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平成23年度　新入生オリエンテーション

107号企画特集　「医福大ケータイフォトコンテスト」の募集

　新入生の皆さんが、一日も早く大学生活に慣れ、より充実
した学生生活を送ることができるよう、平成23年4月4日（月）
〜6日（水）の3日間新入生オリエンテーションを行いました。
副学長の挨拶に引き続き、履修登録、学生生活などについて
のガイダンスが行われました。
　また、今年度より新入生の皆さん一人ひとりが、川崎医療福
祉大学の学生としての自覚を持っていただくための講話や研
修、また、学業・学生生活全般についてのオリエンテーションな
どは、スターツ・アワーとして、4月中旬から7月上旬までの約3カ
月にわたり順次実施することになりました。これは、新入生の皆
さんに、それぞれの内容をより良く理解してもらうとともに、学生
生活をよりきめ細かくサポートするために、学業及び学生生活
の進捗状況などに合わせて実施時期を決めたものです。
　4月には、黒住教教主であり、川崎学園監事の黒住宗晴
先生の講話、倉敷警察署生活安全課のお話などがありまし
た。また、5月16日（月）〜20日（金）にわたり新入生が、
例年どおり川崎学園の関連施設である社会福祉法人旭川荘
の見学研修に臨みました。この見学研修を通じて、本学創設
の理念や福祉現場の実際について学ぶことができました。

4月４日(月)
　・挨　　拶　　　　　副 学 長
　・学修について　　　教務部長
4月5日(火)
　・学生生活について　学生部長
4月6日(水)
　・スタディスキルの向上

　
4月13日(水)
　・講演「奉仕の心―川崎学園創設の精神を
　　　　　めぐって」 黒住　宗晴　川崎学園監事
4月20日(水)
　・講話「安全な学生生活について」

倉敷警察署生活安全課
　・映画「石井のお父さんありがとう」
5月11日(水)
　・旭川荘見学研修の事前講話　旭川荘資料館館長
　・血液検査結果説明　　　附属病院感染対策室
5月16日(月)～5月20日(金)
　・旭川荘見学実習
6月7日(火)
　・新入生歓迎レクリエーション大会
6月22日(水)
　・快適な学生生活とは　　　　　　　学生部長
　・こころとからだの健康管理

学生相談室長、健康管理センター長
7月6日(水)
　・ボランティアと福祉　ボランティアセンター長
　・キャリアデザイン　　　就職支援センター長

オリエンテーション

スターツ・アワー

　「愛ありて ―医福大ニュース―」107号では、「医福大ケータイフォトコンテスト」を行います。川崎医療福祉大学キャンパス
内で撮影した写真で、本学での学生生活、職場生活の一瞬を切り取り、紹介してみませんか？　応募方法は下記のとおりです。
　皆さんのとっておきの1枚をぜひ、広報誌にご投稿いただきますようお願い申し上げます。

❶応募対象　　本学学生、教職員
❷応募期間　　5月16日（月）〜9月3日（土）
❸応 募 先　　aiarite@mw.kawasaki-m.ac.jp
❹優秀作品の発表　　107号（11月21日発行）にて発表いたします。
❺応募についての注意
　●カメラ機能付携帯電話で撮影した写真をメールに添付して送信してください。
　　データ量は最大4MBまで
　●《応募件名》 
　　　ケータイフォトコンテスト
　　《メール本文必要記載事項》
　　　1．氏名 
　　　2．学科名・学生の場合は学年 
　　　3．作品タイトル 
　　　4．撮影場所
　　　5．作品説明（100字以内にまとめてください。）
　●未発表のオリジナル作品に限ります。
　●掲載の可否については委員会での選考があります。
　●1人何枚応募していただいても構いませんが、1件につき写真は1枚としてください。
　●優秀作品には豪華（？）粗品を差し上げます。
　※個人情報の扱いについては厳重に行い、コンテストの目的以外には使用いたしません。
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第21回　新入生歓迎レクリエーション大会

　平成23年6月7日（火）、第21回新入生歓迎レクリエーション大会（通称レク大）を開催しました。
　レク大とは新入生の歓迎、在校生との交流、親睦を深めることを主な目的とし、年に1度、私たち学友会が中心となり、さ
まざまな方の協力を得て企画・運営をさせていただいています。
　第21回のレク大では代議員会議長として私が総合責任者を務めさせていただきました。バレー部門、運動会部門の2つに
分かれて競技を行いました。バレー部門リーダーを感覚矯正学科　伊藤栄梨、運動会部門リーダーを医療福祉学科　羽川
絵里奈とし、総合体育館、福祉大体育館でバレーボール部門、運動会部門は川崎医療福祉大学グラウンドで学友会企画の
運動会を行いました。
　今年は、例年に比べスタッフの人数が少ないこともあり、中心として活動する2年生には困難の連続でした。しかし、その中
でも力を合わせることで、数々の困難を乗り越えることができました。当日のレク大は、予定していた運動会が雨天となりクイズ
大会に変更せざるを得ない予想外のことやハプニングも起こりましたが、皆で力を合わせた結果、無事に終えることができまし
た。私たちはレク大の準備を進める中で、人として成長し、仲間と親交を深めることで仲間の大切さ、偉大さ、すばらしさを理
解することができました。
　競技終了後には参加者の方々から、「楽しかった、ありがとう」、「来年もお願いしますね、お疲れさまです」、「大学生活の
最後の年に良い思い出ができました、ありがとう」などの温かい言葉をいただきました。この言葉を聞いた時、また来年もレク大
を成功させたいと思いました。
　4月からレク大の準備を行ってきましたが、私たちにとってのこの2カ月間は本当にあっという間であり、また生涯忘れることの
できないほど印象深く密度の濃い2カ月間でした。
　最後に、今回のレク大に関わってくださった皆様、本当にありがとうございました。皆さんのご協力のおかげで無事終えること
ができました。レク大に選手として参加された皆様、運営側としてご協力くださった皆様、本当にお疲れさまでした。この場をお
借りして、心から感謝と御礼を申し上げます。

