
2015.　11.　162016.　2.　22

124

K A W A S A K I  U N I V E R S I T Y  O F  M E D I C A L  W E L F A R E

川崎医福大ニュース川崎医福大ニュース

2016.1.20
平成27年度 功労賞表彰式

2016.1.20
平成27年度 功労賞表彰式

2016.1.20
平成27年度 功労賞表彰式

2016.1.20
平成27年度 功労賞表彰式

2016.1.20
平成27年度 功労賞表彰式

2016.1.20
平成27年度 功労賞表彰式

［企画特集］

国際交流……P6
●卒業生に贈る言葉…P2

●研究室訪問／医療情報学科…P4

●平成27年度　功労賞表彰式…P7

●就職活動コーナー…P8

●医福大ではたらく人々…P9

●キャンパスインフォメーション…P9



　

　皆さんは4年前に本大学へ入学された際、視能訓練士・言語聴覚士という夢の実現を目指して大学生活で勉学に
励んでこられたことでしょう。そしてその夢は見事に実現されました。大学入学時の夢は実現しましたが、皆さんの次の
夢は何でしょうか？ 夢に向かって努力している人間にしか夢は語れません。ぜひこれからの人生においても夢を持ち続
け、心豊かな素晴らしい人生を送ってください。

　大学は桃源郷でもなく、学生という不思議な地位を支援している。社会から離れているようでも、そうでもない。一人
暮らしなら扶養家族であっても、世帯主になっている。学業とアルバイトの両立だってしている。レポートには締め切り日
がある。内容やプレゼンの質も求められる。実習も多く、忙しかった。体調管理もしておかなければ、単位取得もまま
ならない。卒業したら、社会生活が待っている。学生時代に結構、いろんな社会的な経験をしている。次は何に出会
うか？ 無理せず頑張れ！

　あなたの大学生活の中で、ムダと思えることはいくつあっただろうか？
　確かに、医療福祉のスペシャリストとして旅立つ皆さんにとって、各学科での専門科目や実習などはムダではない。し
かし、今思い返すと、その他の科目やサークル活動、友達との何げない会話、アルバイトなどがムダだったと思えること
があるかもしれない。
　しかし、スティーブン・ジョブスは言う。「点と点との繋がりは予測できない。あとで振り返って、点の繋がりに気づく。
今やっていることが、どこかで繋がると信じよう」
　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。
　一つ一つのムダ（点）と思えることが、いつかどこかで繋がり、皆さんの力になると信じてください。

　私自身の経験から皆さんの卒業後の仕事や生活において、言えることはふたつあります。ひとつは、いったん始めた
取り組みや仕事は、できるだけ長く積み重ねてみることです。そのことにより、同じような志をもつ人たちとの「絆」が創
造されていきます。そしてその「絆」を礎にして仕事や生活が続けられていくことになります。もうひとつは、諦めかけた
ときに不思議と運命を変えてしまうような出会いや転機に遭遇するということです。どうしようもないときは時に身をまかせ
てみてください。その時は必ずやってきます。

いつまでも夢を

新しい何かに出会う

ムダなどない！点と点が繋がり線となる！

あせらずに「運命的な出会い」を待ちましょう
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「クリエイティブな医療福祉人であり続ける」

卒業生に贈る言葉

　皆さんは入学されたときに、本学の教育理念が「人類への奉仕のあり方を追求し、より豊かな福
祉社会の創造的担い手を育成する」ことであると知り、それに応えて良き医療福祉人に成長された
ことと信じております。そして、今後の日本がより豊かな福祉社会になるかどうかは、皆さんの手に掛
かっていると言っても過言ではありません。
　21世紀初頭の15年間の日本は、経済的にも物質的にも比較的安定し、ITを身近なものとして
取り入れることができ、争いの少ない平和な社会を継続することができ、平均寿命も着実に延びて
います。幸せな国であることが原因かどうかは明らかではありませんが、日本の20代は、世界で最も
チャレンジしない国民と言われています。昨年のNewsweek日本版に発表された報告によると、「新しいアイディアを思いつき、ク
リエイティブであることを大切にしている」と答えた若者は50.9％（米国：73.9％）、「冒険してリスクを冒すこと、刺激のある生活
を大切にしている」との回答は23.1％（米国：55.8％）で、いずれも世界最低でした。しかし、豊かな生活がいつまでも継続でき
るかどうかは不確定であり、事実、国民総生産は1997年に比較してかなり低下し、３位に転落しています。団塊の世代のすべて
が後期高齢者に達する2025年問題は待ったなしであり、高齢化率の高さ（高齢者数の多さ）と介護する側の少子化が大きな課
題となります。介護のためのロボット技術の開発や健康寿命を延ばすための手法の確立は、必須のものとなります。また、ISによ
るテロや北朝鮮の水爆実験が日本にも危害を与える危険性はゼロではなく、グローバリゼーションは経済的活動のみならず、社会
的にも教育的にも重要な位置づけとなります。
　容易に変わり得る国際社会を認識しつつ、皆さんには少子高齢化社会をいかに支えるべきかについての叡智を結集してほしい
と願います。現状維持を望むのではなく、クリエイティブな医療福祉人であり続け、豊かで平和な国際社会を築いていかれることを
期待いたします。



