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■ 薬剤師　［薬学科］
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■ 看護師　［看護学科］
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■ 理学療法士　［理学療法学科］
■ 作業療法士  ■ 音楽療法士　［作業療法学科］
■ 言語聴覚士　［言語聴覚療法学科］
■ 臨床検査技師　［臨床検査学科］
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SDGsから講義を選ぶ

職業から講義を選ぶ

北海道医療大学では、要望のあった高等学校に
本学の教員が出向いて模擬講義を行っています。
将来医療や福祉の分野をめざす高校生にとって、とてもためになる内容となっています。

また本学では、
国連が掲げる17の目標SDGsにも
「医療のチカラで世界共通の課題解決をめざす」を
テーマに積極的に取り組んでおり、
次代を担う学生の問題意識を
大いに刺激することでしょう。

世界共通の課題解決に取り組む
北海道医療大学の教員が、高校で出張授業を行います。

「気になる職業」と「気になるSDGsのテーマ」
それぞれの高校生の興味や希望の授業形態など目的別に講義を選び本学までお申し込みください。

高校での模擬授業

1貧困をなくそう

2飢餓をゼロに

3すべての人に健康と福祉を

4質の高い教育をみんなに

5ジェンダー平等を実現しよう

6安全な水とトイレを世界中に

7エネルギーをみんなにそしてクリーンに

8働きがいも経済成長も

9産業と技術革新の基盤をつくろう

0人や国の不平等をなくそう

q住み続けられるまちづくりを

wつくる責任つかう責任

e気候変動に具体的な対策を

r海の豊かさを守ろう

t海の豊かさを守ろう

y平和と公正をすべての人に

uパートナーシップで目標を達成しよう

P12へ

P02へ
薬剤師

歯科医師

看護師

社会福祉士

精神保健福祉士

介護福祉士

公認心理師

認定心理士

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

臨床検査技師

特設サイト
「PREMIUM GUIDANCE」を

開設！
大学や入試制度の情報など
一つに集約しました。

学校紹介をはじめ、専門職に関連した
動画や特設サイトなど随時更新中！

2020年度進学相談会のご案内高校教員の方々へ
特設サイトのご案内

進学相談会では、本学の担当者に直接進学
相談が行えるほか、大学案内などの資料も
配布しています。お気軽にご参加ください。

進路指導にご活用いただける本学情報を
１ページに集約しております。
是非ともブックマークいただ
き、幅広くお役立ていただけま
すと幸いです。 LINE個別相談も受付中!

LINE公式アカウントと
友だち登録のうえ、
お申し込みください。

学内見学は随時受け付けていますので、
お気軽に入試広報課までお問い合わせください。

要事前予約
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講義を選ぶ
職業から

■  社会福祉士
■  精神保健福祉士
■  介護福祉士

臨床福祉学科 P06

■  公認心理師
■  認定心理士

臨床心理学科 P07

■  薬剤師

薬学科 P03

■  歯科医師

歯学科 P04

■  理学療法士

理学療法学科 P08

■  作業療法士
■  音楽療法士

作業療法学科 P09

■  言語聴覚士

言語聴覚療法学科 P10

■  臨床検査技師

臨床検査学科 P11

医療に関わる仕事は、多岐にわたっていて、
それぞれ専門的な知識や経験、業務に対する情熱が必要とされます。
どんな職種に興味があるのか、その仕事はどんな内容なのか。

「なりたい自分」に近づく第一歩として、
あなたが目指したい職業から、模擬講義を選んでみてはどうでしょう。

■  看護師

看護学科 P05
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薬剤師 学部
学科

薬学部
薬学科

「薬の専門家」としてチーム医療を担う病院
薬剤師や保険薬局の薬剤師をはじめ、製薬・
食品・化粧品メーカーやバイオ企業の研究・
開発職、治験コーディネーター、さらに麻薬
取締官や保健所など行政にも活躍の場があ
ります。食品衛生管理者など付与される資格
も多くあります。

〈国家資格〉薬剤師の役割

体調が悪くなった時には、薬と医療の大切さを実感することがあると思いま
すが、皆さんの中には、できれば、病院に行かずに、薬を使わずに、生活したい
と思う方も多いと思います。そこで重要なのが情報をきちんと捉えることと、
予防に関心を持つことかもしれません。情報が溢れる現代において、情報の
質を意識するコツを、ビタミンに関する例を中心にお話しする予定です。

正しい情報を得て予防医学を実践する
申込番号

7

私たちの体は、体内に取り込まれた薬や毒物のような生体外異物を速やかに体
外に排泄するために、様々な機能を備えています。その一つに薬物代謝という機
能があります。これは薬毒物の構造を変換して薬効や毒性を低下させるととも
に、水溶性にして体外に排泄されやすくする機能です。従って、薬物代謝は解毒
ということになります。ところがこれは表の顔で、実は裏の顔があります。喫煙、
焼けこげetc.これらが発がんに関係しているというのを聞いたことがあると思
います。実はこの発がんに薬物代謝が深く関わっているのです。この講義では薬
物代謝についてやさしく講義します。

教授  
吉村 昭毅
（よしむら てるき）

薬や毒の代謝～薬物代謝～
申込番号

1

薬剤師業務の根幹は医薬品適正使用に係る正確な調剤であるが、医薬品を
供給する役割のみならず、その使用を包括的に管理し薬物療法に係る安全
性と有効性を評価する専門職へと変わりつつある。薬物療法の質の向上およ
び患者安全の確保を目的として、医師や看護師等の医療職と協働する多職
種連携への積極的な関与および客観的なエビデンスの蓄積が望まれていま
す。患者さんにより良い医療を提供し、チーム医療に貢献する薬剤師になる
ための6年制薬学教育についてお話しいたします。

教授  
平野 剛
（ひらの たけし）

チーム医療に貢献する薬剤師
申込番号

2

今日の医療において薬はますますその重要性を増しています。最近の新薬に
は少量で強い効果を発揮する、いわゆる「切れ味の鋭い」ものが多くなり、そ
れに伴い薬の使い方も大変複雑になりました。薬が有効性や有害性を発揮
するとき、そこには患者さんの体内における薬の“運命”が密接に関わってい
ます。現在、画期的な薬の開発には数百億円の巨費と20年近い歳月が必要と
されます。この講義では、なぜ薬の開発が大変なのか、そして薬が患者さんに
投与されたとき薬はその体内でどのような“運命”をたどるのかについて、分
かりやすくお話ししてみたいと思います。

教授  
齊藤 浩司
（さいとう ひろし）

患者さんに投与された薬の運命
申込番号

5

薬のいろいろな性質を理解するには、それが投与される我々の体を十分に知
る必要があります。生化学は「生物体の構成物質やその作用・反応を化学的
に研究し、生命現象を化学的方法によって理解する学問」であり、体を理解し
て「健康を維持すること」や「病気を治療すること」を学ぶための基礎となりま
す。皆さんが習っている生物の特定の分野を更に深く勉強すると考えて下さ
い。この講義では、ダイエットなど日常生活のなかで皆さんが興味あるテーマ
を生化学的に考えるとどうなるかについて分かりやすくお話します。

教授  
青木 隆
（あおき たかし）

准教授  
小林大祐
（こばやし だいすけ）

身近な疑問を生化学的に考えてみよう
申込番号

6

薬剤師の仕事で最初に思い浮かぶのは「薬を準備して患者さんへ渡すこと」
と誰もが答えると思います。薬剤師の仕事はそれだけではありません。薬を
準備する前にはまず処方せんをチェックします。年齢や病気の具合など患者
さん個々に適した量であるか、副作用はでていないかなども確認します。この
ように目に見えないところで色々な仕事をしています。また市販されていない
ような薬を作ったり、新薬の情報を医師や看護師に提供する仕事もありま
す。さらに地域での保健衛生に関わる仕事、たとえば学校薬剤師の仕事など
もそのひとつです。この講義では、実際の薬剤師の仕事を紹介して薬学部で
はどのような勉強をしなければならないかを解説します。

教授  
遠藤 泰
（えんどう とおる）

調剤だけが薬剤師の仕事じゃない!
申込番号

3

千年以上の歴史をもつ伝統医薬「漢方薬」は重要な医療手段として利用され
ています。漢方薬で用いるお薬を「生薬（しょうやく）」と呼び、生薬の多くは
100種類以上の薬用植物から得られます。薬用植物には様々な化学成分が
含まれ、人々の健康に役立っています。伝統医薬をもとに、新しいバイオテク
ノロジーを利用したお薬についてお話しします。准教授  

高上馬 希重
（こうじょうま まれしげ）

植物バイオでお薬を作る
申込番号

4
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お問い合わせ・お申し込みは 入試広報課 0133(22)2113 0403

歯科医師 学部
学科

歯学部
歯学科

職業紹介 日常生活・流行り・身近

専門講義・最新・研究

口は人間が生命活動をしていくためにとても重要な器官です。そのよ
うな口の中、顎、顔面およびその周囲組織にもさまざまな病気が発生
します。口腔外科は歯科の一分野で、顎の中に深く埋まっている歯、顔
や顎の骨折、変形や先天異常、顎の骨の中の嚢胞（袋）や腫瘍さらには
生命を脅かす口腔がんなどの病気に対して外科的に治療を行うことを
専門としています。治療によって審美的な形態と食事や会話などの機
能回復に務めています。健康的な生活が維持されることを治療の目的
にしている命と向き合う口腔外科についてお話しします。

教授  
永易 裕樹
（ながやす ひろき）

命と向き合う口腔外科
申込番号

8

紅茶で有名なスリ・ランカという国を知っていますか?この国は紅茶だ
けでなく、宝石もたくさんあり、ココナッツやパイナップルなどの果物も
豊富にとれます。ビーチも素晴らしく、町中には象がゆったりと歩いて
います。そんな素敵なところですが、医療体制はまだまだ不十分です。
特に「噛みタバコ」が原因で口の中にがんができてしまう人がたくさん
います。私たちは現地の人々がこのようながんや他の病気にならない
ように予防活動をしています。講義では大学の研究室で行っている遺
伝子研究から、国際貢献のお話までしたいと思います。皆さんも将来
世界を相手に仕事をしてみませんか?そのためには今、何をしたらいい
か考えてみましょう。

“歯科医師の過剰”とういう話を時々ニュースで見
かけます。歯科医師厚生労働省では、2029年に約
1万4000人の歯科医師が過剰になるという推計が
まとめられました。定年がないことも、歯科医師免
許を持つ人が増える原因となっています。日本の人
口が減っている現状と重ね合わせても、歯科医師
の過剰問題を解決するのは簡単なことではないで
しょう。しかし、「歯の健康を守る」という仕事は、将
来的に見ても決してなくることはありません。歯や

口腔の機能を保つことは、心と身体に大きく影響し
ています。スポーツの世界では、歯が担う役割や重
要性が明らかになってきました。高齢化社会を迎え
た日本では、歯科治療を必要とするお年寄りも増
加する一方でしょう。歯の治療を通じて全身の健康
改善を行うことは必然となり、高齢者に対する訪問
診療などの拡充や、アスリートのパフォーマンスを
引き上げるスポーツ医療の進展など、歯科医療の
役割はこれから大きく広がっていくでしょう。

教授  
千葉 逸朗
（ちば いつお）

世界を相手に医療貢献を
してみませんか?

