高橋 晶 

本年 4 月より本学の講師の職を拝命いたしました。看護を学ぶため、4 年間は奈良県を離れましが、

それまでと、それ以後は奈良県に身を置いています。本学に着任して 3 年目に入り、講義や臨地実習で

は、学生さんとともに看護を考える時間を大切に、日々過ごしています。また、少しずつではあります

が、天理の街を元気にするプロジェクトチームに参加し、天理市に在住、在勤されている方々と、それ

ぞれの専門性を活かした活動を行っています。 

私は、地域・在宅看護学を専門としています。地域で

療養生活を送っておられる方とその家族の看護ももちろ

んですが、その地域で生活されている全ての方の、生活

上の課題に対する看護の視点での支援もこの領域の特徴

であるため、地域の方々の声を直に伺える活動をこれか

らも続け、微力ではありますが地域に貢献したいと考え

ています。 

教育者としてはまだまだ足りないところが多いです

が、今後ともご指導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 (老年看護学領域) 准教授 川喜田恵美 

4 月に着任しました川喜田恵美です。 

看護学の中では老年看護学を専門としてこれまでは臨床（病院や介護施設など）と教育を交互にやっ

てきました。 

趣味や長く続けてやっていることは特にありませんが、これまで住んでいた神戸では、劇団四季など

のミュージカルや宝塚などの舞台の観劇、自主映画などを取り扱っている映画館に行って、その後三宮

の街を散歩することが好きでした。しかし実家の父が介護を要する状態になってからは、週末はできる

だけ三重に帰って、主たる介護者の母の話を聞いたり、父のことを世話する傍ら、愛犬（柴犬と紀州

犬）の散歩をしたり、構ったりすることで、気持ちが癒されたり、また週明けから頑張る力をもらって

います。 

私が学生の皆さんにお伝えしたいのは、学業とともに社会や自

分の周りで起こることにも興味を持ち、失敗を恐れずに様々なこ

とを経験し、自立してやっていける逞しさや何事も楽しみながら

日々過ごしていくことができる力を身に付けてもらえたらと思い

ます。 

 
朝 5 時から散歩とご飯を催促する近所迷惑なナツキ

（なっちゃん）です。おてんばな紀州犬（2 歳）。 
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看護学科 (広域発展看護学領域) 准教授 奥田眞紀子 

 私の看護師のスタートは高度急性期病院でしたが、退院後、日常の暮らしに

戻ると、つい無理をして病状を悪化させ再入院する方々に出会うたび、病院で

の治療とご自宅での暮らしつなぐ看護の必要性を感じていました。その後、地

域の基幹病院に入職する際、病院と地域をつなぐ仕事をさせてほしいと看護

部長に直接電話すると、訪問看護ステーションの設立の予定があり、訪問看

護に出会う機会が訪れました。「このようなことをしてみたい！」という自

らの思いは、真摯に伝えれば叶うものだと体感した出来事でした。 

 退院直後、療養者の方とそのご家族には、病状が悪化したらどうしようか、このまま介護できるだろ

うかなど強い不安にさいなまれながら、ほつれた糸がからまったような生活が少なからずやってきま

す。ご自宅への訪問看護を続けながら併走していく中で、薄皮をはがすように落ち着き、その方々らし

い暮らしが静かに形作られてくると、不安な表情が薄れ、徐々に力強い生活者の表情へと変化されてい

きます。そんな人間の多様な部分に触れながら、暮らしとともにある在宅看護について、学生のみなさ

んと共に感じて考え、学んでいきたいと思います。 

看護学科 (成人看護学領域) 講師 山中政子 

私は、25 年間臨床で働き、残りの人生は看護実践を形にしたいと考えて

教育と研究の道に入りました。教員になってみると、学生さんと関わる中

で新たに学ぶことや気づくことが大変多く、看護学の奥深さに驚きを感じ

る毎日です。 

臨床ではがん性疼痛看護認定看護師の資格を生かしてがん看護に携わっ

てきました。臨床で出会う患者さんは、命の続くかぎり自分らしくありた

いと律する人たちでした。看護師は、そのような患者さん達の尊い精神に

触れて成長できる職業です。皆さんの将来像の実現をサポートします。一

緒に看護学を学びましょう。 

 私事ですが、昨年は長女が結婚して家を離れたので、今は 6 人と老犬 1 匹で暮らしています。歴史と

絵画が好きで、学会で遠方に行った際には地元の美術館に足を運び「もし購入するのだったらどれにし

よう」と考えながら鑑賞しています。 

ぜひ気軽に声をかけてください。どうぞよろしくお願いいたします。 

看護学科 (基礎看護学領域) 講師 森嶋道子 

4 月に着任いたしました森嶋道子です。赴任して 1 ヶ月が経ちましたが、

まだまだわからないことも多く、周りの先生方や事務の方々に助けていただ

きながらの日々を過ごしております。 

私は、外科や内科、小児科での臨床経験を経たのち、縁あって大学教員に

なり 8 年が経ちました。現在は、主に 1・2 回生を対象とする基礎看護学の

領域で講義、演習、実習を担当しています。看護の土台となる知識や技術を
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いかに学生さんに伝えるか、試行錯誤の毎日です。大変なことも多いですが、その大変を楽しみながら