3

代議員会議長
臨床心理学科3年
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研究室訪問　　臨床栄養学科
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　ホームページでも確認することができますが、歌って踊れる管理栄養士を養成する研究
室が松枝ゼミです。それを日々言葉だけでなく、実践的に指導してくださっているのが、皆
さんも大学内で一度は目にしたことがある、丸い頭に、こんがり小麦色の肌を持つ松枝
秀二先生です。
　この研究室では主に運動栄養について研究を行っています。私自身も小学生の時か
ら運動をしてきていますが、運動栄養という言葉を知ったのは高校生の時です。管理栄
養士の方が高校に来てくださり、高校生に必要な食事の量や運動と栄養のとらえ方を話
してくださいました。それがきっかけとなり、臨床栄養学科に入学し、そして、松枝ゼミに
入ることとなりました。
　現在、ゼミに入って3年目になりますが、一番成長できたなと感じることは、人との関わ
り方だと感じています。ゼミ活動の中には、実習の補助、中高年教室、国体候補選手
に対するサポートなど、さまざまな年代のさまざまなバックグラウンドを持つ方たちと関わるこ
とがあります。その中で、栄養指導を行っていくことや、栄養について教室や調査の説明
など、人前で話をする機会が多くあります。管理栄養士として働いていくなかでは、こうい
った、人にわかりやすく話すこと、人と関わっていくことは必要な能力の一つだと考えてい
ます。私は、人見知りで、緊張しやすく、積極的に話をしていく性格ではないので、ゼミ
に入ってからは苦労しました。しかし、人に教えたり、人と話をすることに慣れ、最近では、
その面白さがわかってきたような気がしています。
　最後に、松枝ゼミといえば飲み会です。歌って踊れるためには日々の練習が必要です。
　月に1回程度、誕生会やイベントごとにゼミの飲み会があります。飲んで歌っての大騒
ぎです。また、年に1度松栄会というOB、OG会が開かれており、短大時代の方から現
在のゼミ生まで多くの方が参加してくださっています。同期や先輩たちにお会いするのが
毎年楽しみです。このような形で、日々楽しんでおります。ご用がある方も、ない方もぜひ
大学本館棟5階生理学実習室に気軽におこしください。

（臨床栄養学専攻　修士2年　青
あお

木
き

　孝
たか

文
ふみ

）

師弟愛

卒論中

時にはこんな光景も

　本籍　岡山県
　高校（倉敷青陵高校）を卒業後、浪人して、四国にある徳島
大学医学部栄養学科に入学。同大学4年時には前産業医科
大学教授の白木先生に運動生理学の手ほどきを受け、同大大
学院に進学した。大学院では新山先生に教えを受け、妊産婦栄
養を極めた。
　徳島と言えば、阿波踊りが有名であるが、学部学生時代から
皆勤で参加していた。
　このころからイベント好きで、飲み会では後輩とけんかしたり、
討論したり、夜の街にくりだしたりと学業の合間をみては忙しい
日 を々送っていた。このような状態であったから？　当然のように
大学院を正規の5年で修了することなくオーバードクターとなり、
非常勤講師をやりながら、（非常勤だけで月20万ほどもらってい
た）博士論文の作成にいそしんだ。その結果、保健学博士（当
時の名称）の学位を得ることができた。学位取得後、懇意にし
ていただいていた鈴木先生（衛生学）から医学部衛生学教室助
手の職を紹介していただいた。そこで、2年間助手を務めたのち、
前述の新山先生が懇意にされていた守田先生（その当時川崎
医科大学小児科学教授）から、現在の川崎医療福祉大学臨床
栄養学科の前身である医療短期大学栄養科新設要員としてお
招きいただいた。そこで、8期生までを送り出すこととなった。
　短大時代は、職員数も少なく和気あいあいの中、学生たちも
一生懸命で、守田学科長のもと一致結束して仕事をさせていた
だいた。その後福祉大学に異動となり、現在は教授として教鞭を
とらせてもらっている。ここまで書いてくると、今まで今でもいろい
ろな人にお世話になったなとしみじみ感じる。

　他人に厳しく自分に甘い。最後の詰めが足りない。常に5分
前集合を心がけているが、最近はそうでないこともある。学生の
遅刻や時と場所をわきまえない行動をゆるせない。
　顔は怖いが実は学科内では一番やさしいと思っている。ウイン
ナーと鳥のから揚げが好物。
　サッカーが大好きで、休日のほとんどをサッカーの指導に費や
している。（福祉大学男子サッカー部監督、FCブランカス倉敷
（女子）監督）
　保健学博士、管理栄養士、健康運動指導士、中国学生サッ
カー連盟理事、岡山県サッカー協会常任理事、NPO法人元気
寿命を創造する会副会長

松
まつ

枝
え だ

　秀
しゅう

二
じ

　教授　プロフィール 本人の性格など

●ゼ ミ 紹 介●●●●●



　私が考えている大学生活とは、学生が大人になるための大事な
時期だということです。その大切な時期の最終学年で学生をあずか
るからには、先々社会に出たときに困らないような人に育てたいと思
っています。そのため、学生の研究テーマはまずは、学生がやりた
いこと。希望がなければ、近年の食に対する情勢を考慮しながら決
めていきます。
　最近継続的に行われていることは、倉敷市中高年スポーツ教
室、倉敷市国体候補選手のメディカルチェックで、これに参加して、
食事調査や指導を行うことです。これ以外には2年次の実習補助
があります。実習補助をすることで、後輩たちとも仲良くなれます。
学生たちの本年度のテーマは、ある食べ物の摂取が運動時及び
運動終了後の抗酸化作用に与える影響を調べることです。このよ
うに、卒論、中高年、国体、実習補助と学生たちはとても忙しいで
す。でも、昨年度のゼミ生はとても充実した1年であったと言ってく
れました。今年の学生もそうであるように願っています。

●とにかく運動が大好きで、運動と栄養についてのゼミがあると聞
いたときから、ここしかないと思い込んでいました。授業でしか面
識のなかった松枝先生の部屋にいきなり押しかけていき、驚かれ
ました。（3期生　平

