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　卒業生の皆さんはここで学んだ成果を発揮しようと思っていることでしょう。社会では自分一人ががんばれば良いわけ
ではありません。一つの目標に向かってみんなで協力するためにはいわゆる根回しが大事です。「みんな知っているのに
私だけ知らなかった」と感じると、やる気をなくしてしまいます。自己主張が強いと、仲間の輪から外されます。「自己主
張は控えてコミュニケーションを良くする」、これが組織で活躍する要諦です。

　大学4年間の思い出は、座学よりも臨地実習ではないでしょうか。私も学生時代を思い起こせば、実習場面とその
時の指導教員の言葉が鮮明に残っています。受け持ちの患者さんが笑顔で迎えてくれるのが嬉しくて、患者さんの役
に立つことは何かを探していました。指導教員から「患者さんは必ずしも看護師を必要としないが、看護師は患者さんを
必要とする」と助言されました。看護職者は対象者に育てられることを心に留めて、社会に歩み出てください。

　「なぜ、勉強するのか、なぜ学ぶのか？」その答えの一つを、「男はつらいよ　寅次郎サラダ記念日」（第40作）に
みる。
　私の記憶では、満男（寅さんの甥）が寅さんに「なぜ大学に行くのか、何のために勉強するのか？」と問う。寅さん
は答える。「人生、いろんなことに出会う。オレみたいな勉強をしなかった者は、その時の気分や偶然にまかせて決めて
しまう。勉強した者は自分の頭できちんと筋道を立てて、はて、こういう時はどうしたらいいかな、と考えることができる。」
　これから旅立つ君へ。スペシャリストとして活躍する君へ。
　「さらに学んでください。そして学び続けてください。」

　皆さんにとって大学を卒業することは嬉しいことである半面、青春時代に終止符を打たなければならないような寂しさ
も感じているのではないでしょうか。ところが、大学生活は長い人生においては一時期にすぎません。むしろこれからの
方がずっと長いといえます。そしてこれからも何度となく運命を変えてしまうような出会いやチャンスに遭遇します。毎日平
坦で同じことの繰り返しの日々が続いても、その時は必ずやってきます。待ちくたびれることもあるかもしれませんが、そ
の時を待ちましょう。

組織で生きる知恵

看護の対象者が看護職者を育てる

学び、学び続ける

「運命的な出会い」を待ちましょう　
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先人に学び、未来を開く

卒業生に贈る言葉

　卒業生の皆さんの本学での学生生活は、良き医療福祉人に成長するための努力の日々であっ
たと信じています。知識や技術の習得は当然ですが、友人や教職員との交流を通じて、他者との
協調性や相互援助の重要性、弱者への接し方やコミュニケーション能力、心温かい感性や苦難
を乗り越える忍耐力についても学んだことと思います。そして、一社会人として旅立つにあたって最
も重要なことは、自立心が得られたかどうかです。明日からは授業もなければ、試験もありません。
学校へ行く必要がなくて良かったと思うかもしれませんが、自ら求めて講演等を聴き、あるいは書物
から学ぶことがなければ、新たな進歩を得ることは困難です。自ら学校に行きたいと願う発展途上国の多くの子供達の存在につい
ては、昨年ノーベル賞を受賞されたマララ・ユスフザイさんの言葉を思い起こすことでしょう。テロによる無差別殺人や青少年犯罪、
カルト集団やモンスタークレーマーの問題等、国内外に存在するさまざまな心の貧困を救う鍵は、良き教育に委ねられています。
　すでに独立自尊の精神を身につけたという皆さんの中には、人を驚かせるような新しいアイデアを創造したいとの大きな野望を抱
く方も多いと思います。人の成功には、物質的な裕福を掴むことよりも心の充足を得ることの方が重要と言われます。社会のため
に役立つ新しいものを生み出し、自分の存在がその行為や結果から認められ、称賛を受けることが心の充足に繋がるものです。た
だし、注意すべきは、新しいと思った事柄が既に何十年も前に成し遂げられていたという可能性です。そこで、皆さんには「温故
知新」あるいは「継往開来」という言葉を贈りたいと思います。未来を切り開くには、まず先人の知恵を知ることが重要という教え
です。過去にどんな失敗が繰り返され、どんな議論がなされたかを十分に知ったうえで、新しい発展や発明を探求してほしいと思い
ます。常に成長している人には苦難は付き物ですが、それを乗り越えて豊かな社会を築いていかれることを期待いたします。
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　皆さんは大学生活を通じて様々なことを学び取られたと思います。
　英語で使われる卒業・Ｇｒａｄｕａｔｉｏｎの語源であるラテン語の意味は、「一歩踏み出す」ということだそうです。まさに
新しい時間への出発のときです。苦しいとき、身構えるとき、足が竦むときこそ学んだスキルで一歩踏み出してください。
志大きく、希望に満ち溢れ、喜びを持ってスタートしてください。皆様のご活躍をお祈りします。