やっていきたいと思っています。 

【学生のみなさんへ】 

貴重な大学生活 4 年間です。多くの出会いを大切に、今しかできないことにいっぱいチャレンジして

ください。きっとそれらがこれからのみなさんの大きな力となるはずです。 

看護師の先輩として、ひとつでも多くみなさんに看護の魅力を伝えられたらと思っています。ぜひ気軽

に声をかけてください。 

臨床検査学科 助教 松本智子 

 「色々なことにチャレンジを」 

4 月よりお世話になります、松本 智子です。私は天理医学技

術学校で学び臨床検査技師の資格を取得しました。天理で検査

学の教育に携われるのは、夢が叶って大変うれしいです。 

私は資格を取得後に病院や検査センターを職務経験し、その後

奈良県立医科大学の小児科学教室で約 22 年間、凝固異常症の患者さまの検査や研究に従事してきまし

た。小児科研究室では、先天性や後天性血友病の診断について至急検査だけでなく、研究も実施してき

ました。患者さまのために何ができるのか、を考えて遂行する検査技師を目指してきました。医療にお

いて、迅速かつ正確な検査結果は診療や治療に貢献できます。患者さまのために臨床検査を通して貢献

できる臨床検査技師の育成にお役にたてればうれしいと思います。色々なことに興味を持ち、チャレン

ジしてください。これから学生のみなさんと一緒に頑張っていきたいと思いますのでどうぞ、よろしく

お願い申し上げます。 

臨床検査学科 助手 能浦美奈  

本年 4 月より臨床検査学科の助手として着任致しました。

能浦 三奈（のうら みな）と申します。出身は兵庫県で、大

学・大学院の 6 年間は京都に住んでいました。天理市は初め

てですが、穏やかで住みやすい環境であることを日々感じて

います。 

私は京都大学の検査技術科学専攻で臨床検査の勉強をした

後、そのまま修士課程に進んで白血病に関する研究をしてい

ました。この 3 月に卒業したばかりですので、今が私にとっ

て社会人生活の始まりです。慣れないことばかりで戸惑うこ

とも多いですが、できるだけ早く学生の皆さんの学校生活を

サポートできるよう尽力していきたいと思います。また本年度より博士後期課程に在学しており、社会

人としての経験を積ませて頂くと同時に、学生として勉強する機会を頂いたことに大変感謝していま 

教育も研究も未熟ではありますが、学生の皆さんの歳の近い先輩として力になれたらと思いますの

で、気軽に声をかけて下さい。どうぞよろしくお願い致します。 
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臨床検査学科 助手 Hirata Lumi  

