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茨城県立医療大学は，公益財団法人
大学基準協会の正会員です。

詳しくは本学のホームページをご覧下さい。
http://www.ipu.ac.jp
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IPUの魅力

4つの学科と2つのセンター・付属病院

看護学科

理学療法学科

作業療法学科

放射線技術科学科

人間科学センター

医科学センター

助産学専攻科

大学院

キャンパスライフ

施設紹介

健康相談・学生相談

教育・学修センター

キャリア支援センター

地域貢献研究センター

アドミッションセンター

入学を希望する方へ

平成28年度入試概要

ココロも カラダも
バリアフリー。



学長からのメッセージ

地域社会に貢献できる

人間性豊かな

医療専門職を育てます

茨城県立医療大学長　工藤 典雄
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看護学科

理学療法学科

作業療法学科

放射線技術科学科

人間科学センター

医科学センター

単位互換制度について

筑波大学 （平成24年2月連携協力協定締結）
  ・平成25年度から実施
  ・筑波大学の総合科目が受講可能

茨城大学 （平成25年2月連携協力協定締結）
  ・平成25年度から実施
  ・茨城大学の教養科目や，農学部専門科目等が受講可能

看護学専攻

理学療法学・作業療法学専攻

放射線技術科学専攻

保健医療科学専攻

　 看護学領域
　 理学療法学領域
　 作業療法学領域
　 放射線技術科学領域

博士前期課程

博士後期課程

助
産
学
専
攻
科

大
学
院（
保
健
医
療
科
学
研
究
科
）

保
健
医
療
学
部

組織図

　人と人，心と心の緩やかな結びつきが医療の根源です。
　本学は，人間の尊重を基本として，豊かな人間性を育み，保健医療に関する専門的かつ科学的な知識，技術を追求し，地域
社会において広く活躍できる人材を育成することを目的とした医療系大学です。
　
　皆さんは，看護学科，理学療法学科，作業療法学科，放射線技術科学科で，それぞれ専門的な知識を教わります。さらに，
大きく変化する社会や医療の要請に，柔軟に適応し活躍ができるよう，人間科学センターと医科学センターで，幅広い教養･
リテラシーや医療の科学的基礎を学ぶことができる仕組みになっています。さらに，学生の臨床教育実習の場として，付属
病院を併設していることも大きな特徴です。
　本学の恵まれた学修環境を生かし，各専門分野の学生と教員，病院の現場で働く医療人，大学･病院を支える事務職が繋
がり合い，チームワークに基づく明日の医療を目指す新しいカリキュラムも展開中です。

　学部卒業生と大学院･助産学専攻科修了生の総数は3,000人を超え，茨城県を中心に全国の医療や福祉の現場で活躍し
ています。学外の病院で，臨床（臨地）実習を行う時，学生実習の指導的役割を担っている先生が皆さんの先輩だと気づくこ
とも多いと思います。また，将来就職先を探すとき，先輩の助言はとても貴重な情報になります。
　開学20周年を機会に，在校生と卒業生の交流の場を皆さんと一緒に，もっと積極的に拡げて行こうと思います。

　少子高齢化の社会の中で，医療職の役割は，ますます大事になっています。やりがいと生きがいを感じる未来への第一歩
を踏み出してみませんか？



時代に即した人材育成 カリキュラムの全体像
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　本学は，人間の尊重を基本として，豊かな人間性の涵養と保健医療に関する科学分野の教育研究を行い，
学術文化の向上に寄与するとともに，地域社会において広く活躍できる人材の育成を目標としています。
　少子高齢化の進展や，医療技術の高度化・専門化など急激に変化する医療環境に対応するため，授業の
内容や方法に改善を加えながら教育の充実を図っています。

かんよう

かんよう人間の尊重

人間性

1
IPEコースの設定による
「チーム医療」への対応

2
「地域指向型医療」

への対応

3
「茨城県立医療大学
付属病院」での実習

専門性

自発性

協調性

創造性・社会性

将来性

学生と教員

教育の原動力

付属病院の
意義

社会的評価を
示す就職実績

豊かな人間性の
涵養

地域社会で活躍できる人材

保健医療の
知識・技術の追究

　人間や社会に対する理解と生命の尊厳についての認識を深め，医療専門職に相応し
い高い倫理観を身につけます。

　医療専門職として必要な知識，技術，態度を修得し，併せて教育，研究，行政等の領
域へ進むことのできる基礎的な能力を身につけます。

　広い視野をもち，保健医療システムの中で自らの役割と責任を担う心構えを身につ
けます。

　本学では，「開かれた教育」という考え方から，学生と教員が学内メールでやりとりを
したり，学生ホールでの交流や研究室での談話などを通して，絶えず相互理解を深めあ
っています。このコミュニケーションの多さは，学生と教員の関係であると同時に，医療
専門職をめざす者と，豊かな臨床経験を持つ大先輩という同志的な結びつきによるも
のではないでしょうか。卒業生の来訪も多く，その時々に，教員は職種の先輩として適
切なアドバイスを行っているほか，卒業生との勉強会，研究会なども開かれています。

　本学の特色の一つに付属病院の存在があります。本学の学生・教職員と付属病院ス
タッフが共に学びあえることで，臨床・教育・研究の向上に繋がっています。これらの協
力体制の充実が教育の原動力となり，学生・教員自ら専門領域の実践力を高めること
を可能にしています。

　付属病院では，それぞれの専門職が科学的な知識に基づき，患者さんを中心とした
チーム医療を実践しています。リハビリテーション専門病院であることから，学生は，
対象者が持つ力を最大限に発揮し，生涯にわたってその人らしい生活を送るための関
わりや環境について深く学ぶことができます。また，在学生はボランティアとして多くの
病院関連の行事に参加し，患者さんとの交流の機会を持つことができます。

　実践力重視の教育と，医療人としての基本的な姿勢の育成（社会人としての基本，対
人関係の重視）が社会的に高く評価され，第1回の卒業生から現在まで，17年連続で就
職率100%を達成しています。

　社会の変化に伴い多様化するニーズに対応するとともに，新たな知識，技術の開発に
貢献できる能力を身につけます。

　他の関係職種と協働し，地域社会の人々の保健・医療・福祉・教育に貢献できるよう
な態度を身につけます。

　自らの知識，技術，態度を評価し，能動的学修と修練によって絶えず向上する習慣を
身につけます。

　患者さんや地域住民に対する保健・医療サービスには，多くの専門職種の相互協力
のもとで行われる「チーム医療」が不可欠です。医療関係者はもちろん，患者さんにとっ
て必要な福祉や教育関係の職種等の専門家が協力することにより，総合的な健康支援
が可能となります。チーム医療を成功させるには，まず自分の専門性をよく認識し知識
と技術を身につけ，他職種について十分に理解し，そして，お互いの専門性を認め合っ
た上で各職種間で正確な情報の共有と建設的な意見交換を行うことが必要です。本学
では，チーム医療の専門教育を行うため，4学科の学生が共同で問題解決に取り組む
授業科目「チームワーク入門実習」「保健医療とチームワーク演習」「チーム医療演習」
をはじめとする科目群IPE（Inter-Professional Education）コースを設けていま
す。また，チーム医療は各学科でも常に意識して取り組まれており，4年間の講義や実
習・演習などを通して学修していきます。

　本格的な少子高齢社会を迎え，通院や入院が困難な患者さんのための訪問看護や在
宅ケアなどを中心とした「地域指向型医療」がますます重要になっています。「地域理
学療法学実習」や「在宅看護学実習」では，在宅療養者の家庭を訪問して，在宅ケアの
実際にふれます。

　1996年に国公立の医療系大学として全国初のリハビリテーション専門病院を開設
しました。地域の保健・医療に貢献するとともに，大学と連携した教育・研究の場として
活用されており，付属病院での実習を通して医療現場と直結した実践的な教育を行っ
ています。

1年 2年 3年 4年

I
P
E
コ
ー
ス
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専門性を身につけ，多職種の基盤を養う（Inter-Professional Education）

多職種連携教育コース

IPEコース

　現代の日本は，世界でも類をみない急速に進む少子高齢社会，疾病構造の変化や慢性疾患の増加等という過去に経験したことのない問題

や，限りある人材，資源，財源等をいかに配分し効率的に活用していくかが問われています。同時に，人々の健康問題についてもグローバリゼー

ションの波を無視できない時代となり，地域で生じる具体的課題を解決するためにも国際的動向に常に目を向けていることが必要です。各保

健医療職には，学識や技術を深めるとともに，多職種と連携し，協働することが求められています。

　そこで，このコースでは，学年毎に段階を追って多職種協働に関する学修を深めていきます。まず始めに，仲間とのチームワーク作りです。そ

して徐々に現場の見学や実習，他大学との交流も取り入れ，チーム医療の本質を学びながら，4年間を通じて，多職種協働に必要な能力を養う

ことを目的としています。

　その内容は，①リアルな現場への参加②自分を超える，学科・大学の垣根を超える③継続して学ぶ，学生参加型のプログラムとなっていま

す。4年間で，各自の専門的知識，技術，態度を身につけるとともに，多職種と連携し協働できる力を持ったIPU卒業生として社会に羽ばたくこ

とが期待されます。

　多職種協働の基礎を学修します。その

ために，まずチームワークについてファ

シリテーションの手法（ワールド・カフェ

等）を使い語り合います。次に，学科横

断的なグループで本学の付属病院，各学

科・センターの活動の実際をくまなく見

学実習し，グループごとに成果をホワイ

トボード・ミーティングの手法を用い話

し合い，互いに共有します。最後に，個々

の学修成果をポートフォリオにまとめた

り，全員での討論会を通じて，多職種協

動のあり方について理解を深めます。

　グループ学修を通じて，多職種協働

に関する知識及びコミュニケーション

スキルを修得します。前半は，討議法と

してのディベートを用いて多職種協働

に関連する課題を分析，評価，討論し，

論理的思考及び多彩な角度から多職種

協働について考察します。後半は，チー

ム基盤型学習（TBL : team -based 

learning）を用いて，架空の臨床的事

例を通じて多職種協働の知識と態度を

養います。なお，TBLでは，筑波大学医

学類学生との合同授業を行います。

　1～4年次の学修の総括として，多職

種協働の実際と応用を学修します。具体

的には，最新の多職種協働の理論に基

づき，学科横断的なグループワークを通

して，各学科学生がそれぞれの専門領域

の観点から，予め選定された事例につい

てのアセスメントや対応，そして多職種

協働の実際を検討し，発表します。方法

としては，チーム基盤型学習（TBL）を用

います。さらに学生全員による討論を通

じて，今後のより望ましい多職種協働の

あり方について理解を深めます。

保健・医療・福祉領域の専門職を超えた多職種と連携し，
協働できる医療人のための全学科共通のコースです

2年 4年

カリキュラム構造

茨城県立医療大学が目指す医療とは？

多職種が協働できる保健医療のプロを育てるカリキュラム構成

　各々の高い専門性を前提に，目的と情報を共有し，協働・連携・補完しあい，在宅，地域，福祉施設・医療機関
において，人々の状況にあった最適で最高の医療をチームで提供することです。

1年

　諸外国における多職種協働の実際を見学及び交流を通じて，国際的な視野を養

い，かつ地域に根ざした専門職のあり方を学びます。特に異文化に触れることで，

様々な価値観の中で多職種協働が構築される経緯を知ることができます。また，

国際比較をすることを通じて，日本の現状を相対的にとらえ，利点の再発見ととも

に課題を見つけることができます。

「国際多職種協働実習（選択）」

「チーム医療演習（必修）」

2～4年
各種臨床実習

「保健医療とチームワーク演習（必修）」「チームワーク入門実習（必修）」

こ
こ

が魅
力

IPUの魅力
その1

I
IPU
♥

放射線技術科学科2年 関田 朋世さん
　IPEコースでは他学科との交流を通し
て，他の様々な職種を知りチーム医療の
中でどういう役割を果たしているのかを
学ぶことができます。
　IPEコースで学んだことは，将来，自分
が就職した時に他職種の人たちと円滑
に協力するための糧になると思います。 

看護学科専門科目

作業療法学科専門科目

理学療法学科専門科目

放射線技術科学科専門科目
IPEコース

コミュニケーションコース人間形成コース 基礎科学コース

♥ Ibaraki Prefectural University of Health Sciences University Guide 2016 ♥
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茨城県立医療大学付属病院 病院長　和田野 安良
　医療系大学の付属病院設置は世界的に見ても珍しいものです。付属病院の役
割は3つあり，①学生の実習，②教職員の臨床研究，③茨城県のリハビリテーショ
ン医療の発展です。 ①に関しては学部1年から大学院生まで，授業実習に使用さ
れます。②に関しては卒業研究のみならず大学院生の研究や大学教員，病院職
員の研究，リハビリ機器の開発や臨床効果判定に利用されます。③に関してはリ
ハビリテーション専門病院として高度で先進的なリハビリテーション医療を提
供するのみならず，茨城県地域リハビリテーション支援センターとして県のリハ
ビリテーション医療の普及発展に貢献しています。
　土日・祝日を含めた「３６５日リハ」を実施し，さらにリハビリテーションの充実
に向け療法士等の増員など，体制整備に取り組んでいます。

大学との緊密な連携を通して地域医療をささえます

茨城県のリハビリテーション医療の
普及発展に貢献しています

ロボットスーツHAL®
（Hybr id  A s s i s t i ve  L imb）

教育・診療・研究の現場だから，
地域医療の実際がわかる

1.教育の場としての付属病院（臨床実習，施設見学）
2.診療機関としての付属病院
（リハビリテーション科を中心とし，小児科，整形外科，内科，神経内科，精神科等）

3.研究の場としての付属病院

付属病院

　茨城県立医療大学付属病院は，1996年12月，国公立の医療系大学初の付属病院と

して開院したリハビリテーション病院です。学生の実習や臨床研究の場としても活発に

利用されており，実際のチーム医療を体験することができる施設となっています。

　各種医療機関，福祉施設と連携することにより，リハビリテーション医療の発展に寄

与する研究が行われています。

　また当院は，茨城県から「茨城県地域リハビリテーション支援センター」に指定され

ています。

　ロボットスーツHAL®は，筑波大学システム工学研究科の山海嘉之教授により開発

された，人の立つ・歩くといった生活動作の支援を目的とした装着型のロボットです。茨

城県立医療大学ではHALの開発段階より共同開発の形で携わっており，その実用化

に向け臨床試験や運用マニュアルの策定を担ってきました。現在は付属病院において

HALの医療機器としての実用化を目指した臨床研究を進める一方，学部や大学院の授

業でHALを運用するための人材育成に積極的に取り組んでいます。

付属病院の目的と役割

［3階］

［2階］

［1階］

3Aユニット（回復期），3Bユニット（小児）

2Aユニット（成人）

総合受付，診察室，理学療法室，作業療法室，言語聴覚療法室，臨
床心理室，精神科デイケア，総合相談室

病院概要

理学療法学科4年 小嶋 亮平さん
　付属病院では，臨床実習指導者の方
が親切に指導して下さるので充実した実
習を行うことができます。リハビリテー
ション専門病院という特徴から，患者様
を中心に多くのスタッフと関わる機会を
持つことができるのも魅力です。大学敷
地内に病院があるため大学の先生方に
随時相談もでき，安心して実習に励むこ
とができます。