　皆さんは、栄えある「新」医療福祉デザイン学科一期生となります。ホスピタルデザイン、ビジュアルコミュニケーショ
ンデザイン、メディカルイラストレーションの３コースに改変された新カリキュラムで学んだ最初の卒業生となるからです。
いずれも全国初、唯一のコースとなります。パイオニアとしての誇りを胸に、自信を持って実社会に臨んでください。４
年間で培った医療福祉マインドとデザインスキル、さらには学友を中心としたネットワークを駆使して、未来を切り開いて
くださることを期待しています。

　４年間で多くの経験を積んで成長した皆さんも、春からはピカピカの社会人１年生として再スタートです。これから皆
さんに心がけてほしいことは、1.（苦手な人にも）元気に挨拶をする。２.（周りの人の）話をよく聞く。３.思いやりの
気持ちを持つ。この３つです。（ ）以外のところは、小学１年生の教室に貼ってあるクラス目標です。「そんな簡単な
こと…」と思いがちですが、基本を忘れず、先輩たちに可愛がられる１年生になってください。

　医療現場では多職種のメンバーと一緒に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「段取
りマネジメント」を実践してみてください。進歩の早い医療現場では、医療秘書の「段取り」が重要な役割を演じるこ
とと思います。そしてさらに磨きをかけたくなったら、社会人のままで大学院生として帰学し、いっしょに勉強しましょう。

　臨床工学技士を目指して入学してから４年、あっという間でしたね。今後は、ここで学んだことをフルに生かして、活
躍されることを願っています。社会人になってから、業務や資格のための勉強を続けていくと思いますが、まずは職場で
協力し合いながら、患者様あるいはお客様のためにより良い医療やサービスを提供できるようベストを尽くしてください。
本学科の卒業生としての誇りを胸に、これからの医療福祉の担い手としての皆さんの活躍を期待しています！

　長い人生の中で、ほんのひとときに過ぎない4年間の大学生活ですが、その間に経験した多くの学びや卒業研究で
調べたことなどは、これから先に直接的にすぐに役立つことはないと思うかもしれません。しかし、日々の仕事や生活に
追われ、毎日が繰り返しのように感じるときこそ、大学で得たことや経験を思い出すことが気分転換になり、何か新たな
発見にもつながります。皆様のご活躍をお祈りします。

「パイオニアとして」

１年生になる皆さんへ

段取りマネジャーとして活躍を！

活躍を祈っています！
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　「…小さな物語でも自分の人生の中では誰もがみな主人公…」。本学の２つの大学歌の作詞・作曲者であるさだま
さしさんの「主人公」という歌の歌詞の一部です。これから皆様が主人公になって展開される物語はどんなものになる
のでしょう。いろんな岐路では自分で道を選んで進んでいってください。どうか一日一日を大切に、精いっぱい生きて、あ
なたが主人公のすてきな物語を作ってくださることを願っています。

　その頃は、女性の結婚適齢期は24〜25歳でした。恩師に言われました。「大学4年間、あなたは、たくさんの投資
を受けている。せめて３年間は社会に還元してほしい」。そして「わたしにはない宝物をあなたは持っている」と。宝物
の答えは、「若さ」でした。これからの人生、若いからできること、若さゆえ失敗することもあると思います。たくさんの出
会い、たくさんのチャンスが待っています。人はもちろん、仕事との出会いも大切にして、４年間で身につけた知識や技
術を生かし活躍してください。成果を期待しています。

　これは「維
ゆい

摩
ま

経
きょう

」というお経の中にあり、武道の指導現場でよく耳にする言葉です。直心という純真な心を持って物
事にあたりさえすれば、たとえどのようなところであっても、そこが道場になるという教えです。それぞれの道に進まれる皆
さんには、それぞれの環境において、理想とする医療福祉の実現に向けてのさらなる修行が待っています。装備や施
設あるいは体制が整った立派な場所であるか否かは問題ではありません。どうぞ、その素直な心、正直な心をもって理
想を追求してください。皆さんのご活躍をお祈りします。

日々 を大切に、精いっぱい生きてください！
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経験を生かして前向きに…

ご卒業おめでとうございます



研究室訪問　　医 療 情 報 学 科

三田ゼミ

学生へ
の

質問　　　　　Ｑ1：なぜこのゼミを選びましたか。

●学生の主張を聞き入れてくれそうだったから。先輩の
ゼミ生がわきあいあいとしていたから。（4 年生：小林）

　三田コメント：主張やら興味があるのは大変すばらし
いことです !! 先輩ゼミ生はたしかにワイワイしてまし
たね。

●自由な感じがしたから。（4 年生：小野）
　三田コメント：フリーダムは大切です !! 実際はどうだ

ったのだろう…
●三田先生なら親身になって話を聞いてくれると思っ

たから。（4 年生：有吉）
　三田コメント：皆さんの父さん・母さんほど親身には

なれないですが…その次くらいになれるようがんば
ります。目指せ No.2!!

