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秋山 祐治　新学長
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新学長からのご挨拶

　2021（令和3）年4月より、椿原 彰夫前学長の後任として
学長に就任いたしました。医療短期大学創立50周年を目前に
控えた重要な時期であり、重責に身が引き締まる思いです
が、伝統を引き継ぎつつ、社会環境の変化に対応できる人材
の育成に努めてまいりたいと思っています。
　昨年度、本学は一般財団法人大学・短期大学基準協会によ
る機関別評価を受審しましたが、「自らの掲げる教育理念の
実現及び教育目標の達成に向けて順調に進捗しており、評価
基準を満たしている」と判断されました。この機関別評価
は、教育の質を保証するために、法令に基づきすべての高
等教育機関が7年に一度受審するものですが、日頃の自己点
検・評価活動に加えて、数年前から名木田前副学長、新見
ALOを中心に教職員一丸となって準備に取り組んでまいり
ました。その結果、「適格」の評価を受けることができたの
ですが、特に優れた試みとして評価されたのは、学生支援の
取り組みと教員自らの改善活動です。
　例えば、「ティーチング・ポートフォリオの導入」や「プ
レースメントテストによる継続した指導・支援の強化」、
「IR室での学習成果獲得状況の分析」などは、看護師、介護
福祉士の国家試験合格に向けて、学生・教員ともに習熟度を
意識しながら学修できるよう環境を整えるものです。また、
学外からも多様な専門家を招いて授業を行っている「保健医
療福祉概論」は、大学の理念に基づく医療福祉人養成の礎と

なる科目であり、人を支援する専門職における人材育成に役
立てていると高く評価されました。本学は学生と教職員の距
離が近く、一人ひとりに細やかな対応を心掛けているのが特
徴の一つですが、今後も社会に貢献できる専門的な医療福祉
人を育成するという教育理念に基づいて、いただいた認証評
価に恥じない教育を継続してまいりたいと思っています。な
お、評価結果の詳細は、本学ホームページに掲載しておりま
すのでご参照ください。
　さて、既にご存じの方も多いかと思いますが、本学は2022
（令和4）年4月より新校舎棟の運用を開始いたします。現
在、岡山市内の旧川崎病院跡地に建築中の岡山キャンパスに
4階建ての新しい校舎が完成いたしますが、川崎医科大学総
合医療センターや同高齢者医療センター（建設中）に隣接す
る環境で、医療福祉専門職の養成課程をより充実したものに
していきたいと考えています。新キャンパス完成の暁には、
皆様にもぜひ足を運んでいただけたらと思います。現在、学
内では通常業務を行いながら、少しずつ引っ越しの準備に取
り掛かっているところです。
　最後になりましたが、新型コロナウイルス感染症はいくつ
もの波を繰り返しながら未だ収束の見通しが立ちません。ワ
クチン接種後も感染防止対策を怠ることなく、安定した生活
が取り戻せるよう努力してまいりたいと思いますので、皆様
におかれましてもどうぞご自愛ください。

学長就任にあたって

新たな環境へ、
伝統を引き継いで
椿原 彰夫前学長に代わり、この4月から秋山 祐治前学長補佐が学長に
就任されました。
秋山 祐治新学長からの「就任にあたってのご挨拶」をご紹介いたし
ます。
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看護科、医療介護福祉科 主任からのメッセージ

看護科、医療介護福祉科 主任からのメッセージ

2021年4月、
3年制教育スタート！

　医療介護福祉科は、これまでの介護福祉士教育を基に、2021年4月から3年制に移行しました。
　介護福祉士の活躍の場は、福祉施設や在宅支援だけでなく、病院にも広がってきています。
病院で働く介護福祉士は、急性期の治療を終えてリハビリテーションを行う患者様の療養生活
を支え、自立支援を意識した介護を行います。本学科では、福祉施設、在宅支援に加えて、大
学病院等でチーム医療の一員として活躍できる介護福祉士の育成を目指します。
　3年制教育の特徴は、介護福祉士教育では初めてとなる病院実習を導入したことです。病院実
習では、介護福祉士の指導により患者様の介護を行います。また、喀