・施設概要

120床（成人・93床／小児・27床）　・病 床 数 　

こ
こ

が魅
力

IPUの魅力
その2

I
IPU
♥
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シミュレーション教育企画運営部会長　武島 玲子

いつでも自己学修できる実習室

　これまでの医学・医療系大学の教育では，学生は“知識・技術”を学んでいます
が，その学びが統合できないため，卒業時点で現場に対応できないことが問題と
なり，教育方法の見直しが行われています。そこで，知識を相互に関連付け，実際
の臨床場面を想定し，体験して楽しく学ぶシミュレーション教育が導入されるよう
になりました。本学は平成16年特色GPの一環として，蘇生人形（蘇生シミュレー
ター）を整備し，心肺蘇生法を全学科学生，付属病院職員に実施してきました。私
は蘇生法の教育方法を研究中にシミュレーション教育について学び，また定期的
に実習したいという学生の意見が多くみられたことから，本学にシミュレーション
教育実習室を設置すべきと考えました。いつでも自己学修できる同実習室は，患者
急変対応をはじめとして本学のめざす多職種連携教育に貢献できると思います。

　これまでのシミュレーション教育実習室は，医学部，看護学部，病院等に設置され，そ

れぞれ単独で利用されています。しかし，本学の「IPUあいらぼ」は，多職種でのチーム

医療の実践ができることを特徴にしています。現在は，心肺蘇生法，高齢者体験，片麻

痺患者体験，採血，導尿，骨・骨格筋標本を利用する自己学修，ベッド・車椅子の移乗な

どができる設備となっています。また，最新のシミュレーターも設置され，種々のシミュ

レーション医療教育が実施できます。さらに，学生や付属病院職員だけでなく，本学卒

業生，地域の医療従事者や保健・福祉・介護従事者を対象として，医療教育やチーム医

療などの実習ができるように整備しています。県内の各施設の研修・現任教育や県民へ

の医療に関する研修など多くの皆さんが活躍できる実習室をめざしています。

　客観的臨床能力試験（OSCE）とは，従来の筆記試験が主に認知領域（知識）の評価

を行うのに対して，精神運動領域（技術）や情意領域（態度）の能力評価に適していると

いわれるもので，本学では，学生の医療専門職としての臨床実践能力の向上を図るため

に，全学科で導入しています。例えば作業療法学科では，Bas ic -OSCE（3年次），

Advanced - OSCE（4年次）を実施しています。臨床評価実習直前に行われる

Basic-OSCEでは，求められる臨床技能の獲得度評価，また，総合臨床実習後に行わ

れるAdvanced-OSCEでは，必要な臨床技能の到達度確認を目的として，評価と指導

を行っています。

　また，学内の教員だけでなく，模擬患者や学外の専門家（外部評価者）からも評価や

フィードバックを受ける機会を設けています。

　学生たちが常により良い環境で質の高い教育を受けられるよう
に，組織的なFD活動に全学挙げて取り組んでいます。本学のFD活
動にはさまざまなメニューがあります。まず，「全学FD研修会」では，
最新の高等教育事情をテーマとして取り上げ，本学の教育のあり方
を議論しています。また教員による授業参観形式の「公開授業」を導
入して相互研鑽に努めています。さらに「IPUミーティング」というア
クティブな研修会も取り入れるなど，本学に最適な研修方法を開発
し続けています。また，これらの活動の様子は，広報紙「FD通信」に
掲載して，学内外への情報の発信にも努めています。

FD（Faculty Development）
活動の推進

筑波大学及び
茨城大学農学部との連携

　本学では，筑波大学および茨城大学農学部との間で，両大学がそれ
ぞれの特色を生かして相互に連携・協力し，有為な人材の育成，研究の
推進，地域医療の充実に寄与することを目的として連携協力協定を結
んでいます。筑波大学とは「学部学生教育の充実」「大学院学生教育・研
究交流の推進」「付属病院の連携」に関する取組みを，茨城大学農学部
とは「学部学生教育の充実」「学生の交流」「地域貢献及び研究交流」に
関する取組みをそれぞれ推進しています。

OSCE
（オスキー）シミュレーション

教育実習室

IPUあいらぼ

〈連携の例〉
・学部学生の単位互換
・施設（図書館等）の相互利用
・サークル間交流　など

※2　主に授業内容や授業方法の改善を図ることを目的とした活動

作業療法学科4年 平尾 優育さん
　学外施設での実習前にOSCEがある
ので，OSCEの際にできたことは自信に
なります。また，OSCE終了直後に，自分
の所作について.プロ（作業療法士）から
フィードバックを受けることで，できたこ
と・できなかったことを再認識でき，実習
前の課題が明確になります。

※1　客観的臨床能力試験
（Ob j e c t i v e  S t r u c t u r e d  C l i n i c a l  
Examination）

看護学科2年 高橋 楓さん
　あいらぼは人形などを使って本格的な
医療技術を身に付けることができる場所
です。私は心肺蘇生法の練習をするのに
活用しました。脈拍を触知できたり心臓
マッサージ法のアドバイスをくれる人形
などを使って自己学修できるのは，本学
学生の特権です。

こ
こ

が魅
力

こ
こ

が魅
力

IPUの魅力
その3

I
IPU
♥ IPUの魅力

その4
I
IPU
♥

客観的評価システムで，
プロの自覚と向上心が育つ

体験型実習で，
現場対応力を磨く

※1

※2
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医科学センター人間科学センター 付属病院

定員：40名

放射線技術科学科
4年制

保健医療学部

　将来，医療技術者として活躍するため
に必要な基礎教育を担当します。自然，人
文，思想，社会，情報，外国語，スポーツな
どの教育と，これらの分野に関係する専
門の教育・研究を行います。

　医療専門職は，社会の変化に伴い多様化
する保健医療や，医学・医療技術の進歩に対
応する能力が求められます。医科学センター
は，基礎医学，臨床医学，社会医学などの医
科学分野の教育を担当するとともに，これら
の分野の専門的な研究を行っています。

　学生の実習や臨床研究の場としても活
発に利用されており，実際のチーム医療を
体験することができる施設となっていま
す。各種医療機関，福祉施設ともネットワ
ークで結ばれ，リハビリテーション医療の
発展に寄与する研究が行われています。

　X線撮影装置・コンピューター断層撮影
装置（CT）・直線加速器など医療現場で使
用される様々な放射線機器を安全に取り扱
い，正確な診断や治療をサポートするため
の最新の医療技術に対応できる能力を身に
つけた診療放射線技師を育成します。

　運動療法や物理療法（温熱・電気・水な
ど）によって基本的な動作能力の回復や維
持，障害の悪化を防ぐのが理学療法です。
脳卒中や心臓病などのリハビリテーション，
スポーツ障害の予防などの分野で活躍でき
る理学療法士を育成します。

専門分野のエキスパートを育てる

4つの学科と2つのセンター・付属病院

　茨城県立医療大学は，4つの学科と2つのセンター及び付属病院で構成されています。

　患者さんや地域住民に対する保健・医療サービスは多くの専門職種の相互協力のもとで行われる「チーム医療」が不可欠で

す。医療関係者はもちろん，患者さんにとって必要な福祉や教育関係の職種等の専門家が協力することにより，総合的な健康

支援が可能となります。チーム医療を成功させるには，まず自分の専門性をよく理解したうえで，各職種間で正確な情報の共有

と建設的な意見交換ができることが必要です。

　チーム医療の専門教育のため，本学では，4学科の学生が共同で問題解決に取り組む科目が設けられています。チーム医療

は各学科でも常に意識して取り扱われており，4年間の講義や実習・演習などを通して学修していきます。

　また，人間科学と医科学の２つのセンターでは幅広い教養や医療の科学的基礎を，付属病院では実習を通して実践的な知

識・技術を学ぶことができます。

定員：40名

作業療法学科
4年制

保健医療学部 
　医学・心理学・社会学・作業科学などの知識
を基礎に，作業（日々の生活の様々な活動）を
治療的に使用すること，及び環境を整えること
によって，その人が必要とし，したい作業や活
動ができるようにするのが作業療法です。あら
ゆる年齢・健康状態にある人が，よりよい生活
をしていけるように，治療・援助・指導できる能
力を身につけた作業療法士を育成します。

　あらゆる年齢・健康状態にある人を対象
に，保健活動，健康障害の改善・悪化予防，
亡くなる方への看取りの看護など，医療現
場のあらゆる領域で活躍できる知識と技術
を兼ね備え，高度な実践能力を身につけた
看護師・保健師を育成します。

看護学科
4年制

保健医療学部

定員：50名

理学療法学科
4年制

保健医療学部

定員：40名
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看護学科
保健医療学部

　21世紀は地域のみならず世界中で，人の生涯に寄り添う看護が求められていま
す。看護では，自分を含めた人間への深い理解と思いやりを育みつつ，最新の看護
学を主体的に学ぶことが不可欠です。そのため，4年間で，豊かな感性を育み磨
き，鳥の目，虫の目を持つ発想力，論理的な思考力，柔軟な判断力と基礎的実践力
を養います。そして，しなやかな翼を持って，社会に羽ばたく看護の人材育成を目
指します。

看護学科長
加納 尚美

質の高い看護の担い手，創り手を目指す

シミュレーターを活用した
看護技術練習

● 病院・診療所等　● 保健センター　● 保健所　● 事業所
● 地域包括支援センター　● 訪問看護ステーション
● 学校・大学等研究機関   etc.

講義を通じて学ぶ
看護・保健活動

ロールプレイを通じた
対象理解

P O I N T

● 看護師
● 保健師

目指す資格 活躍のフィールド

定  員 50名

豊
か
な
人
間
性
を
基
盤
に

　
世
紀
の
看
護
に
貢
献
し
ま
す

21

　基礎的な看護技術が確実に身につ
くように，シミュレーターを活用して練
習します。

　あらゆる健康状態にある人の看護・
保健活動に必要な知識は，講義を通じ
て学びます。

　実際の状況に近い場面設定で，看護
職としての援助方法を習得していきま
す。

15 16

看
護
学
科

　看護は，あらゆる健康状態にある人，そして，様々な年齢の人を対象にする実践的な活動です。人々が自分自身の生活の中か
ら見出した方法を用いて健康を維持増進するとともに,病気や健康障害の発生と悪化を予防できるようにしています。また，障
害を持って生きる人には，常に尊厳をもって自身の生活に適応できるようにすること，そして，死を迎えつつある人には，自分の
意思を大切にしながら穏やかに生きることができるようにすることを目標にしています。
　人々の健康に対する意識が高くなるとともに，看護活動の場も病院だけでなく，施設あるいは在宅，地域へと多様になってい
ます。個人の意見と持っている力を生かし，その人が生き生きとした生活ができるよう，QOL（Quality of Life=より質の高い
創造的生活や人生）を考えて支援していきます。
　看護学科では，生命への尊厳，豊かな人間性と創造的な精神を基盤に，人間に対する深い理解を備えた看護職を育てること
を目指しています。また，看護に必要な知識と技術を兼ね備えて，効果的な看護を実践できる能力を育成し，看護学の発展と保
健・医療・福祉の向上に貢献できる看護職を育てたいと考えています。
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カリキュラム

看護の概念づくりと職業に対する
アイデンティティを養う

基礎科目

専門基礎科目
・専門科目

1年次
前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 前 期

2年次 3年次 4年次

（1）人間の理解と看護の基盤コース

 （2）看護実践の基盤 コース

 （3）健康障害と看護 コース

（4）ライフサイクルに共通する看護コース

  （5）ライフステージの看護コース

  （6）地域社会の健康と看護コース

  （7）総合応用看護コース

（8）IPEコース ・チームワーク入門実習

（1）基礎科学コース

（2）コミュニケーションコース

（3）人間形成コース

後 期

17 18

看
護
学
科

　看護を実践するためには，人間の身体や心の仕組みや働き，病気の原因や治療など，様々な知識に基づいた援助技術が必要です。この科目では，あらゆる援助に共通して必要な感染予防
の技術と検査や治療などの診療過程における援助技術について学修します。安全で確実な援助が実際にできるよう，病院で使用している物品やモデルなどを使用して，実際に体験しながら
学修を進めていきます。

　急性期の状態にある人とその家族に対する看護を理解するために，急性期にある対象の特徴，
疾病や治療，クリティカルケア，周手術期の事例シミュレーションや，救急蘇生法の技術を実施す
るなど，より実践に近い状況を設定しながら急性期看護に必要な知識・技術を学んでいきます。

　加齢変化や老年期特有の健康問題をあわ
せもつ高齢者への看護について学びます。豊
かな人生経験をもつ高齢者の強みに着目し，
人生最期の瞬間までその人らしく生きること
を支えるための知識と技術が身につくよう
学修していきます。学修には，実際の映像や
疑似体験などを通じて，高齢者理解が深まる
よう進めていきます。

　この科目では，代表的な健康問題を有する子ど
もと家族への看護について学びます。子どもの看
護には，子ども自身の持っている力を的確に把握
する能力が不可欠です。看護師として子どもを適
切に見る力，援助する力が身に着くよう，学修して
いきます。学修には，モデル人形やシミュレーショ
ン機器を使用し，実際の状況に近い設定の中で，
看護師の役割を実践しながら学んでいきます。

　この科目では，女性の生涯における健康の促進および向上につながる看護を提供するう
えで必要な基本的知識，技術を習得します。特に，妊娠期における女性と胎児および家族の
身体心理社会的変化と適応過程を理解し，ウェルネスを促進するための援助方法について
講義，グループワーク，技術演習を通じて学びます。 

　公衆衛生看護学では，健康な人から疾病・障害を持つ人まで，地域に住む全ての人が看護の
対象となります。病気を治療するだけでなく，「健康を保持・増進する」という予防の視点は欠
かせません。公衆衛生看護活動論Ⅱでは，保健師が住民を支援するための健康相談や健康教
育，家庭訪問などの技術の習得を通じて，保健師活動について学びを深めます。

　看護の基本的な考え方は，「人間」「環境」「健康」「看護」をどのようにと
らえるかにあります。カリキュラムは，これらを具体化しながら，看護の概
念づくりと職業に対するアイデンティティを養えるように，系統的に構成さ
れています。また，本学科では，4年間で看護師と保健師の国家試験受験
資格を取得できるカリキュラムになっています。
　科目構成は，基礎科目3コース，専門基礎科目・専門科目8コースから成
り立っており，これらのコースでの講義や演習を経て実習を行い，学生が実
践を通して自主的に問題探究能力を養うことに力を入れています。
　1年次では，「看護学概論」や「チームワーク入門実習」で看護職の役割・
機能，関連職種との連携のあり方を学びます。2年次では，「看護学基礎演
習Ⅱ」や「看護学基礎実習Ⅰ・Ⅱ」で人々の健康状態の評価と健康の維持・
増進のための基本的な思考過程や援助技術について学びます。3年次と4
年次には，各ライフステージにある対象の健康障害の理解や看護の方法
論，地域で生活する人々が健康的に過ごすための疾病予防や健康づくり，
地域社会全体を視野に入れた集団への援助について学修します。
　さらに，保健医療が統合できる科目を配置し，これまで学修した知識や
技術を応用して，より高次の課題を探求できる能力が開発できるように構
成されています。 ・保健医療とチームワーク演習 ・チーム医療演習