●耳に障害のある人がどう生活してるか、困ってること
は何か、なぜ困ってるかをインタビュー調査して研究
してみたい。それができそうだから。（3 年生：平原）

　三田コメント：明確なビジョンがあってすばらしいで
すね。「困ってる」だけでなく「楽しんでること」や

「強み（ストレングス）」にも注目したいですね。
●ゆるく、ほんわか、和やかに進められそうだから。（3

年生：谷坂）
　三田コメント：ゆるいのがいいですよね〜。ところで

3 年生のお二人は毎週のゼミにも積極参加だし、議論
も深まるし、発見もあるしで、見方によっては緊張感
ありありのように感じています。金曜の午後を楽し
みにしています。引き続きがんばりましょう！

Ｑ2：指導教員に対しての印象を聞かせてください。

●たのしく卒業研究を進めることができました。いつ飲
みに連れて行ってくれますか？（4 年生：小林）

　三田コメント：卒業前にぜひみんなでいきましょう！
応能負担で !!

●とても話しやすく、今まで見たことの無いタイプの先
生でした。（4 年生：小野）

　三田コメント：今後も独自の進化を遂げるガラパゴス
教員をめざしてがんばっていきたいと思います。

●自分の意思を持っている先生だと思いました（良く言
えば）。（4 年生：有吉）

　三田コメント：「良く言えば」って気になるぅ〜！悪
く言わないでね !!

●若い、ファッションセンスいい。（3 年生：平原）
　三田コメント：「おすぎとピーコ」のピーコさんみた

いに本学教員のファッションチェックをしていきた
いと思います。ちなみに着実に老いています（とくに
頭皮が…）。Let it go!! アンチエイジング反対派です。

昭和49年 6 月14日生（41歳）
血液型：B 型
出身地：岐阜県多治見市神楽町
生育歴：4 人家族の長男（上に姉）として誕生。幼
年期は野山の探検、河原での「タイル投げ」に熱
中。美容師だった祖母の店のソファで過ごすこと
も好きだった。小学校 1 年の 2 学期に愛知県の
高蔵寺ニュータウン（団地）に転居し、藤山台小学
校に転校。以後、18歳までこの地で過ごす。サ
ッカーと BMX（自転車）と音楽（フォークとパン
クロック）に熱中。
影響を受けた人物：赤塚不二夫、いとうせいこ
う、糸井重里、忌野清志郎、大江健三郎、大賀宏
二、岡田喜篤、川﨑祐宣、佐藤久夫、白倉親子、
高村光太郎、長渕剛、野村祐一、三田梨恵、村
上春樹、森田一義（タモリ）、Beastie Boys、DJ 
HIKARU（Blast Head）、NAOKI（SA）、Primal 
Scream（50音順、敬称略）
学歴：東洋大学 国文学科 卒業
川崎医療福祉大学大学院 医療情報学専攻 博士
課程 修了
学位：博士（医療情報学）
職歴：学生時代から、障害のある人の地域生活を
サポートする事業（東京都介護人派遣事業、支援
費制度、障害者自立支援法に基づく）をおこなう
NPO法人に参加。法人理事、サービス提供責任者
を務める（2007年まで）。大学院へ進学後、2010
年より倉敷市立短期大学保育学科：非常勤講師、
2012年より川崎医療福祉大学医療情報学科：助
教（現在に至る）。
主な研究テーマ：
・ WHO：国際生活機能分類（ICF）の活用
・ 在宅障害児（者）の地域生活実態調査
・ GIS を用いた障害者の社会資源マップの開発
・ 母子保健情報の日英比較
・ 障害・参加の概念整理
所属学会：国際知的・発達障害学会、日本重症心
身障害学会、日本医療情報学会

4年ゼミ生（左から、小林、小野、有吉）

　本ゼミには現在、4年生が3名、3年生が2名在籍しています。原則的にゼ
ミ学生は個々の興味・関心にもとづいてテーマを設定し研究をおこないます。
　例えば、4年生のゼミ生3名はダイエット（痩身）と生活習慣の関連を公開さ
れている国民健康・栄養調査や特定健診等のデータを用いてグループで検討
しました。彼ら自身がダイエットに興味をもち、それぞれの問題意識から運動、
食生活（アルコール摂取）、ボディイメージという異なる観点からアプローチし、
ひとつの研究としてまとめました。 
　3年生のゼミはまだ始まって3カ月程度ですが、ゼミ生から聴覚障害者を対
象とした研究をしたいとの明確な意向がありました。研究デザインを具体化する
ために、毎週、WHO：国際生活機能分類（ICF）のイントロダクション（序論）
を輪読しながら、障害の概念枠組み（障害が発生するメカニズムを検討するた
めの考え方）を学習
しています。
　テーマ設定の自由
度は高いですが、最
終的には病気や障
害、これらに影響を
およぼす環境等の
健康に関連した情報
を扱ったものが研究
テーマとなるように指
導していきます。
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　三田の仕事に対する考
え方：「モノサシ」をこっそ
り教えちゃいます。これは