申込番号
12

見た目の印象は口元が大きな比率を占めます。笑顔が素敵な人に歯が汚
い人はいませんね。どのような場でも第一印象が良いことは有利に働き
ます。日本人は清潔好きで、世界中のどの国の人よりも歯を磨いているそ
うです。しかし、残念なことにむし歯や歯周病の人は少なくありません。
せっかく毎日歯を磨いているのだから、ちょっとだけハミガキの方法を
変えて、さらに歯医者を上手に利用することにより、あなたも「歯医者さ
んにほめられる歯に」なれますよ。

教授  
齊藤 正人
（さいとう まさと）

歯医者さんにほめられる歯に
なりませんか

申込番号
9

みなさん、歯医者さんと聞いたら何を思い浮かべますか?虫歯の治療?
歯の定期健診?それとも歯並びの治療でしょうか?どれも正解です。し
かし、大学ではみなさんの知っている歯医者さんと少し違ったこともし
ています。ご飯を食べている時、みなさんは何回くらい噛んでいます
か?20回?それとも5回?おそらく、ほとんどの人はよくわからないと思
います。このよくわからないくらい無意識に行っている「噛むこと」は、
実にすごい力を持っているのです。例えば、ご飯をすべて液体にした
ラットはどうなるでしょう?固形のご飯を噛んで食べているラットと何
か違いがあるのでしょうか?大学にいる歯科医師は、歯の治療以外に
もいろいろな研究を行うことで、歯科医学の発展はもちろんのこと、病
気からの早期回復や長寿社会への貢献に役立っています。本講座で
は、「噛むこと」の重要性をお話しながら、大学で働く歯科医師の仕事
などを少しだけご紹介したいと思います。

助教  
佐々木 みずほ
（ささき みずほ）

噛むことが広げる
ウェルエイジング

申込番号
13

歯科の領域で多く認められる病気には、虫歯、歯周病、悪い歯並び（不
正咬合）があります。不正咬合を矯正治療して良好な歯並びを獲得す
ることにより、虫歯や歯周病の予防効果に加え、発音の改善や咀嚼（食
物をかみ砕くこと）機能の向上というようなメリットも得られます。ま
た、歯並びが悪いと、それを気にして人前で話したり笑ったりすること
が苦手になってしまうというような、心理的な影響をもたらす場合があ
ります。矯正治療では、歯並びや顔の審美性を改善することにより、心
理面に与える影響も軽減します。本講義では、子供から大人のさまざ
まな矯正治療についてお話します。

教授  
飯嶋 雅弘
（いいじま まさひろ）

歯並びを変えるとこんなに変わる
～矯正歯科治療の実際

申込番号
10

みなさんは歯科医院に定期的に通院していますか?痛いとき、気になっ
たときだけではありませんか?「歯周病」と聞くと、「歯ぐきの病気」、「高
齢者の病気」と思われがちですが、10代といった若い年齢層でもみら
れるお口の病気です。しかも、歯周病があることで、心臓病、糖尿病、骨
粗しょう症、未熟児出産などに影響があることも知られるようになりま
した。10代だからと言って見過ごせない病気です。そんな歯ぐきのトラ
ブルを未然に防いだり、いち早く見つけて全身の健康を見据えて対応
するのが歯科医師の使命です。「全身の健康は健口から」、いっしょに
「健口」について考えてみませんか?

講師  
加藤 幸紀
（かとう さつき）

病は「口」から
～歯科医師が背負う意外な使命～

申込番号
14

今まで歯の治療を行うときには、歯科医師が歯を削って型取りをし、歯
科技工士がすべて手作業でかぶせものや詰めものを作っていました。
ところが、最近デジタル技術を応用してこれまでとはまったく違う新し
い作り方が行われるようになってきました。型取りの代わりに口腔内ス
キャナーと呼ばれる機器で歯の形をデジタルデータとして読み取り、
コンピュータを使って歯の設計や加工を行います。ほかにも3Dプリン
ターを使って、入れ歯やマウスガードなども作ることができます。今、歯
科の現場で起こっている技術変革の最前線についてお話します。

教授  
疋田 一洋
（ひきた かずひろ）

歯科治療の最前線
～ここまでできる歯科治療のデジタル化

申込番号
11
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歯科医師の将来性は
大きく広がっています
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看護師 看護福祉学部
看護学科

学部
学科

活き活きしている人の目は、キラキラと輝いて見えませんか。一方で、やる気を
失ったり、落ち込んだりしている人の目はどうでしょう。認知症の人が目の輝きを
取り戻していくドキュメンタリーや体験学習をもとに、認知症を患いながらも、そ
の人らしく活き活きと暮らしていくためには、いかに環境が大切なのか、それゆえ
にどのように環境を整えていくことが必要なのか、一緒に考えてみませんか。そこ
からプロ(専門職)としての看護について発展させて、お話したいと思います。

教授  
山田 律子
（やまだ りつこ）

病気を抱えながら生きる人の一番近くにいる医療者である看護師は、その人に
寄り添い、生活を支えることが大切となります。一言で、「人に寄り添い、生活を
支える」と言っても、簡単なことではありませんし、周りからは見えにくいものでも
あるようです。そのような看護を実践するために私たち看護師は、どのような力
を持つことが求められているのでしょうか。そして、どのような力が必要なので
しょうか？一緒に考えてみませんか？そうすることで少しでも看護の魅力を感じ
ていただければと思います。

日本は2人に1人が一生のうちに一度はがんになるという時代に突入し、2006
年にがん対策基本法が制定されました。それを受け、各自治体においては医療・
保険・福祉の分野が連携し、がんの予防、がん治療の研究とともに、「がんになっ
ても安心して暮らせる社会」を目指した取り組みがなされてきています。しかし、
一般社会におけるがん＝死のイメージは根強く、がんを経験した人が偏見や気
兼ねを感じる出来事がしばしば起きています。将来、皆さんや身近な人が病気に
なっても自分らしく生き続けられる社会にするために、それぞれが今できること
は何か、共に考えてみましょう。

多死・超高齢社会の到来を目前にして、人々の住み慣れた暮らしの場で、健や
かに生き安らかに生を終えることを地域で支えるケアが強く求められています。
重い病気になっても、住み慣れた「暮らしの場」で生きていくための医療・看護・
介護について学びます。遠い話ではなく、自分のこととして、大切な家族のことと
して若いときから知っておきたい内容です。

認知症の人が目の輝きを取り戻すとき
申込番号
15

がんになっても安心して
暮らせる社会をつくろう

申込番号
23

看護師の新しい可能性:
ナースプラクティショナーについて

申込番号
27

教授  
塚本 容子
（つかもと ようこ）

住み慣れた家で生きることを支える
～在宅ケアの現場から～

申込番号
25

病気や障がいがあっても、もしも人生の終焉が近くに迫っているとしても、最期
まで自分らしく、生ききりたい。その願いを叶えるための、その人の３つのLIFE
（命・生活・人生）を大事にした看護について、皆さんと一緒に考えてみたいと思
います。いくつかの事例を紹介しながら、在宅看護の魅力についてお伝えしたい
と思います。

人に寄り添う看護
申込番号
26

病気になった時、子どもは自分の病気をどのように理解しているのでしょう?入院
したり治療を受ける時、子どもはどんな体験をしているのでしょう?講義では、子
どもの成長・発達の特徴を考えながら、看護師が行う病気の説明方法や医療行
為を受ける子どもが自らの力を発揮できるような看護の工夫についてお話しま
す。看護学生が講義や実習で使用している教材も紹介します。准教授  

木浪 智佳子
（きなみ ちかこ）

病気の子どもを看護すること
申込番号
16

看護師は、専門職(プロフェッショナル)として人の命を預かるという責任がある
と同時に、対象者の人生にかかわり生活を支えるという醍醐味のある仕事です。
専門職として生涯自己研鑽し続け、人として成長し続けることができる、とてもや
りがいのある仕事であると言えます。20年間の臨床での実際の経験を織り交ぜ
ながら、看護師という仕事の魅力についてお伝えしたいと思います。また、医療の
高度化・多様化に伴い、看護師の活躍の場が広がってきている現状についても
ご紹介します。その上で、「働く」ことについて一緒に考えてみたいと思います。

講師  
福井 純子
（ふくい すみこ）

看護師という仕事を通して
「働く」ことを考える

申込番号
22

妊娠・出産と新生児の生理について一部ですがお話し、大学の講義を体験して
いただきます。また、母子保健統計で日本と諸外国を比較し、日本の子育てにつ
いても考えてみましょう。乳児が健康に育つためには、親となる皆さんの健康が
大事です。講義を通じて皆さんご自身の健康、そして命について関心を向けてい
ただければと思います。講師  

