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会 長 挨 拶 鈴江 智恵

同窓生のIOL様 、いかがお過ごしでしようか。2020年の東京オリン

ピック パラリンピック開催の決定は久しぶ りの明るいニュースで

した.そ の一方で国の財源は厳 しい状況にあ り、医療環境はさらに

厳 しくなります。

今後、さらに在宅を視野にいれた連携の強化が必要となります。

ここで力を発揮するのは、あらゆるステージで全体像を把握できる

看謹職だと思います。総看 司窓会のネットワークのfIIが りが、皆様

が健康で永 く社会に貢献できる後押 しになれば千いです。

学 校 長 挨 拶 村瀬 裕子
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同窓会会長の皆様、

暑中お見舞い申し上げ

ます。

flは 平成23年 4月 に

学校長を拝命し4年 日

を迎えてお ります。総

看では、看護基 lTI教 育

と看護職員継続教育の

充実に47名 の職員が一

丸となって日々頑張っています。今年度、第

看護科は第44回 生が入学 し、またllT修 センター

は開設12年 日となりました。皆様の母校は確実

に歴史を積み重ねてお ります。

さて、皆様には、平成24年 夏にlll修 センター

が実施 した 1就業状況等に関する調企Jへの日

答にご協力をいただきあ りが とうございまし

た.3142名 中418名 からご回答をいただきまし

た.回 収率は133%と 少 し低めで したが、この

調査のri果 から、総看の卒業生は 8割以 iも の

人が看護職として就業 してお り、また 7割近い

人が病院で就業 していることがわか りました。

看護師不足が叫ばれるなか、総者が果たす役害1

の重要性を再確認することができました。

第一看護科の教育におきましては、学生が自

ら主体的に学召に取 り組めるようにプロジェク

ト学習の手法を取 り入れたり、看護実践力がよ

り身につ くように演習方法を i夫 した りしてい

ます。今年 2月 に行った名古屋第二赤十字病院

とがんセンター中央病院での 1年生の基礎看護

学実召第二段階におきまして、初めてプロジェ

ク ト学習の手法を取 り入れましたが、非常に高

い学習効果が得られました。

同窓会の皆様には、今後 も引き続 き研修セン

ター事業の活用と、身近な方々に第一看護料の

受験を勧めていただきますことをお願い中し上

げます。末筆になりましたが、皆様のご健勝 と

ご活躍を′し、よりお祈 りいたしてお ります.

平成26年度同窓会総会ご案内

E■匹ヨ平成26年 11月 15日 (上)午後1時から

陽■口]がんセンター中央病院内国際交流センター 大会議室  名古屋市千種区鹿子殿1 1 容(052)7626111
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大きな声で喋り、大きな声で笑ってきたから」、「人生、笑って暮らしたいJと語っていた。それを影で支

えてきた家族の介護体験をユーモアを交えて語る。

漫才師「喜味こいしJの次女として生まれる。三歳より日本舞踊を始め、藤問流師範、藤間史貴の名で神戸を拠点に

活動.浄瑠璃 新内を同本派「日本弥八Jに 師事し、`「 成七年阪神淡路大震災より、女道楽「喜味家たまJと して人

阪に拠点を移i「浄瑠璃の中でも演奏される機会の少ない新内を語り続けていかなければJと の思いから、師「弥

八」と共に啓蒙活動を行う。師の独演会に第 1回 より参加。本年で28回 目を迎える。演日内容は新内代表作「蘭蝶 J

「あけがら引 「おさん茂兵術J、 段物「関取千両職」笑曲「道中膝栗毛J等 .々

占典作品だけにとらわれず創作にも取り組み 平成18年 7月「弥人の新内聴いて 25Jに 於いて新内落語 日またんど

んろんJを初演。現在は、浄瑠璃「新内Jを修行するかたわら、お笑い系浄瑠璃語りとしてライブ演奏などで活躍中.
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男 性 看 護 師 は 今 …

第四看護科 第16回 生

社会医療法人杏嶺会、上林記念病院兼老健在宅部

看護部長池田 成幸

私の所属している法人は、あらゆるス

テージにある方々に対し、医療と福41「 サー

ビスを提供することを使命とし、取組みを

行っています。

私は、身体慢性期～精神科領域 施設

を担当し、平成26年度初夏には、さらな

る医療の充実を目指し新館が建ちます。

また、27年夏、重度心身障害児(者)施設

の開設に向け準備を行っているところです。

私 自身、様 々な

事業展開の中で

経験を積ませても

らい、また、スタ

ッフにも恵まれモ

チベーション高く

日々 を送ることが

できています。

第一看護科 第37回生

城山病院

坂下 将太

急性期病棟で働か

せていただいており

ます。

今年度より現所属

に配属となり、 もうす

ぐ一年がたとうとして

います。役割の違い

や雰囲気に戸惑いましたが、先輩 同輩の

温かい声かけや指導により少しずつではあ

りますが自分らしく、仕事を行えるようにな

りつつあります。

精神科の急性症状に対する治療に携わる

ことは知識や技術を求められますが、やり

がいも感じており、チームの一員として能

力の向 Lに努めています。

―

」

第一看護科 第27回生

がんセンター中央病院 感染管理認定看護師

土屋 (旧姓:野本→ 大樹

総合看護専門学校卒業後、がんセン

ター中央病院に就職して今年で14年 目に

なります。12年間の病棟勤務を経て現在

は感染管理認定看護師として病院内の感

染対策に関する仕事を中心に行っていま

す。認定看護師に求められる業務内容は

大きく大変ですが、

な職員の方と協力

しながら日々 働い

ています。今後

も仕事 と家庭を

大切に看護師と

いう職業 を続け

ていきたいと思い

ます。

看護師をはじめ色々

現在三名とも救急ICUで協力し合って

働いています。名古屋第二赤十字病院

で は今 年か ら男性 看 護 師会 (人 事

DAN)が発足しました。60名近い男性

看護師が在籍しており、病棟の枠を超え

てさまざまな交流を図っています。

第四看護科 第32回 生

名古屋第二赤十字病院

津崎 法― (写真左)