看護学基礎演習Ⅱ

成人看護学Ⅱ

老年看護学Ⅱ 小児看護学Ⅱ

ウィメンズヘルス看護学Ⅱ

公衆衛生看護活動論Ⅱ
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卒業生インタビュー

寄せられる期待

　私は，小児専門病院のICU看護師として勤
務しています。主に術後や人工呼吸器使用中
のこどもと家族に向き合い，笑顔で充実した
毎日を過ごしています。
　本学では，先生方の手厚いサポートのもと，
仲間と励ましあいながら，実習・授業に主体的
に取り組め，人間としても成長できました。

茨城県立こども病院 勤務
大槻 奈菜さん（平成25年度 看護学科卒業）

　赤ちゃん訪問や高齢者の体操教
室等で様々なライフステージの方と
関わらせていただき，充実した日々
を送っています。本学では，看護師
と保健師両方の専門知識を学ぶこ
とができるので，広い視野を持って
大学生活を送ってほしいです。

石岡市役所　石岡保健センター 勤務
森井 麻里さん（平成21年度 看護学科卒業）

地域社会で広く活躍できる
人材の育成に期待します

　当院は本学の付属病院です。卒業生には，
卒業後すぐに就職された方や急性期医療や地域
医療などの経験を積み重ね，その後に当院の医
療・看護に携わる方がいます。職員は皆，学生
や後輩の育成に力を発揮してくれています。専
門職としての経験はそれぞれですが，本学の理
念に基づき，地域社会に貢献できる人間性豊か
な医療専門職を一人ひとりが目指しています。

　これからの医療は，「切れ目のない医療」の
提供が大切となります。回復期や在宅医療にお
いてもリハビリテーション医療・看護の役割は
大きくなることでしょう。当院で多職種協働に
よるチーム医療の大切さを学び，地域社会にお
いて広く活躍できる人材育成を期待しています。

旭 佐記子さん
茨城県立医療大学付属病院

看護部長

19 20

看護師：水戸赤十字病院・北水会記念病院・茨城県立中央病院・（株）日立製作所日立総合病院・牛久愛和総合病院・土浦協同病院・茨
城県立医療大学付属病院・筑波記念病院・筑波大学附属病院・筑波メディカルセンター病院・茨城西南医療センター病院・いわき市立
綜合磐城共立病院（福島県）・千葉西総合病院（千葉県）・国立国際医療研究センター病院（東京都）・慶應義塾大学病院（東京都）・昭和
大学横浜市北部病院（神奈川県）
保健師：ひたちなか市役所・小美玉市役所・守谷市役所・取手市役所・新日鐡住金鹿島製鐡所

　高齢社会の進展や医療技術の高度化に伴い，高い資質を備えた本学の看護学科卒業生に対する期待は年々高まっています。平成27
年3月卒業生（第17期生）は，前年に引き続き就職率100%を達成しました。看護師，保健師の求人数は21,643人に達し，就職希望者
（進学した者を除く）37名全員が希望どおりの就職を果たしています。

前年に引き続き，就職率100％を達成。
高い資質を備えた本学卒業生に対する期待が高まっています。

国家試験データ

就職状況データ

　看護師や保健師として，疾病のある方やケアや，疾病を予防
し，健康の保持・増進を目的として，個人や家族・地域住民とい
った集団に対して保健活動を行うなど，病院・地域などあらゆ
る場所で，幅広く活躍しています。
※平成26年度4月に助産師を養成する助産学専攻科を開設し
たため，平成23年度入学生から助産学選択制を廃止しまし
た。

　平成27年2月，第104回看護師国家試験，第101回保健師
国家試験がそれぞれ行われました。本学の看護師の新卒合格
率は97.5％（受験者40名・合格者39名），保健師の新卒合格
率は100%（受験者・合格者ともに44名）でした。

□看護師・保健師
　大学院へ進学したり，教育機関での指導者になることもでき
ます。臨床体験を重ねた後，特定の専門分野のエキスパートと
して専門看護師や認定看護師となってより専門性の高い看護
師になる道もあります。
　また，助産学専攻科や養護教諭養成課程へ進学し，助産師
や養護教諭一種の資格を取ることもできます。

□その他

卒業後の進路 田﨑さんの一日

　看護の実習や
演習はとても大変
ですが，先生方や
友達のサポートも
あり，とても充実
しています。

　食堂で看護過程
論の自習。食堂や
図書館などで，空
き時間や放課後に
自習をしていま
す。

　放課後は，テニ
スサークルの仲間
と汗を流していま
す。オンとオフの
メリハリが大切だ
と思います。

平成27年3月卒業生就職先

37名 37名

看護師合格率97.5％。保健師合格率100％。
多くの人が両方の資格を取得しています。

□看護師求人

□県内外就職先 □就職先別就職者

21,136人

□平成26年度本学合格率

97.5%

□保健師求人

507人

100

50

平成24年度 平成25年度 平成26年度

　茨城県出身で，現在は自宅から
大学まで車で通っています。幼い
ころから看護師になるのが夢だっ
たので，茨城県立医療大学に入
学できて本当に良かったです。大
変なことも多いですが，今は毎日
が充実しています。将来は茨城県
内の病院で看護師として活躍し
たいと思っています。

看護学科 2年

田﨑　桂子さん（茨城県立下妻第一高等学校出身）

時間割モデルパターン（2年次前期）

1

2

3

4

5

Mon

データ
解析法

バイオ
エシックス

英語
（会話）A

スポーツ科学
実習

健康障害
と治療Ⅰ

看護過程論 衛生・
公衆衛生学 英語購読ⅡＡ 公衆衛生

看護学概論
看護基礎
演習Ⅱ

看護過程論 成人看護学
概論

看護基礎
演習Ⅱ

成人看護学Ⅰ エンカウンター
演習 臨床心理 医療と

ボランティア活動

Tue Wed Thu Fri

民間医療機関
15名

県内
32名

公的医療機関
8名

市町村職員
5名

県外
5名

都道府県・
政令指定都市
職員 4名

企業 1名

国立大学法人・
国立病院機構 4名

看護師

100%保健師
看護師

保健師

看
護
学
科

看護師 88%
保健師 100%

看護師 98.1%
保健師 98.2%
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理学療法学科長
大橋 ゆかり

自ら学修する努力をいとわない，

思いやりを持った理学療法士に

理学療法の基礎となる
体が動く時の原理

●理学療法士 ● 病院 ● リハビリテーションセンター ● 介護老人保健施設
● デイケアセンター ● 在宅理学療法   etc.

知識と実践を結びつける
グループディスカッション

興味のあるテーマを研究し
プレゼンテーションを行う

P O I N T

目指す資格 活躍のフィールド

定  員 40名

理学療法学科
保健医療学部

　障害のある方に対して基本的な動作能力の回復を図ることや，障害を予防する
ことが理学療法士に与えられた課題です。これらの課題を解決するには，人体の
構造や機能，心身の発達と老化，疾病や障害の成り立ちとその回復過程，及び回
復過程に影響を与える様々な環境についての基本的知識を学び，その上で，理学
療法に関する専門知識と技術を身につけなければなりません。自ら学修する不断
の努力をいとわず，思いやりを持って優しく人の体に触れることのできるあなたと
一緒に，理学療法の将来を切り開いていきたいと願っています。

科
学
的
知
識
と

技
術
に
裏
打
ち
さ
れ
た

「
や
さ
し
い
」
手
が
支
え
る 

　個人に応じた援助を実践するために
は，手順ではなく，原理・原則をふまえ
た技術を身につけることが大切です。

　講義科目の他に，多くのグループ
ワークを行います。自ら問題を解決す
る姿勢を身につけます。

　運動・動作の専門家として，患者さん
の問題解決に有用なテーマを研究し，
発表するまでの過程を学びます。

理
学
療
法
学
科

　理学療法は，身体に障害を持つ人に運動療法や温熱・電気などを用いた物理療法を行うことで，運動機能の回復を図るとと
もに，身体機能を維持し，障害の悪化を防ぐリハビリテーションの一分野です。
　急速に高齢化が進行する社会において，理学療法とそれを実践する理学療法士が果たす役割は，ますます重要になっていま
す。それだけでなく，理学療法士は新生児から高齢者まで，すべての年齢層の方と関わることになります。
　本学科では，理学療法の基本的な知識と技術を総合的に学び，骨・関節・筋などの外科的な障害をはじめ，脳血管系の障害，
神経系の障害，呼吸器・循環器系の障害など，様々な運動能力障害を対象に，医療機関や地域医療・福祉の現場など，あらゆる
場面で適切な療法を実践・指導できる心豊かな理学療法士を育成します。
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カリキュラム

理学療法に必要な幅広い知識・技術を習得するために，
段階に応じた綿密なカリキュラムが組まれています

　理学療法学科のカリキュラムには，医療に欠かせない基礎知識
と，リハビリテーションの立場及び障害を中心にした見方から，理学
療法の幅広い応用分野まで総合的に学べる多様な科目が整ってい
ます。理学療法の治療学は障害別に系統化し，障害の特性から評
価，治療法，ADL（Activities of Daily Living=日常生活動作また
は日常生活活動）及び生活支援へと一貫した学修が行えるようカリ
キュラムが組まれています。
　具体的には，1年次に「人体構造学入門」「生涯人間発達」「基礎理
学療法学」「臨床体験実習Ⅰ」等で理学療法の基礎や障害者の実像
を学びます。2年次及び3年次では，様々な障害（筋・骨・神経・呼吸・
循環・代謝・小児期および老年期の障害）の成り立ちや理学療法の関
わりの実際を学びます。
　また，1年次から付属病院での早期臨床体験実習をはじめ，4年次
では保健医療機関等の実習施設において理学療法士の指導のもと
総合臨床実習が行われ，理学療法士としての基礎を身につけます。

基礎科目

専門基礎科目
・専門科目

1年次
前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 前 期

2年次 3年次 4年次

（1）人体システムコース

（2）基礎保健医療コース

（3）基礎理学療法コース

  （4）理学療法評価コース

  （5）系統別障害コース

  （6）年代別障害コース

  （7）理学療法治療技術コース

 （8）地域理学療法コース

     （9）総合応用コース

（10）IPEコース ・チームワーク入門実習

（1）基礎科学コース

（2）コミュニケーションコース

（3）人間形成コース

後 期

23 24

　理学療法の基礎的な治療技術は運動療法と物理療法に大別されます。運動療法は関節の可動性を拡大させ，筋力を増強させる効果的方法などについて学び，神経筋の協調性を再教育す
る方法や意義について理解を深めます。また物理療法では温熱や電気刺激といった物理的エネルギーを利用した療法の原理や治療手順を学びます。（2年前期）

　循環，呼吸，消化，代謝，排泄機能の問題は生命維持に関わります。安全に運動を行うため
に，これら身体内部の機能状態を把握し（リスク管理），さらにこれらの状態をより良くするため
の知識と理学療法の技術について学びます。基本的に呼吸・心大血管障害に対する理学療法技
術の取得に重点を置いています。（3年前期）

　筋や骨および靭帯の損傷，手足の切断や脊髄
の損傷による運動障害や活動制限に対して，症
状から問題となる部位を推定し，治療的介入を
選択する臨床的な流れを学びます。（2年前期）

　骨や筋の形状を三次元的に学ぶために，人体
標本の観察や学生同士が互いの身体に触れて骨
や筋の位置・形状を確認する実習を行います。
触られる相手への配慮も学びます。（1年前期）

　出生時を含む小児期に生じた障害は，生涯にわたり支援が必要な場合があります。障害
が残ってもより良く地域で生活できるように，運動発達に関する知識を学び，発達に応じた
運動や生活支援について学びます。また，成長にともない生じる二次障害の出現予防も含め
て系統的に学びます。（3年前期）

　現場で働く多くの理学療法士が，臨床実習指導者として学生の臨床教育に関わっていま
す。将来の臨床実習指導者として，身に付けておくべき指導に関する技能を実践を通して学
びます。そのために，２年生との合同授業を取り入れ，４年生が２年生に基本的な理学療法
の手法を指導する実習を行います。（4年後期，2年後期）

理
学
療
法
学
科

・保健医療とチームワーク演習 ・チーム医療演習

内部障害理学療法学

理学療法基礎技術学
筋骨格障害理学療法学 人体構造学入門

理学療法指導論

生涯発達支援理学療法学
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卒業生インタビュー

寄せられる期待

　理学療法士は患者様をすぐそば
で支え，時には奇跡的な場面に出
会う事もあります。緊張感と共にや
りがいがある仕事です。充実した施
設と熱心な先生方がいる本学での
4年間は，大きく成長し，かけがえ
のない友人や師に出会えるはずで
す。

筑波メディカルセンター病院 勤務
河村 健太さん（平成21年度 理学療法学科卒業）

　私は現在，付属病院で障害児の発達
支援や障害を負った患者様の在宅復帰
に向けた支援をさせていただいていま
す。
　本学では，4年間の実習を通してさま
ざまな患者様への理学療法の関わり方
を学べます。是非，本学で「自分のやり
たいこと」を探してみてください。

茨城県立医療大学付属病院 勤務
久保田 蒼さん（平成24年度 理学療法学科卒業）

生涯にわたり学び続け，
幅広い分野で活躍できる人材育成を期待します

　茨城県立医療大学はリハビリテーション専門職
の養成大学として，日本で初めて付属病院を設置
した大学です。この創造的な大学の歴史を大事に
し，時代に応じた人材の育成に期待します。一方，
時代に左右されない基本となる人間形成と医療人
としての生涯学習に取り組む学風を培って頂くこと
を期待します。4年間の在学により，医療専門職の
自律（professional autonomy）の基盤が形成

され，卒業後のキャリアにおいて諸先輩方のよう
に羽ばたいて欲しいと思います。茨城県の医療専
門職数は依然として不足しています。そのために
も，茨城県立医療大学は内向きにならず，茨城県
民の保健・医療・福祉に寄与する高度専門職を養
成する大学であり続けてもらうことを期待しま
す。

斉藤 秀之さん
医療法人筑波記念会 リハビリテーション事業 統括

（公益社団法人茨城県理学療法士会 会長）

25 26

大野さんの一日

　実習室での実
技授業中。座学だ
けでなく，実際に
お互いの身体を動
かし専門的な実
習を行います。

　空き時間を利用
して図書館での自
習。個人の学習だ
けではなく，グルー
プワークを行うこ
ともあります。

　講義終了後は，複
数所属しているサー
クル活動へ。楽しい
だけでなく，改めて
仲間の大切さなど
を実感できます。

　茨城県出身で，自宅から車で通
学しています。中学時代，怪我を
した際に理学療法士の方と関わ
る機会を持ち，自分も理学療法
士になりたいと思いました。大学
での学びは，これまでと異なる点
が多々あり大変なこともありま
す。しかし，講義や実習，サークル
活動と，日々充実した大学生活を
送っています。