　多くの人は卒業後、医療業界で活躍することになりますが、医療現場ではチームで取り組むことがたくさんあります。
その中で、学科で学んだことを実践してみてください。医療現場には様々なチームがあり、それぞれ多職種のメンバーが
居て、そこから多くのことを学ぶことができるでしょう。進歩の速い医療現場では一つ一つが発見であり、感動につなが
ります。外へ外へと広がって、発展し、自分自身を成長させ続けてください。

　皆さんは、医療の安全を支えるという重大な責任を背負って、社会に出て行きます。この責任を果たすために、在学
中には医学、工学、臨床工学の各分野の勉強を重ねてきました。このうち特に工学分野の勉強には、決して得意で
ない人も少なからずいたと思いますが、皆さんは努力し苦労してこの分野を克服し、必要な知識を習得しました。このよ
うな貴重な経験は社会に出ても必ず役立ちます。これからは、日頃の努力を怠らずに日本の医療に大いに貢献してくだ
さい。皆さんのご活躍を祈っています。

　学ぶ上で大切なことは、本や講義などで得られた情報を自分なりに消化し、それが意味することを考え、本当にそれ
が正しいかどうかを検証していくことです。大学を終えることで学ぶことが終わるわけではありません。皆さんこれから組
織の中で他の人と関わりながら仕事をしていけば、新たな問題や困難に直面することが出てきます。そうした際にも、本
学で学び得たものを生かしつつ、これから先も学び続けることで問題解決の糸口を探すように努力してください。

Graduation

チームを組んで生涯勉強

日頃の努力を怠らずに
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　平原綾香の「Jupiter」の一節です。歌詞はその後、“my heart” と続きます。日本は昨年も多くの災害にみまわれ、
多くの方が傷つきました。今後もこの傾向は続くでしょう。皆さんは、様々な原因で病み傷ついた方 を々支援する仕事
に就きます。その時に、そのような方 と々自分の「心の静寂に耳を澄まして、その両手で何ができるか」を考えてみてく
ださい。そして、「誰もひとりじゃない」というメッセージを送り続けてください。

　専門職として必要な知識や技術を習得され、様々な職場で活用して社会に貢献されますが、これからが勝負です。
日々の業務をこなしつつ、専門職としての腕をさらにさらに磨かねばなりません。より新しい知識や技術を身に付けスキ
ルアップすることも専門職の務めです。これからも学ぶ姿勢を忘れず、専門職としてご活躍ください。そして、人の温か
さに触れると自身の存在感を感じます。そんな「あなた」を目指してください。

　「今日一日を精一杯努力しよう。今日一日を懸命に働けば明日が必ず見えてくる。瞬間瞬間を充実させ、小さな一山
ごとに越えていく。その小さな達成感を連綿と積み重ね、はてしなく継続していく。それこそが一見、まわりくどいように
見えるものの、高く大きな目標にたどり着くために、最も確実な道なのだ」とおっしゃった私の師匠の言葉を贈ります。

Every day I listen to …

専門職として…

人生日々努力
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学び続けることの大切さ！

ご卒業おめでとうございます



研究室訪問　　臨床工学科
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1981年生まれ　長崎県出身
〈学歴・略歴〉
　　　2004年　岡山県立大学情報工学部情報システム工学科卒業
　　　2005年　川崎医療短期大学臨床工学科　非常勤講師
　　　2006年　岡山県立大学大学院情報系工学研究科機械情報システム専攻博士前期課程修了
　　　2008年　川崎医療福祉大学医療技術学部臨床工学科　非常勤講師
　　　2009年　川崎医療福祉大学医療技術学部臨床工学科　助教
　　　2013年　岡山県立大学大学院情報系工学研究科システム工学専攻博士後期課程修了
　　　2013年　川崎医療福祉大学医療技術学部臨床工学科　講師
〈学　　位〉　博士（工学）
〈趣　　味〉　旅行、カメラ・写真
〈好　　物〉　 X JAPAN
〈専門分野・研究テーマ〉
　　　　　　　形式手法によるソフトウェア設計の検証
　　　　　　　モデル検査を用いたスケジューリング問題
　　　　　　　在宅透析を支援する情報共有システムの開発
〈所属学会〉　電子情報通信学会、日本生体医工学会

　臨床工学科の宮崎研究室では、モデル検査を用いたソフトウェアシス
テムの形式的検証について研究しています。また、在宅透析のための高
操作性を指向した患者情報管理システムや、第2種ME技術実力検定試
験対策アプリケーションを開発しており、Windowsアプリの開発言語に
はC#を、iPhoneアプリの開発にはObjoctive-Cを利用しています。
　研究室の活動では学生の自主性を求められるため、打ち合わせ日まで
にどこまでやるかは自分たちで計画しなければいけません。また、発表会
などの機会にはスライドの作り方や発表の仕方を丁寧に指導してもらえる
のでプレゼン力の向上が期待できます。（4年生　鳥越、在間）
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　講師　プロフィール