遠藤 紀美恵
（えんどう きみえ）

こんにちは赤ちゃん
申込番号
21

テレビでは、救急車で運ばれてきた意識のない患者さんを医師と看護師が協力して、
テキパキ診察・治療し患者さんの命を救う場面がよくあります。多くの人が想像する、
救急医療の場面だと思います。患者さんの命が救われてHappyな場面ですが、意識
のない患者さんがどのように考えているか想像したことがありますか。患者さんは、
「ものすごく痛いのに訴えることができない」、「寒いのに伝えることができない」状況
に置かれているかもしれません。苦痛を抱えながらも声を出せない患者さんの訴えに
耳を傾けることが救急看護やICU看護では重要であると思います。この苦痛を読み

取る観察の視点についてみなさんと一緒に考えていきたいと思います。また、15年間にわたり救急看護
やICU看護を実践してきた経験から、救急看護の魅力について少しでもお伝えできたらと思います。

講師  
神田 直樹
（かんだ なおき）

テレビとは違う?救急看護の世界
申込番号
17

保健師は、地域で暮らす人 の々健康を支える仕事であり、患者さんではない人々
にも支援をする看護の一分野です。健康を守る大切さについて意識を高め、健
康を守るための知識や技術を多くの人 に々知ってもらうこと、健康を守る環境を
作ることが保健師の主な仕事です。そして,その基本はまずは自分の健康を守る
ことです。食事、運動、休養などの健康を守るための知識や方法を理解し、1つで
も自分の生活に取り込むコツを身につけましょう。

教授  
工藤 禎子
（くどう よしこ）

自分の健康を守り、人々の健康を守る
申込番号
18

現代はうつ病にかかる人が増え、TV、雑誌でもこころの病の知識をよく目にします。
しかし知識は広がってもこころの病が減らないのはなぜでしょう。人はなぜこころの
病にかかるのでしょう。進路や友人問題で悩み多き思春期は、人間として成長する
時期であると共に危機にも直面しやすい時期です。精神看護ではこころの病のケア
方法と、自分自身をケアする方法も学びます。今回は成長期の皆さんが自分のこころ
と上手につきあい、悩みを成長の種に変える方法を一緒に考えてみたいと思います。

准教授  
八木 こずえ
（やぎ こずえ）

こころのケアって何だろう?
申込番号
19

ナースのお仕事は何?と問われたとき、みなさんは何を思い浮かべるでしょう。おそら
く、なじみ深いのは、注射をしたり、血圧を測ったり、時にはベッドサイドに座って患者
さんやご家族の話を聴くというナースの姿ではないかと思います。ところで、このよう
なナースの役割には、看護を実践するための「わざ」が潜んでいることをご存じでし
たか?この「わざ」は、看護技術と言われ、実践される看護の質を決める重要な要素
になります。技術というからには、そこには何かを作り出す、つまり何らかの生産性が
あるはずですが、看護技術はいったい何を作り出すのでしょうか。例えば、血圧測定
をナースが行う場合と医師が行う場合とでは、作り出されるものに違いがあるので
しょうか。看護技術によって作り出されるもの、そのために必要になるものをお話し
ながら、みなさんと一緒に今一度ナースのお仕事について考えてみたいと思います。

准教授  
明野 伸次
（あけの しんじ）

命・生活・人生に寄り添う
在宅看護の魅力

申込番号
24

ナースのお仕事に「わざ」あり
申込番号
20

講師  
熊谷 歌織
（くまがい｠かおり）

講師  
川添 恵理子
（かわぞえ えりこ）

教授  
竹生 礼子
（たけう れいこ）

講師  
唐津 ふさ
（からつ ふさ）
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お問い合わせ・お申し込みは 入試広報課 0133(22)2113 0605

社会福祉士
精神保健福祉士
介護福祉士 看護福祉学部

臨床福祉学科
学部
学科

思春期の精神保健（メンタルヘルス）
～精神保健福祉士の役割～

申込番号
41

准教授  佐藤 園美（さとう そのみ）

対人援助は何かをアドバイスする仕事だと思っていませんか？それは一方通行の援助で
す。この講義では聞き、話し、理解することの大切さに気付けるようなグループでの演習を
行います。そして、その演習を通して、自分の中で大切にしているもの、他の人が大切にし
ているものへの気づきから、対人援助とは何かを学びます。

私とあなた、どちらが大切?
申込番号
34

児童虐待のニュースの多くが「児童相談所に保護されました」で終わっています．
虐待被害にあった子どもにとって、児童相談所への保護は解決ではなく、始まりで
す。虐待の被害にあった子どもがその後どのような生活をしているのか、どのような
困難を抱えて生きているのか、加害者とされる大人が抱えている困難とは何か。
「親子を分離して解決」ではなく、子どもが安心して生活できるよう、地域に求めら
れることについてお話しします。

児童虐待のその後
申込番号
35

近年、障がいがある人のスポーツ、特に「パラスポーツ」と呼ばれるスポーツを目にする機会
が増えてきました。障がいがある人にとって、スポーツの役割とはなんでしょうか。からだを動
かして体力をつける、といった身体的健康のイメージがあるかもしれません。もちろん、スポー
ツは健康増進に重要です。しかし、それだけではなく、「生活」を充実させていく大きな役割も
持っています。福祉の立場から障がいがある人のスポーツについて、本人はもちろん周囲の
人、そして社会に対する役割を考えてみませんか。パラスポーツの理解も深めていきましょう。

パラスポーツの役割
～障がい福祉の立場から～

申込番号
36

福祉や介護は、入浴や食事、排泄などをお手伝いするだけでなく、「環境」をつく
ることも大切な役割の一つです。環境づくりとは、人間関係などの①人的環境、
居住空間などの②物的環境、制度や地域などの③社会環境といった、幅広い事
柄に取り組むことです。「認知症の人だったら」「自分だったら」どのような環境が
良いか、一緒に考えてみませんか。

環境から考える介護・福祉
～もし、私が認知症・高齢者だったら～

申込番号
37

みなさんのおじいさんやおばあさんは、元気に生活していますか？人は個人差がありま
すが、70歳ぐらいになると「からだ」や「こころ」そして「人間関係」に大きな変化が現わ
れます。「からだ」の変化が大きくなると、人の手を借りなければ、生活できなくなること
があります（要介護状態）。「こころ」の変化は、うつ病や認知症になることもあります。い
つまでも元気に過ごすためには、お年寄りに起こりやすい「からだ」の変化を正しく理
解して、まわりのみなさんが優しく手を差し伸べることが大切です。本講義では、からだ
の老化を正しく理解するために、「高齢者疑似体験」によりお年寄りの苦労を理解しま
す。お年寄りと関わるお仕事を目指す人には、貴重な体験になると思います。

「からだの老化体験」から
高齢者の生活を理解しよう

申込番号
38

私はソーシャルワーカーです。皆さんはソーシャルワーカーが何をする人かご存じですか。実
は、皆さんの身近なところにもソーシャルワーカーがいるかもしれません。体調が悪くなって
訪れた医療機関に、祖父の介護について相談にいった地域包括支援センターに、もしかする
とあなたが地域でボランティアをしようと考えたとき、ボランティアセンターにいたかもしれま
せん。ソーシャルワーカーは実にさまざまなところで活躍しているのです。私自身は地域の医
師会や大学で仕事をしてきました。これまでソーシャルワーカーとして出会ったこと・経験して
きたことをお話しし、ソーシャルワーカーのおもしろさを感じてもらえたらと考えています。

ソーシャルワーカーって
おもしろい

申込番号
39

障がいのある方の中には、自分で呼吸や食事をすることが出来ない方がいます。
その方 に々対して、痰を吸引したり栄養を摂れるようにする「医療的ケア」が必要
となります。高齢社会となり、高齢の方に対しても医療的ケアの必要性が高まり、
2015年から介護福祉士等の実施が認められるようになりました。本講義では、
「医療的ケア」について知り、ケアの必要性や対象となる方々への接し方等を一
緒に考えてみたいと思います。シミュレーターを使用した体験も行う予定です。

障がい者や高齢者の
“生きる”を支える「医療的ケア」

申込番号
40

「当事者研究」という活動が注目されています。この活動は、自分の経験や生活上の課題
を素材に、そこから研究課題を見出し、自らが“自分の研究者”になってそれを観察、考察
し、その成果を暮らしに役立てようとするものです。たとえば、不登校を経験した生徒が、
自らそのメカニズムを研究し、解消策を考え、みんなの前で発表したりします。この発想
の中には、自分や仲間の経験の中に、今の困難を解消する知恵が眠っているという捉え
方があります。「生きる力」と「ストレス耐性」の低下が危惧されている現在、「自分の専門
家になる」という発想は、生きようとする力を高め、場を活性化する効果があります。

教授  
向谷地 生良
（むかいやち いくよし）

「自分」を研究してみよう!
申込番号
28

虐待や孤老、母子、刑余者問題等、社会福祉がこれまでも対象としてきたさまざ
まな問題が社会に内在しています。近年は、「貧困」の問題もまた同様に、社会の
問題として再度われわれの社会に顕在化し、見えない貧困状態が少しずつ可視
化されるようになっています。本講義では、子どものおかれている不利や不平等
の現状から高齢者の貧困の現状までを社会福祉の視点で考え、現状打開に向
けての方策を一緒に考えてみましょう。

教授  
大友 芳恵
（おおとも よしえ ）

助教  
近藤 尚也
（こんどう なおや）

講師  
松本 望
（まつもと のぞみ）

講師  
池森 康裕
（いけもり やすひろ）

講師  
中田 雅美
（なかた まさみ）

講師  
下山 美由紀
（しもやま みゆき）

助教  
片山 寛信
（かたやま ひろのぶ）

助教  
志水 朱
（しみず あけみ）

准教授  
巻 康弘
（まき やすひろ）

「貧困」の再発見
～子どもの貧困から高齢者の貧困まで～

申込番号
29

Quality of lifeが医療において重要視されています。生命・生活・人生の意味
を持つLIFE。「人生」には、時に生命よりも重要な「何か」があることがありま
す。ソーシャルワーカーは、この価値ある「何か」を重視してチームづくりを行い
ます。チーム医療の形成プロセスと「LIFEを支える」ことについて、体験的に考
えてみませんか。

