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医学部本館からは歩いて 3 分ほど、東邦医大通りを渡っ
た先に看護学部はあります。施設に足を踏み入れると、玄関
ホール正面に立つナイチンゲール像が、ひときわ大きな存在
として目に飛び込んできます。像を前にして、背筋が伸びる
思いをされた方も多いのではないでしょうか。

この像は、看護専門学校時代に、当時の五島瑳智子校長の
もとで複製・設置されました。近代看護教育の創始者として
知られるフローレンス・ナイチンゲールは、人間教育にも力
を注いだ教育者でした。「ナイチンゲールの看護の理念は、
東邦大学の看護教育の支柱であり、像の設置はその精神の継
承のあかしである。」
と五島先生は『学園
だより』で述べてい
ます。

さて、本学におけ
る看護教育は、付属
病院の開院に伴って
創設された看護婦養
成所から始まりまし
た。やがて時代とと
もに変遷を遂げ、看
護学部へと発展して
いくことになりま
す。これから、その
歴史を紐解いていく
ことにしましょう。

■看護婦養成所・看護婦学校時代
1926（大正 15）年 10 月、看護学部の前身である「帝国

女子医学専門学校付属看護婦養成所」が開設しました。本学
で 3 番目に開設された施設です。学校長の額田晉先生が所
長を務め、付属病院で働く看護婦（＊注）の養成を目的とし
て、入学定員 15 名、修業年限 2 年の教育を開始。地方長官（東
京府・現東京都）の指定を受け、卒業生には無試験で看護婦
免状が公布されました。（＊注：2001 年の「保健婦助産婦
看護婦法」から「保健師助産師看護師法」への改正以前は「看
護婦（男性は看護士）」の呼称が用いられていました）

授業は帝国女子医専の教授によって実施され、全寮制の寄
宿舎では付属病院で働く卒業生と寝食を共にしたということ
です。

第 2 次世界大戦中には卒業生が従軍看護婦として戦地に
赴く事態となり、養成所を卒業したばかりの者も戦場へ行っ
たといいます。1942（昭和 17）年に学校へ昇格し「帝国女

子医学専門学校付属看護婦学校」と校名変更されましたが、
1945 年 4 月 15 日夜の空襲により学校施設が焼失し、看護
婦学校は自然休廃止となりました。

第1・2・3・4回生（1931年）  

空襲によって病院施設が焼け落ちるとき、猛火の中を患者
救出のために決死的に奮闘したのは、看護婦養成所の卒業生
たちでした。『東邦大学看護教育のあゆみ―60周年記念誌―』
には卒業生の手記が記録されています。あたり一面火の海と
なった中を患者の救出・搬送に奔走する姿、死と紙一重の息
詰まるような状況が目に浮かぶほどの迫力で綴られており、
思わず胸を打たれます。

■戦後の再開〜准看護学校時代
終戦後、1947（昭和 22）年 7 月に厚生省（現厚生労働省）

令「保健婦助産婦看護婦令」が公布され、同年 11 月に「保
健婦助産婦看護婦養成所指定規則」が制定され、新制度に基
づく看護教育が開始されました。一方、本学では学校再建中
の 10 年余り看護教育は中断されていましたが、1957 年に

「東邦大学医学部付属准看護学校」を設置して看護教育を再
開。入学定員 15 名、修業年限 2 年で、校舎はなく医学部本
館や病院内に教室を設けて授業が行われました。

■高等看護学校・看護専門学校時代
1964（昭和 39）年に大森病院 1 号館が竣工し大橋病院が

開院したことも背景に、1965 年 4 月「東邦大学医学部付属
高等看護学校」が開設されました。入学資格は高等学校卒業。
入学定員 20 名、修業年限は 3 年。1968 年に高等看護学校
の校舎と寄宿舎が完成し、准看護学校は同年卒業の第 11 回
生をもって閉校となりました。

1970 年には学校運営と教職員組織が医学部・病院から独
立し、「東邦大学高等看護学校」へ校名を改称します。入学
定員は 1970 年 4 月に 30 名、1972 年には 60 名へ変更。
1973 年に大森病院 2 号館が竣工したことや全国的な看護婦
不足という社会状況もあり、1974 年には 100 名へと変更さ
れます。