宮崎ゼ
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学 生 へ の 質 問

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私の研究室は電気、電子、情報の勉強が苦手な学生の駆け込み寺のよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　になっています。いろいろな学年の学生が研究室を訪ねてきては、勉強でわ
からないところを尋ねてみたり、自習をしてみたり、リラックスしにきていたり。今回の質問をしてくれた学生も、実は私の研
究室以外の学生が参加してくれています。頑張るときはとことん頑張る。リラックスするときはリラックスする。配属された学
生が自分たちでそのペースをつくり、自立して研究するさまを見守るよう心がけています。意識しているのは、学生のやる気
を引き出すこと。何を教えても、何を指導しても、学生自身がやる気にならなければ何も身につきません。自分で考えて自分
でやらなければいけないという自覚をもつと、どんなに困難なことでも自身で調べて立ち向かってくれます。この冊子が配布
されるころには卒業間際になっていると思いますが、卒業してからもふらっと訪ねてきてくれることを楽しみにしています。

Q1：ゼミを希望した理由は？
●コンピュータを利用した研究を行っていると聞いて、どのよう

な内容なのか興味を持ちこの研究室を希望しました。
　（4年生　鳥越）
●もともとコンピュータを触るのが好きで、最初からコンピュー

タを利用した研究を行っている所にしようと決めていたからで
す。（4年生　在間）

●パソコンやプログラミングに興味があり、研究室紹介の時に
それらが学べると知ったからです。（4年生　松下）
Q2：先生の印象は？
●X（学生全員）
●学生とのふれあいを大切にしている気さくな先生。（3年生　片島）
●オンオフがしっかりしていて、まじめにやるときはきっちり締

め、そうでないときはのびのびとしている先生だと思いました。
（4年生　又川）

●インテリメガネ（4年生　松田）
●趣味が一緒でした！（4年生　武村）
Q3：ゼミでよかったことは？
●この研究室を選んだこと。（3年生　土田）
●プログラミングについてのことなど、なかなか学ぶ機会の少

ないようなことを学べたこと。（4年生　松下）
●一緒に入った研究生が今まであまりかかわっていなかった人

だったが、この研究室に入っていろいろ話したり、遊んだり
するようになって楽しく過ごせた。（4年生　在間）

●Xの素晴らしさに気づくことができた。（4年生　藤澤）
Q4：ゼミで大変だったことは？
●プログラミングが初挑戦だったのでわから
　ないことばかりだったこと。（3年生　檀上）

●アプリケーションのバグを取り除く作業が大変でした。（4年生　在間）
●卒論発表会のスライド作りと発表練習で、なかなか納得の

できる仕上がりにならず、毎日夜遅くまで残って作業してい
たことが大変でした。（4年生　松下）

●みんなが集まると自然と盛り上がってそのまま遊びに行くこと
が多く、研究がはかどらず、課題提出期限直前になって慌
てることが多々ありました（汗）。（4年生　鳥越）

Q：先生はXのどういうところが好きなんですか？
　（4年生　鳥越）
宮崎：No X No Lifeだからね。語っていいなら15コマ講義で

きるよ。鳥越くん、こないだ「愛ありて」の企画特集
ページにイギリス旅行記の原稿書いてくれたときに、け
いおん愛を語ってたけど、一言で表現できる？

鳥越：で…できませんっ！！
宮崎：そういうこと。
Q：今年の研究生は個性的だと思うのですが、先生は
　　どう思われていますか！？　（4年生　在間）
宮崎：学生も個性的だけど、それ以上に俺、というかこの部屋

にいる人全員が個性的だからね。普通ダメゼッタイ。変
わってるって言われるくらいでいいんだよ。というところで
皆さん見ど
ころがあり
ますよ！

今ならできる、
学生から先生への質問とその答え

教員からのメッセージ



健康体育学科4年　秦　菜摘
はた　　　　な　 つみ

健康運動指導士
臨地実習を終えて

　３年の春に、私は６日間「くらしき健康福祉プラザ」
で実習を行ってきました。この実習（健康産業施設
等現場実習）は、健康増進施設や病院など4施設
の中から１施設を選択し、実際の現場で運動指導を
中心に研修するものです。実習では、フロア業務、
ヘルスチェック見学（運動負荷試験、体力測定な
ど）、運動処方体験、運動教室の準備や片付け、そ
して参加などをさせていただきました。運動処方体験
では、実際に施設利用者さんのヘルスチェックをもと
に行いました。運動の種目・頻度・強度・順番を決
める際に、より効果が出やすいように作成することは
もちろん、利用者さんの運動をする目的・目標や趣
味なども把握すること、そして、楽しんで運動を継続
していただけるような配慮も大事であることを学びまし
た。また、健康運動指導士としての学びだけでなく、
挨拶・姿勢・態度といった、これから社会に出て働

くために必ず必要になることもご指導いただきました。
　この実習を通して、健康づくりを実施していくため
には運動だけを支援するのではなく、健康の３本柱で
ある「運動・栄養・休養」の三つの視点から専門
の人たちが連携してその人に合った支援をしていくこ
とが大切であることを学びました。私も多くの方の健
康づくりに貢献できる人になれるよう、これからもさら
に勉学に励み、
実践力も身につ
けていきたいと思
います。