チーム医療の形成プロセス
～LIFEを支える～

申込番号
30

研究は、地域福祉に関わる人や組織のコミュニケーション促進技法を考えなが
ら、住民主導型の地域福祉システムやまちづくりに取り組んでいます。「このまち
に住んで良かった」と思えるまちはどんなものか、どうしたらそうなるか、一緒に考
えてみませんか。教育は、コミュニケーション学関連科目を担当し、独自に開発し
たロールプレイによる対人コミュニケーション訓練を、医療・福祉職を目指す人
のために行っています。受験や生活の相談・面接にも役立つ体験ができます。

コミュニケーション力で
地域福祉のシステムづくり

申込番号
31

アングル作『スフィンクスの謎を解くオイディプス』は、ルーブル美術館の隠れた名
画の一つです。このスフィンクスの謎 と々は、“朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足。
これは何か”というものでした。その答えは、“人間”です。科学の世界では、いわゆ
る「乳幼児期」「青年期」「壮年期」「老年期」のように人生の断面として捉えること
が一般的ですが、スフィンクスの謎 は々人生を連続性の視点から捉えようとする
試みです。さて、福祉国家の理念である“揺りかごから墓場まで”は、人生の連続性
を象徴するものです。その根幹を支える制度が、年金・医療・福祉によって構成さ
れる社会保障です。持続可能な制度のあり方について、ともに考えてみませんか。

教授  
志水 幸
（しみず こう）

スフィンクスの謎を解く
～安心な暮らしと社会保障制度～

申込番号
32

大学では、おもに教職課程の授業を担当しています。「教育学」と「教育福祉」が専門分
野です。次の内容の授業ができますので、是非、活用してください。
○点字、スロープなどのバリアフリー、福祉はなぜ社会に必要なのかを、実際にさまざ
まな道具等を使いながら「（バリア」と「フリー」の体験）、わかりやすく学べます。
○「福」「祉」の意味を、福祉という仕事の内容、大学で学ぶ福祉の内容を踏まえまが
ら、わかりやすく学べます。
○特別支援学校・高校の教員の仕事内容や魅力を、免許の取得方法を含めて、わかり
やすく学べます。「福祉」について、広く考えます。福祉を学んだ人は、様 な々仕事に就い
ています。福祉施設のみではなく、教員、法務教官、法律事務所、病院、住宅メーカーな
どにも。その福祉を学ぶ、仕事の魅力をみなさんにお伝えしたいと思います。

教授  
白石 淳
（しらいし じゅん）

「福祉」を学ぶことの意義
申込番号
33

准教授  
長谷川 聡
（はせがわ さとし）
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公認心理師
認定心理士 学部

学科
心理科学部
臨床心理学科

社会と心
申込番号
52

映画を見る。試験勉強をする。友達の話を聞いて一緒に笑う。怖い話を聞い
て夜眠れなくなる。私たちの日常を構成するこれらの行動には、脳の働きが
欠かせません。本講義では、残像や錯視などの不思議な心理現象を体験して
もらいながら、物を視ること（視覚）を実現している脳の働きについて説明し
ます。また、「心理学」の基本的な考え方についても学んでいただきたいので、
「血液型占い」・「心理占い」と「心理学」がどのように異なるかについても説明
します。

教授  
安部 博史
（あべ ひろし）

助教  
関口 真有
（せきぐち まゆ）

助教  
西牧 可織
（にしまき かおり）

助教  
河村 麻果
（かわむら あさか）

助教  
福田 実奈
（ふくだ みな）

講師  
西郷 達雄
（さいごう たつお）

脳から始めるこころの理解
～その時、脳では何が起きているのか～

申込番号
42

「こころ」の状態がどうなっているのか直接、目で見たり、触って確かめたりは
できません。では、どうしたら、「こころ」の状態を知ることができるでしょう。
皆さんもこのような体験をなさったことはあまりませんか。教室の前に出て
発表するとき、胸がドキドキしたり、手に汗をかいたり、声が上ずったりしませ
んか。友だちから嫌な言葉を言われたとき、頭が熱くなったり、身体に力が
入ったりしませんか。このとき私たちは緊張していると感じたり、不安になっ
たり、怒りを抱いたりします。心理学のある領域（生理心理学）では、からだの
変化を観察（測る）ことで「こころ」の状態を推し量る研究を行っています。講
義では、実際にからだの状態を観察しながら「こころ」の状態を測定する研究
の一部を紹介します。

准教授  
百々 尚美
（どど なおみ）

からだと「こころ」の関係
申込番号
43

“痛み”は、生活場面でよく経験するありふれた感覚です。しかし、痛みに強い
人、弱い人と表現されるように、痛みの感じ方は人それぞれです。泣いている子
どもに「痛いの、痛いの、飛んでいけ」というと泣き止む、夢中になると痛みを感
じなくなる、あるいは痛む箇所を気にすると痛みが増す、という経験のある方
は少なくないと思います。どうしてこのようなことが起こるのでしょうか?痛み
は、単にからだの反応と思われがちですが、実は、心理学と密接に関係してお
り、痛みを強く感じさせる要素や長引かせる要素がわかっています。講義では、
痛みの心理学的なメカニズムや痛みを上手にコントロールする方法を説明し
ます。また、主な痛みの病気を紹介し、その病気に対する臨床心理学的な援助
方法もお伝えします。

准教授   
本谷 亮
（もとや りょう）

“痛み”と心理学 
～意外なメカニズムから援助方法まで～

申込番号
44

「あなたはおっちょこちょいですか?」という質問に、あなたはどう答えます
か?実はある意味では「はい」も「いいえ」も不正解なのです。なぜなら、「おっ
ちょこちょい」というのは「辛さ」と同じように度合いで考えるからです。つま
り誰もが「おっちょこちょい」で、その度合いが人によって違う、あるいは状況
や状態によってそうなってしまうということです。この講座では、誰にでもある
「おっちょこちょい」について心理学的に考え、その対策を学んでいきます。さ
らにメンタルヘルスの改善や悪化との関連についても紹介していきます。きっ
と皆さんの学生生活にも役立つはずです。

准教授  
金澤 潤一郎
（かなざわ じゅんいちろう）

「おっちょこちょい」の心理学
申込番号
45

高校生は、思春期のまっただなかにいます。新しいことに出会い、「練習」を重
ねながら、その人らしさを形成していきます。自分も、そして相手をも大切にし
ながら、「自分らしい」人間関係を築いていくことも、新しいことの一つかもし
れません。人間関係とは、自然にできあがるものではなく、コミュニケーショ
ンを通じて、お互いに築き上げるもの、深めていくものです。困った時に、サ
ポートし合えるような関係はステキです。そういうステキな人間関係をどのよ
うに築いていくか、そのヒントを、カウンセリングの考え方を交えながら、お伝
えしたいと思います。「練習」の体験も含めた、体験型・参加型の講義をお届け
したいと思います。

准教授  
河合 祐子
（かわい ひろこ）

ステキな人間関係の築き方
～カウンセリングの魅力?～

申込番号
46

インターネット技術の進展によって日 あ々らゆる情報が大量にやりとりされています。
豊かな生活を持続可能なものにするためにいかに情報を有効活用するか、そのため
に最近注目されているのがデータを分析し、新たな価値を産みだす「データサイエン
ス」という研究分野です。例えば、「年齢や性別でおすすめ商品を分けて広告したら
売り上げが伸びた」というのもデータサイエンスから生まれた価値です。「データ分
析」と聴くと大きなコンピュータを使って高度なプログラミングをして思われがちで
すが、最新のクラウド技術によってインターネット上で誰でも手軽にデータを分析
し、多様な知見から新たな価値を産みだすことができるようになりました。基本的な
活用方法をご紹介するとともにデータサイエンスを学ぶに欠かせない考え方を、ロ
ボットを使って楽しみながら身に着ける方法も合わせてご紹介します。

データサイエンスとは
申込番号
47

ストレスを軽減する要因の一つに、ソーシャルサポートが挙げられます。対人関係は
ストレスにもなりますが、より良い人間関係が築ければ精神的健康の維持にもつな
がります。コミュニケーションがうまくとれると、人とのつながりができ、様 な々考えや
感じ方を知るチャンスにもなります。より良いコミュニケーションのヒントとして、ア
サーショントレーニングというのがあります。アサーションと聞くと、お互いにはっきり
表現することだと思うかもしれませんが、そうではありません。講義では、相手のこと
を理解するにはどうしたらいいのか、自分を表現するにはどうしたらいいのか、日常
生活にも活かせるコミュニケーションのヒントをお伝えします。

自分も相手も大切にできる
コミュニケーションのヒント

申込番号
48

「聞き上手」とはよく耳にする言葉であり，「聞き上手」な人は，人から好かれたり，何
かと得をしたりするイメージがあるのではないかと思います。カウンセラーにとって
クライエントさんのお話を「聞く」ということはとても大事なカウンセリングのスキル
の１つです。講義では，カウンセラーが目指す聞き上手になるための４つの具体的
な方法をご紹介します。そして，実際にグループでロールプレイを行い，「聞き上手」
のためのコツを身に付けて頂こうと思います。そうすれば，周囲の人ともうまくコ
ミュニケーションを取ることができ、誰かの相談に乗るときにも役に立つはずです。

聞き上手になるコツ
申込番号
49

やる気が出ない自分を変えたい、みんなで協力し合うにはどうしたらいい？
やめたいけどやめられない……こんな心にまつわるお悩みを誰しも抱えたこ
とがあるのではないでしょうか。でも実は、このようなお悩みは「こころ」の存
在を仮定しない方が上手く解決できるかもしれません。このような立場をと
る人は心理学の中でもとても珍しいのですが、「行動分析学」という学問では
このような観点から、行動の問題に取り組んでおり、発達障害のあるお子さ
んへの療育においても応用行動分析学として一定の成果を上げています。普
通の心理学とは一味違う行動分析学を一緒に学んでみませんか？