理学療法学科 2年

大野　春希さん（東洋大学附属牛久高等学校出身）

時間割モデルパターン（2年次前期）

1

2

3

4

5

Mon

スポーツ
科学実習

法と医療 英語（会話）A 保健医療
福祉論

老年期障害
と対応 英語講読ⅡA

筋骨格障害
と対応

理学療法
基礎技術学

臨床体験
実習Ⅱ

神経障害
と対応

理学療法
基礎評価学

理学療法
基礎技術学

臨床体験
実習Ⅱ

筋骨格障害
理学療法学

理学療法
基礎評価学

エンカウンター
演習 臨床心理 筋骨格障害

理学療法学

Tue Wed

理学療法士：水戸済生会総合病院・水戸協同病院・水戸中央病院・（株）日立製作所ひたちなか総合病院・志村大宮病院・（株）日立製作
所日立総合病院・ＪＡとりで医療センター・牛久愛和総合病院・つくばセントラル病院・県南病院・美浦中央病院・山王台病院・茨城県立
医療大学付属病院・筑波メディカルセンター病院・茨城西南医療センター病院・時計台記念病院（北海道）・かしま病院（福島県）・南東
北福島病院（福島県）・竹田綜合病院（福島県）・三郷中央総合病院（埼玉県）・新東京病院（千葉県）・キッコーマン総合病院（千葉県）・小
張総合病院（千葉県）・おゆみの中央病院（千葉県）・イムス板橋リハビリテーション病院（東京都）・新潟市民病院（新潟県） ・滋賀県立
成人病センター（滋賀県）・千船病院（大阪府）

　高齢社会において，高齢者や障害をもった方々の自立を支援する理学療法士の役割はますます重要となっており，高い資質を備え
た本学の理学療法学科卒業生に対する期待は年々高まっています。平成27年3月卒業生（第17期生）は，前年に引き続き就職率100％
を達成しました。理学療法士の求人は3,129人に達し，就職希望者36名が希望どおりの就職を果たしています。

前年に引き続き，就職率100％を達成。
高い資質を備えた本学卒業生に対する期待が高まっています。

国家試験データ

就職状況データ

　高齢社会の到来によりその社会的ニーズは高く，病院など
の医療施設はもちろん，福祉施設や在宅医療など，幅広い分
野での活躍が期待されています。

　平成27年3月，第50回理学療法士国家試験が行われまし
た。本学の理学療法士の新卒合格率は100％（受験者・合格者
ともに36名）でした。

□理学療法士
　大学院への進学，関連医療技術者養成機関の指導者のほ
か，一般企業の保健・医療分野などで幅広く活躍できます。

□その他

卒業後の進路

平成27年3月卒業生就職先

36名 36名

4年連続で，理学療法士合格率
100%を達成。

□理学療法士求人

□県内外就職先 □就職先別就職者

3,129人

□平成26年度本学合格率

100%

100

50

平成24年度 平成25年度 平成26年度

障害者
スポーツ 思想と宗教

Thu Fri

民間医療機関
24名

県内
23名

県外
13名 公的医療機関

9名

都道府県・
政令指定都市

職員 3名

理
学
療
法
学
科

100% 100%
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治療介入技能を身につける
演習科目が豊富 

確実な評価技術を身につける 学生同士が学びあう

P O I N T

●作業療法士

目指す資格

●病院 ●リハビリテーションセンター ●精神科病院 ●介護老人保健施設
●デイケアセンター ●訪問看護事業所 ●肢体不自由児施設   etc.

活躍のフィールド

定  員 40名

作業療法学科
保健医療学部

「
作
業
」
に
は
人
の
機
能
や

能
力
を
回
復
さ
せ
る
力
が
あ
る

　個別の作業の治療介入に対応でき
るよう，学内でも多くの演習科目が設
定されています。 

　臨床の様々な対象者に対応できる
よう，評価技術を確かなものにする技
能チェックを行います。 

　様々な作業療法知識・技術を獲得す
るため，多くの科目でグループワークを
取り入れています。 

作業療法学科長
白石 英樹

作業療法士は，作業・活動をリハビリ治療手段とし，

治療・訓練・指導を行うリハビリ専門職です

　リハビリテーションは，「ひと」を中心とした医療・保健・福祉にまたがり，幅広い
専門知識と技術が求められます。作業療法では，心身に何らかの障害のある「ひ
と」や高齢により心身に衰えを持たれた「ひと」へ，作業を“治療手段”として用い，
心身機能の回復や向上，予防に努めます。また，その人が大事にしている作業（し
たい活動，役割，社会生活など）を“目的”とした訓練・指導・支援も行います。病院・
施設から地域・社会まで幅広く関わり，その人や家族が抱える問題に真摯に向き
合い，努力し，解決していく作業療法士の育成を行います。

27 28

作
業
療
法
学
科

　作業療法は，疾病や外傷により心身に何らかの障害や問題を抱えている人に対して，さまざまな作業や活動を「治療的手段」
として用いて，心身機能の回復や改善を図り，新たな能力の獲得を行うリハビリ専門職です。
　また，心身機能の低下が予測される人へ諸機能の維持のために予防的なリハビリ訓練・指導・援助も行います。
　作業療法では，こうした対象者へ疾患や外傷の発症早期の入院時から住み慣れた自宅や地域・社会での生活にまで関わり，
治療に必要な「装具」や対象者自身で生活技能を遂行するための「自助具」を作製したり，住環境改修への助言・コーディネート
も行います。
　本学科では，身体障害の起因となる様々な疾患や外傷，精神障害における病態像，発達障害における子どもの認知・運動の発
達過程や障害，そして老年期における身体の変化や認知機能の問題など，作業療法の専門的知識を学んでいきます。また，様々
な作業や活動が心身機能へどのように働きかけるか，どのようにすれば効果的な治療的応用ができるのかなどを演習・実技の
授業を通じて学んでいきます。
　1年次から多くの臨床実習を設定し，知識と実践が効果的に相互に結びつくカリキュラムを構成しています。
　作業療法学科では卒業後に幅広く活躍できる知識・技能共に高い能力を備えた作業療法士を育成します。
　病院や施設そして社会や家庭などの日常のなかに作業療法士の活躍するステージがあります。
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カリキュラム

作業療法の専門性（知識・技能）を学び，
チーム医療・地域（国際）貢献への幅広い視野を養う

基礎科目

専門基礎科目
・専門科目

1年次
前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 前 期

2年次 3年次 4年次
　作業療法学科のカリキュラムには２つの特色があります。一つは，
多くの臨床実習科目を設定していることです。１年次に「作業療法
体験実習」，3年次に「作業療法評価実習」「地域統合支援実習」，そ
して４年次には「作業療法総合実習」を行います。これは授業で学ん
だ知識と技術を臨床と結びつけて考え，実践応用できるように多く
の臨床実習時間をカリキュラムに組み込んでいます。また，世界作
業療法士連盟（WFOT)が求める1,000時間以上の実習を実施し，
国際社会へ貢献できる作業療法士の育成にも尽力しています。もう
一つは，「作業科学」「作業療法理論」「基礎作業療法学演習」を通じ
て作業療法の特有性や専門性を学ぶと同時に，チーム医療に関して
「IPEチームワーク入門実習」「IPE保健医療とチームワーク演習」等
の授業を他学科学生とともに学ぶカリキュラムを構成しています。
作業療法学科では，多職種と協働・連携する中で自らの「役割」を考
え・活かし，対象者が抱える様々な問題を解決できる作業療法士の
育成に取り組んでいます。

（1）人間の理解と健康コース

（2）作業科学コース

（3）総合作業療法コース

（4）身体障害コース

  （5）精神・認知障害コース

 （6）年代別障害コース

 （7）地域支援コース

   （8）総合応用コース

（9）IPEコース ・チームワーク入門実習

（1）基礎科学コース

（2）コミュニケーションコース

（3）人間形成コース

後 期

29 30

作
業
療
法
学
科

・保健医療とチームワーク演習 ・チーム医療演習

　教育課程の最終段階として，総合臨床実習が行われます。各領域（身体障害，精神障害，発達障害，老年期障害等）の専門病院，総合病院，介護老人保健施設等において，臨床実習指導
者の指導の下，評価・作業療法介入の見学や，臨床場面での経験を通して，知識と実践の統合を果たしてゆく重要な実習となります。

作業療法総合実習（身体障害領域）

　身体障害を有する対象者との関わりにおける各種治療方法について学びます。対象者の
「能力」を最大限に引き出す為には，障がいを知ること，可能性を探求すること，目標に向
かって共に歩むことが求められます。本科目を通じ，実践的な実技を多く経験することで，
より効率的な治療手段の提供が出来るようになります。

身体障害作業療法治療学（上肢帯の関節可動域訓練）

　人は作業をすることで，日常生活で役割を
得たり，社会に参加します。集団で作業をす
ることを通して，対象者が再び自分の生活を
再構築する支援について実習します。

作業療法総合実習（集団調理練習）

　本学付属病院の総合臨床実習では，ドライビ
ングシミュレーターを使って，運転能力を評価し
たり，運転補助装置を用いた練習などの臨床経
験を積むことができます。

作業療法総合実習（運転評価・練習）

　この科目では，対象者一人一人に合わせた治療介入ができるように模擬患者を設定し，グ
ループでの問題解決型学習を行います。自助具は，心身機能や身体構造上の問題のため，日
常生活で困難な作業を，自分で行えるように補助する工夫された道具です。自助具の選択や
作成，自助具の使い方の指導方法などを演習します。

身体障害作業療法治療学演習(自助具を用いた介入)

　チーム医療の中では，作業療法士に求められている役割も大きく，作業療法士に必要な
知識と技術もより広くなっています。この科目では，ご自身で痰の喀出が難しい方に関わる
際に必要となる，安全で効果的な吸引を実施するための知識と技術について，演習を中心
に学びます。

内部障害作業療法治療学（喀痰・吸引）
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卒業生インタビュー

寄せられる期待

　作業療法士は，経験を積むごと
に奥行きを増して豊かになる，魅
力に溢れた職業です。その人らし
く生きることを支援するこの仕事
は，とても面白くやりがいを感じて
います。本学では，仕事の面白さを
育む基礎を学べます。

県南病院 勤務
斉藤 郁子さん（平成19年度 作業療法学科卒業）

　私は近隣の大学病院に勤務して
おり，現在は本学の大学院に在籍し
ています。本学でしか学べない大切
なことが多くあったと改めて実感し
ており，本学に入学したことや再び
先生方にご指導いただけることを嬉
しく思っています。

東京医科大学茨城医療センター 勤務
唯根 弘さん（平成23年度 作業療法学科卒業）

大場 耕一さん
総和中央病院 総合リハビリテーションセンター 技師長

（公益社団法人茨城県作業療法士会 会長）

「生活」に根差した
リハビリテーション専門職であれ

　先の介護報酬改定で，リハビリテーションが
機能の強化に留まることなく，対象者の「生活
（行為）」を意識した取り組みに積極的に関わ
るべきという国のメッセージが強く打ち出され
ました。日々の営みすべてを「作業」と位置付
け，その作業に積極的に関わっていく専門職こ
そ，「作業療法士」です。障害を負っても，充実
した生活を送るための支援者である我々の責

務は，ますます大きくなっております。貴学で
得られる高い知識と臨床力は，こうした臨床現
場においても十分に適応できる実績がありま
す。加えて対象者から「信頼され」，彼らと「痛
みを共有できる」セラピストを目指してくださ
い。

31 32

北野さんの一日

　実習室での授
業。座学だけでな
く，実践的なことも
学びます。作業療法
士の先輩でもある
先生方はとても頼り
になります。

　図書館で自習
中。館内は綺麗で
とても集中できま
す。平日は2 2時
まで開いており，
土日も利用できる
ことが魅力です。

　バスケサークル
に所属しています。
週2のバスケでリフ
レッシュ。勉強は大
事ですが，思い切り
楽しむ時間も大切
だと思います。

　土浦市出身で，実家から車で
通っています。様々な分野で活躍
できる作業療法士に憧れ，この学
科に入学しました。3年生になり，
授業の専門性が増して難しくなり
ましたが，とてもやりがいを感じ
ています。忙しいですが，とても
充実した毎日を過ごしています。
立派な作業療法士になれるよう
頑張っていきたいと思います。

作業療法学科 3年

北野　智也さん（茨城県立土浦第二高等学校出身）

時間割モデルパターン（3年次前期）

作業療法士：茨城県立中央病院・（株）日立製作所ひたちなか総合病院・志村大宮病院 茨城北西総合リハビリテーションセンター・
（株）日立製作所多賀総合病院・小山記念病院・ＪＡとりで医療センター・牛久愛和総合病院・宮本病院・みやざきホスピタル・つくばセ
ントラル病院・県南病院・茨城県立医療大学付属病院・筑波学園病院・とよさと病院・筑波メディカルセンター病院・いちはら病院・水海
道厚生病院・茨城西南医療センター病院・中村記念病院（北海道）・公立藤岡総合病院（群馬県）・霞が関南病院（埼玉県）・浅ノ川総合
病院（石川県）・佐久総合病院（長野県）・相澤病院（長野県）・新生病院（長野県）・聖稜リハビリテーション病院（静岡県）・琵琶湖養育院
病院（滋賀県）・舞鶴赤十字病院（京都府）・尾崎病院（鳥取県）・松江生協病院（島根県）・近森病院（高知県）・燿光リハビリテーション病
院（長崎県）

　高齢社会において，高齢者や障害をもった方々の自立や社会参加を援助する作業療法士の役割はますます重要となり，高い資質を
備えた本学の作業療法学科卒業生に対する期待は年々高まっています。平成27年3月卒業生（第17期生）は，前年に引き続き就職率
100％を達成しました。作業療法士の求人は3,110人にも達し，就職希望者38名全員が希望どおり就職を果たしています。

前年に引き続き，就職率100％を達成。
高い資質を備えた本学卒業生に対する期待が高まっています。

国家試験データ

就職状況データ

　障害を持つ人や高齢者の心身機能の回復や維持，生活援助
のために医療機関や老人保健施設などの専門スタッフとして，
急性期から地域まで幅広い分野で活躍できます。

　平成27年3月，第50回作業療法士国家試験が行われまし
た。本学の作業療法士の新卒合格率は95％（受験者40名・合
格者38名）でした。

□作業療法士
　大学院への進学，関連医療技術者養成機関の指導者，一般
企業の保健・医療分野，JICA（国際協力機構）などへの進出が
期待されます。

□その他

卒業後の進路

平成27年3月卒業生就職先

38名 38名

作業療法士合格率95％。
多くの人が資格を取得しています。

□作業療法士求人

□県内外就職先 □就職先別就職者

3,110人

□平成26年度本学合格率

95%

100

50

平成24年度 平成25年度 平成26年度

民間医療機関
29名

公的医療機関
5名

県内
24名

県外
14名

都道府県・
政令指定都市
職員 4名

作
業
療
法
学
科

1

2

3

4

5

Mon

【自主学修】
授業課題

【自主学修】
授業課題

【自主学修】
授業課題

【自主学修】
授業課題

医科学
総合科目Ⅱ

【自主学修】
資格取得に
向けての勉強

【自主学修】
資格取得に
向けての勉強

【自主学修】
資格取得に
向けての勉強

老年期障害
作業療法
治療学

小児期障害
作業療法
治療学

【自主学修】
授業課題

保健医療
福祉論

高次脳機能
障害作業
療法治療学

学生研究Ⅰ 

精神障害
作業療法
治療学

内部障害
作業療法
治療学

グループ
学修

地域作業
療法学

グループ
学修

グループ
学修

Tue Wed Thu Fri

身体障害
作業療法
治療学

身体障害
作業療法
治療学 

95.5% 95.1%

♥ Ibaraki Prefectural University of Health Sciences University Guide 2016 ♥



33 34

定  員 40名

放射線技術科学科
保健医療学部

放
射
線
医
療
の
進
歩
に
対
応
で
き
る

基
礎
と
応
用
力
を
養
う

放射線の利用や測定方法など
基礎と応用を学ぶ

画像処理や画像評価の方法
について学ぶ

高度な放射線治療技術
について学ぶ

P O I N T

● 診療放射線技師　● エックス線作業主任者
● 第1種放射線取扱主任者
● ガンマ線透過写真撮影作業主任者
● 第1種作業環境測定士(放射性物質)