かくたん

痰吸引等の実地研修プロ
グラムを導入しており、卒業と同時に医療的ケアが行えるような教育を行います。さらに、介
護福祉士の上位資格である認定介護福祉士を目指すうえで必要となる研修科目を3年次に開設す
ることにより、2年制の課程では学べなかったリハビリテーションや認知症に関する実践に役立
つ知識や技術を学ぶことができます。
　従来の2年制教育を深化させ、病院実習の導入と医療の知識を深める体系的なカリキュラムに
よって、実践力を備えた「医療に強い」介護福祉士の育成を目指してまいります。

　1973年、川崎医療短期大学の開学とともに看護科が開設され、今年で49年目を迎えました。皆様
ご存知のとおり、本学は2022年4月に岡山市に拠点を移します。長年地域住民に愛された松島の地を
離れる寂しさを感じながらも、現在本学科は、新キャンパスで50期生を迎え入れる移転準備を進めて
います。建築中の新校舎棟には、大・中・小の講義室をはじめ、受講人数やグループワークなど授業形
態に応じた学習室が設置される予定です。看護実習室は、基礎・成人・老年・母性・小児看護学など、
どの領域の学内演習も可能なワンフロア型の実習室です。120名の学生がベッド30台をグループ単位
で一斉にも使用できますし、セパレート型に切り替えれば異なる演習が同時に展開できます。自由度
が高く柔軟に活用できる構造で、効果的な学びが提供できる教育環境が整備されつつあります。
　新たな門出を迎える看護科にとって、2022年度は看護基礎教育課程の第5次カリキュラム改正の年
にもなります。高齢社会の急速な進展により、看護教育も社会の変化に即した教育内容に変わってき
ています。地域の看護ニーズを学ぶフィールドワークや多職種連携の学習の取り組みなど、新たな指
定規則に対応したカリキュラム、教育内容を検討しており、さらなる看護教育の発展を目指していきた
いと考えています。

山田 順子 主任

病院実習が
始まります。

岡田 みどり 主任

医療介護福祉科

看護科

岡山キャンパス移転と
カリキュラム改正に向けて 岡山キャンパス　看護実習室

（完成イメージCG）



　私は県外の自宅から通学しています。毎日県外移動をしている
ことになるため、マスク着用や手洗い、うがいなど、自分にできる感
染対策を怠らないようにしています。遠隔授業は高校の時にも経

験があり、困ることはありませんでした。外出の困難さに気持ちが沈むこともありま
すが、電話やLINEによって友人とつながりを持ちながら楽しく過ごすことができて
います。
　来年には岡山キャンパスという新しい環境で勉強できるため、今からとても楽しみ
にしています。仲間と共に、理想の看護師になるために支え合いながら頑張っていき
たいと思います。

　この4月から、医療介護福祉科では3年制教育が開始されました。来年度か
らは全学科が岡山キャンパスへ移転します。そのような中、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大は収束せず、本学では厳格な感染対策を行いながら、通常
通りの対面授業で新年度を開始しました。しかし、5月16日から6月20日ま
で発出された岡山県への緊急事態宣言に伴い、本学でも5月17日から遠隔授
業となりました。6月21日から全面的に対面授業を再開しましたが、学外研
修やスポーツ大会、ボランティア活動などは中止を余儀なくされました。黙
食、マスク越しの会話など、コミュニケーションにも不自由を強いられてい
ます。
　このような激動する状況でも頑張っている学生たちの近況を各クラスの代
表に聞いてみました。（写真撮影時のみマスクを外しています。）

川崎医療短期大学 広報誌 NO.1093

　大学生活がスタートしてすぐに、コロナ禍の影響によ
り遠隔授業になりました。不安でいっぱいでしたが、友
人や先生と相談することでなんとか乗り越えることがで

きました。対面授業が再開すると初めての実習が始まりました。1日目は緊張のため
に利用者さんと話せませんでしたが、次の日には勇気を出して自分から声を掛けまし
た。すると、利用者さんにも笑顔が増えるようになり、積極的に利用者さんと関わる
という目標を達成することができました。このような経験を少しずつ積み重ね、介護
福祉士になる夢に向かって努力していきたいです。