ひら

川
かわ

　文
ふみ

江
え

）
●部活動みたいで楽しそうだったから、という直感的な理由と、個人

的には健康づくりや運動といったことに興味があったので希望し
ました。当時松枝ゼミは希望者が多く、涙が流れる話し合いが数
回行われた記憶があります。（9期生　戸

との

上
うえ

　映
え

理
り

）
●私は、スポーツや生活活動と食事の関係に興味があり、研究し

たいと思い、松枝ゼミを希望しました。ゼミで習ったことが今現在
の仕事に生かされています。（16期生　秋

あき

山
やま

　沙
さ

希
き

）
●スポーツに興味があり、スポーツ栄養というものにかっこよさを感

じていました。ゼミの先輩の被験者になり、先輩のようになりた
い、運動に関わる研究をしてみたい、スポーツと栄養について知
りたいと思ったのがきっかけです。（17期生　石

いし

井
い

　亜
あ

友
ゆ

美
み

）
●2年生、3年生のときに被験者などでよくゼミ室を訪問していまし

た。先生や先輩方と話す機会も多く、楽しそうな雰囲気に惹か
れ、運動と栄養にも興味があったので希望しました。

（18期生　窪
くぼ

　綾
あや

香
か

）
●私は、陸上部に所属しており、以前からスポーツ栄養に興味があ

りました。部活をしていく中で、よりスポーツ栄養について勉強をし
たくなりましたし、食事を通してスポーツ選手をサポートしたい気持
ちもあったので、このゼミを希望しました。（4年生　北

きた

野
の

　里
り

沙
さ

）

●松枝ゼミは、中高年健康スポーツ教室や国体メディカルなどを通
じて人とのコミュニケーションが必要になるゼミなので、管理栄養
士に必要とされるコミュニケーション能力を高めることができると
思い希望しました。（4年生　磯

いそ

田
だ

　千
ち

明
あき

）
●私が松枝ゼミに入った理由は、体を動かすのが好きで、栄養と運

動の関係について学びたいと思ったからです。ゼミでは、抗酸化
物質と運動についての研究をしています。自分の体を使った研
究なのでとても興味深いです。（4年生　宮

みや

倉
くら

　渉
あゆみ

）
●私が松枝ゼミを希望した理由は、スポーツ栄養に興味があり、調

査から指導までを一貫して学ぶことができると思ったからです。
（4年生　椎

しい

原
はら

　由
ゆ

理
り

奈
な

）

●早起きが苦手だったので、朝早くから起きること。1年の頃は欠
席や遅刻が多かったのですが、ゼミのときは無遅刻、無欠席でし
た。卒論提出間近に、某飲食店で暴飲暴食して腸炎になったと
きは辛かったですが、よき思い出です。他のゼミよりは忙しく、2、
3のことを同時にしなくてはいけなかったことです。でも、終わって
みれば得られたものは多かったです。

●他学科の先生方や、部屋に来られる方など多くの人と関わること
ができました。

●毎日、朝からゼミに来ることは自然に身につきますし、社会に出る
と当たり前のことを学ぶことができました。

●先生とゼミ生が気さくに話せることで、強いつながりを得たことが
第一です。

●松栄会という松枝ゼミの卒業生と現役学生が集う会が毎年行わ
れることです。先輩と後輩とのつながりを実感できるよい機会に
なっています。

●ゼミ室外でもいろいろな経験ができたことです。悩み苦しんだこと
も全てが自分にとってはよい糧となっています。

明るい。よくしゃべる。元気。臨床栄養の中では最も体育会系。食べることが大好き。現在は、学部学生４人。大学院生２人です。

色とりどりの
ゼミ生たち

今年のテーマ
スリムクラブ
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教員とゼミの学生による対談

松枝ゼミを希望した理由は

ゼミで大変だったこと

ゼミでよかったこと

　近年、松枝ゼミは希望者が減少傾向にあります。この理由のひ
とつに私自身が臨床栄養学科内で古参になったこと、世代交代と
いう流れとしてとらえれば順当なことであり、喜ぶべきことではありま
す。一方、学生側に目を転じてみれば、ゼミに対する思いの変化も
感じられます。４年次になると、国家試験対策、卒業研究、就職
活動と３つのことを同時進行しなければなりません。この同時進行
ができない人の割合が増加しているのではないのかと危惧していま
す。この３つの同時進行を達成することが、他の管理栄養士養成
校との違いを作ることになります。臨床に強く、研究心を持ち、社会
に貢献できる人を育成するためには、我々教員が今以上にゼミ活
動を通して、研究だけでなく、学生をひっぱり、教育し、育てること
に全力をつくすことが必要であると思います。

松枝のゼミに対する思い

●ゼ ミ 生●●●●●



川崎医療福祉大学

川崎医科大学
附属病院

風化する記憶／田村　剛章

臨床心理学科　４年　安達　洋助
あ　だち　　　よう　すけ

1

　絵や写真があるだけで、無機質な空間もやわらかく感じます。それが本学の学生さ
んの作品だと思うと、なおさらです。目から入った色や形が、凝り固まった私の頭をほ
ぐしてくれるような気がする、と
ても楽しいスペースです。

医療福祉デザイン学科学生作品
ギャラリー
「ホリスティック」

　ふと、この絵を目にした時、何か
不思議な動きに引き込まれる。生
命をささえる細胞分裂をしているよ
うな。一方では、過去から現在まで
つながれた記憶が、少しずつ引き
裂かれていくような。心理学でいう
長期記憶の中のうごめきなのか。

漂／平島　二郎

臨床心理学科　４年　和氣　孝宏
わ　け　　　たか　ひろ

2
　夕暮れから夜の世界
への雄大な流れを感じ
る。また、限界のないス
ピード感に満ちた速い
流れが見える。大きな水
面に映し出され、揺れ動
く人のこころの一面なの
か。いつの間にか、その
動きを僕は感じていた。

漁 港／森下　修三

感覚矯正学科　4年　出雲 つばさ
いずも

5
　生活が便利になり日々進
歩している現代ですが、その
半面で道路の建設など目に
映る風景は大きく変化してい
ます。変えていくことも大切で
すが、この絵のような昔ながら
の風景を守っていくことも私
たちの役目
だと考えさ
せられます。