目指す資格

　理工学的な基礎知識や放射線の安
全な利用方法と医療への応用を学び
ます。

　放射線を用いた検査は様々な装置
を用いて実施されます。診断に有用な
画像情報をより多く得るための技術を
学びます。

　放射線治療を行う上で必要な線量
測定や治療計画，放射線治療装置の取
り扱いと放射線照射方法について学
びます。

● 病院　● 診療所　● 保健所
● 医療機器メーカー　● 教育研究機関

活躍のフィールド

放射線技術科学科長
佐藤 斉

画像診断・放射線治療の高度な技術で，

質の高い医療専門職を目指そう

　現代医療において放射線の利用が不可欠とされています。従来から行われてい
るエックス線検査に加え，近年では超音波検査やMRI検査などの放射線を使用し
ない検査も普及しています。核医学検査なども含めたこれらの画像診断技術の発
展により，病気の発見や経過観察などがさらに効果的に行えるようになりました。
また，がんの放射線治療も高精度な照射が実施されるようになり治療成績が向上
しています。今後，さらに高度化する放射線技術と，きめ細かなチーム医療の推進
に対応するべく，本学科では最新の知識と技術を取り入れた多様な教育カリキュ
ラムと，充実した設備での実験と実習により，診療放射線技師として医療現場で
の責務を果たすための基礎と応用を学びます。

放
射
線
技
術
科
学
科

　現在の医療現場では様々な放射線機器が診療や治療に用いられています。診療放射線技師は，これらの機器を安全かつ適
正に取り扱うとともに，正確な診断や治療をサポートして現代医療の重要な役割を担っています。放射線技術科学科では実験・
実習を重視し，そのための設備や教育プログラムを充実させています。総合病院に設置されているMRI装置，ヘリカルCT装置，
超音波検査装置などの画像診断機器と放射線治療用の直線加速器なども設置され実験・実習に活用されています。また，画像
情報ネットワークで結ばれた各種装置や画像処理ソフトを活用するなど，情報技術教育の基盤も整っています。これらの設備と
教育プログラムを駆使して学生の実験・実習を行い，経験豊かな各分野の専門教員がこれをサポートしています。セミナー形式
の少人数教育と付属病院や県内・近県の主要な医療施設での臨床実習によって，知識・技術・人間性を兼ね備えた診療放射線
技師を育成します。
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カリキュラム

放射線医療の進歩に対応できる
基礎と応用力を養う

基礎科目

専門基礎科目
・専門科目

1年次
前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期

2年次 3年次 4年次
　放射線技術科学科の教育カキュラムは順序立てて体系的に学べ
るようになっています。1年次では，放射線技術の専門科目を理解す
るための基盤として，人体構造や病気の成り立ちなど医療の基礎を
学ぶとともに，放射線の性質や放射線の人体への影響など放射線
の基礎も学びます。また，後期に実施する早期臨床見学では医療の
現場を理解します。
　2年次から学ぶ専門科目では，画像検査技術と放射線治療などの
分野を体系的に学びます。また，放射線の測定法や画像処理法，画
像評価の方法を修得します。さらに，放射線を安全に取り扱うため
の知識を学修します。
　3年次後期には，付属病院や県内・近県の病院での実習を行い，
実践的な技術と医療社会における人々への接し方を学びます。
　4年次では，専門知識を有機的・総合的に関連づけて学びます。
放射線技術科学研究やコロキュウム（論文講読と討議）を通じて問
題の提起と解決能力を身につけます。

（1）医療の基礎コース

 （2）基礎理工学コース

 （3）画像診断技術コース

 （4）核医学検査技術学コース

  （5）医用画像情報コース

 （6）放射線治療コース

   （7）放射線の安全利用コース

 （8）総合応用コース

（9）IPEコース ・チームワーク入門実習

（1）基礎科学コース

（2）コミュニケーションコース

（3）人間形成コース

後 期前 期

35 36

放
射
線
技
術
科
学
科

① X線検査技術学実習
　Ｘ線検査技術学で学んだ各種の検査法について，より理
解を深めるため実際の検査装置を用いた実習科目です。人
体ファントムを用いた撮影のほか，学生同士で行うポジショ
ニング練習により，実践的なＸ線撮影技術を修得します。

② 磁気共鳴診断画像技術学
　MRI検査法は急速な技術の発展を遂げています。病気の
診断に有用なMRI画像を安全に撮影するための基礎知識
を修得することは，今後臨床現場で必要とされる高度技術
の理解を深めるのに役立ちます。

③ 超音波検査技術学実習
　超音波検査技術学等で学修した知識をまとめ，装置を実
際に使用することにより検査手技と画像評価，超音波特性
の理解を図ります。ファントム等の画像から，超音波画像特
有のアーチファクトや臨床現場での検査方法についての理
解を深めます。

④ 放射線安全管理学実験
　放射線をより安全に扱うために基本的な放射線の管理計
測技術と，放射線安全管理実務やシステムの立案･設計に
必要な技術を修得します。

⑤ 診療画像機器学
　診断用X線が使用される各種撮影装置や画像処理装置
の動作原理及び物理的特性について学修します。画像診断
に必要な基礎知識を修得します。

⑥ コロキュウム
　放射線及び医療に関する基礎的･臨床的･先端的な研究
についての国内外の文献を各担当教員及び学生が紹介，発
表することにより個々の研究意識を高めます。また，各専門
分野の教員と少人数の学生グループで構成されており，活
発な討論や意見交換を行うことにより問題解決能力の向上
が期待できます。

⑦ 救急画像検査技術学
　救急医療におけるX線撮影法について学修します。標準
的な撮影法が適用できない交通事故や転落事故など様々
な場面で，どのような方針で撮影すれば診断価値の高い画
像が得られるのか，適切な判断力を身につけます。

① X線検査技術学実習

② 磁気共鳴診断画像技術学

③ 超音波検査技術学実習

④ 放射線安全管理学実験 ⑤ 診療画像機器学

⑥ コロキュウム

⑦ 救急画像検査技術学

・保健医療とチームワーク演習 ・チーム医療演習
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卒業生インタビュー

寄せられる期待

　私は現在放射線治療を担当して
います。放射線治療は知識や技術
だけでなく，毎日顔を合わせる患
者様と良好な関係を築くことが大
切です。また，スムーズに治療を行
うために多職種のスタッフと連携
しています。

茨城西南医療センター病院 勤務
沢木 あゆみさん（平成14年度 放射線技術科学科卒業）

　私は現在，３次救急の急性期病院
で，患者さんにとって有益で安全な検
査を受けていただけるよう日々励んでい
ます。本学にある最新機器で充実した
教育を受けることができ，４年間で学ん
だことや学科・学年を越えた仲間が，
きっとあなたの宝物になるはずです。

筑波メディカルセンター病院 勤務
赤津 敏哉さん（平成20年度 放射線技術科学科卒業）

細越 光夫さん
国立病院機構水戸医療センター放射線科

診療放射線技師長

患者さんにも仲間にも信頼される
医療人の育成を期待しています

　診療放射線技師の業務におきまして，撮影
技術の提供は単独ではなくコミュニケーション
があってできるものです。コミュニケーション
は患者さんとはもちろんですが，職場のスタッ
フ，他職種との連携によるチーム医療を形成し
ていく上においても大切なもので，県立医療大
学の先生方と共通の認識と思います。
　進歩し続ける医療の現場で常に向上心を持

ち続け，医療人として患者さんから，社会人とし
て仲間から信頼されるためにも，知識と技術の
習得だけでなく，状況判断できる心豊かな資質
のある人材をたくさん輩出されることを期待し
ております。

37 38

峯岸さんの一日

　MR Iの研究をしてい
ます。指導教員のサポー
トを受けながら，付属病
院のMRIや研究室の解
析ソフトを使用し順調
に進められています。

　卒業研究を進
めながら，国家試
験の合格を目標と
して今まで勉強し
てきたことの復習
をしています。

　試験勉強や研究
などで時間に追わ
れる中，他のテー
マで研究をしてい
る友人と気分転換
をしています。

 茨城県日立市の出身です。大学
の近くで一人暮らしをしていま
す。
　中学生の時にかかった病気を
きっかけに医療について興味を持
ちました。学業，サークル活動な
ど忙しくも充実した日々を送って
います。

放射線技術科学科 4年

峯岸 結希さん（茨城キリスト教学園高等学校出身）

茨城県立こども病院・茨城県立中央病院・愛正会記念茨城福祉医療センター・ＪＡとりで医療センター・牛久愛和総合病院・土浦協同
病院・東京医科大学茨城医療センター・県南病院・筑波大学附属病院・筑波メディカルセンター病院・古河病院・釧路孝仁会記念病院
（北海道）・岩手県立久慈病院（岩手県）・国立病院機構 宇都宮病院（栃木県）・国立病院機構 高崎総合医療センター（群馬県）・国保多
古中央病院（千葉県）・千葉西総合病院（千葉県）・シーメンス・ジャパン株式会社（東京都）・東邦大学医療センター大森病院（東京都）・
がん研究会有明病院（東京都）・山梨大学医学部附属病院（山梨県）・甲府共立病院（山梨県）・聖隷佐倉市民病院（千葉県）・静岡県立総
合病院（静岡県）・一宮西病院（愛知県）・中頭病院（沖縄県）

　医療技術の高度化に伴い，その急激な進歩に対応できる高い資質を持った本学の放射線技術科学科卒業生に対する期待は年々高
まっています。平成27年3月卒業生（第17期生）は，前年に続き就職率100％を達成しました。診療放射線技師の求人数は1,229人に
も達し，就職希望者（進学した者を除く）32名全員が希望どおりの就職を果たしています。

前年に引き続き，就職率100％を達成。
高い資質を備えた本学卒業生に対する期待が高まっています。

国家試験データ

就職状況データ

　画像診断検査(X線撮影，CT検査，MRI検査，核医学検査，
超音波検査)･放射線治療・放射線管理などに関する仕事を行
います。各種医療施設や行政機関，医療関連企業での活躍が
期待されます。

　平成27年2月，第67回診療放射線技師国家試験が行われ
ました。本学の診療放射線技師の新卒合格率は89.5％（受験
者38名・合格者34名）でした。

□診療放射線技師
　大学院への進学，研究機関の研究員，関連医療技術者養成
機関の指導員･教員，放射線安全管理分野など幅広い分野で
活躍できます。

□その他

卒業後の進路

平成27年3月卒業生就職先

32名 32名

診療放射線技師合格率89.5％。
多くの人が資格を取得しています。

□診療放射線技師求人

□県内外就職先 □就職先別就職者

1,229人

□平成26年度本学合格率

89.5%

100

50

平成24年度 平成25年度 平成26年度

民間医療機関
15名

公的医療機関
7名

県内
17名

県外
15名

都道府県・
政令指定都市

職員 5名

国立大学法人・
国立病院機構

4名

企業 1名

放
射
線
技
術
科
学
科

1

2

3

4

5

Mon

診療放射線
品質保証
管理学

コロキュウム

腫瘍と
放射線

放射線技術
科学研究

医療情報
画像学

放射線技術
科学研究

【自主学修】
国家試験に
向けての勉強

【自主学修】
国家試験に
向けての勉強

腫瘍と
放射線

放射線技術
科学研究

先端画像
検査技術学

医療情報
画像学

【自主学修】
国家試験に
向けての勉強

【自主学修】
国家試験に
向けての勉強

放射線技術
科学研究

先端画像
検査技術学

医療情報
画像学

Tue

医療情報
画像学

コロキュウム

核医学機能
検査学

核医学機能
検査学

Wed Thu Fri

94.7% 95.1%

時間割モデルパターン（4年次前期）
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［情報処理演習］
　１年次の必修科目「情報処理演習」では医療の情報化
に適切に対応できる情報リテラシーの修得を目指しま
す。

［実用英語］
　医療現場や実生活で活用できる生きた英語を学ぶ
ために，英語母語話者による授業や，英語の動画や音
声を取り入れた授業が展開されています。

［社会学］
　時に人々の思考や行動を固定し，社会的現実を隠蔽
する「神話」と化した「常識」を取りあげ，その妥当性
を批判的かつ自省的に検討します。

　医療に携わる仕事では，患者や医療スタッフとのコミュニケーションが
とても重要になります。そのため，人を深く理解することが不可欠です。人
間とはどんな生き物なのでしょうか？人間は高度に発達した社会を形成
し，文化・文明を残しています。また，知的好奇心が強く，様々な分野で科
学を発展させてきました。このような活動を理解するため，人間科学セン
ターでは，自然科学，社会科学，人文科学，語学，保健体育学などにあたる
多様な科目を開講しています。これらを多角的に勉強することで，人間と
は何かの理解に繋がることでしょう。人間性豊かな教養ある医療人とな
るように，共に楽しく学びましょう。

　人間科学センターは，本学における基礎科目分野を担っています。基礎科目は，将
来学生が医療専門職として活躍するために必要な基礎教育であり，また大学を卒業
した社会人としての教養・人格を身につけるために大事な基礎的学問でもあります。
　この基礎科目に入るのは，生物や化学などの基礎科学，心理学や社会学等の人文
諸科学，哲学・宗教などの思想領域，英語をはじめとする語学，また情報・統計の知
識から体育基礎理論に至るまでの幅広い学問分野です。医療系の学問のための自
然科学・応用科学の知識を身につけ，多様な人間や社会とコミュニケーションをとる
力を得るため，学生はまずここから大学生として学び始めます。
　学生それぞれが医療専門職として訓練を受ける前段階，大学人としての基礎を身
につける授業を人間科学センターは提供しています。

39 40

人間性豊かな教養ある

医療人の育成をめざして

人間科学センター長　大西 健

♥ Ibaraki Prefectural University of Health Sciences
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チーム医療の世界共通言語，

それが医科学です

　「疾病や障害を持つ，悩める人々の役に立ちたい。ともに病気や不具合
と闘い，元気な身体と心を取り戻す“力”になりたい。」この願いの実現の
ために，先人たちが血の滲むような努力を傾け，知恵と経験を重ねてきた
汗と涙の結晶，それが生命医科学や医学です。これは全ての医療専門職
の学問的な共通基盤であり，医療現場が求めるチーム医療の共通言語で
す。
　生命を科学する“医科学”という世界から得られる感動は，将来，皆さん
が医療現場で活躍する日を迎えたとき，皆さんの知恵と勇気の原動力に
なるはずです。皆さんとともに学ぶことを楽しみにしています。次の世代
へと希望のバトンを繋げるために。