特集　学生の近況

コロナ禍でも理想に向かって

利用者さんの笑顔のために

看護科1年

青木 優奈

医療介護福祉科1年

内田 優里

学生の
近況

特 集



川崎医療短期大学 広報誌 NO.109 4

　コロナ禍の出校停止期間には、映画・アニメ鑑賞を新
しく始めました。一人暮らしを始めてテレビを見なくなっ
たこともあり、映画やアニメに触れる機会が減っていま

した。しかし、コロナ禍で家にいる時間が増えたことで、新しい趣味ができました。
多くの作品を見たことで様々なことを考えるきっかけになりました。アニメ鑑賞だけ
でなく原作の漫画を読むことも、大学の課題の合間の気分転換になりました。
　現在は対面授業が再開し、定期試験や国家試験の準備など並行して多くのことに
取り組み、忙しい日 を々送っています。やるべきことの一つずつに目標を立てながら、
より大きな目標に向かって着実に歩んでいきたいと思います。

特集　学生の近況

コロナ禍の中の就職活動と臨地実習

ステイホームで見つけた楽しみ

気持ちを引き締め、専門的な勉強を

医療介護福祉科2年

蓬　 由香里

看護科3年

泉 結衣奈

看護科2年

森 涼泉

　現在、就職活動を終えて、臨地実習を行いながら、国家試験に
向けて勉強しています。新型コロナウイルス感染症が続く中での
就職活動で、小論文試験と適性検査は自宅受験、面接は時間を

ずらした実施になりましたが、適切に対応することができました。臨地実習では、貴
重な体験をさせていただけていることに感謝しながら、マスクとアイシールドの着用
と手洗いやうがいを徹底して、日々取り組んでいます。ワクチン接種を済ませ、患者
様に安心して生活できる環境を提供できるよう努めています。
　岡山キャンパスに移転すれば、これまで以上に整備された環境で学習することが
できると思います。後輩の皆さんを応援したいと思います。

　2年生になり、より専門的な看護の知識と技術を身につけられる
ように、気持ちを引き締め直して日々頑張っています。
　5月中旬から出校停止となり、遠隔授業になりました。一人で自

宅学習をするのはとても心細く、いつ対面授業が再開されるのか分からない状況に
不安と焦りを感じました。少しずつ登校が可能になった6月には、感染対策を徹底し
ながら充実した学習･演習が行えるように、先生方が様々な工夫をしてくださいまし
た。対面で授業を受けられることに感謝しながら、11月の臨地実習に向けて、今でき
ることを一生懸命取り組んで行きたいと思います。



短歌受賞のお知らせ
❖日本語に関する取り組み❖

　2020年度第26回「前田純孝賞 学生短歌コンクール」（兵庫県新温泉町な
どが主催、選者は歌人の佐佐木 幸綱さん）に、「文章表現」受講の看護
科の学生が応募し、5人が入選しました。受賞者とその作品は次の通りです。

マスク越し平安貴族がしたように顔も見えないのに恋をしている
選者賞 看護科2年　柳瀬諒汰

白衣着て授業を受けて憧れのナース気分だ資格はないが
新温泉町町長賞 看護科2年　山下愛佳

鮮やかな君との記憶一言で崩れはじめてモノクロになる
新温泉町教育長賞 看護科2年　青野　瞳

帰り道夕日に染まった大山を友と眺める青春だった
新温泉町教育長賞 看護科2年　加藤萌花

オンライン不慣れな私絶望し対面授業願うばかりだ
神戸新聞社賞 看護科2年　山本遥伽

　年間キラリ賞は、医療福祉人として大学生活を送るなかで、
勉学のみならず学校行事への協力や社会活動への貢献にもキラ
リと頑張りを見せた学生を表彰するものです。新学期開始前日
の4月5日（月）に表彰式が開催されました（卒業生は表彰済です）。
　表彰式では教職員の参列のもと、秋山 祐治学長から表彰状と
記念品が授与され、その功績をたたえるとともに、今後ますます
の活躍を期待する激励の言葉をいただきました。
　栄えある受賞者は次の通りです（2020年度の学年で表記しています）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（学生生活支援委員会）