三田がリスペクトしている「ほぼ日刊イトイ新聞」の糸
井重里さんからインスパイアされて考えたものです。参
考になるかわかりませんが、これを皆さんへのメッセー
ジとさせていただきます。
　三田は自分の仕事（研究・教育）をいい感じでや
っていくために、以下の4つを大事にしたいと考えて
います。
①自分の興味・関心・意欲、②職場・社会からの必要
度、③家族、④お金
　この４つのそれぞれが満たされている（いい感じで
ある）かどうかが仕事をするうえでの「モノサシ」となり
ます。　

　まず、①が満たされない状況での仕事はすべきでな
いと考えています。最も大切な部分であり基本とも言
えます。一方、①が満たされていても②の人たちに理
解され必要とされなければ、仕事は独りよがりとなり成
就しません。また、③からの協力や④がなければ、ど
んなに好きな仕事でも続けることは困難です。つまり、
逆にいえば、①〜④が満たされていれば、その仕事は
必死でがんばるべきということになります。
　特に、若い皆さんは①の「自分の興味・関心・意
欲」を粗末にしないでほしいと思います。これはゼミナ
ールのなかでも言い続けてきたことです。社会に出て
実践するのは簡単なことではないかもしれません。しか
し、一度の人生です。自分の好きなこと、面白いと思
えることを大切にしつつがんばってください（三田もが
んばります）。

●インドア派っぽい。子どもに厳しそう。（3 年生：谷坂）
三田コメント：毎回スターウォーズの話ばかりするか
らでしょうか。Outdoor 大好物ですよ（古墳と川の観
察が好きです。「水江の渡し」はおすすめです）。子ど
もには甘すぎて父親としての威厳ゼロです（問題あり
です）。

Ｑ3：卒業研究を終えた感想を聞かせてください。
　　　（4年生のみ）

●三人の意見をまとめるのが大変だった。今までに知ら
なかった知識を得ることができた。（4 年生：小林）

　三田コメント：時にするどい指摘やアイデアを出した
り、リーダーシップも発揮してくれました。新たな発
見は喜びですね。

●口頭発表という経験ができたことは有意義であり大
変だった。（4 年生：小野）

　三田コメント：研究発表会では発表者を担当してくれ
ました。発表会１週間前の時点ではどうなることかと
思いましたが、前日にはしっかりまとめ上げて、当日
は原稿をほとんど読まずに適切なプレゼンテーション
をしてくれましたね。

●自分の考えていた結果と違う結果が出て、どうしてこ
うなったのか考えるのが楽しかった。（4 年生：有吉）

三田コメント：データの収集・分析作業が迅速な有吉
さんでした。予想と異なる結果が出るのも研究の面白
さ（興味深さ）ですね。今回の対象データから得られる
知見の限界を検討する大切さも学べたかと思います。

Ｑ4：就職活動の指導について聞かせてください。
　　　（4年生のみ）

●焦らずゆっくりやらせてくれたのでリラックスして
就職活動できた。（4 年生：小林）

●内定のことで悩むことがあったが、すぐに相談に乗っ
てもらえた。まずは見学することが大切だと感じた。

（4 年生：小野）
●履歴書を書く際にアドバイスをたくさんいただきま

した。（4 年生：有吉）
　三田コメント：小林さん、有吉さんは地元の福山と岡

山の病院からそれぞれ内定をもらい、小野さんは地方
の大学病院から内定を得ることができました。就職後
も大学で学んだ医療情報の知識を活かし、医療人とし
て地域の人たちの健康に貢献してください。なにより
周りの人たちへのリスペクトをわすれずに !!

4年ゼミ生（左から、有吉、小野、小林）3年ゼミ生（左から、谷坂、平原） 3年ゼミ生（左から、平原、谷坂）

教員からの
メッセージ



医療福祉経営学科3年　池原 有紗
いけ　はら　  あり　 さ

デンマーク研修を終えて

  私は大学入学前からデンマークの医療・福祉制度
や教育に興味があり、平成27年9月26日から10日
間、学科のデンマーク研修に参加しました。
  デンマークで訪問した福祉施設や病院、小学校の
現状は、日本とは異なるところが多く、デンマークの
現状を深く知ることができました。また、各施設の方々
は、ちょっとした質問でも丁寧に答えてくださり、デン
マークへの理解がより深まりました。
  特に、研修の最後に訪問した幼稚園は、日本のよ
うな遊戯や昼寝などの決まった時間に全員で行うよう
なものはなく、子供たちは園内で自由に遊んでおり、
好きな時間に読書をしていました。また、「自分で体
験し感じることによって自分のモノにしていく」という
考えから、日本の一部の幼稚園のように、園児が危
険な道具を使用するのを初めから禁止するのではな
く、仮にケガをしたとしても、そのケガを適切に処置