日月図 ―黄丹の天―／高橋　秀

感覚矯正学科　4年　藤井　亜弥
ふじ　い　　　 あ　や

4

　山と太陽、そして月が一度に見られる時間は一日にそう長くはない
と思います。そのような瞬間を連想させる、荘厳な装
飾宇宙の世界が描かれた大作です。誰もが目を引か
れる明るい背景が印象的であり、力強い活力が感じ
られ、気を引き締
められます。

こどもの森／金盛　秀禎

臨床心理学科　４年　阿部　歩
あ　べ　　　あゆみ

3
　温かさと優しさ。丸みを
おびた作品から、「ほっ」
とする何かを感じる。頂上
で戯れるのは子どもたち
か。作品の側面には、生
命を育む木々や、水面の
波紋を感じる。自然の中
で、子どもたちが楽しく、み
んなで一緒に遊びにふけ
る。「私も仲間にいれて！」

パリ風景／大島　勲

リハビリテーション学科　教授　井上　桂子
いの　うえ　　　けい　こ

川崎医療福祉資料館　事務員　三宅 久仁代
み　やけ　 く　 に　よ

6

8

／医療福祉デザイン学科

　この絵は本学開学以来
あの場所に飾られているそ
うです。ひっそり静かに大学
の歩みを見続けてくれた絵
です。皆さんも時には足を
止めてこの絵に目を向けて
ください。私は何だかとても
静かな気
持ちにな
れました。

上 昇／高橋　秀

リハビリテーション学科　助教　高橋　尚
たか　はし　　ひさし

7
　「上昇」は、一見すると階
段の上に二つの気球が並
んだように見えます。まる
で、階段を上がるように着
実に一歩一歩前に進むこ
とで、やがて上昇気流に乗
ることができるということを
示している
かのようで
す。

本館棟
（3F）

（「ホリスティック」の詳細はp.12でも紹介しています。）

1

本館棟（2F）

川﨑祐宣
記念講堂

事務室

総合体育館

体育館

講義棟

厚生棟

図書館

男子ロッカー室

女子ロッカー室

4

3

5

2

6

7
8

学生ラウンジ

9

9

企画特集　かわふく芸術作品ツアー
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　本学にはいたるところに絵画などの芸術作品が飾られています。普段、じっくり鑑賞することは
ないかもしれません。今回は9件の作品を学生・教職員の方々の感想と併せて紹介します。皆さ
んはこれらの作品から、どんなことを感じますか。さあ、一緒に芸術作品ツアーに出かけましょう。

私たちの部・サークル紹介

混声合唱団｢ちょらす｣　医療情報学科　2年　上
うえ

田
だ

尾
お

　浩
ひろ

正
まさ

卓　球　部　医療情報学科　2年　難
なん

波
ば

　直
なお

樹
き

　私たち卓球部は、総合体育館1階トレーニング室で活動して
います。活動日は主に夏は毎週、月、水、金の17時30分か
ら20時30分の約3時間、冬は毎週、月、水、金の17時30
分から19時30分の約2時間程度で、部員は、全国大会出場
経験者から大学から始めた初心者までさまざまです。どんなレベ
ルの部員でも仲良く楽しく活動できる部活です。
　卓球は、大学からでも楽しめる簡単なスポーツですが、小さな
球、狭いテーブル、カットなどとても奥が深く一球一球の丁寧さ
が求められるため、とても集中力がつくスポーツです。サービス、
レシーブのやりとり、ドライブとドライブの打ち合いは、どのスポー
ツにも類を見ない速さが求められます。また、週3回の限られた
練習時間のため部員全員が、できる限り練習には参加し、楽し
く、ワイワイとやっています。その中で各自、目標を決め、台に
つけば目標に向かい一生懸命努力するということを心がけて練
習しています。
　これからも、皆が仲良く、
そして少しでも良い成績を
残すことができるように練
習に励み、活動していきた
いと思います。これからも
応援よろしくお願いします。

歌う楽しさ卓球の魅力

　私たち混声合唱団 ｢ちょらす｣は、1、2年生を中心に講義棟
1階第二音楽室や4101教室を拠点に楽しく活動しています。
　皆さんは、合唱というと歌の才能がある人ばかりで堅苦しくあ
まり楽しいイメージを持っていないかもしれませんが、そんなこと
はありません! 音痴でも才能がなくても「歌うことが好きな人」
は誰でも始められます。ただ声を出して歌うだけです!
　私たちは「楽しく、気楽に、元気よく、やる時はやる!」をモッ
トーにしています。私が部長になり部員には絶対に無理なこと
はさせないで、あまり厳しいことも言わないことにしています。そ
れはなぜかと言うと、部活をキビキビとするのも大事だと思いま
すが、それをあまりやり過ぎると良い歌を歌えなくなると思ってい
ます。歌を歌うためには気持ちがとても大切です。部の雰囲気
を気楽で良いものにし、歌はとても楽しく元気が出るものだとい
うことを部員に感じてもらいたいと考えています。
　また、合唱に大切なものはチームワークです。「合唱」は文
字通り皆で歌います。一人だけ飛び出ていると良いハーモニー
は生まれません。ですから、合唱を始めると自分のことばかりで
なく他人のことも考えられる人間
になれますよ!
　最後に、歌うことはとても楽し
いことです。合唱だからとあまり
難しく考えず、歌や音楽が好き
な人はぜひ見学に来てください。

入部は
いつでも
大歓迎！



学科PRコーナー　医療情報学科
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「医療をささえる情報の専門家」の育成を目指して
　医療現場では、従来の紙の診療録に代わる電子カルテシステムが広く普及するなど、医療の情報化が急速
に進んでいます。医療現場で発生する情報は医療情報と呼ばれていますが、情報化に伴って医療情報も多様
化し、またその取り扱いも大きく変化してきました。
　医療情報学科では、多岐にわたる医療情報を適切に管理・運用し、また有効に活用する人材として、情報
の技術と医療の知識をあわせ持つ 「医療をささえる情報の専門家」 の育成を目指しています。

　医療情報学科では、病院情報システムの管理・運用を担当できる医療情報技術の専門家と診療情報管理
の専門家の育成を目指しています。診療情報管理士は、カルテ管理にとどまらず、近年の医療の情報化に伴
って、診療支援や病院の管理・経営支援の情報を提供する重要な職種として注目されています。今回の学科
PRでは、実習・実験科目の一部を紹介します。