「脈拍計の
準備」

健康づくり
運動教室

「いつでも
貯筋」健康づくり
運動教室

「いつでも
貯筋」　　

医療福祉学科3年　間野　裕之
ま　　の　　　ひろ　ゆき

富山県氷見市のソーシャルワーク
実習を通じて得られたもの

　私は「地域総合型実習」として、富山県氷見市社
会福祉協議会にて1カ月間泊まり込みの実習をしまし
た。それは氷見市が先進的な地域福祉を行い、そこに
興味を持ったからです。しかし、私は自分から話をするの
が苦手なため、実習前は1カ月間の実習を乗り切れるか
不安な部分もありました。
　実習で一番印象に残ったことは、「ふれあいランチ」
という地域の高齢者が集まり会食をする取り組みに参加
した際に、100人の前でレクリエーションを行ったことで
す。前日まで同じ実習のメンバーとレクの具体的な内容
や進め方、役割分担、会場で渡す景品を考えて作った
りと、ほぼ徹夜の状態で準備し、本番に臨みました。レ
クは自分たちが予想していた時間よりもかなり早く終わる
というトラブルが発生しました。そこで、職員の方に助け
てもらったりもしましたが、集まった方たちは、自分たちが
考えたレクに積極的に参加してくださり、大勢の方々か

医療秘書学科3年　岡本　京子
おか　もと　　きょう　こ

病院の顔であるという
意識の重要性

　私たちの実習は、診察室内で医師の補助をしたり、
外来受け付けといった場面が多く、患者さんに与える
印象が非常に大きいという特色があります。ある実習
で患者さんに一日付き添い、待ち時間を測るという実
習を体験しました。そのとき付き添わせていただいた
患者さんが、受け付けの方の対応に大変怒っておら
れました。私もその場面を目の当たりにして、良い気
分にはなりませんでした。このことから、職員の対応
の仕方が患者さんの精神面に与える影響は非常に
大きく、患者さんへの配慮を怠ると大変なことになる
ことがわかりました。
　4部署の実習を終えて、あらためて職員一人の印
象は組織全体の印象や評価に繋がると実感しまし
た。私はどんなに忙しくても患者さんのことを第一に
考え、秘書検定1級取得で身に付けた接遇能力を
生かして、臨機応変に自分らしい対応を行える医療

秘書になりたいと思いました。
　また、実際の業務を体験して、学生のうちに資格
取得に励むことや、さまざまな社会経験、コミュニ
ケーション能力を
培うことが必要で
あることがわかりま
した。今後はこれ
らのことを通して、
さらに自分磨きを
行い続け、自信を
持って現場で働け
る人材をめざした
いと思います。

ら会の終わりに、「楽しかったよ」「また来てな」と言われ
たことがとても嬉しかったです。
　また、実習では多くの地域住民の方 と々話をし、地域
の福祉について一緒に考えたり、同じ実習に来ていた
他大学の学生と交流をしたりする中で、自分から話をす
ることに対して次第に抵抗が無くなっていきました。また、
この実習は泊まりのため、自炊など日常生活のことは、
一緒に実習を行うメンバーとお互い助け合いました。こ
の１カ月の実習はソーシャルワークの知識や技術だけで
なく、人としても成長することができた有意義な機会でし

た。この実習での経験を
今後の学習、就職に生か
していきたいと思います。
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企画特集　臨地実習について
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した際に、100人の前でレクリエーションを行ったことで
す。前日まで同じ実習のメンバーとレクの具体的な内容
や進め方、役割分担、会場で渡す景品を考えて作った
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クは自分たちが予想していた時間よりもかなり早く終わる
というトラブルが発生しました。そこで、職員の方に助け
てもらったりもしましたが、集まった方たちは、自分たちが
考えたレクに積極的に参加してくださり、大勢の方々か
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　4部署の実習を終えて、あらためて職員一人の印
象は組織全体の印象や評価に繋がると実感しまし
た。私はどんなに忙しくても患者さんのことを第一に
考え、秘書検定1級取得で身に付けた接遇能力を
生かして、臨機応変に自分らしい対応を行える医療

秘書になりたいと思いました。
　また、実際の業務を体験して、学生のうちに資格
取得に励むことや、さまざまな社会経験、コミュニ
ケーション能力を
培うことが必要で
あることがわかりま
した。今後はこれ
らのことを通して、
さらに自分磨きを
行い続け、自信を
持って現場で働け
る人材をめざした
いと思います。

ら会の終わりに、「楽しかったよ」「また来てな」と言われ
たことがとても嬉しかったです。
　また、実習では多くの地域住民の方 と々話をし、地域
の福祉について一緒に考えたり、同じ実習に来ていた
他大学の学生と交流をしたりする中で、自分から話をす
ることに対して次第に抵抗が無くなっていきました。また、
この実習は泊まりのため、自炊など日常生活のことは、
一緒に実習を行うメンバーとお互い助け合いました。こ
の１カ月の実習はソーシャルワークの知識や技術だけで
なく、人としても成長することができた有意義な機会でし