「専門分野」薬学部、分子生物学 

「最終学歴」京都大学医学研究科医学専攻博士課程（論文準備中） 

「趣味・特技」趣味ではないけど、私は日本の文化がすきです。例

えば、アイドルグループ嵐、漫画、アニメを見て、日本語の勉強を

してます。 

「学生のみなさんにメッセージ」 

私はブラジル人でサンパウロ市出身です。ポルトガル語が母語で、

英語も話せます。でも日本語, 特に漢字を読むこと書くことがまだ

難しいです。大学の頃、実習で色んな実験を習いました。例えば、血液からＤＮＡを抽出することや電

気泳動することは私には最高の経験でした。このようなことで研究の道を選びました。２０１２年修士

論文の準備と同時に、サンパウロの日本総領事館で文部科学省の国費留学生奨学金の募集に応募して合

格しました。２０１３年４月から京都大学ウイルス研究所増谷先生の研究生となり、京都大学医学研究

科博士課程の試験に合格し、研究を行ってきました。昨年から増谷先生が天理医療大学に異動したのと

一緒に天理市に引っ越しました。今年から助手として、教育活動に貢献したいと思っております。学生

の皆様の成長の役に立てるよう、頑張ります。宜しくお願いします。 

臨床検査学科 助手 谷口真理子  

【担当科目】主に実習のサポートをさせていただいておりま

す． 

【最終学歴】京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻

修士（博士課程在学中） 

【研究分野】神経科学・芸術，（＋分子生物学を勉強中で

す） 

【趣味】歴史（幕末・明治が大好きです，興味のある方はお

話しにきてください），旅行 

【メッセージ】 縁あって，この春より医療大学でお世話に

なることとなりました，谷口真理子と申します．しばらく京都

に住んでおりましたが，このたび出身地である奈良に戻ってこられたことを光栄に思っています． 

私の研究分野は芸術と医療です．芸術はちょっと敷居が高いな，と感じる医療を身近なものにできる，

と考えています．簡易なスタジオを作って実験をする際はぜひ覗きにいらしてください．また，今年度

より新しい研究にもチャレンジさせてもらっており，私自身まだまだ勉強することがたくさんありま

す．学生の皆さんとは一緒に新しい知識やアイディアを吸収，共有していきたいと思っています． 

なにぶん不器用で未熟な部分もありますがどうぞよろしくお願いします． 
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法人事務局 監査室長 萱原史朗 

 平成 30 年４月１日づけで監査室長に就任しました萱

原史朗です。この度、新組織として監査室が設置され、

初代の監査室長となりました。全くの新人です、どうぞ

よろしくお願いします。 

 この３月まで奈良県庁に 38 年間勤務し、定年退職後

の新しい人生となりました。監査室という仕事、皆さん

にはなかなかイメージしてもらえないと思います。わか

りやすく言えば、組織（大学）の健康診断（監査）をし

て、診断結果を説明し、予防・再発防止についてアドバ

イスし、より健康な身体づくり（健全な運営）のため、

一緒に取り組んでいくというところでしょうか。 

 これまでの経験で職員の採用にも携わってきましたの

で、大学生など若い人材と接した経験を、皆さんの大学

生活や就職への道のりの中で活かして、お役に立てれば

と思います。 

 趣味でマラソンをやっています。50 歳過ぎてからはまり、昨年は 12 月レース完走。今年も例年の奈

良マラソンはじめ、新しいレースにもチャレンジします。こんなおじさんが、格好良くもないけど楽し

んで走っている姿が皆さんに何かの形で伝わり、力になれれば光栄です。42.195km、ゴールした瞬

間、人生変わりますよ！ 

法人事務局 小野由貴 

この度、天理よろづ相談所病院より出向となりました、小野由貴と申します。 

これまで、病院人事課にて 6 年間勤めさせて頂きました。 

大学卒業後から人事課にて総長・院長秘書として職員や病院外の方々と多く接してきました。これから

は、教員の先生方をはじめ、学生の皆さんとも接することで、新しい考え方や意見を吸収し、少しでも

お役に立てればと考えております。 

また事務職員として病院で勤務する中で、やはり看護学院・医技

校・医療大学出身の方は私からみましても、とても気さくで温か

い職員の方が多く、明るく素敵な学校なんだろうなと印象を持っ

ております。今後はどのような校風なのかも肌で感じながら勤務

させて頂こうと思っております。 

学校職員として初心者ですが、学生の皆さんと一緒に多くのこと

を学びながら、経験を積み、サポートさせて頂きたいと思います

ので、皆さんどうぞよろしくお願い致します。 
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看護学科研究計画発表会 2017/12/16 

【看護学科 4 回生の研究計画発表会が開催されました！】 

発表者の 4回生に加え、教員や多数の 3回生の出席もあり、どの会

場でも積極的な質問と議論がなされていました。看護職に関連する

様々なテーマについて、それぞれが 3回生の研究演習から継続した学

びの集大成として発表に臨んでいました。準備に始まり、会場運営、

発表内容、質疑応答すべてにおいて学生の成長を感じる 1日でした。 

  

 

春季大祭参列 2018/1/26 

【立教 181 年秋季大祭」が天理教教会本部において執り行われました】 

寒波到来で小雪が舞う中、学生、教職員とともに、陽気にかぐらづとめを唱和させていただき

ました。 
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ボランティアサークル地域サロン活動 2018/2/20 