私は第四看護科 を卒業後、名古屋第

二赤十字病院に勤務 し12年 目を迎 えま

す。急性期看護を極め、よりよい看護を

提供したいと日々精進しています。あまり

に急性期看護が好きすぎて集中ケア認定

看護師の資格 を取得しました。現在は、

ICUで早期リハビリテーションヘの介メ、に

奮闘しています。

第一看護科 第30回生

名古屋第二赤十字病l.‐

青木 文吾 (写真中央)

私は名古屋第二赤 卜字病院で働き始

めて12年 目になりました。最初はSCUに

配属となり、今は救急ICU CCUで 働

いています。精神的にも肉体的にも大変

な事が多いですが、回復される患者さん

をなると辛い事も忘れられます。専「1看

護師や認定看護師も多く在籍し、良い

影響を受けながら頑張っています。

第一看護科 第31回 生

名古屋第二赤 1宇病院

船津 昌弘 (写真右)

私は現在、救急ICU CCUに て10年 目

を迎える中堅看護師です。急性期の病棟

であり、多忙を極めますが、その中で状

態が良くなっていく患者さんにいい意味で

癒され、自己の看設についても振り返る

ことができます。専門看護師や認定看護

師など有資格者も多く、日々、よい刺激

を受けながら働いています。

軋 .襟 1.`: 嘘



卒業生達 は、今…

退 職 を 迎 え て 今 …

臨床看護学第一科 第 1回生

山本 晃子

昭和49年 に入学し、クラスメートは19名

でしたが仲の良いクラスでした。実習のほ

とんどが、がんセンター中央病院でしたの

で、自然にそのまま就職しました。

結婚、流産、出産、子供の入院など何度

か退職しようと思った時期もありました

が、その都度、周囲の人や1市長に支えてい

ただき昨年度退職まで仕事を続けること

ができました。現在は、再任用職員として

同病院で人事 労務を担当として職場環

境の改善に努めています。
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F物宥″″″″ 平成26年度学校祭は、H月 1日 (土 )に

開催予定です。

ご家族揃って是非、御越じドさい。



医療安全「輸液ボンプJ校内実習 総合看護専門学校の近況

リニューアルした第一看護実習室

平成26年 2月 の入学試験の一般入学試験受

験者数は383人、競争率は21倍でした。平成

26年 度の新入生 (第 一看護科第44回 生)は

121人 でそのうち男 i学 41は 14人、社会人経

験者は26人でした。

5月 のスポーツ大会では、クラスの団結力

を発揮 し、1年生cク ラスが優勝をしました。

6月 には、 1年生が初めての実腎 (基礎看護

学実習第一段階)を名古屋第二赤十字病院で

行いました。

今年度から、創立以来総看学生の実習の象

徴であったナースキャップが廃止になりまし

た。ナースキャップを付けていない学生のユ

ニフォーム姿に新鮮 さを感 じます。我が校伝

統の戴帽式は、例年通 り秋に、ナイチンゲー

ル像から看護の灯をいただきながら行う予定

になっています。

2年生第43回 生は、 6月 ～ 7月 に老人保健

施設の実習に臨みました。この学年から基礎

看護学実習第二段階 (平成26年 3月 )に、プ

ロジェク ト学習を導入しました。受持ちの期

間は短かったのですが、各々、自分の課題に

向かい、主体的に学習を進めました。

3年生第42回 生は、実習の連続ですが、ケ

ーススタディをまとめることで自分の実践 し

た看護を見つめ、来年看護師として働 く自分

の姿を模索 しなが ら、第104回 看護師国家試

験の合格を目指 しがんばっています。春には

愛知県各地に、同窓会会員の皆様の後輩看護

師 として羽ばたいていきます。全学生数359

名の人所帯ですが、行事を通 して学年を越え

た交流のもと、楽 しい学生生活を送っていま

す。

当校は、県民の皆様の支援を受けつつ、授

業料9900円 /月 で総合看護専門学校の理念

のもと質の高い看護師の育成に努力していま

す.

校舎 も耐震工事を終え、また、平成25年 度

より2期 に分けて第一看護実習室をリニユー

アルし、設備の充実を図ってお ります。

また、研修センターでは、再就業を希望す

る看護職者の方たちのIll場 復帰を支援するた

めに、「看護職カムバ ック研修Jを 行ってい

ます。例えば「子育てが一段落 したから復帰

したい |で も、今の医療現場で働けるのか不

安J「看護の仕事か らしばらく離れてしまっ

たから、看護技術に自信がない」と復帰をた

めらってしまう方々をサポー トする「看護llk

カムバ ックll修 Jな どをおこなっています。

総合看護専門学校のホームページアドレス

httP:ん /恥

～
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投稿 して頂いた卒業生の皆様、学校の先生方はじめ在校生の方々のごtti力 により、会報

第 5号 を会員の皆様にお届けすることができました。

今後も様々な場所で活躍 している卒業生の近llLを お伝えしていきたいと思います。

ご協力頂いた皆様、本当にありがとうございました。

臨床看護方法論「皮下注射」校内実習

1纂
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岡田厚子、長尾佳世子、山中賢治、 黒木留美子、田邊美穂