医科学センター長　山口 直人

　現代の高度化した保健医療の各分野では最新の医学知識や，それに基づく分析・
判断能力がたえず求められます。医療専門職をめざす皆さんにとって長年の研究に
よって明らかにされた研究成果はより良い医療を提供するための判断の根拠
evidenceになります。医科学センター教員の専門分野には解剖学，生理学，衛生・
公衆衛生学，さらには臨床医学の内科学や小児科学，整形外科学，精神医学，神経内
科学などが含まれます。これらは医療職をめざす皆さんが専門的な知識・技術を学
ぶ上で基礎となる学問領域です。そのため医科学センターの教員が担当する科目は
各専門領域の学修へと直接つながる重要な位置を占めます。最先端の医学研究を行
い，付属病院での臨床を通して学生の皆さんに生き生きとした教育を提供するとと
もに，医科学必須学習項目minimum essentialsに基づいた医科学コアカリキュラ
ムを作成し教育内容の充実に努めています。

［人体の構造と機能］
　人体の構造と機能（構造領域）は正常な人体の構造を
学ぶ授業です。かたちは言葉では伝えにくいので，なるべ
く画像を用いて解説しています。スクリーンに投影した構
造にリアルタイムで色塗りをすることで，体感的に理解で
きるように工夫しています。

［病原微生物と免疫］
　現代は「感染症の時代」ともいわれ，医療職には今
まで経験したことがない感染症にも対応できる知識と
能力が求められています。病原微生物の性質や特徴，
病原性などについて座学だけでなく実験を通して理解
を深めていきます。ここで得た知識を実践に活用し，
自ら考えて感染症のケアや感染予防に活躍できる人材
を育成します。

［臨床心理］
　医療は病気をみるだけではなく，病気を通し一人の
人間を理解していくことです。臨床心理では，医療を
めぐる心の悩みや葛藤の理解と心理的援助や，心の時
代といわれる現代の心理に関するトピックスについて
もお話しします。心は見えにくいものなのでわかりや
すい資料を使って授業をしていきます。
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茨城県立中央病院勤務
助産学専攻科　第1期修了生

栗田 希さん

教育の特色

カリキュラム［授業科目］
助産学基礎

専攻科の概要

目指す資格

　本学は，地域や社会の中で母子保健・周産期医療の発展に寄与できる助産師を育成するため，平成26年4月に助産学専攻科を開設

しました。

　現代社会における助産師は，周産期のケアに加え，不妊相談，育児相談，更年期相談など，女性の生涯のニーズに対応するなど，その

役割は非常に重要になっています。

　本専攻科では，多様なニーズに対応できる高度な知識と技術を養い，地域社会の中で活躍できる助産師を育成します。

　本専攻科は，シミュレーション教育に重点を置いています。
　最先端のシミュレーター機器は，分娩介助トレーニングをはじめ，産科救急，妊婦ケア演習にも
活用することができます。
　各種シミュレーター機器を整えたシミュレーションルーム（実習室）は，「妊婦健診室」「分娩室」
「産褥室」「新生児室」「NICU（新生児集中治療室）」を現実に近いかたちで再現しており，周産期各
期における診断・ケア技術及びコミュニケーション力など，助産師に必要なスキルの獲得を目指し
ます。
　これらの教育設備は，授業での利用に加え，自己学修でも活用できることから，学生のスキルアッ
プにも役立てています。

●修業年限　1年
●入学定員　10名

助産学概論
家族発達援助論
周産期学Ⅰ
周産期学Ⅱ
周産期学Ⅲ

助産学実践

助産診断演習
助産技術Ⅰ
助産技術Ⅱ
リプロダクティブ・ヘルスケア
特論：女性と子どもの健康と暴力
特論：不妊症とケア
特論：新生児リハビリテーション

助産学統合

助産マネジメント
助産マネジメント実習
助産学研究

先輩からのメッセージ

年間スケジュール
4月

入
学
式
・
ガ
イ
ダ
ン
ス

助
産
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
実
習

講
義
・
演
習

講
義
・
演
習

講
義
・
演
習

国
家
試
験

修
了
式

講義・演習

選択
科目助産学実習Ⅱ

助
産
学
実
習
Ⅲ

助
産
学
実
習
Ⅳ

助
産
学
実
習
Ⅰ

試
　
験

夏
期
休
業

冬
期
休
業

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

地域母子保健
地域母子保健演習A
地域母子保健演習B
助産学実習Ⅰ
助産学実習Ⅱ
助産学実習Ⅲ
助産学実習Ⅳ

①助産師
②受胎調節実地指導員
③新生児蘇生法専門コース修了認定

IPU

助産学専攻科 命の誕生を支えるための知識と技術を，実践的に学ぶ

リプロダクティブ・ヘルスケア
　女性のライフサイクル各期を通した健康問題に
ついて学修し，そのアプローチ法を習得します。

助産技術Ⅰ
　周産期各期の基礎的な助産技術を学びま
す。分娩介助の演習では，赤ちゃんを安全に取
り上げる練習をします。

　私が本専攻科を受験しようと思ったのは，看護師として三年間勤
務した時，今後の進路で悩んだことがきっかけでした。保健師を目指
していた事もありましたが，看護学生の時から興味を抱いていた助産
について学んでみたいと思い，家族や職場からの後押しもあり受験
を決意しました。
　本専攻科では，年齢も経験も様々な仲間と出会い，助産の勉強だ
けでなく，地域医療や母子保健，海外医療，そして他領域の先生から
多くのことを学ぶことができ，貴重な体験もたくさんできました。
　実習など大変なこともありましたが，専攻科の仲間や先生，家族や
友人，そして実習で受け持ったお母さんと赤ちゃん…本当に多くの
方々に出会い，支えられながら助産師になることができました。とて
も濃密で，医療者としても，人としても成長できた一年でした。
　今後は助産師として地域に貢献できるよう頑張りたいと思います。
　皆さんも，本専攻科でたくさんの仲間と有意義な時間を過ごして
みませんか。

国立病院機構 霞ヶ浦医療センター勤務
助産学専攻科　第1期修了生

登坂 美希さん

　私が助産師を志したのは，母から自分が生まれたときの話
を聞いたことがきっかけでした。そのときから，出産が女性に
とってかけがえのない体験となるようにサポートをしたいと思
い，助産師になることを志しました。　
　本専攻科では，助産師になるために必要な知識・技術を講
義や実習からだけではなく，グループワークを通して修得する
ことができます。助産師を目指す仲間とともにディスカッショ
ンを行い，主体的に学習することで学びを深めることができま
す。また，本学の4学科・2センターの先生方をはじめ，多分野
の先生方から講義を受けることができます。そのため，多職種
連携についても考えることができ，様々な視点から助産を捉え
ることができます。
　皆さんも是非，本専攻科で助産師としてのアイデンティティ
を養い，女性と子ども，家族に寄り添い，対象の持つ力を最大
限に引き出すことのできる助産師を目指してください。
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周産期学Ⅲ
　産婦人科医師より，より専門的な産科学を
学びます。

♥ Ibaraki Prefectural University of Health Sciences University Guide 2016 ♥



地域や国際社会で活躍できる人材を育成します

保健医療科学の探究
ー基盤研究の新展開，
新しい研究領域の開拓を目指してー

臨床での疑問点が
解決されていきます

看護学専攻 臨床看護学領域 博士前期課程1年
市川 睦さん

保健医療科学研究科長　水上　昌文

博士前期課程 博士後期課程

教育研究領域 教育研究領域

取得できる学位

修士（看護学）

取得できる学位

博士（保健医療科学）修士（理学療法学）
または

修士（作業療法学）

修士（放射線技術科学）

●基礎看護学領域

●地域看護学領域

●臨床看護学領域

●理学療法学・作業療法学
　専門共通領域

●理学療法学領域

●作業療法学領域

●医用画像技術学領域

●核医学技術学領域

●放射線治療技術学領域

●看護学領域

●理学療法学領域

●作業療法学領域

●放射線技術科学領域

社会人対応のカリキュラム・講義等は主に平日の夕方・夜間に行います

大学院
保健医療科学研究科

　本大学院は，学士課程等の継続教育の場として，地域や国際社

会で活躍できる高度医療専門職・教育者・研究者を育成します。

　博士前期課程では，各専門領域の技術や研究能力の基盤形成に

重点を置き，利用者・患者中心の保健医療を先導して実践できる臨

床指導者並びに新領域を開拓する研究者の育成をめざします。

　本大学院では，実際に保健医療の現場の最前線で活躍する社

会人が，自ら問題解決の能力向上とキャリアアップを目指して学

習しています。そのための夜間開講などを中心とする教育環境の

整備などによる修学支援も充実しています。研究の「楽しさ」と「難

しさ」を学び知り，ともに保健医療科学を発展させましょう。

　博士前期課程の看護学専攻には，基礎看護学，地域看護学，臨

床看護学の3つの領域があります。また，臨床看護学領域の老年

看護学および小児看護学には，専門看護師（ＣＮＳ）コースがあ

ります。現在私は，小児看護学の専門看護師資格を取得するため

大学院で学んでいます。講義は夜間にあるため，働きながらでも

通いやすい環境となっています。

　私は，臨床経験から得た疑問点や課題を追求したい，幅広い知

識を身につけたいと考え，大学院に進学しました。大学院で得た

知識が臨床での疑問の解決につながっていき，学ぶことの楽しさ

を実感しています。

　本学は，受験時の出願資格認定や研究助成金などの制度も充

実しており，学びたいと考えるすべての人にとって環境が整って

います。同じ志を持つ仲間と出会い，お互いを励まし，時には相談

しながら，楽しい学生生活を送っています。

　皆さんも機会があれば是非，大学院に挑戦してみてください。

日中に働きながら
通学できます

保健医療科学専攻　理学療法学領域 博士後期課程1年
吉川 憲一さん

　私は茨城県立医療大学を第７期生として卒業し，現在まで同

大学付属病院の理学療法士として勤務しております。付属病院

の諸先輩に臨床のノウハウをご指導いただく傍らで，学科の先生

方には定期勉強会や研究活動の相談などでお世話になっており

ました。臨床経験を積むにつれて，臨床においても研究を遂行す

るためのスキルが必要であると感じ，大学院に入学することを決

めました。丁度，大学院が夜間対応でしたので，日中は臨床で働

きながら通学することができました。私の場合は，学部時代に卒

業研究でお世話になった先生に大学院の指導教官をお願いし，

現在は，ロボットスーツHALを用いたトレーニングの研究に関

わっております。研究活動には，文献収集などの個人の勉強もあ

りますが，学会での発表や論文執筆など多岐にわたり，医療職

以外も含め，様々な職種との出会いもあります。大学院で得た経

験を，臨床の場で生かせるよう頑張っていきたいです。

※看護学専攻では，老年看護及び小児看護の専門看護師を養成するCNSコースあり。
※放射線技術科学専攻では，医学物理士を養成するMPコースあり。
（本学は，一般財団法人医学物理士認定機構の医学物理教育コースの認定を受けています。）

看護学専攻 理学療法学・作業療法学専攻 放射線技術科学専攻 保健医療科学専攻

看護学専攻 理学療法学・作業療法学専攻 放射線技術科学専攻 保健医療科学専攻

入学定員　6名 入学定員　6名 入学定員　3名 入学定員　5名

博士前期課程

博士後期課程
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趣味を介した交流が人間理解を深める

部活・サークル（2015年6月現在） 年間行事（平成27年度）

創療祭

文科系

芸術系

体育系

キャンパスライフ

　茨城県立医療大学には，大規模大学では味わうことのできない独特の雰囲気がキャンパス全体にあふれています。それは，学年や学

科の垣根を越えた親密さです。そして，医療専門職をめざす共通の目的意識から生まれる一体感です。

　学生生活にうるおいと華やかさを与えてくれるサークル活動は，共通の趣味を通して一体感を感じる場です。本学には，体育系，文科

系，芸術系の部やサークルがあり，それぞれ活発な活動を展開しています。趣味を通した交流は，それぞれの個性への理解を深め，

「チーム医療」にも欠かせない，よりスムーズな人間関係を育ててくれます。サークル活動のほかにも年間を通じて交流の機会が設けら

れ，多くの学生・教員が参加しています。

●茶道サークル
●現代文化調査研究部
●REn-COnの会
●遊由友ボランティア
●Bistro
●PeeeeR（ピア）
●BORAボランティア
●スポーツリハビリテーション研究会
●ESS
●障がい者の自立生活を実現する会
●食育プロジェクト。
●こうめ団
●めいきんぐサークル

●吹奏楽団
●軽音楽サークル
●錦織姫
●acapriccio（アカプリッチオ）
●のあ（ピアノサークル）
●IPUストリートダンスサークル CHAPS

●バレーボール部
●サッカーサークル
●バドミントン部
●バスケットボール部
●剣道部
●軟式野球部
●横乗り隊
●フットサル
●陸上競技部
●障害者スポーツ研究会
●フリースローサークル
●硬式テニス部
●ウェイトトレーニング  サークル  
INNER MUSCLE
●サイクリング部
●卓球同好会

　毎年10月第4土曜日・日曜日に，本学の学園祭である「創療

祭」が開催されます。例年，阿見町主催で行われる「さわやか

フェア」「商工まつり」と同時開催され，地域に開かれた学園祭

となっています。創療祭では，学生による模擬店のほかに，普段

なかなか見ることのできない人の脳などの展示や，義足体験，

超音波体験，血圧測定など医療系大学ならではの催しものがあ

り，地域の方など学外から多くの来場者をお迎えしています。

　本学の一大イベントである創療祭。今
年は頼れる仲間とともに，昨年を超える
創療祭を目指します。
　来ていただければ，楽しい学生生活の
一端をお見せできます。はしゃぐ学生たち
と一緒にはしゃぎたくなってしまうかも。
　楽しめる創療祭にしますので，ぜひ遊
びに来てください。

※茨城大学農学部との連携協定により，茨城大学
農学部のサークルにも加入できます。

茶道サークル

第21回創療祭実行委員長

作業療法学科2年　平井　駿さん

IPUストリートダンスサークル CHAPS 軟式野球部

4月

5月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

　Bistroは調理活動を行っているサークルです。メンバーは料理
初心者で一人暮らしの人が多いので，実際に自分でも作れるよう
な献立を決めています。皆と協力して料理を作ることで料理の楽し
さ，そして皆と一緒に食事を摂ることの大切さを実感できます。
　また，私たちは創療祭で手作りのお菓子を販売しています。毎年
人気で完売しているので，ぜひ食べてみてください。

Bistro

　歌が大好き，音楽が大好き。そんなメンバーが集うサークルです。
メンバーには大学院生やOBもいます。グループを組んでアカペラを
する以外にも，メンバー全員が参加する合唱や，楽器（キーボード，カ
ホン，ギター）を取り入れた演奏など，自由に音楽を楽しんでいます。
創療祭でのライブはもちろん，イベントへの参加や，病院や介護施設
への訪問コンサートにも挑戦しています。

acapr iccio（アカプリッチオ）

　私たちの部活は，男女仲良く練習しています。筑波大学からコー
チが来てくださって，様々なことを教わっています。毎回の練習に
は目標がたてられていて，1人1人がそれを意識しながらお互いを
高め合い，最終的には公式戦で1試合でも多く勝てるように日々頑
張っています。