【ボランティアサークルの学生がレクリエーションを企画し地域サロン活動に参加しました！】 

本学のボランティアサークルメンバー7 名（3 回生 3 名、2 回

生 2 名、1 回生 2 名）と教員の菊本が、天理市北部地域包括支

援センターが支援しているサロンの 1 つである「サロン市営四

乃坪」の活動に参加させ

ていただきました。 

今回は、学生が企画し

たレクリエーション

で、地域高齢者の方々

が「健康づくり」「地域交流」を目的に参加できる活動を

行いました。まずは、約 12 名の住民の方に学生はサロン

到着時の血圧測定と体調チェックをさせていただきまし

た。 

続いて、学生たちの自己紹介を行った後、レクリエーションを開始し、まず「かえるの歌」を

口ずさみながら座って出来る運動で体をほぐしました。その後チームを組み、ボールで得点を競

う「ぺたんこダーツ」や、穴の開いたシーツを使用し、協力してボールや風船、お手玉を落とす

「シーツで BON」のゲームを行いました。地域高齢者の方、地域包括支援センタースタッフの方、

教員、学生がそれぞれ混合チームを組み対抗したので、とても盛り上がり楽しく取り組むことが

出来ました。最後は、「うさぎとかめ」を歌いながら、両手を動かす運動を行い活気あるレクリ

エーションとなりました。 

サロンが終了した後は、地域高齢者の方からフラダンスを教えていただき、一緒に踊ってお別

れを惜しみました。「若い学生さんたちと活動できて楽しかった」「若い人にいい刺激をもらっ

た」「良い運動になった」「また来てください」などの感想をいただき、学生たちは地域高齢者

の方々の元気、パワーをいただき達成感のある活動になりました。 

今後も学生企画のレクリエーションを他の地域のサロンにも

参加し活動していく予定にしています。 

http://www.tenriyorozu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/03/32658e60e155090089f51879df7d483a.jpg
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卒業式 2018/3/12 

【3期生の卒業式が行われました】 

2018 年 3 月 12 日（月）10：00 から講堂において、卒業式が挙行され、臨床検査学科 32 名、看護学

科 71 名、合計 103 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、学長賞を看護学科 大坂

真子さん、臨床検査学科 小林希さん、日本私立看護系大学協会会長賞は新藤春香さんが受賞されまし

た。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あげます。 

入学式 2018/4/3 

【8期生の入学式が行われました】 

春の穏やかな日差しの中、臨床検査学科 28名、看護学科 80名の合計 108名を迎えて、平成 30年度

の天理医療大学入学式が行われました。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、天理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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教祖誕生祭参列 2018/4/18 

平成 30 年 4 月 18 日（水）、存命の教祖の 220 回目の御

誕生日を祝う「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 60 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」を教祖御誕生のお

祝いを込めて合唱いたしました。引き続き「かぐらづと

め」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。 
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天理教「立教 181 年全教一斉ひのきしんデー」2018/4/29 

【毎年 4 月 29 日は天理教「全教一斉ひのきしんデー」です！】 

全国各地の名所旧跡、公園、公共施設、海、

山、川などで地域に在住する方々一斉に集い、清

掃などの「ひのきしん」が行われます。本学学生

は女子寮および男子寮において寮周辺の除草、清

掃を行い、報恩感謝の汗を流しました。 

 

第 7 回 公開講演会 2018/5/19 

公開講演会は、１回生と 2 回生の授業の一環として毎年開催しており、今年は神戸学院大学の

中村珍晴（たかはる）さんにお願いし、「私は車椅子に乗っている。ただそれだけのこと。」を

ご講演いただきました。中村さんは、大学生のときにアメリカンフットボールの試合中の怪我で

障がいを負い、それからの自分の経験をもとに、人との繋がりの大切さや心の成長についてお話

をしていただきました。 
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第 1 回 オープンキャンパス 2018/5/26 

平成 30 年 5 月 26 日（土）本年度第 1 回目のオープンキャンパスを開催し、大勢の方々にご参

加をいただきました。 

内容は、大学の入学説明会に引き続き、看護学科と臨床検査学科のそれぞれのブースに分かれ、

仕事の具体的な内容について本学学生と共に実技を行いました。 

 

 

医療実践基礎実習 2018/6/4～6/8 

2018 年 6 月 4 日（月）～6 月 8 日（金）に行われた 1 回生対象の「医療実践基礎実習」は、天

理よろづ相談所病院内を見学し、そこで働く人々との交流を通して、患者を抱える病院の役割と

機能を理解するとともに、看護師や臨床検査技師を目指すものとしての将来のイメージをもつ実

習です。天理よろづ相談所病院の各部署スタッフの皆様から丁寧に仕事の内容について説明を受

けました。入学してから間もない学生たちではありますが、緊張感をもって病院見学をさせて頂

きました。最終日には、大学内で全体報告会を開催致しました。 
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第 2 回 オープンキャンパス 2018/6/23 