1977 年には専修学校へ昇格し、「東邦大学看護専門学校」
と校名を変更。同年 8 月に医学部教授であった五島瑳智子
先生が校長に就任されます。

五島先生の校長就任を機に、本学の看護教育は改革と拡充
の道へと大きく舵を切っていくことになります。
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■大学へ昇格〜医療短期大学の開設
五島先生の眼に映った当時の看護専門学校は、慢性的な財

政赤字に悩み、教育環境を整える余裕もなく、教職員も学生
もカリキュラムをこなすのが精一杯、という状況でした。先
生は問題点を見極め、当面の課題は「1、教育環境をよくする。
2、大幅な赤字から脱却する。3、カリキュラムの改善。」で
あると考えました。そして、看護教育を向上させ、財政的に
もゆとりあるものにするためには、大学にするしかないとい
うのが先生の出した結論でした。大学になれば厚生省（現厚
生労働省）管轄から文部省（現文部科学省）管轄となって補
助金が給付されます。カリキュラムの上でも、教養教育の時
間を増やすことが可能となります。看護教育の根本には人間
教育がなければならないというのが先生の考えでした。これ
はまさに、創立者である額田豊・晉両先生の教育理念そのも
のです。看護教育の充実のため、まずは医療短期大学への昇
格準備を進めました。

学内の理解を得るには苦難の道でしたが、五島先生の必
死の働きかけの結果、1985（昭和 60）年に念願の「東邦大
学医療短期大学看護学科」が開設します。入学定員 100 名、
修業年限 3 年。先生は学長に就任し、その教育理念を具現
化すべく教養科目の充実をはじめとした様々な改革に取り組
みました。1987 年には中国との看護交流を開始し、本学の
看護の国際交流の歴史がスタートしました。

先生の眼はさらに先を見ていました。やがては 4 年制大
学へ移行することを視野に入れ、1988 年に短大 3 年の上に
専攻科を設置。そして、1991（平成 3）年に専攻科の学生
が医学部の講義を履修し必要単位を満たせば学士の学位が授
与される制度ができると、先生はいち早く医学部の協力を取
り付け、1992 年には学位授与機構の認定校となり、短大卒
生の学位取得を可能にしました。わが国の医療系短大では第
1 号です。

その後、本学の看護教育は、医学部看護学科開設から看護
学部創設へと発展を見ることになります。その先鞭をつけた
のが五島先生だったのです。

■ 4 年制大学へ〜医学部看護学科時代
2002（平成 14）年 4 月、「東邦大学医学部看護学科」が

開設しました。入学定員 100 名で修業年限は 4 年。4 年制
の看護教育が始まりました。

施設は医療短期大学の校舎に 140 名、90 名収容の 2 講義
室と、演習室、共同研究室を新設して学生の増員に備え、卒
業生全員に保健師国家試験受験資格を与えるための教育手段
を中心に準備が行われました。医学部看護学科開設に伴い、
医療短期大学看護学科の学生募集は停止され、2004 年に閉
校となりました。

2006 年には総合的な医療・保健を支える人材育成を図
るため、大学院医学研究科に看護学専攻修士課程を開設、
2010 年には看護学専攻博士課程を開設します。看護学部創
設後の 2013 年には「東邦大学大学院看護学研究科看護学専
攻」へ改組されました。

■学部へ昇格〜看護学部の創設
2010（平成 22）年に医学部看護学科の入学定員を 102

名に変更し、翌年に引き継がれる看護学部看護学科も同様
としました。開設の前月に東日本大震災が発生しましたが、
2011 年 4 月 1 日に「東邦大学看護学部看護学科」は無事開
設の日を迎えました。

高度先進医療を行い、地域医療の中核を担う医療機関を持
つ本学の看護教育の革新を図るため、次代の保健・医療・福
祉を担う「豊かな人間性をそなえた良き医療人を育成」する
ことを教育理念に、看護学部は誕生しました。人間教育を基
礎とした伝統ある看護教育の歴史を受け継ぎながら、本学の
建学の精神である「自然・生命・人間」に則り、看護学部は
カリキュラムを構築しています。

医・薬・理 3 学部に並ぶ学部への昇格。看護学部の誕生は、
五島先生が 4 年制のその先に、理想と描いた姿だったに違
いありません。

現在の看護学部本館  

【注】 引用は、読みやすさを考慮し、新字・新かな遣いに変更して、
適宜、読点を補った。
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