2020年度 年間キラリ賞表彰式
看護科
1年生 田邊 愛実

窪田 有佐
柳瀬 諒汰

2年生 蓮岡 玲香
丸谷 菜月
三橋 可奈子

医療介護福祉科
1年生 中尾 好花

川崎医療短期大学 広報誌 NO.1095

犯罪被害者講演会／年間キラリ賞表彰式／短歌受賞

　「保健医療福祉概論」の授業の一環として、7月26日（月）に、「あれから5年～今
も、敬太とともに～」と題した講演会が開催されました。講師は、愛知県在住の則竹 
崇智先生です。
　則竹先生は5年前に当時9歳だった息子さんを、スマートフォン向けゲーム「ポケモ
ンGO」を操作していた男が運転する車両にはねられて亡くされました。大切な家族
を失った深い悲しみの中で、同じような被害者が増えないようにとの願いを込めて、
全国各地で「ながら運転」の危険性を伝える講演を重ねておられます。
　5年前の事故を振り返りながら、「スマートフォンは使い方を間違えると凶器になり
うる。命は一つ、無くしてしまったら取り返しがつかないことになる」というメッセー
ジとともに、事故の衝撃で凹んだ水筒や破れた服・靴などを見せてくださいました。
学生たちは熱心に授業を聴き、命の大切さを感じているようでした。
　この講演の最後にお話しされた「皆さんの手は、夢・希望をしっかりつかむものに
してほしい。スマートフォンの使い方を再確認し、ながら運転は絶対にしないでほし
い」という願いをしっかりと受け止めて、今、自分にできることを考えていきたいと思
います。
　ご講演くださいました則竹先生に改めて感謝を申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教務委員会　林 千加子）

犯
講
罪
演
被
会
害 者

あれから5年
～今も、敬太とともに～
則竹 崇智 先生

（写真撮影時のみマスクを外しています。）
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協助会報告／補助金・助成金／国家試験結果と進路状況／新任教職員紹介

協助会報告

一般会計� （円）

収　　　　　入 支　　　　　出
会費 4,370,000 学生研修助成費 275,380
前年度繰越金 1,546,599 厚生福利費 353,505
雑収入 170 学生生活指導費 923,600

進路指導助成費 524,000
渉外費 0
事務費 170,726
雑費 3,080
予備費（コロナ対策経費） 121,540
次年度繰越金 3,544,938

合　　計 5,916,769 合　　計 5,916,769

特別会計� （円）

収　　　　　入 支　　　　　出
前年度繰越金 9,356,924 太陽光発電の通常電源への切替工事費 38,720
雑収入（預金金利） 788 学生の遠隔授業受講に係る経費助成 2,170,310

卓上パーテーション 40,600
パソコン・プロジェクター等整備費 103,180
助成事業調整費 1,500
次年度繰越金 7,003,402

合　　計 9,357,712 合　　計 9,357,712

一般会計� （円）

収　　　　　入 支　　　　　出
会費 4,200,000 学生研修助成費 1,632,000
前年度繰越金 3,544,938 厚生福利費 520,500

学生生活指導費 1,203,000
進路指導助成費 660,000
渉外費 100,000
事務費 200,000
雑費 7,000
予備費 3,422,438

合　　計 7,744,938 合　　計 7,744,938

特別会計� （円）

収　　　　　入 支　　　　　出
前年度繰越金 7,003,402 次年度繰越金 7,004,102
雑収入 700

合　　計 7,004,102 合　　計 7,004,102
※�特別会計は、教育・実習のための施設設備及び学生のために特に必要なものを備えることを目的
とした積立金です。

令和2年度 川崎医療短期大学協助会収支決算書

令和3年度 川崎医療短期大学協助会収支予算書

令和2年度収支決算書及び令和3年度収支予算書
　令和3年度は新型コロナウイルス感染拡大防止という観点から、
集会形式での総会の開催を中止し、送付した資料により審議が行わ
れました。そこで、下表の令和2年度収支決算書及び令和3年度収
支予算書が承認されました。これにより、今年度も学生の皆さんの
学習、福利厚生、学生生活及び進路等に関する諸活動についての
支援が行われます。

会　長 藤原 康恵 （看護科3年）

副会長 塩田 裕美 （看護科2年）

副会長 秋山 祐治 （川崎医療短期大学学長）

監　事 山口 由紀 （医療介護福祉科2年）

監　事 横山 　功 （医療介護福祉科1年）

評議員 宮崎 由佳 （看護科1年） 他 学内評議員5名

令和3年度
川崎医療短期大学
協助会役員

新任教職員紹介
新しく本学の仲間になった教職員の方々を紹介します。

　病院、高齢者施設での勤務経験を生かし、介護の楽しさ
を伝えていきたいと思います。一緒に考え、感じながら、
学びを深めていきたいと思います。心に寄り添える介護福
祉士を目指して、一緒に学びましょう。