することが、教育者の重要な役割であるといった考え
方をはじめとして、デンマークと日本における教育に関
する根本的な考え方の違いを知ることができました。
  10日間の研修では、本やネットだけでは決して分か
らない、実際に行ったからこそ感じることができたこと
が多々あり、とても貴重な経験となりました。

臨床栄養学科3年　大嶋 奏子
おお　しま　  かな　 こ

留学生との交流を通して

　昨年５月から半年間、上海中医薬大学より４名の
留学生が研修に来られました。初めて彼らと会った時
から、彼らの意欲的な態度や勉強する姿勢には目を
見張るものがありました。疑問に感じたことをすぐに質
問したり、図書館で英語の論文を読んで調べたり、
疾患に関するスピーチの動画を見たりと、研究熱心
な彼らの姿がとても印象的でした。
　一緒に行ったグループワークでは、中国の文化の
話を交えてはっきりと意見を言ってくれたことで、話し
合いがより具体的なものとなっていきました。また、
調理実習では、中国の伝統的な料理のことや、味
付けの方法、一般的な家庭の料理など積極的に教
えてくれました。それらの活動を行っているうちに、た
ちまち彼らの日本語はさらに上達し、ますます会話が
弾むようになっていきました。
　今回留学生との交流を通して、他国の文化を知り、

自らの視野を広げることができました。教えてくれた中
国語のこと、栄養に関して語り合えたことを今でも鮮
明に覚えています。彼らと共に勉学に励むことができ
た時間は非常に充実したものでした。この経験を胸
に、今後の実習や就職活動に生かしていきたいと思っ
ています。

研修中にお世話になった
日欧文化交流学院

最後に訪問した
幼稚園

保健看護学科2年　内藤 紫帆
ない　とう　 　し　 ほ

国際交流を通して学んだこと

　私は夏季休暇を利用して、オーストラリアに短期
留学をしました。２週間で１番印象に残っていることは、
毎日行われた英語のレッスンです。私たちに英語を
教えてくださったスー先生のおかげで毎日が充実して
いました。このことは私だけではなく、おそらく一緒に
研修に行ったメンバーも同様のことだと思います。次
に印象的だったのは、ホームステイです。最初にホ
ストファミリーに会った日は、とにかく何か自分のことを
話そうと努めました。ホストファミリーは、私の片言の
英語を理解してくれ、私の意見を尊重してくれました。
そして、私は研修先で無駄な時間を過ごさないように
しました。毎日英語のレッスンの後、ホストファミリー
が許してくれる限り、オーストラリアの町の雰囲気、
人との出会いや会話を楽しみました。１人でバスに
乗って町で買い物をしたり、お店の店員さんと話をし
たりしたことは、本当に自分の中で貴重な経験になり

ました。もちろん、日本の生活と違うところもありまし
たが、「郷に入れば郷に従え」と言うように現地の全
てを受け入れていきました。オーストラリアの人々は本
当に優しく、陽気で私に新しい世界を見せてくれまし
た。自らの将来の道も大きく変わる可能性があると感
じた充実した２週間でした。

企画特集　国際交流



医療福祉経営学科3年　池原 有紗
いけ　はら　  あり　 さ

デンマーク研修を終えて

  私は大学入学前からデンマークの医療・福祉制度
や教育に興味があり、平成27年9月26日から10日
間、学科のデンマーク研修に参加しました。
  デンマークで訪問した福祉施設や病院、小学校の
現状は、日本とは異なるところが多く、デンマークの
現状を深く知ることができました。また、各施設の方々
は、ちょっとした質問でも丁寧に答えてくださり、デン
マークへの理解がより深まりました。
  特に、研修の最後に訪問した幼稚園は、日本のよ
うな遊戯や昼寝などの決まった時間に全員で行うよう
なものはなく、子供たちは園内で自由に遊んでおり、
好きな時間に読書をしていました。また、「自分で体
験し感じることによって自分のモノにしていく」という
考えから、日本の一部の幼稚園のように、園児が危
険な道具を使用するのを初めから禁止するのではな
く、仮にケガをしたとしても、そのケガを適切に処置

することが、教育者の重要な役割であるといった考え
方をはじめとして、デンマークと日本における教育に関
する根本的な考え方の違いを知ることができました。
  10日間の研修では、本やネットだけでは決して分か
らない、実際に行ったからこそ感じることができたこと
が多々あり、とても貴重な経験となりました。