た。この実習での経験を
今後の学習、就職に生か
していきたいと思います。

7

　「医療福祉人」として医療福祉の理念を実践する感性と能力を身につ
けるには、実習はとても重要なカリキュラムの一つです。臨地実習を通
して何を感じ、何を学んだのか、学生さんに感想をお聞きしました。

　平成26年度功労賞表彰式が、平成27年１月21日（水）
15時30分より川﨑祐宣記念講堂において開催され、個人
27名と12団体が表彰されました。
　受賞者を代表して文化会会長　岡田梨那さんが、椿原学長
より表彰状と記念品を授与されました。
　引き続き、体育会会長　鶴田哲太さんより、1年という短い
期間だったが、身近で支えてくれている仲間たちの有難さを再
認識するとともに多くのことを学び得ることができ、この貴重な
体験を今後に生かしたい旨の受賞に対する謝辞が述べられま
した。

　表彰後、BBSサークル「みんなのわ」、水泳部など受賞代
表4団体より映像などのパフォーマンス（活動状況の報告）が
行われ、お互いの活動への理解を深めることができました。
　表彰式終了後、厚生棟レストランで祝賀会が行われ、各々
の覇業や活躍を喜び合うとともに、今後のさらなる飛躍を誓い
合いました。

※功労賞は、課外活動や社会活動等で顕著な業績をあげ、
本学の声望を高め、他の学生の模範となる行動のあった個
人・団体に、記念品とともに授与されます。

　（平成26年度功労賞受賞者はp.12へ）

平成26年度　功労賞表彰式



医福大ではたらく人々 　学生の皆さんの大学生活をサポートし、大学を支える
縁の下の力持ち。医福大ではたらく人々を紹介します。
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　校舎棟の8階に教育研究支援センターがあります。センター
長の下、専任スタッフの技術員2名と、実習室・LL教室担当の
研究補助員3名で運営しています。主要業務としては、①授業
で使用する視聴覚機材（プロジェクター等）の管理・貸し出し、
②大学行事の映像・音響関係の設営、③公開講座等のビデオ
撮影があります。その他、本学で開催される講演会・研究集会
等の機材の貸し出し、LL教室の管理、実習室担当のスタッフ
が学科の専門基礎分野の実習補助に入ったりと業務は多岐に
わたります。ちなみに、大学ホームページに掲載している『キャ
ンパス動画』も、センターで作成しています。

　庶務課に属している川﨑祐宣記念講堂管理人の仕事は、中庭や周辺の落ち葉
やゴミの片づけ、草取り、剪定や水やりがあります。また、約1,500人収容の講堂で
の、年間25回程度開催される学会や公開講座などの準備の対応が主な仕事です。
　用務員の仕事は、郵便物・院内便の受け取りと仕分け、建物内の観葉植物のお
世話、周辺の樹木並びに花壇の水やりなどです。夏場の水やりは暑さとの戦いで
すし、秋口の落ち葉の除去は大変で終わりの見えないような作業が続きます。他に
は、西のスロープからプラザ、駐輪場、東門までの清掃などがあります。四季ごとに
例えば、卒業式、入学式の準備、駐車場での誘導などがあり、基本業務以外の仕
事にも臨機応変に対応しています。

　授業用の機材の貸し出しに多くの学生さんが来られます。元気に
挨拶して入室してくれると、こちらまで元気になり、気持ちよく応対でき
ます。「■限　○○学科△△先生です」「○○教室の鍵をお願いしま
す」と伝えていただければ貸し出しがスムーズに行えます。また、貸し
出しは学生さんからの申し込みは受け付けできません。必ず担当の先
生（部活であれば顧問の先生）からの申し込みをお願いします。

　管理人と用務員ですが、仕事の中ではお互いに協力し合っています。
　蛇を捕まえてください、鳥を捕まえて、ゴキブリを捕って、スズメバチを駆除して、など
様々な依頼がありますが、実は生き物が苦手なんです（笑）。
　仕事をしていて大変なこともありますが、学生さんから「おはようございます」「お疲れ
さま」「こんにちは」と声を掛けられると嬉しいですね。挨拶が大学のあちらこちらで交わ
され、皆が元気で明るい雰囲気になれば、他の大学に負けない素晴らしい大学になるで
しょう。そうした思いをいつも持ち、大学で学ぶ学生さん、先生方、事務の皆さんが少し
でも気持ちよく日 を々過ごしていただけるよう、縁の下の力持ちとして業務に取り組んで
います。空を飛べないスーパーマンですが、迅速・丁寧な仕事をモットーにしています。

アピールタイム

アピールタイム

仕事内容

仕事内容

教育研究支
援センター

川嵜祐宣
記念講堂

管理人・
用務員



就職活動コーナー 　就職が内定している４年生の方々に、
就職活動についてお聞きしました。
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病院
大阪府
事務職

病院の事務職を選んだきっか
けは、2・3年生で行かせてい
ただいた病院実習でした。そこ
で、患者さんと専門職の方々
をつなぐのが事務職であること
をあらためて感じ、学科で培っ
てきた幅広い視野を生かせる、
やりがいのある仕事だと思い、
選びました。