心なんてない？！
～行動分析学を始めよう～

申込番号
50
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中学生から大学生の頃に発症しやすい過敏性腸症候群（IBS）というお腹の病
気をご存知でしょうか？実は、日本人のおよそ約15％程度の人がIBSの症状を
有していることが分かっています。IBSとは、身体のあらゆる器官に物質的・物理
的に障害や病変がないにも関わらず、①～③のお腹の症状が出現します。①お
腹の痛みや不快感があること、②排便によってトイレに行く回数が変化すること
（増えたり・減ったり）、③便の形状が変化すること（柔らかくなる・硬くなる）です。
また、IBSはストレスや心理的な変化（不安やうつうつした気持ち）によってもお
腹の症状が悪化するといわれており、腸（身体）と脳（心）がお互いに影響を及ぼ
しているといわれています。この講義では、IBS症状の悪化のメカニズムを紹介
し、実際に不安や腹痛などの症状をコントロールする方法を紹介いたします。

講師  
真島 理恵
（ましま りえ）

人は社会の中で生きる生物です。社会心理学は、社会的生物である人間対象
に、個人の心や行動はどのように働くか、個人が集まって作りあげる集団や社会
でどのようにして何が生じるか、そして個人の心や行動と集団・社会がどのよう
に影響し合っているのかを解き明かすことを目指す学問です。社会心理学では、
社会的要因が人の心や行動にどのように影響を与えるか（例：他人がそばにい
ると仕事の効率がどう変わるのか？）や、さまざまな社会現象がどのようにして生
み出されるのか（例：なぜ買い占めが起こるのか？）を明らかにすることを目指し
た数多くの研究が行われています。本講義ではユニークな社会心理学の研究知
見のいくつかを紹介したいと思います。

ストレスと腹痛の関係
申込番号
51
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お問い合わせ・お申し込みは 入試広報課 0133(22)2113 0807

～ヒト・人の生活・地域を支える...
それが理学療法士の仕事～

理学療法士 学部
学科

リハビリテーション科学部
理学療法学科

皆さん、リハビリテーションと聞いて何を想像します
か?訓練とか運動を思い浮かべるのではないでしょう
か。しかし、リハビリテーションとは、もっと大きな概念
です。簡単に言うと「再び、その人らしく生活していくた
めの取り組みの全て」ということになります。次に、理学
療法士と聞いてどんなイメージを待ちますか?病院で、
ケガをした人や病気になった方 の々筋力や体力といっ
た運動機能や、立ったり歩いたりといった日常生活で
の運動能力を高める仕事を思い浮かべがちですが、
仕事の範囲は様 で々す。病院での勤務をする人以外に

も、筋力や柔軟性を高めるためのメカニズムや脳の機
能を研究する人、企業やプロスポーツ選手と契約して
アスリートの支援をする人、高齢者や障がいをお持ち
の人々のための施設に勤務する人、訪問リハビリを行
う人、市町村の役所に勤務する人...。時代の変化とと
もに、理学療法士の活躍の場はどんどん変化し拡がっ
てきています。対象となる方も、子供から大人、そして高
齢者に至るまで様 で々す。本講義では、理学療法士の
仕事や実際の現場でのお話を皆さんにお伝えしたい
と思います。

教授  
泉 唯史
（いずみ ただふみ）

弱った心臓にもリハビリが必要です
～心臓病とリハビリテーション
そして理学療法士の役割～

申込番号
53

助教  
岩部 達也
（いわべ たつや）

神経の病気と理学療法 
～治らない病気に対する理学療法士の関わり～

申込番号
59

教授  
鈴木 英樹
（すずき ひでき）

医療以外での理学療法士の取り組み
～保健・福祉・行政・そしてまちづくり～

申込番号
54

ひと工夫で動きを楽に
～運動分析から活動拡大へ～

申込番号
60

教授  
小島 悟
（こじま さとる）

動きを診る
～理学療法士の頭の中を覗いてみよう～

申込番号
55

講師  
澤田 篤史
（さわだ あつし）

健康なカラダづくりのメカニズム
～運動と栄養の関係～

申込番号
56

内部障害に対する
リハビリテーションと予防の視点

申込番号
62

助教  
山根 裕司
（やまね ゆうじ）

スポーツ選手に対する
理学療法士の役割とは?

申込番号
57

助教  
佐藤 一成
（さとう かずなり）

脳卒中後遺症と理学療法士の関わり
～チーム医療で自立した生活へ～

申込番号
58

理学療法学科では、上記の内容を基本として、以下の教員が講義します。各教員のタイトルは、基本内容にプラスしてお話しする、その教員独自の内容となります。

札幌リハビリテーション専門学校卒業。医療法人札幌第一病院リ
ハビリテーション科、Curtin university留学、イムス札幌内科リ
ハビリテーション病院リハビリテーション科、名古屋大学大学院
医学系研究科リハビリテーション療法学専攻修士修了を経て、15
年より本学就任。20年北海道大学大学院医学研究科腎泌尿器
外科学分野博士課程修了。

ウィメンズヘルス・
メンズヘルスと理学療法

申込番号
61
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群馬大学医療技術短期大学部理学療法学科卒業。群馬大学大
学院保健学研究科博士前期課程修了。保健学修士。公立藤岡
総合病院等群馬県内病院勤務。群馬医療福祉大学理学療法専
攻講師を経て、19年より本学就任。呼吸療法認定士。腎臓リハ
ビリテーション指導士。サルコペニア・フレイル指導士。

札幌医科大学保健医療学部理学療法学科卒業。札幌医科大学
大学院保健医療学研究科博士課程前期修了。医療法人仁陽会
西岡第一病院を経て、15年本学就任。理学療法士、(公財)日本体
育協会公認アスレティックトレーナー。理学療法学修士。

北海道大学理学部卒業。国立療養所東京病院附属リハビリテー
ション学院理学療法学科卒業。姫路獨協大学医療保健学部理学
療法学科教授および学科長を経て、本学就任。13年よりリハビリ
テーション科学部長、リハビリテーション科学研究科長就任。理
学士。

北海道千歳リハビリテーション学院理学療法学科卒業。本学
大学院リハビリテーション科学研究科博士前期課程修了。医
療法人新さっぽろ脳神経外科病院を経て、17年本学就任。理
学療法士、認定理学療法士(脳卒中)、理学療法学修士。

新潟医療福祉大学医療技術学部理学療法学科卒業。青森県
立保健大学大学院健康科学研究科博士後期課程修了。亀田
総合病院理学療法士、札幌医学技術福祉歯科専門学校副主
任等を経て、18年より本学就任。健康科学博士。

教授  
武田 涼子
（たけだ りょうこ）

助教  
大内 みふか
（おおうち みふか）

助教  
多田 菊代
（ただ きくよ ）

東北文化学園大学医療福祉学部リハビリテーション学科理
学療法学専攻助手、同講師、同准教授を経て、15年よりリハ
ビリテーション科学部教授。

弘前大学医療技術短期大学部理学療法学科、佛教大学社会学
部社会福祉学科卒業。弘前大学大 学院保健学研究科博士後期
課程修了。北海道大学医学部附属病院理学療法部文部技官、札
幌市保健福祉局技術 職員、北のくらしと地域ケア研究所代表等
を経て、本学就任。13年よりリハビリテーション科学部教授。保健
学博士。

札幌医科大学衛生短期大学部、北海学園大学経済学部卒業。北
海道教育大学大学院教育学研究科 修士課程修了。札幌医科大
学医学部附属病院理学療法士、同大学保健医療学部講師、カナ
ダ・アルバータ大学リハビリテーション医学部訪問研究員等を
経て、本学就任。13年よりリハビリテーション科学部教授。医学
博士。

札幌医科大学保険医療学部理学療法学科卒業。早稲田大学ス
ポーツ科学研究科運動栄養学専攻修士課程修了。北海道済生
会小樽病院勤務を経て、15年よりリハビリテーション科学部講
師。理学療法士、NST(栄養サポートチーム)専門療法士、スポー
ツ科学修士。
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作業療法士
音楽療法士

学部
学科

リハビリテーション科学部
作業療法学科

作業療法は、ひとの作業を知りその作業を通してひとが健康であり続けるこ
と、疾病や障がいを克服しそれまで生きてきたまちに復帰することをお手伝
いします。ひとが健康であり続けるためには、学びがい・働きがいのあるまち
である必要がありますし、つくられた物をたいせつに使い気候に負担をかけ
ないことも大事です。里山や農での作業を通して、健康に住む環境であるの
かを考えます。

作業を通して里山と農を知ろう
申込番号
71

生活不活発病とは「動かない」状態が続くことにより、心と体の機能が低下し
て「動けなくなる」ことを言います。特に高齢者や持病のある方は「生活不活
発病」を起こしやすいと言われています。身近な生活の中で「生活不活発病」
を予防できる方法は運動や栄養のコントロールなど様々ですが、作業活動と
いう新たな視点から、日々の作業バランスを考えてみませんか。そこには今ま
で気づかなかった新たな発見があるかもしれません。

生活不活発病を予防するために
申込番号
72

少子化や高齢化社会の進展及び、医学の発展に伴う疾病構造の変化に伴
い、リハビリテーション医療への関心や期待は増々大きくなることが予測さ
れています。リハビリテーション医療の専門職である作業療法士は、生命誕
生から死に至るまでのさまざまな人生のステージにおいて、対象者に関わっ
ています。すなわち、障がいを有する方やそれが予測される方に対して、さま
ざまな作業（特に、対象者が意味や価値を持っている仕事・遊び・日常生活活
動等が優先される）遂行を通して、1個人の有する生産・肯定的な側面（やる
気や楽しさ）を引き出すこと、2内面の力（意思）に働きかけながら、生き生き
とした“その人らしい”人生を送るための具体的な能力を向上させること、3
失われた能力等に対する代償的な環境調整を担います。いわば、対象者の
「生活を（再）構築するエキスパート」です。本講義では、作業療法士への具体
的な職業イメージが把握できるような実例（介護老人保健施設）を基にして、
解説したいと思います。

教授  
鎌田 樹寛
（かまだ たつひろ）

リハビリテーション専門職 
～作業療法士の役割ってなに?～

申込番号
63

病気になって体や心が思うように動かなくなると、活動の楽しみが激減しま
す。そのような人々が、再び活動を楽しむにはどうしたらよいのでしょうか。そ
の前に、そもそも活動の楽しさとは何なのでしょうか。本講義では、最近明ら
かになった活動の楽しさや、楽しさの効果について、実例を通してみなさんと
一緒に考えていきたいと思います。教授  