臨床栄養学科3年　大嶋 奏子
おお　しま　  かな　 こ

留学生との交流を通して

　昨年５月から半年間、上海中医薬大学より４名の
留学生が研修に来られました。初めて彼らと会った時
から、彼らの意欲的な態度や勉強する姿勢には目を
見張るものがありました。疑問に感じたことをすぐに質
問したり、図書館で英語の論文を読んで調べたり、
疾患に関するスピーチの動画を見たりと、研究熱心
な彼らの姿がとても印象的でした。
　一緒に行ったグループワークでは、中国の文化の
話を交えてはっきりと意見を言ってくれたことで、話し
合いがより具体的なものとなっていきました。また、
調理実習では、中国の伝統的な料理のことや、味
付けの方法、一般的な家庭の料理など積極的に教
えてくれました。それらの活動を行っているうちに、た
ちまち彼らの日本語はさらに上達し、ますます会話が
弾むようになっていきました。
　今回留学生との交流を通して、他国の文化を知り、

自らの視野を広げることができました。教えてくれた中
国語のこと、栄養に関して語り合えたことを今でも鮮
明に覚えています。彼らと共に勉学に励むことができ
た時間は非常に充実したものでした。この経験を胸
に、今後の実習や就職活動に生かしていきたいと思っ
ています。

研修中にお世話になった
日欧文化交流学院

最後に訪問した
幼稚園

保健看護学科2年　内藤 紫帆
ない　とう　 　し　 ほ

国際交流を通して学んだこと

　私は夏季休暇を利用して、オーストラリアに短期
留学をしました。２週間で１番印象に残っていることは、
毎日行われた英語のレッスンです。私たちに英語を
教えてくださったスー先生のおかげで毎日が充実して
いました。このことは私だけではなく、おそらく一緒に
研修に行ったメンバーも同様のことだと思います。次
に印象的だったのは、ホームステイです。最初にホ
ストファミリーに会った日は、とにかく何か自分のことを
話そうと努めました。ホストファミリーは、私の片言の
英語を理解してくれ、私の意見を尊重してくれました。
そして、私は研修先で無駄な時間を過ごさないように
しました。毎日英語のレッスンの後、ホストファミリー
が許してくれる限り、オーストラリアの町の雰囲気、
人との出会いや会話を楽しみました。１人でバスに
乗って町で買い物をしたり、お店の店員さんと話をし
たりしたことは、本当に自分の中で貴重な経験になり

ました。もちろん、日本の生活と違うところもありまし
たが、「郷に入れば郷に従え」と言うように現地の全
てを受け入れていきました。オーストラリアの人々は本
当に優しく、陽気で私に新しい世界を見せてくれまし
た。自らの将来の道も大きく変わる可能性があると感
じた充実した２週間でした。

　本学では、学生の研修・留学などを通じて、国際交流の機会を積極
的に推進しています。国際交流の中で学んだことについて学生さん
にお聞きしました。

　平成27年度功労賞表彰式が、平成28年１月20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
22名と12団体が表彰されました。
　受賞者を代表して体育会会長 佐藤麻衣さんが、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、文化会会長 中田里奈さんより、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ありがたさ
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、弓道部、音楽サークル「JAM」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27年度　功労賞表彰式



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。

質問項目

大学病院
福岡県
視能訓練士

4年生　4～6月　学外病院実習
 　8月　就職活動開始
 　1月　採用試験　内定

　実習期間中にその病院に就職したいと
思ったら、今年求人が出るかを聞くなどし
て積極的にアピールをしておくと良いと思
います。また、就職を早く決めることも大
切ですが、時期だけにとらわれず、自分
が就職してどのような分野を勉強してい
きたいかをしっかりと考えることが大切だ
と思います。焦らずに頑張ってください。

感覚矯正学科
船津　真衣

社会福祉法人（児童福祉施設）
岡山県
保育士

　小学校の頃から、子どもと
関わる仕事に就きたいと思い、
短大で保育士免許を取得しま
した。様々な実習で障害を持
った子どもと関わるなかで、療
育や保護者の心理的サポート
をしたいと思い、臨床心理学
科に編入学しました。

４年生 7月　 施設でアルバイトを開始
   　　8月　 合同説明会
　　   8月末 施設ボランティア
   　　9月　 採用試験
 　　10月　 最終試験
　　 11月　 内定

　就職先へエントリーした後、
先方から連絡が来ず、連絡が
来たのは試験日の1週間前で
した。その間、学科の先生や
就職センターの方に話を聞い
ていただき、履歴書の書き方、
面接練習など教えていただい
たことで試験当日は自信を持っ
て挑むことができました。

　自分が気になっていた施設で、ア
ルバイトをさせていただきました。実
際に現場で雰囲気を味わい、子ども
や先生方とお話しさせていただいた
ことで、その職場での自分が働いて
いるときのイメージをもち、自分の
やりたいことを明確にできました。

　私はバレーボールをすること
と、音楽を聴くことでストレス
発散をしていました。

　就職活動は精神的な負荷がとても
大きいです。でも、今は今しかあり
ません。自分が行きたいと思える職
場に出会い、遠回りしても自分がや
りたい仕事に就けることが一番だと
思います。しんどいときは周りに頼
り、納得のいく結果を出せるように
最後まで諦めずに頑張ってください。