　医療サービスに求められ
る「よりよい医療を安全に
提供すること」を念頭に置
き、将来医療人として働く
ための心構え、診療録管
理業務・医事業務・病院
情報システム管理業務な
どに関する知識、技能を
実践的に身につけます。

●ネットワーク技術
●セキュリティ技術
●サーバ構築・管理

　電子カルテをはじめとした
システム導入などによる医
療機関のICT化は大きな
流れとなっています。それ
をふまえ、システムを導入、
保守・管理していくために
必要なICTを、実験形式で
より実践的に修得します。

医療データを分析するための統計的手法を
はじめとするいろいろな数理的手法の学習

医療数理科学系
医療を支援するために必要な知識の修得、
医療機関における実習を通した実践的学習

保健医療科学系

病院実習 コンピュータ実験

情報技術の基礎から高度な技法まで、医療への応用を目
指した情報科学の知識と実習・実験による技術の修得

情報技術科学系

複 合 領 域
各領域の知識・技術を統合した領域の学習

実習・実験科目の紹介



就職活動コーナー
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医療福祉学科　岡
おか

本
もと

　宣
のぶ

雄
お

臨床工学科　立
たち

花
ばな

　博
ひろ

之
ゆき

医療福祉経営学科　坂
さか

本
もと

　圭
けい

幅広い選択肢から選ぶために
　医療福祉学科の卒業生は、医療機関、福祉施設・機関、医
療・福祉系企業、一般企業、高校や特別支援学級、公務員など、
さまざまな分野・職種で活躍しています。生活様式や価値観が多
様化する現代社会では、保健・医療・福祉の知識を身につけた人
材が求められており、学生の未来は無限大に広がっています。しか
し、多くの選択肢から就職希望先を絞っていくには入念な準備が
必要です。就職について考える機会は「自分自身がどのように生
きていきたいのか」「人生の目標や価値をどこに置くのか」を考える
機会です。

自分の人生を考える
　医療福祉学科では2年次から自分の進路に沿った履修モデル

（コース）を選択し、学習を深めます。1年次から基礎ゼミナール
をはじめとする講義を通じて、職場や職種への理解を深め、自分の
将来を思い描けるように支援します。課題図書を読む、ゼミナール
で話し合う、授業で先輩や教員から現場の体験談を聴くなど、多
様な機会を通じて自分の将来、そして就職について考えます。医
療福祉学科就職ガイダンスでは、卒業生の就職体験談を聴きます
が、それ以外に現場実習関連の授業などでも卒業生の体験を聴く
機会が設けられています。2年次の保
護者懇談会、3年次の保護者就職懇
談会では、希望に応じて学生と保護者
とゼミ教員とで話し合うこともあります。
就職内定までの間、就職委員と連携し
ながら専門ゼミナールの教員が中心と
なり、個々の学生たちが自分の将来を
模索する過程を支援しています。

学科全教員と卒業生とで支援しています
　臨床工学科では学生一人ひとりが希望する進路に進めるように
就職担当教員を中心に学科全教員が協力して万全の体制で支援
活動を行っています。3月には第1期生が卒業し、無事全員、希
望の病院に就職することができました。
　本学科では、特に夏期休暇中に医療機関などでの見学実習を
積極的に進めるとともに、円滑に見学実習が行えるように希望調
査から相手先への問い合わせ、日程調整まで一括してコーディネー
トを行うなど全面的なサポート体制を敷いています。また、履歴書
など提出書類の作成サポートにも力を入れており、学生が履歴書
を作成する際に困らないように、早くは1年次より意識付けを持た
せるような指導を行い、2年次では仮想の就職先に対する履歴書
作成の機会を設け、自身の現状を再認識させるとともに、残され
た2年間をどのように過ごすべきか考える場を設けています。さらに
は、3年次には保護者就職懇談会を開催し過去の求人状況、就
職状況などを詳細に記載した学科独自の資料を配布し、4年次の
就職活動の時期には、多くの時間をかけて学生本人が納得するま
で、繰り返し添削指導を行っています。
　加えて、前身の短期
大学からの20年、1000
名を超える卒業生のネット
ワークを最大限に活用し
て、求人情報の収集や
新たな就職先の開拓も行
うなど、関係者が連携し
てあらゆる側面から就職
支援を行っています。

医療福祉経営学科の就職支援について　
　医療福祉経営学科は、他のマネジメント学部所属の学科と同じ
ように歴史の浅い学科です。そのため、まず、就職支援は本学科
のことを理解してもらうことから始めました。具体的には、本学科前
身の旧医療福祉マネジメント学科卒業生の実績を基に、男子学
生が多いという特徴を生かしながら、新たに就職開拓を進めてまい
りました。その結果、医療福祉施設を中心に、人事担当者からマ
ネジメントのできる人材を求める声が就職支援センターに、また、直
接寄せられるようになりました。
　一方、就職活動は、学生自身がその気にならなければなりませ
ん。そこで、各学期のガイダンス時に、就職に関するアナウンスを
実施し、就職活動に対する意識を植え付けさせています。加えて、
3年次生には、学科独自の就職セミナーを年3回実施し、その中
で本学科卒業生やすでに就職の内定した4年次生に就職体験談
を講演してもらうとともに、各教員が就職開拓時に人事担当から伺
ったことを伝えています。
　このように、様々な取り組みをしておりますが、就職活動中悩み
はつきものです。その際は、遠慮なく相談してください。皆さんの
周りには、
支援してく
れる人がた
くさんいま
す。そして、
何よりもあき
らめない心
を持ち続け
てください。

　4学科の就職委員の先生方に、各学科における
学生への就職活動支援についてお聞きしました。

医療情報学科　武
たけ

部
べ

　伸
しん

先輩方の就職活動の体験談に耳を傾けよう
　2、3年次生全員を対象に9月に『就職・進学体験談の会』を
開催しています。卒業生と4年次生の内定者（医療機関・情報
系企業・大学院生）に皆さんがこれから何を準備し、何をしなけれ
ばならないのかなどをアドバイスしていただきます。講演会後は、講
師・学生・教員が出席して、活発なグループディスカッションを行い
ます。不安や悩みを抱えている人も多いと思いますが、ぜひ参考に
してください。