気になっている病院には募集が出
る前にアポを取り、病院見学をさ
せていただきました。実際に見学
に行くことで、志望動機も明確に
なりました。そのうえ、募集が出
る前なので、より先方に熱意が伝
わったのではないかと思います。

将来自分自身が働くので、必ず
見学に行き、その職場の雰囲気
や仕事を知っておくべきだと思い
ます。そうすれば、履歴書や面
接でも役に立つと思います。も
し、なかなか良い結果が出なく
ても、諦めず継続することが大
切です。焦らず頑張ってください！

医療福祉経営学科
田部　佑哉

質問項目 た な べ　　　　　ゆう　　や

病院
岡山県
管理栄養士

８月　夏季自主実習
９月　採用試験、内定

自ら積極的に行動することが大切だと思います。求
人が出ていなくても、電話をかけたり、実際に病院
や施設に直接足を運ぶなどしてチャンスを広げること
により、良い結果をつかむことができると思います。
悩んだりしたときは、家族や友人、先生方に相談し、
アドバイスをもらって心を落ち着かせてください。焦
らず頑張ってください。

臨床栄養学科
秋月　あゆみ
あき　づき

病院
岡山県
看護師

人と関わることが好きで、人の
役に立ちたいという思いから、
病気やけがで患者さんや家族
が苦しいときに、そばで寄り添
える看護がしたいと思ったから
です。

3年生　3月　合同説明会に参加
4年生　4～5月　病院見学会
　7月　インターンシップに参加
　8月　採用試験
　9月　内定

周囲の友人が6月ごろに内定
が決まっている中で、まだ決
まっていないことに焦っていた
ように思います。
自分が納得したうえで就職先
を決めたいと思っていたので、
「周りは周り、私は私」と自分
に言い聞かせて、マイペースで
活動しました。

授業のない日を利用して、イン
ターンシップに参加しました。
どの病棟で働きたいのか考え
るきっかけになり、実際に働い
ている先輩方の声を聞くことが
できたことで、自分の中でイ
メージが明確になりました。

面接対策に、質問と回答を自
分なりにまとめました。頭の中
を整理するのに役立ちました。

積極的に見学会やインターン
シップに参加して、自分の目で
見て、働いておられる方の声
を聞いて、納得のいく就職先
を選ぶことが大事だと思いま
す。悩んだときは、周りの力も
借りて、自分を信じて頑張って
ください。

保健看護学科
中川　麻子
なか　 がわ　　　　あさ　　こ

内定が出て、就職すること
に決めた業種・地域・職種
を教えてください。

その業種・職種を選んだ理
由を教えてください。
どのような自己分析をして、
その業種・職種を選んだの
ですか。

活動のタイムスケジュール
を教えてください。

活動中で特に辛かったのは
どんなときでしたか。
また、それをどのように乗
り越えてきましたか。

就職活動に向けてどのよう
な準備をしましたか。
また実際、特に役に立った
ことは何ですか。

活動中の思い出の品は？

これから就職活動をする後
輩の学生さんへのメッセー
ジをお願いします。

祖父の病気をきっかけに家族の
食生活について考えるようになり
ました。少しでも家族の食生活を
改善し、健康な日々を送ってもら
いたいという気持ちから管理栄
養士という道を選択しました。ま
た、半年間の臨地実習を通して、
さらに管理栄養士になりたいとい
う気持ちが強くなりました。

ゼミ活動をしながら、国試の勉
強、さらには就職活動を同時
に進行しているときがとても大
変でした。就職支援センターを
積極的に利用したり、友達に
アドバイスをもらうことで落ち
着いて頑張ることができまし
た。

学科での夏季自主実習を利用
し、就職を希望する病院へ実
習に行きました。また、自分が
気になった病院には求人が出
ていなくても電話をかけたりす
るなど、積極的に行動するよう
にしました。

母が買ってくれた就活スーツです。印象が良く見
えるようにと母がスーツを選んでくれました。就
職試験の際は、このスーツを着用し、第一印象で
試験官の心をつかむことができるように、身だし
なみや立ち居振る舞い、声の大きさに注意し、常
に笑顔でいることを忘れずに試験に挑みました。

3年生　3月　病院見学
4年生　4～10月　病院見学
　　　　　　　　採用試験
　　　10月　内定

一般企業に比べ、病院の求人
は出るのが遅いため、就職先
が決まるのかという焦りを覚え
ました。しかし、一緒に病院を
目指している友人がおり、ま
た、いつも親身に接してくださ
るゼミの先生や就職支援セン
ターの方々のサポートがあり、
乗り越えることができました。

やはり履歴書を書くには書きや
すいボールペン！きれいに押せ
ず、何度も押し直した印鑑
（笑）。そして、常に持ち歩い
ていた手帳が思い出の品です。



キャンパスインフォメーション
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平成26年度　川崎医療福祉学会　第47回研究集会開催