バスケットボール部

●入学式
●新入生オリエンテーション・
在学生ガイダンス
●就職ガイダンス
●健康診断
●前期授業開始

●新入生宿泊研修
●開学20周年記念式典
●卒業生との交流会及び県内
医療機関等就職説明会

●急性期4病院説明会
●就職ガイダンス
●オープンキャンパス

●前期末試験
●夏期休業

●助産学専攻科入学試験

●後期授業開始
●防災訓練
●大学院入学試験
●スポーツの日
●創療祭（学園祭）

●推薦入学試験
●国家試験ガイダンス

●冬期休業

●センター試験

●後期末試験
●前期日程入学試験
●春期休業

●後期日程入学試験
●卒業式
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快適に学べるゆとりあるキャンパス

健康相談（保健室のご案内）

施設紹介
学生生活を健康で快適に
医療人としての心構えと実行をサポート健康相談

学生相談
感染症対策
クラス担任

　実験や実習を行う実習棟には，ICU（集中治療）をシミュレートできる看護実習室や理学療法・作業療法それぞれの多目的実習室，高

度な放射線技術が学べるMRI（磁気共鳴画像装置）室など，各学科の専門実習室をはじめ，「IPUあいらぼ」や科学の基礎実験を行う

施設も完備。学生が最先端の医療知識や技術を修得できる理想的な学修環境が整っています。

　また，一般の授業が行われる講義棟には大・中・小の講義室のほか，情報処理実習室などに教育・研究のためのパソコンが約200台

配置され，さらに附属図書館等には無線LANが設置されており，これらの情報システム環境は，資料の検索をはじめ，電子メールによ

るレポートの提出や学生や教職員との情報交換などに利用されています。

　本学では，学生生活を健康で快適に過ごせるように，保健師と

学校医（大学教員）が協力し，体調不良やケガなどへのファース

トエイド，健康相談などを行っています。また保健室には，家庭

薬程度の医薬品をほぼ完備するとともに，診療所機能を有する

ため，必要に応じて医師（学校医）の診療が受けられます。医療

機関での診療が必要と判断された場合は，学校医が紹介状を作

成するなど，急病の学生にも専門的な対応を行うことができま

す。

学生相談
　学生生活を送るうえで様々な悩みや問題が起こったとき，学

生が生き生きと学生生活を送ることができるように，本学では

学生相談室を設けており，精神科医や臨床心理士の資格を持

つ学生相談員が一人ひとりの相談に応じて様々な援助を行っ

ています。

　相談員に相談した内容は厳しく秘密が守られており，学生は

いつでも安心して相談できる環境が整っています。

感染症対策
　感染リクスの高い医療現場での医療専門職を目指す医療系

学生としては，自分の健康は自分で守る心構えとその実行が大

切です。本学では，特に以下の6種類の感染症に対し，入学前か

らの抗体価等検査とワクチン接種を推奨しています。本学外の

実習医療機関ごとに，異なる予防策を提示されることも多いの

で，学外実習の前には，学科教員と相談をして対応しています。

・麻疹（はしか）　　　・ムンプス（おたふくかぜ）

・風疹（三日ばしか）　・B型肝炎

・水痘（水ぼうそう）　・結核（ツベルクリンまたはQFT検査）

クラス制度・クラス担任
　本学では，各学科・学年ごとにクラスが編制され，各クラスに

は3名のクラス担任教員が配置されています。クラス担任教員

は，学生の自主性を尊重しながら，学修に関することや日々の

生活上のことなどさまざまな相談に応じており，教員と学生に

は深い信頼関係が築かれています。

　吹き抜け2階建て，すべての資料は開架式の開放的な附属図書館。保健医療関係を主に豊富な図書・
学術雑誌，学術データベースや電子ジャーナルの閲覧が可能。グループ学修用のゼミ室，パソコンコー
ナーなどで，自発的学修のニーズにも積極的に対応しています。
　地域に開放しており，卒業生や他の医療機関の方が利用する姿もよく見受けられます。
○保健医療関係の専門書　○学修用図書を中心とした図書約12万5千冊　○学術雑誌約1，600種類
○医学・医療系のデータベースや電子ジャーナルを提供　○授業期間の平日は22時まで開館

　キャンパスには様々なスポーツ施設や福利厚生施設も整備されています。トラック1周300mの
グラウンド，4面のテニスコート，トレーニングジムやシャワー室を備えた体育館などが授業やサー
クル活動に活用されています。

　学生食堂では，学生が健康的に学生生活を送れるように，栄養士によるバランスがとれた献立を
提供しています。また，売店では文房具や各種パン，おにぎり，清涼飲料水や，教科書，学生向け白
衣，ナースシューズなど市価より安価で販売しています。

　学生が自主的に学修できるスペースとし
て，平成26年度に「ラーニングコモンズ」を
整備しました。

グラウンド 体育館

管理棟

実習棟1

実習棟2

ラーニングコモンズ（福利厚生棟）

附属図書館

学生食堂 売店
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さまざまな角度からの学修支援教育・学修センター
希望する施設への就職と，
開学以来の高い就職率を支えていますキャリア

支援センター

　大学で学ぶということは，高校までとは大きく異なります。自分で学ぶ授業を選択し，履修届を提出し，
その授業に出席するのです。大学は，学生が学びたいと思ったことをより広い視野でより深く学べるよう
に，経験豊かな専門の教員，充実した講義・演習・実習，豊富な文献をもつ図書館，充実した学習・実験施
設や設備を用意しています。しかし，その活用は学生自身の努力にかかっています。このように高校時代
とは異なるために，戸惑ったり，不安になったりすることがあるかもしれません。
 　その際の対応として，「学修アドバイザー」という教員が各学科にいます。履修や学修について，助け
が必要な時，是非声をかけてください。学生の皆さんの先輩，すなわち本学の卒業生である教員も学修ア
ドバイザーになっています。学修や履修ばかりでなく，ちょっとの相談でも気軽に尋ねてください。学生に
とって，一番身近な教員のはずです。

　キャリア支援センターは，相談員が常駐して学生の進路やキャリア形成に関する相談に対応するとと
もに，就職や進学に関する情報を集中管理しています。
　求人等の資料は，学生が情報を速やかに閲覧できるよう，学科別，所在地別にまとめられ，さらに本学
卒業生が施設訪問・施設見学をした際の結果報告書や就職試験・進学試験の内容等が記載された試験
結果報告書もファイリングされています。
　また，これらのデータは学内LANシステム（就職情報システム）で速やかに検索できるようになっています。
　全ての学生が希望する進路に進めるよう，キャリア支援センターの役割は重要なものとなっています。

スキルアップやキャリアアップに励む
専門職の育成を支援しています

キャリア支援センター長
岩井 浩一

　就職資料室が「キャリア支援センター」に生まれ変わって３年が経ちました。

　昨年度，キャリア支援センターを利用した学生及び卒業生は延べ1，200人

を超え，今では様々な求人情報の提供や就職・進学の相談・指導の場としてよ

く活用されるようになりました。利用した卒業生からは，「就職試験では面接が

必ずあるので，キャリセンで何度となく面接の練習をしたことがとても役に

立った」「就職活動は，体力的にも経済的にも辛かったが，キャリセンスタッフに

励まされ，アドバイスをいただき，また内定を一緒に喜んでくれたことがとても

うれしかった」というような声が多く聞かれています。

　また，キャリア支援センターでは，４年生の就職活動だけではなく，１年生か

ら学年に応じた目標を設定し，スキルアップやキャリアアップを目指した様々な

活動やイベントを行っています。さらに，開学20周年に合わせて卒業生間の連

携を強化することにより，現役学生への支援を強固なものにしていきます。

教育・学修センター長
武島 玲子

　学生は，大学では自分で学ぶということを自覚することが重要です。高校までの学

習法は，授業を受け，記憶し理解するというものですが，大学では大きく異なります。

自分で学び，考え，知識，態度などを身につけていく姿勢が必要です。大学の講義を

すべて受講しても，学問の膨大な知識のすべてを得ることはできません。また，最新

の知識も10年20年後には変わってしまいます。そのため，ひとの命に係わる仕事を

する医療職業人は，一生涯自己学修・研鑽が必要なのです。学生が卒業後にも自分

で学んでいく能力と習慣を獲得するために，本学は学生をさまざまな角度からバック

アップするための学修支援をしています。具体的には，カリキュラム評価として，学修

項目や授業評価の分析，国家試験支援，学生の自主的な学修活動の促進，支援と整

備（附属図書館，ラーニングコモンズとしての学修の場の整備，「IPUあいらぼ」の活

用），IPE（多職種連携教育）の促進，GPA制度の導入などの活動をしています。この

中の「IPUあいらぼ」は，いつでも学生が医療スキルの練習やシミュレーション医療

教育を行うことができるために開設されています。

　また，教員に対しては，学生に充実した講義・演習・実習を用意するための教育活

動を支援し，本学の教育の質を高めています。教育課程や教育方法の評価・改善，

FD（Faculty Development）活動の実施，などをしています。

　本学の教育理念と目標の達成に向けて，【計画ー実行ー評価ー改善】のサイクルを

効果的に動かし，よりよい教育を実現させることが教育・学修センターの役割です。

キャリア支援センター
イメージキャラクター「メガトン」
体が「メガホン」でできたぶたの妖精です。
いつでもみんなのことを応援しています。

●名前　メガトン　●性格　優しい・世話好き　●趣味　ファイル整理　　
●性別　オス　　　●特技　応援・資料探し　 ●口癖　努力は報われる！

学修アドバイザー制度について

クラス担任（P50）
キャリア支援センター（P52）

学生相談（P50）

保健室（P50）

学生への支援体制

学修アドバイザー

連 携
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平成27年度キャリア支援年間スケジュール

1年

目標 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2年

3年

4年

自分は何をしたいのか，
何に向いているのか
見つめ直しましょう。

実習・研究も参考にして，
将来の方向性を決めていき
ましょう。後半には少しずつ
活動を開始しましょう。

研究・国試勉強・就職活動
の予定を立てましょう。
就職を見据えて実習を
行いましょう。

4年生就職
ガイダンス

【理学・作業・放射】
就職説明会
卒業生との交流会

3年生就職
ガイダンス 【看護】病院

合同説明会

国試合格発表

卒業後の選択肢を
探りましょう。

病
院
見
学
バ
ス
ツ
ア
ー（
県
南
地
区
）

県
内
病
院
バ
ス
ツ
ア
ー

県南地区の病院・施設を
バスで巡ります。現場を
見て，自分の仕事のビ
ジョンを深めていきます。

国試

国試受験票配布国試願書作成
説明（学科別）

合格体験談を聞く会

【看護】3年生
就職ガイダンス

【理学・作業・放射】
3年生
就職ガイダンス

プチ
講座

【看護】急性期
4病院研修説明会

小論文・履歴書の
書き方・面接・SPI
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地域住民のQOL向上に直接つながる地域貢献を推進

アドミッションセンター長
工藤　典雄

地域貢献研究
センター

本学入学に関する情報の公開，改善を行いますアドミッション
センター

　本センターは，本学の教育・研究活動により蓄積された知的資源を地域に還元することを目的として，平成17年に設置されました。

住民・行政・医療機関等と連携しつつ，地域における保健医療福祉に関する問題解決に貢献するべく活動を積極的に展開しています。

21年度には今後の地域貢献活動行動計画の基本となる，「地域貢献アクションプログラム」を策定し，とりわけ保健医療に係る多彩な

人的資源及び付属病院をもつ本学の特色を活かして，地域社会との日常的，組織的な連携を図りつつ，地域住民のQOL向上に直接つ

ながる地域貢献を推進することとしました。

　また，19年度に地元阿見町，20年度に東京医科大学茨城医療センター，23年度に筑波大学，そして24年度に茨城大学農学部と連

携協定を締結し，本学の地域貢献活動の基盤を強固なものとしています。

　本学では，開学以来の大学の集積を地域に還元するため，公開

講座を開催しています。県の生涯学習センターと連携し，県民大

学に講座を設けた一般県民向け講座（平成26年度県民大学「身

近な健康・医療」10講座）のほか，医療専門職向けに実技・演習を

取り入れ，22年度から開設した一般医療教育「けあ・きゅあ体験

講座」（26年度4講座），更には小学生親子を対象とした「夏休み

親子科学教室」（26年度2講座）の開催など，県民の皆さんの受

講機会の拡大にも努めています。27年度も「けあ・きゅあ体験講

座」（4講座），「夏休み親子科学教室」（2講座）を予定しています。

　本センターは本学の入試結果の分析や広報活動を担っています。本学では数種類の

入試を実施していますが，その結果と入学後の成績と関係を分析し，必要に応じて入試

問題や入試システムの改善を目指します。また，出張模擬授業や大学見学会などの大学

体験プログラムを通して，本学の魅力を学外に広く伝えることにも努めております。

公開講座
　平成25年度4月より，看護師養成所等の専任教員をめざす方

を対象に看護教育実践を創造できる能力を養うため，約1年間の

課程で専任教員養成講習会を開催しています。

　看護師基礎教育課程を履修後に看護師として5年以上の臨床

経験を持つ受講生が，教育原理や教育評価等の教育分野，看護

教育方法論や専門領域別看護論等の専門分野を学んでいます。

また，県内の各看護師養成所にて看護教育実習を実施し，知識と

実践の統合を図っています。

　講習会修了後は，看護師養成所の専任教員や臨床現場の教育

担当者として専門職の人材育成に寄与しています。

看護師養成所専任教員養成講習会

　本教育課程は，近年の高齢社会の進展等で需要が高まって

いる摂食嚥下障害看護分野において専門的で高度なケアが提

供できる認定看護師を養成するため，平成19年10月に開設さ

れました。

　本教育課程で6ヵ月間の専門教育を修了した受講生は，当該

分野での専門性を活かして各医療機関で活躍しています。

※認定看護制度とは：特定の看護分野について熟練した看護技

術と知識を持った看護師を認定するもの。公益社団法人日本看

護協会が実施する認定審査に合格した者が認定される。摂食

嚥下障害看護分野を含め21の分野（2015年4月現在）が特定

されている。

認定看護師教育課程「摂食嚥下障害看護」

　本学教員が各高等学校を訪問し模擬授業を行います。

　模擬授業を通じ本学各学科・センターの教育内容や医療専門

職に対する理解を促進するとともに，進路選択の一助としていた

だくことを目的としています。

　また，ご希望により本学全体の教育や入試の概要等についても

説明します。

●実施期間　通年で高等学校が希望する日
●対象高校　各高等学校（茨城県内の高等学校及び福島県，栃

木県，埼玉県，千葉県，東京都に所在する高等学
校）

●場所　 各高等学校
●申込期限　実施予定日の2か月前まで
●申込み　 本学ホームページで申込みを受付けます。
●その他　 原則として参加人数10名以上

出張模擬授業

　各高等学校からバス等で本学へお越しいただき，学内の施設を

見学していただくほか，ご希望に応じて本学の概要，教育内容及び

入試概要等について説明します。進路選択の一助としていただくこ

とが目的です。

●実施期間　通年で高等学校が希望する日
●場所　 茨城県立医療大学
●申込期限　実施予定日の2か月前まで
●申込み　 本学ホームページで申込を受付けます。

医療大学見学会

　本学への進学を希望している高校生や保護者，進路指導担当教員

などの本学に興味のあるすべての方を対象に，本学の教員・学生との

対話や実習施設の見学等を通じて茨城県立医療大学を紹介します。

●実施期間　平成27年7月25日（土）・26日（日）9:30～15:00
●場所　 茨城県立医療大学
●申込み　 不要

オープンキャンパス

　少人数向けプログラムです。高等学校からの申込を受けて，本

学の各学科・センターごとに見学・相談に応じます。進路選択の一

助としていただくことが目的です。

●実施期間　通年で高等学校が希望する日
●場所　 茨城県立医療大学
●申込期限　実施予定の1か月前まで
●申込み　 メールにて申込みを受付けます。
 kyoumu@ipu.ac.jp
●その他　 原則として参加者5名程度を上限とし，かつ本学に 
 志願を検討している高校生を対象とします。