内定先の傾向と手段
　昨年度就職者45名の内訳【業種別】医療機関44.4％、一般
企業（情報系27％を含む）48.9％、医療福祉系企業4.5％、公
務員2.2％【地域別の内訳】岡山県62.2％、広島県6.7％、近
畿地方11.1％、四国地方8.9％、中部・北陸・東海地方4.4％、
関東地方6.7％【手段別の内訳】大学の求人42.2％、説明会
22.2％、自己開拓20％、縁故・教員推薦・その他15.6％。
　本学科の専門分野（医療・福祉・情報系）への就職率は82.2
％です。

学生の皆さんへのメッセージ
　自分が将来を託すに足りる企業（一
般企業・病院）であるか、自分の将来
ビジョンをよく考える。大企業イコール
優良企業とは言えないので企業をよく
研究し、早くから積極的に活動するこ
とが大切です。医療機関は求人数が
少ないので、特に自己開拓を推奨しま
す。



平成22年度　国家試験合格状況

2011年度　第1回オープンキャンパス開催

平成23年度　川崎医療福祉学会総会及び第40回研究集会（講演会）開催

　第40回研究集会と本年度の学会総会が、6月
15日（水）13時30分から本学10階会議室で開
催されました。総会では昨年度の事業報告をはじ
めとする審議事項がすべて承認されました。総会
に先立ち、第40回研究集会が開かれました。感
覚矯正学科熊倉勇美教授、医療福祉学科寺尾
孝士教授が講演されました。講演要旨を次に紹介
します。

（　）は昨年度実績

感覚矯正学科　熊
くま

倉
くら

　勇
いさ

美
み

　医療・保健・福祉の分野で、言語聴覚士が関わる摂食・嚥下障
害の原因疾患を見ると、この20年で徐々に拡大している。当初は
脳血管障害が中心であったが、様々な疾患への取り組みもなされる
ようになった。高次脳機能障害
や加齢による問題もクローアッ
プされている。我が国では米国
に強い刺激を受け、多職種参
加型の学際的臨床研究団体
が発足・発展した経緯がある。
今回は、摂食・嚥下リハの最前
線で活躍するSTの役割拡大
の20年をたどって講演した。

医療福祉学科　寺
てら

尾
お

　孝
たか

士
し

　以前勤務していた施設は、知的障害が重度の自閉症の人たち
で様々なできなさや困難さを示していた。彼らに対して、スケジュー
ルの提示、物理的構造化、ワークシステム等のTEACCHプログ
ラムにおける構造化のアイデ
アを応用して支援を展開した。
その結果、問題行動の減少や
自立して行動できることが増加
した。また、働くことや余暇を
楽しむことも地域に展開してい
くことができた。構造化の取り
組みがなければこのようなこと
は不可能であった。

わが国における摂食・嚥下リハビリテーション
の展開〈言語聴覚士の役割の拡大〉

行動障害を示す自閉症の人達への支援
―構造化のアイデアを応用して―

　6月19日（日）今年度1回目のオープンキャンパスを開催しました。
　当日は梅雨空の蒸し暑い天候にもかかわらず、受付開始9:30前から来られた方 も々お
られ、県内・中四国を中心に736名と昨年度同様に大変多くの方々が参加されました。
　10：00から川﨑祐宣記念講堂で開会行事が行われ、岡田学長は挨拶の中で、「本
学の位置付け、目指しているもの」を明確に語り、「もう一つぜひ話したいことがある。そ
れは、8月のオープンキャンパスで受験生の皆さんにお話したい」と参加者に熱いメッセー
ジを送りました。引き続き、松本副学長が「平成24
年度の入試概要」をスライドを用いて分かりやすく解
説し、参加者は真剣な表情で聴き入っていました。
　学科・専攻ごとに2回開催の「ミニ講義」も多く

の方々が聴講し、専門分野に関する講義に、一足先に大学生気分を味わっていました。「学科説明・
実習室見学」では、教員や先輩に勉強の内容や学生生活の様子を聞いたり、専門的な器具・用具
が整っている実習室を見学したりと、充実した時間を過ごした様子でした。
　毎年好評の川崎医科大学附属病院見学ツアーも、153名の方々の参加があり、附属病院各部署
のスタッフの全面的な協力で、日頃は見ることのできない病院内の施設設備を丁寧な説明付きで見学
することができ、参加者には大変満足してもらうことができました。
　「学食体験(無料)」では、学生食堂（定食4種類）または、「ぱん･で･らんち」（焼きたてパン・
飲み物セット）のどちらか一方で、自慢のメニューを賞味してもらいました。「キャンパス見学ツアー」、「入
試、就職編入学等相談コーナー」にも多くの方々の参加がありました。
　2回目は8月7日(日)に開催します。参加された方々に十分満足していただけるオープンキャンパスと
なるよう、一層の内容の充実に努めたいと思っておりますので、ぜひご参加ください。

管理栄養士 H23.3.20㈰ H23.5.9㈪ 51
試　験 試験日 合格発表 受験者数

39
合格者数

76.5
（85.4）

合格率（％）
82.1
（78.7）

全国平均（％）

診療情報管理士

健康運動指導士

H23.　2.13㈰
H22.11.23㈫
H23.　3.21㈪

H23.　3.24㈭
H22.12.16㈭
H23.　4.21㈭

84
14
　6

試　験 試験日 合格発表 受験者数
28
　8
　4

合格者数
33.3

57.1

66.6

（40.0）

（ー）

（53.3）

合格率（％）
51.6

45.0

47.9

（49.2）

（33.3）

（35.8）

全国平均（％）

国家
試験

認
定
試
験
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平成23年度　川崎医療福祉大学　教養講座

平成23年度　公開セミナー開催一覧

『経済成長を続ける中国の現代社会』
（1回目）「中国の一人っ子の成長を見つめて」

　経済成長が著しい中国からは目が離せません。中国の将来を担う若者のこ
とをお話します。
　中国では一人っ子政策が実施されて30余年になりました。一人っ子たち
の成長は中国の経済成長と重なり合っています。祖父母や親の期待を一身
に背負って激しい受験競争を強いられる一人っ子、豊かな生活を満喫できる
一人っ子は「小皇帝」とも呼ばれています。そのような一人っ子たちの成長
環境を振り返りつつ、その価値観、物の考え方、親子関係、人間関係など
について事例を交えてお話し申します。