本家 寿洋
（ほんけ としひろ）

楽しさは人を健康にする
～楽しさとは？楽しさの効果とは？～

申込番号
64

はじめに、一人一人にとって興味があること、してみたいことを振り返ります。
次に、興味があることやしてみたいことが上手く行えているか、行えていない
のか考えてみます。最後に、興味があることやしてみたいことの大切さを具体
化することで、日常生活を丁寧に過ごすことを再認識する機会としたいと考
えています。講師  

浅野 葉子
（あさの ようこ）

ひとは作業することで元気になれる
申込番号
65

作業療法士はさまざまな疾患や障害を抱えている方が、安心して生活できる
ように病院や施設以外でも働いています。それはどのような仕事なのでしょ
うか？この講義では、「訪問リハビリテーション」という仕事について紹介しな
がら、生活を支援する作業療法士の仕事についてお伝えします。また、障害者
の方が地域で生活する際に抱える困り事にも触れ、誰もが住みやすい社会と
は何かについても考えていきたいと思います。

講師  
朝日 まどか
（あさひ まどか）

誰もが安心して生活するために、
作業療法士はどのような
支援をしているの？

申込番号
66

近頃「音楽療法」という言葉をよく耳にしますが、一体「音楽療法」ってどんな
ものでしょうか?定義するのが難しく、それでいて魅力的な響きのある「音楽
療法」の探検の旅をしましょう。

教授  
近藤 里美
（こんどう さとみ）

音楽療法ってどんなものでしょうか?
申込番号
67

みなさんは小さい頃、どのような“遊び”をしましたか?また“、遊び”と聞いて
どのようなことをイメージしますか?“遊び”と聞くと“楽しいこと”をイメージ
するのではないでしょうか?子どもたちを対象とした作業療法では“、遊び”の
要素がとても大切です。子どもたちが楽しめる活動を作業療法に取り入れる
にあたり、ただ楽しければ良いのではなく、子どもたちの苦手な要素をちょっ
と入れたり、子どもたちが達成感を得られるように活動の難易度を調整した
りと様々な工夫が必要です。では“、遊び”から得られることはどのようなこと
でしょうか?本講義では、実際に作業療法で用いた“遊び（活動）”を紹介しな
がら“、遊び”について考えてみたいと思います。

講師  
木村 恵
（きむら めぐみ）

遊びの中には、発達を促す要素がいっぱい!?
～活動としての“遊び”を分析してみよう～

申込番号
68

皆さんは“精神障害”という言葉を聞いたことがありますか。比較的若い年代
で発症する病気なのですが、あまり多くを知られていないようです。今までの
精神障害は、身体障害や知的障害と比べると助成の対象外であるなど、同じ
“障害”でも扱いが異なっていました。ですが近年、他の障害と同じように様々
な福祉施策の対象となってきています。精神障害を通して不平等や働くこと
について学んでみませんか。

准教授  
浅野 雅子
（あさの まさこ）

精神障害のリハビリテーション
申込番号
69

日本における10代から30代の若者の死因第1位が「自殺」であることをご存
知ですか？国際的には、15～34歳の死因第1位が自殺となっている国は、G7
の中で日本だけです。自殺の原因には、学校問題、勤務問題、家庭問題など
様々ありますが、自殺者の多くは何らかの精神疾患を抱えていることがわ
かっています。つまり、精神疾患の発症予防が自殺予防にもつながります。こ
の深刻な問題を皆さんと一緒に考えることができれば幸いです。

講師  
児玉 壮志
（こだま そうし）

教授  
岩瀬 義昭
（いわせ よしあき）

准教授  
坂上 哲可
（さかうえ てつよし）

助教  
桜庭 聡
（さくらば さとし）

若者の自殺を予防するために
申込番号
70
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ヒトの脳では色々な情報を処理しているのは、ご存じの通りかと思います。視
覚情報もそのうちの一つですが、ひとくちに視覚情報といっても様々な情報
があり、脳での情報の使われ方も様々です。臨床の作業療法場面でお会いす
る患者さんの中にも、モノの見え方の障害（単純に「見えない」とは少し違い
ます）をお持ちの方もおり、日常生活が困難になっているケースもあります。
急性期から回復期にかけての臨床経験を踏まえ、作業療法と脳での情報処
理、そして日常生活との関連についてお話しさせて頂きます。

モノの見え方と作業療法
申込番号
73 ,,34
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お問い合わせ・お申し込みは 入試広報課 0133(22)2113 1009

言語聴覚士 学部
学科

リハビリテーション科学部
言語聴覚療法学科

もし、自分が、家族が、友人が、「ことばが話せなくなったら」ということを想
像したことはありますか？　脳卒中や交通事故などで脳にダメージを受ける
と、様々な後遺症が出現します。そのひとつが、ことばが話せなくなる「失語
症」と呼ばれる障害です。この講義では、ことばと脳の仕組み、言語聴覚士の
担当する失語症のリハビリテーションについて紹介したいと思います。

ことばの仕組みと失語症
申込番号
81

言語聴覚士は、「話す、聞く、表現する、食べる」障害に対するリハビリテー
ションを行う専門職です。これら障害の原因、さらに、障害をもつ方々の年
代は子どもから高齢者まで様々です。そのため、活躍の場は、病院以外に保
健施設、福祉施設や教育機関など多種多様です。また、超高齢化や医療の
高度化といった社会背景をもとに、言語聴覚士のニーズはますます高まっ
ています。
本講義では、仕事内容や実際の現場など、言語聴覚士について詳しくお話
します。

言語聴覚士ってなに?
申込番号
74

言語聴覚士という名前から、「ことば」や「きこえ」の障害を診断・治療するイ
メージを持ちやすいのですが、実際には言語聴覚士の仕事はより幅広く、人
間の生活を支えている記憶力や注意力などの大脳機能の検査や訓練も行い
ます。記憶力や注意力をどのような方法で調べるのかを、実際に検査を体験
しながら大脳の機能にかかわる言語聴覚士の仕事を紹介したいと思います。教授  

田村 至
（たむら いたる）

「物忘れ」も
言語聴覚士の仕事のひとつ

申込番号
79

アフリカの草原に住むマサイ族の中には驚異的な視力（なんと10.0以上）を
持つ人がいます。視界に遮るものが少なく、遠くを見ていることが視力の良い
理由のひとつかもしれません。では、音を聴く力である聴力はどうでしょう
か?彼らの住まいだと、夜中に猛獣が襲ってくるかもしれず、物音にはとても
敏感になっているのでは?と考えられます。この講義では、マサイ族の耳の聞
こえの能力を紹介しつつ、人が音を聞く仕組みや言語聴覚士の仕事のひとつ
である聴力検査方法について紹介したいと思います。

講師  
前田 秀彦
（まえだ ひでひこ）

講師  
黒崎 芳子
（くろさき よしこ）

聞こえの仕組みと聴力検査
申込番号
80

お年寄りと一緒に暮らしている人は、「嚥下障害」という言葉をよく耳にされ
ると思います。ものを食べるということは、人生の楽しみの一つでもあり、ま
た、生命を保っていくために必要なことでもあります。歳をとると、ものを食べ
る力がおとろえ、これが、体力の低下や、極端な場合には生命の危機につなが
ります。リハビリテーションの現場では、食べる力の衰えた方たちに、どのよう
に栄養をとって頂くかが、大切な課題になります。嚥下に関係するからだの構
造は、同時に声を出し、話をするための構造でもあります。言語聴覚療法が、
「言語」だけではなく「嚥下」もカバーするのはそのためです。この授業では、
食べ物を噛んでのみこみ、栄養とするためのからだのしくみを学びます。ま
た、食べられなくなってしまった人たちに食べる楽しみを取り戻して頂くため
の治療について知って頂きます。さらに、嚥下のしくみと発話運動の関係を考
えてみましょう。

教授  
西澤 典子
（にしざわ のりこ）

ものを食べるということは?
～嚥下のしくみと嚥下障害～

申込番号
75

ヒトの頭の中には、脳（大脳）が左右に1つずつあります。この2つの脳は互い
に協力し合いながら、我々の日常生活を可能にしてくれています。ところが、
例えば左右の脳を相互につないでいる連絡路が切断されると、左右の脳は、
別々に指令を出すようになり、時には喧嘩することもあります。私たちが普
段、当たり前のように行っている日常の営みは、実は脳の巧みな働きによるの
です。当たり前の中に、当たり前でない事柄があることを、この講義から感じ
てもらえれば幸いです。

教授  
中川 賀嗣
（なかがわ よしつぐ）

左右の脳とこころ
申込番号
76

皆さんは自分がことばをどのように獲得したか覚えていますか?子どもは1歳
頃に意味のあることばをしゃべりはじめ、3～4歳頃には、ことばをつなげて
お話しができるようになります。学校に入る頃には、ひらがなを拾い読みでき
るようになっています。けれども、何らかの理由で、ことばを話したり理解した
りすることが難しいお子さんがいます。私たち言語聴覚士は、ことばの発達を
評価し、それを解釈して支援・指導を行うことで、子どもたちの発達を促す仕
事をしています。講義では、子どもの発達に関わる言語聴覚士の仕事を紹介
したいと思います。

講師  
小林 健史
（こばやし けんじ）

子どもの言語と発達支援
申込番号
77

私たちは毎日、さまざまな音や声を使って無意識に話をしていますが、口の中
や喉の病気によって突然声を失ったり上手にお話が出来なくなることがあり
ます。実際に皆さんと声を出しながら話しことばの仕組みについて考え、言語
聴覚士が声を失ったり上手に話が出来なくなった人たちを支える方法につ
いて講義をしたいと思います。教授  

今井 智子
（いまい さとこ）

話しことばの障害
申込番号
78
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※講師は言語聴覚療法学科の教員から手配します。



お問い合わせ・お申し込みは 入試広報課 0133(22)2113 1211

臨床検査技師 学部
学科

医療技術学部
臨床検査学科

病気の予防・診断・治療に欠かせない臨床検査データを正確に測定し、迅速に
帝京するのが臨床検査技師の仕事です。近年は検査だけにとどまらず、外来や
病棟での採血、献体採取、検査説明など業務範囲が泊題しています。高度な専
門性とコミュニケーション能力が必要とされる職種です。