テーラーメイド体験プログラム

53 54♥ Ibaraki Prefectural University of Health Sciences University Guide 2016 ♥



項　目 県内／県外 金　額

入学金
県内

県外

282,000円

授業料 535,800円

564,000円

　平成27年度の入学生の初年度納付金は次表のとおりです。
その他，経費として運動衣，実習関係費，損害保険等の費用が
別途必要です。

　茨城県立医療大学後援会は，本学学生が，充実した学生生活
を送ることができるよう支援することを目的として1998年10
月に設立されました。会員は，本学に在籍する学生の保護者又
は保証人です。
　スポーツ活動，サークル活動や学園祭などの課外活動への費
用の助成を行ったり，就職関連のイベントにも助成しています。
また，実験実習中，課外活動中あるいは通学中の不慮の事故に
対する災害保険料も負担しています。
　その他，入学時の宿泊研修への助成など，本学学生の学生生
活を側面から支援することで本学の発展に寄与しています。

　本学は，全国から学生が集まるため，一人暮らしをしている学生
も多くいます。標準的な学生アパートの料金は以下のとおりです。

●間取り／1ルーム（6～8帖）
●家賃／35,000～50,000円（備考：駐車場込み）

※家賃はあくまで目安です。
※不動産の契約等において，本学は仲介・紹介をしません。契約
は各個人の責任で行ってください。

　本学では，人物，学業ともにすぐれ，かつ健康で，経済的な理
由により修学が困難な人を対象に，様々な奨学金制度を紹介し
ています。ここで紹介していない奨学金等がありますので，詳し
くは大学教務課奨学金担当までお問い合わせください。

　本学では，万が一の事故に備え，「学生教育研究災害傷害保
険」（正課中の事故や課外活動授業等における学生のケガにつ
いて補償）及び「学研災付帯賠償責任保険」（正課，学校行事等
及びその往復中で，他人にケガをさせたり，他人の財物を損壊
したことにより被る法律上の損害賠償を補償）の二つの保険に
入学と同時に全員加入しています。

種　類

日本学生支援機構奨学金 ［対象／全学生］

茨城県奨学金 ［対象／県内に居住する者の子弟］

通学形態 貸与月額

種類 通学形態 貸与月額

第一種
（無利子）

自宅通学者

自宅外通学者

30,000円・45.000円

第二種
（有利子）

30,000円・50,000円
80,000円・100,000円
120,000円から選択

30,000円・51,000円

茨城県奨学金
（無利子）

自宅通学者

自宅外通学者

36,000円

40,000円

初年度納付金

奨学金

学生保険

茨城県立医療大学後援会

アパート情報

オープンキャンパス

漫画版パンフレットを，ホームページよりダウンロードいただけます。

●実施日時　平成27年7月25日（土）・26日（日）　9：30ー15：00

●実施内容　■入学試験の概要・学生生活及び進路・就職状況説明
　　　　　　■保護者のためのガイダンス
　　　　　　■各学科，センターによる体験コーナー・模擬授業
　　　　　　■キャンパスツアー

●申込方法　オープンキャンパスは自由参加です（申込不要）。

●学部の募集要項はいつ頃手に入りますか？
　推薦入試及び一般入試の募集要項は9月中旬から配布予定
ですので，58ページの請求方法を参照のうえ請求してくださ
い。なお，推薦入試の募集要項は，高等学校にも配布します。

●推薦入試は他県からでも受けられますか？
　平成27年4月1日以前から茨城県内に住所を有する者ならば県
外の高等学校等に在学していても出願できます。また，茨城県内の
高校等に在学している者ならば，住所地に関わらず出願できます。

●寮はありますか？
　寮はありませんが，本学のホームページから大学周辺のア
パート紹介業者を参照できます。

●推薦入試の出題形式は？
　午前は「小論文」，午後は「総合問題」の試験を行います。平成28
年度入試から順番が変更となりましたのでご注意ください。

●過去問は手に入りますか？
　公開可能な過去問はホームページで公開しておりますので
参考にしてください。

●試験時の宿泊先は斡旋してもらえますか？
　斡旋は行っていませんが，請求があれば，旅館組合（土浦・つくば）
の宿泊申し込み要領をお送りいたしますので，お問い合わせくださ
い。また，本学のホームページからも土浦市の宿泊先を参照できま
す。

入試についてお答えします

平成 27年度入試実施結果

■入試質問コーナー，過去の入試問題配布
■経済支援質問コーナー
■その他　図書館見学・大学紹介ビデオ上映　など

入学を希望する方へ

詳しくは本学のホームページをご覧下さい。

http://www.ipu.ac.jp

「僕が医療に目覚めた日」 「ここからはじまるチーム医療」
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看護学科 理学療法
学科

作業療法
学科

放射線
技術科学科 計

推薦入試

平成26年11月19日・20日

20 16 16 16 68

74 44 36 50 204

20 16 16 16 68

3.7 2.8 2.3 3.1 3.0

区分

試験日

定員

志願
者数

合格
者数

志願
倍率

看護学科 理学療法
学科

作業療法
学科

放射線
技術科学科 計

一般前期日程

平成27年2月25日

25 19 19 19 82

79 112 46 90 327

28 20 20 19 87

3.2 5.9 2.4 4.7 4.0

区分

試験日

定員

志願
者数

合格
者数

志願
倍率

看護学科 理学療法
学科

作業療法
学科

放射線
技術科学科 計

一般後期日程

平成27年3月12日

5 5 5 5 20

86 86 66 75 313

7 7 5 7 26

17.2 17.2 13.2 15.0 15.7

区分

試験日

定員

志願
者数

合格
者数

志願
倍率
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学生募集要項の請求方法

保健医療学部

看護学科

理学療法学科

作業療法学科

放射線技術科学科

50名

40名

40名

40名

20名

16名

16名

16名

一般入試募集人員

25名

19名

19名

19名

5名

5名

5名

5名

学部 学科 入学定員 推薦入試募集人数
前期日程 後期日程

一般入試試験科目

保健医療学部

大学入試センター試験で受験を要する教科・科目及び個別学力検査等

※　旧教育課程履修者については，数学の受験を要する科目を以下のとおりとすることができる。
　なお，「工業数理基礎」，「簿記・会計」及び「情報関係基礎」を選択できる者は条件があるので注意すること。
　また，新教育課程履修者は「工業数理基礎」を選択解答できない。

看護学科

理学療法学科

作業療法学科

国語 （国語）
数学 ｛「数学Ⅰ・数学A」並びに（数学Ⅱ，「数学Ⅱ・数学B」，
 簿記・会計及び情報関係基礎）から1｝の2
理科 ｛（物理基礎，化学基礎，生物基礎及び地学基礎）から2並びに
 （物理，化学，生物及び地学）から1｝の2，又は（物理，化学，生物及び地学）から2
地理歴史・公民 （世界史B，日本史B，地理B，現代社会，倫理，政治・経済及び「倫理，政治・経済」）から1
外国語 （英語）

国語 （国語）
数学 ｛「数学Ⅰ・数学A」並びに（数学Ⅱ，「数学Ⅱ・数学B」，
 簿記・会計及び情報関係基礎）から1｝の2
理科 ｛（物理基礎，化学基礎及び生物基礎）から2並びに
 （物理，化学，生物）から1｝の2，又は（物理，化学，生物）から2
地理歴史・公民 （世界史B，日本史B，地理B，現代社会，倫理，政治・経済及び「倫理，政治・経済」）から1
外国語 （英語）

7

学部 学科 試験
日程

前期
後期

小論文
面接

受験を要する
教科・科目名

個別学力
検査等科目数

放射線技術科学科

保健医療学部

看護学科

理学療法学科

作業療法学科

学部 学科 備考試験
日程

前期
後期

受験を要する
教科・科目名

放射線技術科学科

注1　「簿記・会計」及び「情報関係基礎」を選択できる者は，高等学校においてこれらの科目を履修した者及び文部科学大臣の指定を受けた専修学校の高等課程 
 の学科の修了（見込み）者に限る。
注2　理科の「基礎を付した科目」は，2科目で1科目の取扱いとする。また，同一名称を含む科目の組合せも可（例:物理基礎，化学基礎，物理）
注3　地理歴史・公民において，指定する科目数を超えて受験した場合には，高い得点の科目を採用する。
注4　英語にはリスニングテストを含む。

試験概要

推薦入試

一般入試

●出願資格
ア　茨城県内の高等学校又は中等教育学校（以下「高等学校

等」という）を卒業見込みの者，または，平成27年4月1日以
前から引き続き茨城県内に住所を有する者※で，平成28年3
月に高等学校等を卒業見込みの者（学校教育法施行規則
（昭和22年文部省令第11号）第104条第3項の規定によ
り，平成27年度の途中において，学期の区分に従い，高等学
校等の卒業を認められた者及び認められる者を含む。）

※「茨城県内に住所を有する者」については住民票に基づいて確
認する。

イ　健康で人物に優れ，志願する学科に対し適性を有する者
ウ　国語，数学，理科，外国語（英語）などの教科を幅広く学習

し，高校生としての学習達成度が高い者
エ　合格した場合，必ず本学に入学することを確約できる者
オ　高等学校等における最終学年前期までの教科の評定平均値

が，右表の志願する学科における教科の評定平均値を満たす者

●出願期間 平成28年1月25日（月）から
 平成28年2月 3日（水）まで（必着）

●試験実施期日 前期日程試験は平成28年2月25日（木）
 後期日程試験は平成28年3月12日（土）に  
 実施します。

看護学科

理学療法学科

作業療法学科

放射線技術科学科

国語，数学，理科，
英語，地理・歴史，公民

学　科 教科名

各教科 3.0以上

教科の評定平均値

助産学専攻科入試

大学院入試

【注意事項】
　看護学科，理学療法学科及び作業療法学科については，『高等学校において，「科学と人間生活」，
「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」，「物理」，「化学」，「生物」及び「地学」の
9科目のうち2科目以上を履修（ただし，同一名称を含む科目のみの組合せは不可）している者』
　放射線技術科学科については，『高等学校において，「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，
「物理」，「化学」及び「生物」の6科目のうち2科目以上を履修（ただし，同一名称を含む科目のみの
組合せは不可）している者』とする

●出願期間 平成27年11月 2日（月）から
 平成27年11月 6日（金）まで（必着）
●試験実施期日 平成27年11月18日（水）小論文・総合問題
 平成27年11月19日（木）面接

●出願期間 平成27年8月26日（水）から
 平成27年9月 1日（火）まで（必着）
●試験実施期日 平成27年9月12日（土）

●出願期間 平成27年 9月 1日（火）から
 平成27年 9月 7日（月）まで（必着）
●試験実施期日 平成27年10月 4日（日）

1. 大学のホームページから請求する場合

2. テレメールで請求する場合（インターネット・自動音声応答電話）

インターネット（パソコン・スマートフォン・携帯電話の場合）

※IP電話=一般電話回線からの通話料金は日本全国どこからでも3分毎に約12円です。

IP電話
050-8601-0101
（24時間受付）

http://telemai l . jp

バーコード
バーコードからアクセスした場合は
資料請求番号の入力は不要

自動音声応答電話の場合

大学のホームページから直接，テレメールによる資料請求ができます。
請求時期は2を参照してください。詳しくは，茨城県立医療大学ホーム
ページ（http://www.ipu.ac.jp/）をご覧ください。

4. 直接，大学窓口に来る場合
月曜日から金曜日（ただし，祝日及び12月29日～1月3日を除く）の8
時30分から17時までの間に教務課窓口においてお渡しいたします。
（無料）

■1.2.の請求方法についてのお問い合わせは
テレメールカスタマーセンター　Tel.　050-8601-0102（9:30～18:00）
■3.の請求方法についてのお問い合わせは
大学情報センター株式会社　モバッちょカスタマーセンター
Tel.　050-3540-5005（平日10:00～18:00）
■4.の請求方法についてのお問い合わせ先は
茨城県立医療大学教務課　Tel.029-840-2108

①インターネット（パソコン・スマートフォン・携帯電話）または自
動音声応答電話をご利用ください。

②資料請求番号（6桁）を入力またはプッシュしてください。

③あとはガイダンスに従って登録してください。
※　請求から2～3日後に資料が届きます。ただし，受付時間や地域，配達事情によっては4日以
上かかる場合もあります。5日以上経っても届かない場合はテレメールカスタマーセンターまで
お問い合わせください。なお，発送開始日以前の請求分は発送開始日に一斉に発送されます。
※　料金は，お届けする資料へ同封されている料金支払い用紙の支払方法に従いお支払いくだ
さい。（支払いに際して手数料が別途必要になります）
※　自動音声応答電話によるご請求の場合，住所，名前の登録時は，ゆっくりはっきりとお話しく
ださい。登録された音声が不鮮明な場合は資料をお届けできない場合があります。

大学案内（入学者選抜要項同封）
一般入試学生募集要項
一般入試学生募集要項+大学案内
推薦入試学生募集要項
推薦入試学生募集要項+大学案内
助産学専攻科募集要項
大学院案内（研究科の概要）
保健医療科学研究科（博士前期・後期課程）募集要項

561350
581350
541350
541360
541370
595960
561370
588960

資料名 資料請求番号

7月上旬
9月中旬
9月中旬
9月中旬
9月中旬
6月上旬
5月中旬
5月中旬

215円
215円
300円
215円
300円
180円
215円
300円

発送開始日 料金（送料込）

3. モバッちょで請求する場合
①インターネット（パソコン・スマートフォン・携帯電話）をご利用く
ださい。

②あとはガイダンスに従って登録してください。
※ お届け予定時期は，メール便で約2～5日です。
※ 支払いに際して手数料が別途必要になります。

インターネット（パソコン・スマートフォン・携帯電話の場合）

大学案内：200円
推薦入試募集要項：200円
大学案内＋
推薦入試募集要項：250円
一般入試募集要項：200円
大学案内＋
一般入試募集要項：250円

大学名等で請求したい資料を検索してください。
http://djc-mb.jp/ ipu/

バーコード

送料

平成28年度 入試概要

入学定員及び募集人数

57 58

数学
　

｛「数学Ⅰ・数学A」並びに（数学Ⅱ，
「数学Ⅱ・数学B」，工業数理基礎，簿
記・会計及び情報関係基礎）から1｝の2

1.

2.
　

　「簿記・会計」及び「情報関係基礎」を
選択できる者は，高等学校においてこれら
の科目を履修した者及び文部科学大臣の指
定を受けた専修学校の高等課程の学科の修
了（見込み）者等に限る。
　「工業数理基礎」を選択できる者は，新
教育課程履修者以外の者で高等学校にお
いてこれらの科目を履修した者及び文部科
学省大臣の指定を受けた専修学校の高等課
程の学科の修了（見込み）者等に限る。
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