塩見 里紗　医療介護福祉科　助教

　川崎医科大学附属病院にて、NICUや小児科病棟などで勤
務をしてきました。臨床での経験を生かし、臨地実習など
を通して皆さんに小児看護学領域の面白さや奥深さを伝え
ていきたいと思います。共に学び、成長していきましょう。

松尾 里奈　看護科　助教

　これまで、看護師として様々な病院に勤務してきました。
その経験を生かし、看護の楽しさや難しさなどを皆さんに
伝えていきたいと思います。共に考え、成長していきましょ
う。

室井 望美　看護科　助教

　学生の皆さんが安心して自分の目標に向かって進んでいけ
るように、学校生活や学修のサポートをしていきたいと思い
ます。講義や実習を通して、介護を必要とする人に対するよ
り良い支援の方法を共に考え、学び、成長していきましょう。

常国 良美　医療介護福祉科　助教

　7月に川崎医療福祉大学から異動してまいりました。皆様
がより充実した大学生活を送ることができるよう、精一杯
頑張ります。授業のことや学生生活について不明な点があ
りましたら、いつでもご相談ください。

三宅 麻友美　事務室　事務職員

　看護師として病院勤務で得た経験を皆さんにお伝えした
いと思います。皆さんと共に自らも学ぶことで、人の気持
ちを理解し、寄り添うために必要な知識を得たいと考えて
います。一緒に成長できることを楽しみにしています。

伊藤 由加　看護科　講師

　看護師としての病院勤務経験を生かし、看護の魅力を学
生の皆さんにお伝えしたいと思います。臨地実習では、戸
惑うこともあると思いますが、共に学び、考え、成長して
いきましょう。

糸島 弘和　看護科　講師

令和3年度 補助金・助成金一覧
研究代表者

看護科 准教授
掛屋 純子

令和元年度～令和4年度（円） 1,820,000円
令和3年度配分額（円） 260,000円

名　　 称 科学研究費助成事業　若手研究
『前立腺がん患者のService Gap尺度の開発と信頼性・妥当性の検討』

研究代表者
医療介護福祉科 助教
常国 良美

令和2年度～令和4年度（円） 2,080,000円
令和3年度配分額（円） 390,000円

名　　 称
科学研究費助成事業　基盤研究（C）

『成人期以降の在宅重症心身障がい者を介護する家族の
望む看取りを促す看護実践プロセス』

　3月末に2020年度国家試験合格発表があり、結果は下表のとおり
でした。全国合格率を上回る好成績を収め、医療介護福祉科は4年連
続100％合格を達成しました。
　就職については、就職希望者142名全員が就職し、就職率は
100％、進学については、岡山大学へ1名、川崎医療福祉大学へ1名
でした。
　各学科の最新情報は、本学ホームページをご覧ください。

看 護 科 医 療 介 護 福 祉 科
試 験 看護師 介護福祉士

試 験 日 2月14日 1月31日

合 格 発 表 日 3月26日 3月26日

全 国 平 均（％） 90.4 71.0

合 格 率（％） 96.9 100

2020年度 国家試験結果と進路状況



川崎医療短期大学、川崎医療福
祉大学、川崎リハビリテーショ
ン学院の3校合同のWEBオー
プンキャンパス2021を開催し
ています。ぜひご覧ください。

令和3年度 公 開 講 座
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今年度はWeb開催といたします。