〈国家資格〉臨床検査技師の役割

昨今検査機器の発展により、脳の機能の分析や、様々な神経反応を用いる
検査が増えてきました。現在実臨床で用いられている検査を紹介し、今わ
かること、今後わかるようになりそうなことなどを例に挙げ神経関連検査
を広く知っていただく。

神経生理検査の現状と今後
申込番号
84

画像診断ではCTやMRI、PETといった高度画像診断機器を使用し、身体
の機能を評価したり病気を診断したりします。
中でも超音波診断装置（エコー）の技術は高画質化により急速に進歩し、
現在多くの情報を臨床の現場に届けています。例えば心臓の機能がわかり
ます。また、虫垂炎などのお腹が痛む病気を診断します。さらに、血管をみる
ことで生活習慣病と関係が深い動脈硬化の進み具合を調べることができ
ます。近年ではスポーツ選手の肉離れや野球肘検診においても、超音波に
よる画像診断が活躍しています。医療を支える画像診断のおもしろさやエ
コーでわかる病気についてお話しいたします。

こんなにおもしろい画像診断教室
～エコーで診る人の身体と病気～

申込番号
85

私たちは多くの病原体(ばい菌)に囲まれて生活しています。でも、普段は、
ばい菌を意識することはないと思います。これは、免疫という良くできたシ
ステムが私たちの体を守ってくれているからです。この免疫というシステム
は、弱くても強くても病気を起こしてしまいます。この内、免疫システムが強
く働いて自分の体を攻撃してしまう自己免疫疾患という病態について、症
状や必要な検査、検査の意義についてお話ししたいと思います。

咳が続いて熱が出る、下痢になっておなかが痛いなどの体調不良は、誰も
が一度は経験するでしょう。体調不良を引き起こす原因は様々ですが、私
たちの目には見えない生物である「微生物」が一因になっているかもしれ
ません。臨床検査技師はそのような体調不良の原因となる微生物を検査
し、感染症の治療に貢献しています。この講義では、病院で臨床検査技師
が行っている微生物検査について、微生物の種類や特徴と併せてご紹介
します。

目に見えない生物を検査する
申込番号
87

体内の血液が不足すると輸血する場合があります。血液は、献血で支えら
れている貴重品に加えて使用期限が短い特徴があります。臨床検査技師
は、輸血検査のみならず血液製剤をやりくりするのも重要な仕事です。大
病院と異なり、自宅や離島での輸血医療には多くの困難があります。本講
義では、現状を紹介した後に、どこに住んでいても安全な輸血を受けられ
るための方策を考えてみましょう。

在宅や離島での安全な
輸血医療を考える

申込番号
88

テレビやネットでよく見られる「がん」という病気。がんの診断はどのように
行われているか知っていますか？病院に行って医師の診察を受けるだけで
はわかりません。様々な検査を行いますが、確定診断には臓器の一部を採
取して顕微鏡で観察することで「がん」かどうかを判断する必要がありま
す。このような検査を病理検査といいます。この講義では、臨床検査につい
ての説明と、その中でも病理検査について詳しくお話しします。

講師  
近藤 啓
（こんどう けい）

助教  
小野 誠司
（おの せいじ）

助教  
沖野 久美子
（おきの くみこ）

講師  
山﨑 智拡
（やまざき ともひろ）

教授  
遠藤 輝夫
（えんどう てるお）

ミクロの世界で病気を探せ！
～病理検査ってなに？～

申込番号
83

自分の体が自分に攻撃される
病気があります

申込番号
86

「PCR検査」。新型コロナウイルスのニュースで毎日聞く言葉ですよね。
多くの日本国民が「PCR検査」という言葉を初めて聞き、いまや子供からお
年寄りまでが知っているホットなワードとなりました。それでは、PCR検査
のPCRとは何のことでしょうか？誰がPCR検査をしているのでしょうか？
お医者さんでしょうか？この講義では、臨床検査の仕事内容と、そのひとつ
である遺伝子検査についてお話ししようと思います。

教授  
吉田 繁
（よしだ しげる）

教授  
坊垣 暁之
（ぼうがき としゆき）

PCR検査のこと知ってますか？
申込番号
82
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から講義を選ぶSDGs

「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称です。
急激に進行する気候変動、紛争や飢饉、経済の格差、人権の侵害や差別など、
世界共通の課題を解決するために2015年9月に国連で合意されたもので、

2030年までに世界が達成すべき17の目標が掲げられています。
本学の模擬講義には、SDGsにつながるテーマが数多くあります。

17の目標は、世界がパートナーシップを組み、人間（社会）、豊かさ（経済）、地球（環境）の3つの側面のバランスがとれた
持続可能な開発と、平和な社会の実現をめざします。

SDGsとは

世界を変えていくための
17の目標

エスディージーズ
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あらゆる年齢のすべての人々の
健康的な生活を確保し、福祉を推進する

ゴール3では、あらゆる年齢の人々が、健康的に、安心して、い
きいきと生活を送れるようにすることを目指しています。世界
には、予防できる病気で命を落としてしまう子どもたちや、貧
しさ故に、薬が買えなかったり、安心できる医療サービスを受
けられなかったりする人たちがいます。また、日本と同様に、

交通事故や不健康な食生活による生活習慣病、精神的なスト
レスが原因の病気̶などを抱えていたりする人たちも多くい
ます。何歳になっても、健康でいられるために、私たちはどん
なことができるでしょう。

GOAL 3目標 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ

ゴール1の目標の一つは、2030年までに「極度の貧困」を世
界のあらゆる場所で終わらせること。極度の貧困とは、世界銀
行が定めた「貧困ライン」＝1日約1.9ドル（約211円、2019年
3月11日現在）＝未満の暮らしを差し、2015年現在、世界の
10人に1人が極度の貧困下にあります。
ほかにも、生きていくために必要な食べ物や水が手に入らな

い、住む所や仕事がない、教育や医療などの必要なサービス
を受けられないーなど、お金に換算できないさまざまな形の
貧困を終わらせることを目指します。
社会的に弱い立場の人々をはじめ、誰一人も残さず、貧困から
抜け出すために、私たちに今どんなことができるでしょうか。

GOAL 1目標 End poverty in all its forms everywhere

飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善を
達成するとともに、持続可能な農業を推進する
「いただきます」と手を合わせるとき、みなさんは何を思います
か？私たちが暮らす日本は、食料自給率は約40％と先進国の中
でも最低水準で、食べ物の多くを海外からの輸入に頼っていま
す。一方で、まだ食べられる食品を年間約650万トンも捨ててい
ます。それは世界の1年間の食料支援である320万トンの2倍以
上に当たります。

毎日の食事で元気をチャージするのは、人類共通です。しかし、
地球全体でみれば十分な量の食料が生産されていても、それが
公平に行き渡らない社会に私たちは生きています。ゴール2が
目指すのは、飢餓がなく、すべての人々が一年中食べ物の心配を
しなくてよい社会です。身近な食事の問題を通して、SDGs達成
のために私たちにできることがないか考えてみましょう。

GOAL 2目標 End hunger, achieve food security and improved 
nutrition and promote sustainable agriculture

薬学部 ／ 薬学科

薬学部 ／ 薬学科

薬学部 ／ 薬学科

薬学部 ／ 薬学科

教授  吉村 昭毅（よしむら てるき）

詳しくは P3へ

詳しくは P3へ

詳しくは P3へ

詳しくは P3へ

教授  平野 剛（ひらの たけし）

教授  遠藤 泰（えんどう とおる）

准教授  高上馬 希重（こうじょうま まれしげ）

看護福祉学部 ／ 看護学科

その他のSDGs

講師  遠藤 紀美恵（えんどう きみえ）

詳しくは P5へ

その他のSDGs

教授  大友 芳恵（おおとも よしえ ）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

助教  片山 寛信（かたやま ひろのぶ）

その他のSDGs

教授  千葉 逸朗（ちば いつお）

歯学部 ／ 歯学科
詳しくは P4へ

薬や毒の代謝～薬物代謝～
申込番号 01

チーム医療に貢献する薬剤師
申込番号 02

調剤だけが薬剤師の仕事じゃない!
申込番号 03

植物バイオでお薬を作る
申込番号 04

こんにちは赤ちゃん申込番号 21
3

「貧困」の再発見
～子どもの貧困から高齢者の貧困まで～

申込番号 29
35
y

38q児童虐待のその後
申込番号 35

世界を相手に医療貢献を
してみませんか?