臨床心理学科
清家　桃子
せい　  け　　　　  もも　　こ

医療機器メーカー
東京都
サービスエンジニア

　大学時代を通し、医療機器
のメンテナンスの大切さを身を
もって感じ、病院などで働く臨
床工学技士や医療従事者によ
り安全に安心して医療機器を
使用していただき、人の命を
救う手助けをしたいと強く思い
ました。

4年生 4月　　　会社説明会
         4月～8月 採用試験
 　　　 社員交流会
         8月末　　内定

　私の学科では企業就職する
友人がとても少なく、情報交
換できる人が少なかったことで
す。しかし、学科の先生方や
就職活動中に出会った友人た
ちと相談することで、落ち着い
て考えることができました。

　働きたいと思った企業の説
明会に積極的に参加し、学科
のＯＢで現在その企業で働いて
いる先輩の話を伺い、内定を
いただきたいという熱意をもち
選考に望めたと思います。

　ノートパソコンです。先生方
に指導していただいたことや、
インターネットから得た情報を
場所を選ばず、いち早くまとめ
ることができました。

　就職活動を一言で表すと
「出会い」だと思います。新し
い仲間・場所・体験との出会
いがありました。これまでに経
験した様々な出会いは、決し
て無駄にはならないと思いま
す。積極的に行動して悔いの
ないように頑張ってください。

臨床工学科
西村　仁志
にし　 むら　　　　ひと　　しふな　  つ　　　　 　ま　　い

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。

就職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。

　私は以前から強度近視があり、眼
科に通院する機会が多く、その際にそ
こで働いている視能訓練士という職種
に興味を持ち、視能訓練士を目指すよ
うになりました。4年間の勉強や実習
を通して視能訓練士は人々の視的生
活を支えるための重要な職種であると
再認識し、さらに視能訓練士になりた
いという思いが強くなりました。

　周囲の友人のほとんどが11月ま
でに内定が決まっていたため、自
分だけ決まっていない焦りと、就職
活動と並行しながら国家試験の勉
強をしていくことが大変でした。し
かし、就職支援センターを積極的
に利用したり、友人にアドバイスを
もらったり、励ましてもらったりして
乗り越えることができました。

　私は学外病院実習で実習を
させていただいた際、その病
院に就職したいと強く思ったた
め、求人が出るかとか就職を
したいということを実習中に積
極的にアピールしていたことが
よかったのかと思います。

　家族や友人がくれたお守り
です。辛いときでもこのお守り
を見て就職活動を頑張ること
ができました。



キャンパスインフォメーション

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。

　医福大ハウスキーパー室　ダスト室は、校舎棟1階東非常エレ
ベーター付近にあります。整備員1人で勤務しています。
　業務内容は、大学内の各階フロアにあるダスト室から、専用台車
にて廃棄物の収集を行い、1階フロアまで、エレベーターを使用して、
回収作業をしています。
　午前2回、午後2回、回収作業を行っています。
　廃棄物の中には、可燃物、不燃物、いろいろな物があり、選別
作業を行っています。
　廃棄物専用車両で廃棄物処理場まで運転業務もします。

　快適な大学生活を送っていただくために、あいさつの励行、職場で
の整理、整頓、清潔を目標に努力しています。
　エレベーターを使用して移動をしていますと、先生や学生の方とお会
いすることがあり、「おはようございます」「ご苦労さま」と、お声をかけ
てくださり、とても励みになっています。
　学生の皆様にはいろいろな会話をしていただいて、元気パワーをもらっ
ています。
　なお、廃棄物、ゴミ等の分別は、間違いのないようにご協力お願い
いたします。

アピールタイム

仕事内容

ハウスキー
パー室

ダスト室

第５回中四国臨床工学会で２名が受賞！　 －臨床工学科－

　１１月２１日㈯、２２日㈰に広島国際会議場（広島市）で開催された「第5回中四国臨床工学会」にて、臨床工学科の２名の
学生の発表が、Best Presentation Awardに選ばれました。事前の書類審査で７名がファイナリスト（本学科から２名）として
選ばれ、当日、研究発表をして、上位４名が情報交換会で表彰されました。たくさんの先生方や先輩技士の皆様方の前で祝福
されて、大変な名誉なことだったと思います。その他にも本学科から５名が学生セッションで発表しました。皆さん、素晴らしい
発表で、質疑応答もしっかりされていました。今後もこの経験を生かして活躍されるよう期待しています。なお、学生表彰が始ま
った３年前から、本学科と大学院臨床工学専攻の学生が、毎回２名受賞してきました。

優秀賞

奨励賞

受賞者　上田　満 君（臨床工学科４年、写真左）

　〔研究テーマ〕
　　シングルニードルにおける後希釈ＨＤＦの基礎検討
　　　（共同演者：高橋加瑞磨、藤原千尋、小川武人、望月精一）

受賞者　光畑和樹 君（臨床工学科４年、写真右）
　〔研究テーマ〕
　　シングルニードル透析における患者監視装置の
　　　　　　　　　　　　　　機器特性の比較検討
　　　（共同演者：森大祐、藤原千尋、小川武人、望月精一）