第1回【医療介護福祉科】

講 座 名 認知症のある人の介護の基本
～よりよい関わりについて～

配 信 日 9月4日（土）（配信終了）
講 　 師 居村 貴子（本学 医療介護福祉科 講師）

第2回【看護科】

講 座 名 医療安全を学ぼう
～ヒヤリ・ハット体験からの学び～

配 信 日 11月頃
本学HPで公開予定です（お申し込み不要）。ぜひご視聴ください。

講 　 師 岡田 みどり（本学 看護科 教授）

既刊の「若きいのち」は、本学ホームページでご覧いただけます。

川崎医療短期大学広報誌
「若きいのち」（109号）
令和3年9月発行
編集発行 : 広報誌作成ワーキンググループ

熊野 一郎（看護科・責任者）
見尾 久美恵（看護科）
平口 鉄太郎（医療介護福祉科）
石原 律子（事務室・書記）

写真協力：二葉写真館

印　　刷 : 友野印刷株式会社

皆さんからのご意見・ご要望をお待ちしております。
〒701-0194 倉敷市松島316　
川崎医療短期大学 広報誌作成ワーキンググループ
電話：086-464-1032（事務室）
Eメール：kouhou@jc.kawasaki-m.ac.jp
ホームページ  https://j.kawasaki-m.ac.jp

編　集　後　記
　旧学生寮が取り壊されるまで、私の研究室からは中庭の斜面にある白木蓮の木が
見えていました。白木蓮の花は新しい寮生を迎えるころに咲き、桜の見ごろと入れ替
わるように黙 と々散っていくのですが、その開花の時期は新年度の準備にいそしむ時
期でもありました。廊下を行き交う教職員にも、はっとするほど清新な雰囲気が漂い、
何もかもが調和に満ちていました。やがて桜が咲き誇り、初夏には梅が実り、梅雨明
けと同時にセミが一斉に鳴き始め、青葉若葉が躍動します。来春の岡山キャンパスへ
の移転を前に、このような松島の丘で過ごすのも最後の年となりました。
　秋山学長、両学科の主任のお言葉にございますように、この１年も本学は前進と成
長を続けています。広報誌作成ワーキンググループでは、松島の四季の今年の姿を誌
面に残すことに決めました。本号では熊野先生が撮影した数々の写真で学生のページ
を飾っています。この地でこれまで築いたことが、岡山での発展を支えてくれることで
しょう。
　最後になりましたが、ご執筆くださった秋山学長、両学科主任を始めとする皆様に
厚く御礼申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　（看護科　見尾 久美恵）

主要行事予定（9月〜3月）

9月
21日 後期授業開始
22日 前期末卒業証書・学位記授与式

10月
9日 総合型選抜入試二次審査

17日 学園祭（Web開催）
23日 看護科 継灯式・保護者会

11月 13日 学校推薦型選抜前期入試

12月
13日 学校推薦型選抜後期入試（～14）
28日 冬期休業（～1/4）

1月
20日 川崎学園防災の日
27日 後期定期試験（看護科最高学年　～29）
30日 第34回介護福祉士国家試験

2月

1日 一般選抜前期入試（～2日）
3日 後期定期試験（～15日、医療介護福祉科最

高学年　～ 4日）
13日 第111回看護師国家試験
16日 在学生健康診断

3月
10日 一般選抜後期入試
15日 卒業証書・学位記授与式
27日 3校合同オープンキャンパス

Information

3校合同WEBオープンキャンパス岡山キャンパス情報

2022年4月、川崎医療短期大学新校舎が川崎学園
岡山キャンパスに新設されます。
最新情報はホームページからご確認ください。
◎川崎医療短期大学新校舎棟　特設ページ
https://j.kawasaki-m.ac.jp/okayama_campus/

　新型コロナウイルス感染症発生のため、昨年度の川崎学園祭はやむなく中
止となりましたが、今年度は感染症収束を願い、オンライン学園祭を企画し

ました。
　三密の言葉に代表される、気分的に窮屈で密を避けた生活が長く続いている状態を打
破し、生まれ変わった新しい川崎学園祭でみんなに笑顔を取り戻し、笑顔の密をつくりた
いという思いから統一テーマを設定し、「REBORN」（生まれ変わる・復活）をサブタイト
ルとしました。
　将来、命を守る職種に就く私たちが今こそできる力を出し合って、地域の方々、患者さん、
そして私たち学生が笑顔を取り戻し、心から楽しめる学園祭を実現したいと思います。最新情報は川崎医療短期大学HPでご確認ください。

笑顔の密を ～REBORN 川崎学園祭～

川崎学園祭特設サイト
https://kawasaki-gakuennsai-online.jp/

第47回 川崎学園祭
2021年10月17日（日）

オンライン開催
統一テーマ

配 信 日
コンセプト