　　　　　川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻
　　　　　修士課程　　小寺　晶子　他2名
　（7）中小規模の病院に勤務する看護師の基本背景とライ
　　　フスタイルの関連 
　　　　　川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻
　　　　　修士課程　　山田　桜子　他1名
　（8）看護系大学の女子学生の冷え症の実態と生活状況
　　　との関連
　　　　　川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻
　　　　　修士課程　　横田菜都紀　他1名
　（9）総合医療福祉施設旭川荘における利用者の高齢化
　　　の現状と課題　～高齢知的障害者の望ましい施設
　　　サービスのあり方を踏まえて～ 
　　　　　旭川荘わかば青年寮・みどりワークセンター
　　　　　井上　友和　他1名
　（10）福祉サービスにおける既製ハードウェア製品の活用
　　　　について　～予備報告～
　　　　　旭川荘総合研究所医療福祉研究センター　　
　　　　　後藤　祐之　他1名
　（11）岡山県北地域における相談支援体制の整備に関す
　　　 る現状と課題　～障がい者自立支援協議会におけ
　　　 る取組みより～
　　　　　旭川荘愛育寮・旭川荘総合研究所医療福祉
　　　　　研究センター　　寺町　清二　他1名
　（12）学齢期の自閉症スペクトラム障害児における言語障
　　　 害の特徴　～K-ABCを用いた分析からの検討～
　　　　　川崎医療福祉大学大学院感覚矯正学専攻
　　　　　修士課程　　中田　薫　他1名

　川崎医療福祉学会第47回研究集会が、11月12日（水）
午後1時から本学10階大会議室で開催されました。
　椿原彰夫学会長の開会挨拶に続いて、12テーマでの発
表があり、いずれも活発な質疑応答がありました。
　最後に、中坊幸弘学会運営委員長の挨拶があり閉会しま
した。

　（1）医療福祉における多職種連携のあり方の一考察　
　　　　　川崎医療福祉大学医療福祉学科　　　　　
　　　　　大田　晋　他2名
　（2）介護支援専門員の職業意識形成に関する研究
　　　―ベテラン介護支援専門員の聞き取りから―
　　　　　川崎医療福祉大学大学院医療福祉学専攻
　　　　　修士課程　　松井　浩志　他1名
　（3）TEACCH療育システムにおける親と専門家の協働に
　　　関する研究 
　　　　　川崎医療福祉大学大学院医療福祉学専攻
　　　　　修士課程　　池田　滋　他3名
　（4）遺伝カウンセリングにおける遺伝カウンセラーの自己開
　　　示がクライエントへ及ぼす影響
　　　　　川崎医療福祉大学大学院医療福祉学専攻
　　　　　修士課程　　安達　容枝　他3名
　（5）30代から50代の女性が持つホルモン補充療法に関
　　　する知識と意識
　　　　　川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻
　　　　　修士課程　　同前　早紀　他1名
　（6）分娩介助前の手洗いの効果の持続性の検討
　　　―手術用手袋装着直後の細菌数の推移― 

　岡山県は1月15日に「インフルエンザ警報」を発令しました。本学でも感染報告が増
えてきています。インフルエンザワクチンを接種していても、感染してしまうこともあります。
学生のみなさんは、厳重なインフルエンザ対策をお願いいたします。
◦手洗いを励行し、人混みではマスクを着用するなど感染予防に努めてください。
◦感染した時は、咳エチケットを守るなど他の人にうつさないように気をつけ、体
調の悪い時は、早めに医療機関を受診してください。
◦発熱がある状態での登校は控えてください。もしインフルエンザと診断された
場合は、学科へ必ず連絡してください。

　これから国家試験等が控えていますので、自分自身の健康管理だけでなく、決して他人
にうつさないという気持ちでこの時期を乗り越えましょう。（健康管理センター）

インフルエンザ警報発令中
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平成26年度　国家試験及び認定試験等日程		

平成26年度　卒業証書・学位記授与式（案内）

平成26年度　謝恩会日程

卒業アルバム発行について

平成26年度　後期学友会総会
平成27年度　執行委員長選挙

川崎医療福祉学会への入会案内
―卒業生・大学院生へ―

試　　　験
社 会 福 祉 士

　精神保健福祉士
  　保　　健　　師

助　　産　　師
看　　護　　師
視 能 訓 練 士
言 語 聴 覚 士
管 理 栄 養 士
理 学 療 法 士
作 業 療 法 士
臨床工学技士

●国家試験
試　験　日

平成27年1月25日（日）
平成27年1月24日（土）
平成27年1月25日（日）
平成27年2月20日（金）
平成27年2月19日（木）
平成27年2月22日（日）
平成27年2月26日（木）
平成27年2月21日（土）
平成27年3月22日（日）
平成27年3月 1日（日）
平成27年3月 2日（月）
平成27年3月 1日（日）