キャンパスインフォメーション

平 成 27 年 度 　川 崎 医 療 福 祉 学 会 　第 49 回 研 究 集 会 開 催

ギャラリーホリスティック「メディカルイラストレーション作品展　KARADA」開催中―医療福祉デザイン学科―

　（5）NIRSによるワーキングメモリ課題遂行時のoxy-Hb
　　　量の検討　　　　　　　　　 　　      
　　　　　川崎医療福祉大学大学院感覚矯正学専攻
　　　　　修士課程　　　　田山　久志　他1名
　（6）手術を受けた子どもの離床時の看護援助に関する研究
　　　　　川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻
　　　　　修士課程　　　　井上　清香　他1名
　（7）在日外国人の分娩を介助した助産師の困難感とその
　　　対処　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　　　川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻
　　　　　修士課程　　　　中西　美菜
　（8）肺がん患者におけるBenefit Findingの内容とその獲
　　　得に関連する要因
　　　　　川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻
　　　　　修士課程　　　　前田　智樹　他1名

　川崎医療福祉学会第49回研究集会が、11月18日（水）
午後1時から本学10階大会議室で開催され、72名の参加
がありました。
　椿原彰夫学会長の開会挨拶に続いて、8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、小野寺昇学会運営委員長の挨拶があり、閉会し
ました。

　（1）産後女性の体操実践に向けてのアプローチのあり方
　　　についての検討 
　　　　　川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻
　　　　　修士課程　　　　髙橋　和美　他3名
　（2）看護職者のワーク・ライフ・バランスに関する研究
　　　－中期キャリア女性看護職者の視点から－
　　　　　川崎医療福祉大学大学院保健看護学専攻
　　　　　修士課程　　　　摺元　歩美　他1名
　（3）病院における企画広報部門の役割
　　　－岡山旭東病院を事例として－
　　　　　川崎医療福祉大学医療福祉デザイン学科　　
　　　　　森　絵美　他4名
　（4）慢性ストレスがマウス赤血球の老化に及ぼす影響　
　　　　　川崎医療福祉大学大学院臨床栄養学専攻
　　　　　修士課程　  　　山岡　伸　他2名

　メディカルイラストレーションは、医療情報を正しく的確に伝達するための記録・教育・
研究に欠かせない可視化ツールとして、医師と医師、医師と医療従事者との「情報の
共有」、そして医師と患者の「共通理解」などに役立っています。
　医療福祉デザイン学科のメディカルイラストレーションコース学生の学習成果をご覧く
ださい。

　展示期間：2016.1.29（金）〜3.31（木）
　展示場所：ギャラリーホリスティック　川崎医科大学附属病院3F



平成27年度　国家試験及び認定試験等日程 

平成27年度　卒業証書・学位記授与式（案内）

平 成 27 年 度 　 謝 恩 会日 程

卒 業アルバ ム発 行 について

平 成 27 年 度 　 後 期 学 友 会 総 会
平 成 28 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28年1月24日（日）
平成28年1月23日（土）
平成28年1月24日（日）
平成28年2月16日（火）
平成28年2月17日（水）
平成28年2月14日（日）
平成28年2月25日（木）
平成28年2月20日（土）
平成28年3月20日（日）
平成28年2月28日（日）
平成28年2月29日（月）
平成28年3月 6日（日）

合格発表日
 　

平成28年3月15日（火）

　
平成27年3月25日（金）

平成28年3月29日（火）
平成28年3月28日（月）
平成28年5月10日（火）

　
平成28年3月29日（火）

平成28年3月28日（月）

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28年 2月14日（日）
平成27年12月13日（日）
平成27年11月23日（月）
平成28年 3月20日（日）

合格発表日
平成28年3月23日（水）
平成28年3月 1日（火）
平成27年12月下旬　
平成28年 4月中旬　
  
平成27年12月中旬

一次試験：平成27年10月11日（日）
　　二次試験：平成27年11月21日（土）

～平成27年11月23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～
17：30～
18：30～
17：30～
19：00～
18：30～
18：30～
18：00～
18：00～
17：00～
19：00～
18：30～

3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）
3月14日（月）

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
ANAクラウンプラザホテル岡山
ホテルグランヴィア岡山
ホテルグランヴィア岡山
ANAクラウンプラザホテル岡山
ラヴィール岡山
ホテルグランヴィア岡山
ホテルグランヴィア岡山
ポン・ヌフ
ANAクラウンプラザホテル岡山

1．日　　　時：平成28年3月14日（月）　10：00〜
　　　　　　　（受付8：30〜9：40）
２．会　　　場：総合体育館
3．出席対象者：平成27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27年度後期学友会総会が、平成28年1月20日（水）
1,604名（委任状提出者数1,242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

フリーキック練習用壁キャスター、ゴールウェイト、パソコン、
大型冷風機、リヤカー、ドルフィンカラー

　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
・団体継続届、会計ファイルについて

・部・サークルのメールボックスについて
　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、感覚矯正学科　長野　央さんが平
成28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28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28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