（2回目）「中国における高齢者の生活」
　急速に高齢化社会に突入した中国は、家族の小規模化、社会保障と社
会福祉環境整備の遅れにより、お年寄りが老後の生活に不安を抱えるように
なっています。その難題に直面した中国では地域やコミュニティのマンパワー
を生かして、訪問介護、コミュニティサービスセンターを設置して高齢者の介
護問題などを解決しようとしています。中国のお年寄りの現状、誰が介護をす
るのか、どのような問題があるのかをお話し申します。
　講　師：本学　医療福祉学科　教授　姜　波
　日　程：平成23年11月19日（土）、26日（土）

　　　　　　10：30〜12：00　全2回
　会　場：川崎医療福祉大学　講義棟4602教室
　対　象：一般
　定　員：100名程度
　主　催：川崎医療福祉大学
　受講料：無料
　申込方法：事前申し込み不要（当日、受付カードに記入）
　お問い合わせ：〒701-0193　倉敷市松島288

　　　　　　川崎医療福祉大学　公開講座係
　　　　　　　電話　086-464-1021（直通）・FAX　086-462-1193
　　　　　　　E-mail　kyomuka@mw.kawasaki-m.ac.jp
　　　　　　　http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/
　　　　　　岡山県生涯学習大学連携講座
　　　　　　　http://www.pal.pref.okayama.jp/nobi/index.html

開催日

　８月２０日（土）
13：00～15：00
   
 

１０月１日（土） 
14：00～15：30  
 
後期：
　１０月４日・１１日 
　　　１８日・２５日 
　（火曜日） 
　10：00～12：00

テーマ及び内容

  
卒業生のためのセミナー

 食べる・飲む
　―もしこれがうまく出来なく
　　　　　　　　　　　なったら

中高年者のための水中運動　　　　　　　

講　師

MMPG
坂井　浩介

教授
熊倉　勇美

教授
小野寺  昇

対　象

 
卒業生 

一般
医療従事者
卒業生
学生

地域の皆様

定　員

 
60名

 
200～
300名

各30名

参加費

 
無料

 無料

1回
500円

場　所

 
６１０１講義室

 

４６０２講義室

福祉大
温水プール

連絡先

医療福祉経営学科
　TEL.　086-462-1111（代）
　内線　55055（太田栄）
　　　　54070（荒谷）
　　      54611（太田博）
　感覚矯正学科
　TEL.　086-462-1111（代）
　内線　54904（長江）
　

　　健康体育学科
　TEL.　086-462-1111（代）
　内線　54531
　　　　（健康体育学科実習室）
　締切　セミナー各日の前日

●上記の内容は、本学ホームページでもご覧いただけます。
　（川崎医療福祉大学公開セミナー
　　　　　　　http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/extension/03-01.php）
●本学の公開セミナーはすべて、岡山県生涯学習大学連携講座として登録しております。
　（岡山県生涯学習大学　http://www.pal.pref.okayama.jp/nobi/index.htmll）          
●お車でお越しの場合は、駐車場について申込時に各学科で詳細をお尋ねください。
　お問い合わせ代表番号：川崎医療福祉大学　〒701-0193 倉敷市松島288番地
　　　　　　　　　　　　TEL.086-462-1111（代）          
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学 会 等 開 催（予告）

7月15日
7月16日
7月17日〜18日
7月23日
7月23日
7月23日
7月30日
7月30日〜31日
8月12日
8月17日〜19日
8月20日〜21日
8月21日
8月21日
8月27日〜28日
8月27日〜28日
8月27日〜28日
8月28日
9月3日
9月3日〜4日
9月4日

9月10日
9月11日

9月13日〜14日
9月24日
9月24日
9月24日
9月25日
9月25日

9月26日
10月1日
10月1日
10月3日
10月7日
10月15日
10月15日〜16日
10月17日
10月21日
10月21日
10月22日
10月24日
10月29日
10月29日
10月31日
11月7日
11月11日
11月12日
11月12日
11月12日
11月14日

セミナーA（自閉症勉強会）
障害者水泳教室
日本検査血液学会学術集会
医療事務管理士検定
倉敷市中高年健康・スポーツ教室
自閉症児のための水中運動教室
岡山県栄養士会生涯学習研修会
日本ストレスマネジメント学会
医療福祉教養講座
免許状更新講習
日本医療秘書実務学会第2回全国大会
平成23年度岡山県作業療法士高齢者部門研修会
第4回心理学検定試験
言語障害臨床学術研究会
岡山マンモグラフィ講習会更新講習
岡山県栄養士会生涯学習研修会
日本音楽療法学認定講習
自閉症児のための水中運動教室
中国ブロック理学療法士学会
㈳日本視能訓練士協会生涯教育制度中四国ブロ
ック新人教育技術日程・両眼視・眼位・眼球運動
倉敷市中高年健康・スポーツ教室
岡山県言語聴覚士主催「おかやま言語聴
覚のつどい」
私立大学図書館協会　中国・四国地区研究会
日本赤十字社救急法講習会
岡山県言語聴覚士成人部会講習会
岡山県栄養士会生涯学習研修会
岡山リハビリテーション講習会
中四国視能訓練士会第18回研究会　
中四国視能訓練士会委員会
自閉症特別講座
倉敷市中高年健康・スポーツ教室
自閉症児のための水中運動教室
自閉症特別講座
保護者向け自閉症勉強会
障害者水泳教室
日本運動処方学会
自閉症特別講座
自閉症児のための水中運動教室
セミナーＡ（自閉症勉強会）
倉敷市中高年健康・スポーツ教室
自閉症特別講座
自閉症児のための水中運動教室
日本アイリス・マードック学会
自閉症特別講座
自閉症特別講座
保護者向け自閉症勉強会
倉敷市中高年健康・スポーツ教室
自閉症児のための水中運動教室
秘書検定
自閉症特別講座



キャンパスインフォメーション

川崎医療福祉大学　〒701-0193 岡山県倉敷市松島288　TEL.086-462-1111㈹　URL http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/