合格発表日
 　

平成27年3月13日（金）

　
平成27年3月25日（水）

平成27年3月30日（月）
平成27年3月27日（金）
平成27年5月 8日（金）

　
平成27年3月30日（月）

平成27年3月27日（金）

試　　　験
診療情報管理士
健康運動実践指導者

　　
健康運動指導士

　　　
臨 床 心 理 士

●認定試験  
試　験　日

平成27年 2月 8日（日）
平成26年12月14日（日）
平成26年11月23日（日）
平成27年 3月21日（土）

合格発表日
平成27年3月23日（月）
平成27年3月 1日（日）
平成26年12月中旬　
平成27年 4月中旬　
  
平成26年12月中旬

一次試験：平成26年10月 5日（日）
　　二次試験：平成26年11月22日（土）

～平成26年11月24日（月）

学　　科
医療福祉学科
臨床心理学科
保健看護学科
感覚矯正学科
健康体育学科
臨床栄養学科

リハビリテーション学科
臨床工学科

医療福祉経営学科
医療秘書学科

医療福祉デザイン学科
医療情報学科

日　　時
18：00～
18：00～
18：30～
17：30～
17：00～
18：00～
18：00～
18：00～
17：45～
17：30～
19：00～
19：00～

3月13日（金）
3月13日（金）
3月13日（金）
3月13日（金）
3月14日（土）
3月13日（金）
3月13日（金）
3月13日（金）
3月13日（金）
3月13日（金）
3月13日（金）
3月13日（金）

場　　所
ホテルグランヴィア岡山
ホテルグランヴィア岡山
ホテルグランヴィア岡山
岡山全日空ホテル
ホテルグランヴィア岡山
倉敷アイビースクエア
岡山全日空ホテル
ラヴィール岡山
ラヴィール岡山
ホテルグランヴィア岡山
THE MAGRITTE
岡山全日空ホテル

1．日　　　時：平成27年3月13日（金）　10：00～
　　　　　　　（受付8：30～9：40）
２．会　　　場：総合体育館
3．出席対象者：平成26年度卒業生およびその保護者、教職員

※なお、卒業生の当日の集合場所・時間などの詳細について
は、後日学生掲示板に掲示いたします。

　式終了後、学生ロッカー鍵を返却してもらいますので、忘れない
ように持参してください。

　平成26年度後期学友会総会が、平成27年1月21日（水）
1,290名（委任状提出者数978名を含む）及び関係教職員が出席
し、開催されました。
　開会にあたり、古我知成学生部長よりご挨拶いただき、代議員会
議長のもと進行されました。今回の報告・議題は下記のとおりです。

　1．備品購入について
コーナーポイント、ラクロスゴール、ミニゴール、ジョイント
マット、ハードル、AED使い捨て除細動パッド

　2．学内清掃活動について
来年度も引き続き学内清掃活動を行う

　3．その他
来年度の新入生レクリエーション大会を6月第2土曜日に

開催する。

　上記について説明がなされ、賛成多数により承認されました。
　総会に引き続き、執行委員長選挙が行われました。１名の立候
補者があり、信任投票の結果、医療福祉デザイン学科　古武彩
花さんが平成27年度学友会執行委員長に信任されました。

　川崎医療福祉学会は、「医療福祉に関する学術の向上発展と、
会員相互の学問的交流、並びに医療福祉学の普及を図る」こと
を目的としています。
　この分野の学会は全国的にも珍しく、川崎医療福祉学会誌は、
和文誌、英文誌とも国際登録され、さらに英文誌は「Chemical 
Abstracts」に収録されており、また米国の医学図書館にも収蔵さ
れ、広く活用されています。
　学会員になると学会誌に投稿ができるとともに、研究集会へ参
加し、発表することもできます。研究集会は年2回開催され、活況
を呈しています。さらに、学会の行う講演会の案内もいたします。
　医療福祉に関する学術の向上発展と、その普及並びに、会員
相互の学問的交流を図るため、幅広い会員を募集しています。特
に若い皆さんの入会を願っています。

　本会に入会を希望される方は、入会届を提出し、平成27年
度会費4,000円（大学院生は2,000円・学生証の提示が必
要）を納入してください。お問い合わせは、学会事務局（医福
大9階中央教員秘書室）までご連絡ください。

　電話：086-464-1009（内線54995）

　4年次生の皆さん、卒業間近となりました。卒業アルバム委員
会では、卒業アルバム制作の最後の追い込み中です。
　今年度の卒業アルバムの概要は、下記のとおりです。関係者
の皆様には、ご協力ありがとうございました。

　規　　　　格　　Ｂ4版（変形）、頁数約250頁
　写 真 仕 上　　全てプレスコート（カラー）
　発　　　　行　　平成27年9月中旬（郵送となります）
　金　　　　額　　１８,０００円（郵送料込み）
　取り扱 い 先　　卒業アルバム委員会
　問い合わせ先　　事務部学生課
　　　　　　　　　TEL.086-462-1111（内線54229）
　編 集 内 容　　１．アクセス的大学風景写真
　　　　　　　　　２．沿革
　　　　　　　　　３．名誉理事長、理事長、学長、副学長、
　　　　　　　　　　教職員及び卒業生顔写真
　　　　　　　　　４．各学科及びクラス別スナップ写真
　　　　　　　　　５．部・サークル活動写真
　　　　　　　　　６．実習風景、授業風景等写真