2018 年 6 月 23 日（土）本年度第 2 回目のオープンキャンパスを開催し、大勢の方々にご参加を

いただきました。 

内容は、大学の入学説明会に引き続き、本学学生達との交流会をいたしました。大学での学業

の進め方、アルバイトとの両立、大学生活等、より具体的な話を気さくな雰囲気ですすめること

ができました。終了後には、本学女子寮（別所よろこび寮）の見学ツアーも開催しました。 
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臨床検査学科 4 回生 卒業研究最終発表会 2018/7/12～7/13 

臨床検査学科 4 回生 31 名を対象とした「卒業研究」は本年 4 月から大学実験室および天理よろづ相

談所病院臨床検査部においてマンツーマン指導による研究が行われてきました。およそ 3 か月の研究成

果を 7 月 12 日と 13 日の 2 日間、天理よろづ相談所病院大会議をお借りし、学会形式の発表会を行いま

した。実験、データ解析、抄録執筆、発表スライド作成など入念に準備し本番に臨みました。当日の学

生は発表後に大きな達成感を感じていました。引き続き卒業論文の作成に入ります。 
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天理教こどもおぢばがえり 2018/7/26～8/4 

【立教 181 年こどもおぢばがえり 学生ひのきしんに参加しました！】 

7/26～8/4 の 10 日間開催されました天理教行事である「立教 181 年こどもおぢばがえり」が終了いた

しました。「よろこびつなごう おやさとへ」のメインテーマのもと、おぢばに帰参した子供たちが喜

んでもらえるよう、各会場の学生たちも笑顔でひのきしんに携わりました。また最終日には、最終行事

である「おやさとパレードフィナーレ」に本学学生および教職員が出演をさせていただきました。 

関連 URL:  https://kodomo-ojibagaeri.com/ 

https://kodomo-ojibagaeri.com/
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第 3 回 オープンキャンパス 2018/7/28 

2018 年 7 月 28 日（土） 第 3 回オープンキャンパスが開催されました。 

当日は異例の台風 12 号が本州に近づきつつあり天候が心配される中でしたが、たくさんの方にご参

加頂き、キャンパスツアー、大学説明会および体験学習を楽しまれました。 

体験学習では、看護学科 4 ブース、臨床検査学科 2 ブースが用意され、赤ちゃんや高齢者のケアを体験

したり、糖尿病の検査や微生物の観察をしたり、それぞれ自由に体験ブースを回りながら、時間の許す

限り本学の学生や教員との交流を深められていました。 
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第 4 回 オープンキャンパス 2018/8/25 

2018 年 8 月 25 日（土）に第 4 回オープンキャンパスが開催されました。 

台風一過の猛暑にも関わらず、高校生や保護者の方に多数のご参加をいただきました。 

内容は、大学の説明会に引き続き、今回のメインイベントの在学生との交流会をいたしました。 

看護学科では、お菓子を召し上がっていただきながら、受験、大学での学業の進め方、アルバイ

トとの両立、大学生活等、より具体的な話題で盛り上がりました。 
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臨床検査学科では、模擬授業や卒業研究の発表会に参加していただき、アカデミックな雰囲気を

体験した後に、在学生との交流会を行いました。 

終了後には、本学女子寮（別所よろこび寮）の見学ツアーも開催しました。 

 

 

http://www.tenriyorozu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/08/DSCN0873.jpg
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2017 年度 卒業生進路調査結果 

 

年歴（2017 年 12 月～2018 年 8 月） 

  

年 月 日 行事 
2017.12.16 看護学科研究計画発表会  
2018.1.26 春季大祭参列  
2.20 ボランティアサークル地域サロン活動  
3.12 卒業式 
3.26 看護師国家試験合格発表 
3.27 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 
5.19 第 7 回 公開講演会 大学開学 5 周年 
5.26 第 1 回オープンキャンパス 
6.23 第 2 回オープンキャンパス 
7.12～7.13 臨床検査学科 4 回生 卒業研究最終発表会  
7.25～8.4 天理教こどもおぢばがえり 
7.28 第 3 回オープンキャンパス 
8.25 第 4 回オープンキャンパス 
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編集後記 
 天理医療大学広報 Vol2 No1. 2018 が発刊の運びとなりました。 

天理医療大学の学生のみなさんの学習活動やボランティアの様子、天理教行事、地域活動への参加等を 

お届けいたします。今年は厳しい暑さが続きましたが、そのようなことを全く感じさせない素敵な笑顔

ばかりです。できるだけ多くの方に学生生活の自然な日常をご覧いただくことが、大学の良さが伝わる

一番の広報になると考えています。次号も読みたくなるよう、さらに発展させていきたいと思います。 

                                       （奥田眞紀子） 
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