新 任 教 員 の 紹 介

　今回の企画特集「かわふく芸術作品ツアー」
では、本学の芸術作品について取り上げまし
た。同じ作品を見ても、10人いれば10人そ
れぞれ感じ方は異なると思います。ぜひ、本
誌を片手に学内の作品を見て歩いていただけ
たらと思います。岡山県は美術館が多い県で

す。岡山県によると、人口10万人あたりの美術館
数が全国第6位（全国平均：0.35館、岡山県：0.87
館）なのだそうです (資料：文部科学省 ｢社会教育
調査｣ H20年)。せっかくそんな県にある大学で学ん
でいるのですから、この環境を生かさない手はない
です。積極的に美術館に足を運んでみてはいかがで
しょうか。絵画に限らず、芸術に触れる機会を持つ
ことは、良い刺激になると思います。
　次回107号では「医福大ケータイフォトコンテス
ト」の優秀作品を発表いたします。9月3日（土）ま
で募集しておりますので、皆さん奮ってご投稿くだ
さい。
　いよいよ夏到来です。身体に気をつけて、充実し
た夏休みを過ごしましょう。

編

集

室

　学園や附属病院関係者のご協力により、4月13日（水）に附属病院3階の採尿・採血センタ
ー前に〈ギャラリー「ホリスティック」〉がオープンしました。このギャラリーは、川崎医療福祉大学
医療福祉デザイン学科の学生・教員が、作品を企画・制作し運営します。
　この空間が「安らぎのスポット」として、また、外来患者の待ち合わせ場所「ランドマーク」とし
て、また、これまで通り検査の「待ち合い」空間として利用していただくことを目的としています。
　「ホリスティック」という人間の身体と心、その人を取り巻く環境がほどよく調和することを大切に
するという考え方をもとに、作品や空間を通して心がなごみ、癒やされることによって身体の癒やしへ
とつながっていくことを願っています。
　1回目の展覧会として、4月13日〜6月30日の期間は、日常生活に隠れている〈かお〉の写真
をモチーフにテーマ《かくれんぼ》として企画しました。
　2回目の展覧会として、7月4日〜9月30日の期間は、学生が新しく考えだした文字を「レタリン
グ」として展示する『おいしいなぞなぞ漢字クッキング』を開催しています。
　漢字にはそれぞれ意味があります。たとえば、3本の木で「森」という漢字になります。それぞれ
の成り立ちやしくみを利用して、学生の好きな食べ物を表す、一文字の新しい漢字を作りました。
　外来に来られるみなさんの多くはいろいろな痛みや不安をお持ちです。視野も狭くなりがちです。
そんなとき、ユーモアのある新しい「漢字」をご覧になって、思わずほほ笑んだり、驚いたりしてほん
の一時、気持ちをリラックスしていただければ大変うれしく思います。学生が愛情込めて「調理」し
ています。新しい漢字のレタリングを是非味わってみてください。

（医療福祉デザイン学科　徳
とく

山
やま

　容
やすし

）  

附属病院３階にギャラリー「ホリスティック」オープン

〈採用〉（5月1日付）
　　　佐々木和信　　医療福祉デザイン学科教授
　　　田中久美子　　保健看護学科看護実習助手

〈昇任〉（6月1日付）
　　　遠藤　賢二
　　　加藤　弘幸
　　　大西　知子
　　　谷本　祐子
　　　今吉　恭子

〈異動〉（6月1日付）
　　　小田　誠二
　　　德田　周子
　　　田中　寧乃
　　　渡辺　慶子
　　　小池　香里
　　　井上　知佳

〈退職〉（5月31日付）
　　　川中有理子　　就職課事務職員
　　　草井　裕子　　学生課事務員
　　　（6月5日付）
　　　久我原朋子　　保健看護学科講師

教 職 員 人 事 異 動

新
入 試 課 長
経理部研究助成課長兼庶務課長代理
附属図書館主任
教務課主任
教務課副主任

医大事務部学務課長
医大組織培養・免疫センター研究補助員
川崎医療福祉資料館事務職員
総務部総務課庶務係事務職員
リハビリ学院事務室事務職員
経理部研究助成課事務職員兼庶務課事務職員

旧
教務課長補佐
医大事務部学務課長代理
附属図書館副主任
短大事務部教務課副主任
教務課事務職員

入 試 課 長
臨床工学科研究補助員
総務部職員課事務職員
庶務課事務職員
総務部付事務職員
医大事務部学務課中央教員秘書室事務職員

医療福祉デザイン学科　教授　佐
さ

々
さ

木
き

　和
かず

信
のぶ

　北海道は小樽の生まれです。札幌から川崎医大に平成2年に赴任し
ました。専門は解剖学で、5月から医療福祉デザイン学科を兼任させて
いただくことになりました。岡山での暮らしも昨年9月で20年を超えまし
た。夏の暑さは厳しいけれど、瀬戸内海に臨み、中国地方の中心とし
て奥深い歴史を内包するこの地で、福祉大学の皆様と解剖学を軸に勉
強と研究のできることを楽しみにしています。よろしくお願いいたします。

大 学 行 事

7月25日
7月26日
7月27日〜8月9日
7月27日
7月28日〜8月3日
8月4日〜9月30日
8月4日〜10日
8月7日
8月10日〜9月26日
9月2日

9月11日
9月15日〜22日
9月15日〜22日
9月18日
9月20日〜22日
9月21日
9月26日〜30日
9月27日
10月1日
10月5日〜6日
10月8日〜9日
10月8日〜9日
11月6日

学部）春学期代替授業（水曜日分）
学部）春学期授業終了
学部）春学期定期試験
大学院）春学期授業終了
大学院）春学期試験期間
大学院）夏季休業
大学院）集中講義
第2回オープンキャンパス
学部）夏季休業
編入学試験・大学院入試

（修士1期・博士後期1期）
第3回オープンキャンパス
大学院）履修登録
学部）Web履修登録Ⅰ
AO入試
学部）ガイダンス
春学期末卒業証書・学位記授与式
大学院）集中講義
学部）秋学期授業開始
大学院）秋学期授業開始
学部）Web履修登録Ⅱ
学園祭
第4回オープンキャンパス
特別入試
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