申込番号 12
3
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看護福祉学部 ／ 看護学科

看護福祉学部 ／ 看護学科

看護福祉学部 ／ 看護学科

看護福祉学部 ／ 看護学科

看護福祉学部 ／ 看護学科

看護福祉学部 ／ 看護学科

看護福祉学部 ／ 看護学科

看護福祉学部 ／ 看護学科

看護福祉学部 ／ 看護学科

看護福祉学部 ／ 看護学科

教授  山田 律子（やまだ りつこ）

詳しくは P5へ

その他のSDGs

准教授  木浪 智佳（きなみ ちかこ）

詳しくは P5へ

講師  神田 直樹（かんだ なおき）

詳しくは P5へ

教授  工藤 禎子（くどう よしこ）

詳しくは P5へ

その他のSDGs

准教授  八木 こずえ（やぎ こずえ）

詳しくは P5へ

詳しくは P5へ

詳しくは P5へ

詳しくは P5へ

詳しくは P5へ

詳しくは P5へ

その他のSDGs

准教授  明野 伸次（あけの しんじ）

その他のSDGs

講師  遠藤 紀美恵（えんどう きみえ）

その他のSDGs

講師  福井 純子（ふくい すみこ）

その他のSDGs

講師  熊谷 歌織（くまがい｠かおり）

その他のSDGs

講師  川添 恵理子（かわぞえ えりこ）

教授  飯嶋 雅弘（いいじま まさひろ）

その他のSDGs

教授  疋田 一洋（ひきた かずひろ）

その他のSDGs

教授  千葉 逸朗（ちば いつお）

その他のSDGs

助教  佐々木 みずほ（ささき みずほ）

講師  加藤 幸紀（かとう さつき）

歯学部 ／ 歯学科

歯学部 ／ 歯学科

歯学部 ／ 歯学科

歯学部 ／ 歯学科

歯学部 ／ 歯学科

歯学部 ／ 歯学科

歯学部 ／ 歯学科

教授  永易 裕樹（ながやす ひろき）

詳しくは P4へ

詳しくは P4へ

詳しくは P4へ

詳しくは P4へ

詳しくは P4へ

詳しくは P4へ

詳しくは P4へ

教授  齊藤 正人（さいとう まさと）

薬学部 ／ 薬学科

薬学部 ／ 薬学科

薬学部 ／ 薬学科

詳しくは P3へ

詳しくは P3へ

詳しくは P3へ

教授  齊藤 浩司（さいとう ひろし）

教授  青木 隆（あおき たかし）

准教授  小林大祐（こばやし だいすけ）

認知症の人が目の輝きを取り戻すとき申込番号 15

病気の子どもを看護すること申込番号 16
0

テレビとは違う?救急看護の世界申込番号 17

自分の健康を守り、人々の健康を守る申込番号 18

こころのケアって何だろう?申込番号 19 　8

ナースのお仕事に「わざ」あり申込番号 20
50

こんにちは赤ちゃん申込番号 21
1

看護師という仕事を通して
「働く」ことを考える

申込番号 22
8u

がんになっても安心して
暮らせる社会をつくろう

申込番号 23
0yu

命・生活・人生に寄り添う
在宅看護の魅力

申込番号 24
0qu

歯並びを変えるとこんなに変わる
～矯正歯科治療の実際

申込番号 10

歯科治療の最前線
～ここまでできる歯科治療のデジタル化

申込番号 11
9

世界を相手に医療貢献を
してみませんか?

申込番号 12
1

噛むことが広げる
ウェルエイジング

申込番号 13
450

病は「口」から
～歯科医師が背負う意外な使命～

申込番号 14

命と向き合う口腔外科
申込番号 08

歯医者さんにほめられる歯に
なりませんか

申込番号 09

患者さんに投与された薬の運命
申込番号 05

身近な疑問を生化学的に
考えてみよう

申込番号 06

正しい情報を得て
予防医学を実践する

申込番号 07
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その他のSDGs

教授  大友 芳恵（おおとも よしえ ）

その他のSDGs

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科 看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

教授  向谷地 生良（むかいやち いくよし）

詳しくは P6へ

看護福祉学部 ／ 看護学科

看護福祉学部 ／ 看護学科

詳しくは P5へ

詳しくは P5へ

詳しくは P5へ

その他のSDGs

教授  竹生 礼子（たけう れいこ）

講師  唐津 ふさ（からつ ふさ）

その他のSDGs

准教授  巻 康弘（まき やすひろ）

詳しくは P6へ

詳しくは P6へ

詳しくは P6へ

詳しくは P6へ

詳しくは P6へ

詳しくは P6へ

詳しくは P6へ

詳しくは P6へ

詳しくは P6へ

詳しくは P6へ

詳しくは P6へ

詳しくは P6へ

詳しくは P6へ

その他のSDGs

准教授  長谷川 聡（はせがわ さとし）

その他のSDGs

教授  志水 幸（しみず こう）

その他のSDGs

教授  白石 淳（しらいし じゅん）

助教  志水 朱（しみず あけみ）

その他のSDGs

助教  片山 寛信（かたやま ひろのぶ）

その他のSDGs

助教  近藤 尚也（こんどう なおや）

その他のSDGs

講師  松本 望（まつもと のぞみ）

その他のSDGs

講師  池森 康裕（いけもり やすひろ）

その他のSDGs

講師  中田 雅美（なかた まさみ）

その他のSDGs

講師  下山 美由紀（しもやま みゆき）

心理科学部 ／ 臨床心理学科

心理科学部 ／ 臨床心理学科

心理科学部 ／ 臨床心理学科

教授  安部 博史（あべ ひろし）

詳しくは P7へ

詳しくは P7へ

詳しくは P7へ

その他のSDGs

准教授  百々 尚美（どど なおみ）

准教授   本谷 亮（もとや りょう）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

准教授  佐藤 園美（さとう そのみ）

看護福祉学部 ／ 看護学科

教授  塚本 容子（つかもと ようこ）

「貧困」の再発見
～子どもの貧困から高齢者の貧困まで～

申込番号 29
15
y

「自分」を研究してみよう!申込番号 28
50q

住み慣れた家で生きることを支える
～在宅ケアの現場から～

申込番号 25
q

人に寄り添う看護申込番号 26

チーム医療の形成プロセス
～LIFEを支える～

申込番号 30
80y

コミュニケーション力で
地域福祉のシステムづくり

申込番号 31
8q

スフィンクスの謎を解く
～安心な暮らしと社会保障制度～

申込番号 32
0

「福祉」を学ぶことの意義申込番号 33
48

18q

40q

q

8q

私とあなた、どちらが大切?申込番号 34

児童虐待のその後
申込番号 35

パラスポーツの役割
～障がい福祉の立場から～

申込番号 36

環境から考える介護・福祉
～もし、私が認知症・高齢者だったら～

申込番号 37

「からだの老化体験」から
高齢者の生活を理解しよう

申込番号 38

ソーシャルワーカーって
おもしろい

申込番号 39
qy

障がい者や高齢者の
“生きる”を支える「医療的ケア」

申込番号 40
q

脳から始めるこころの理解
～その時、脳では何が起きているのか～

申込番号 42

からだと「こころ」の関係
申込番号 43

4

“痛み”と心理学 
～意外なメカニズムから援助方法まで～

申込番号 44

思春期の精神保健（メンタルヘルス）
～精神保健福祉士の役割～

申込番号 41

看護師の新しい可能性:
ナースプラクティショナーについて

申込番号 27
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その他のSDGs

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科

教授  泉 唯史（いずみ ただふみ）

詳しくは P8へ

その他のSDGs

教授  鈴木 英樹（すずき ひでき）

詳しくは P8へ

その他のSDGs

教授  小島 悟（こじま さとる）

詳しくは P8へ

その他のSDGs

講師  澤田 篤史（さわだ あつし）

詳しくは P8へ

その他のSDGs

助教  山根 裕司（やまね ゆうじ）

詳しくは P8へ

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科
詳しくは P8へ

心理科学部 ／ 臨床心理学科

心理科学部 ／ 臨床心理学科

心理科学部 ／ 臨床心理学科

心理科学部 ／ 臨床心理学科

心理科学部 ／ 臨床心理学科

詳しくは P7へ

詳しくは P7へ

詳しくは P7へ

詳しくは P7へ

その他のSDGs

准教授  金澤 潤一郎（かなざわ じゅんいちろう）

その他のSDGs

准教授  河合 祐子（かわい ひろこ）

助教  関口 真有（せきぐち まゆ）

その他のSDGs

助教  河村 麻果（かわむら あさか）

詳しくは P7へ

その他のSDGs

助教  佐藤 一成（さとう かずなり）

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科
詳しくは P8へ

その他のSDGs

助教  岩部 達也（いわべ たつや）

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科
詳しくは P8へ

その他のSDGs

教授  武田 涼子（たけだ りょうこ）

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科
詳しくは P8へ

その他のSDGs

助教  大内 みふか（おおうち みふか）

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科
詳しくは P8へ

その他のSDGs

助教  多田 菊代（ただ きくよ ）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

教授  鎌田 樹寛（かまだ たつひろ）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

教授  本家 寿洋（ほんけ としひろ）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

講師  浅野 葉子（あさの ようこ）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

講師  朝日 まどか（あさひ まどか）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

教授  近藤 里美（こんどう さとみ）

講師  西郷 達雄（さいごう たつお）

弱った心臓にもリハビリが必要です
～心臓病とリハビリテーションそして理学療法士の役割～

申込番号 53
8

医療以外での理学療法士の取り組み
～保健・福祉・行政・そしてまちづくり～

申込番号 54
8q

動きを診る
～理学療法士の頭の中を覗いてみよう～

申込番号 55
8

8

8

健康なカラダづくりのメカニズム
～運動と栄養の関係～

申込番号 56

スポーツ選手に対する
理学療法士の役割とは?

申込番号 57

申込番号 51

「おっちょこちょい」の心理学
申込番号 45

0y

ステキな人間関係の築き方
～カウンセリングの魅力?～

申込番号 46
y

自分も相手も大切にできる
コミュニケーションのヒント

申込番号 48

聞き上手になるコツ
申込番号 49

y

脳卒中後遺症と理学療法士の関わり
～チーム医療で自立した生活へ～

申込番号 58
8

神経の病気と理学療法 
～治らない病気に対する理学療法士の関わり～

申込番号 59
8

ひと工夫で動きを楽に
～運動分析から活動拡大へ～

申込番号 60
8

ウィメンズヘルス・
メンズヘルスと理学療法

申込番号 61
8

内部障害に対する
リハビリテーションと予防の視点

申込番号 62
8

リハビリテーション専門職 
～作業療法士の役割ってなに?～

申込番号 63
0qy

楽しさは人を健康にする
～楽しさとは？楽しさの効果とは？～

申込番号 64
q

ひとは作業することで元気になれる
申込番号 65

q

誰もが安心して生活するために、
作業療法士はどのような支援をしているの？

申込番号 66
0

音楽療法ってどんなものでしょうか?
申込番号 67

ストレスと腹痛の関係



1817

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

講師  木村 恵（きむら めぐみ）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

准教授  浅野 雅子（あさの まさこ）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

講師  児玉 壮志（こだま そうし）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

教授  岩瀬 義昭（いわせ よしあき）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

准教授  坂上 哲可（さかうえ てつよし）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

助教  桜庭 聡（さくらば さとし）

医療技術学部 ／ 臨床検査学科

教授  吉田 繁（よしだ しげる）

詳しくは P11へ

医療技術学部 ／ 臨床検査学科

講師  近藤 啓（こんどう けい）

詳しくは P11へ

医療技術学部 ／ 臨床検査学科

講師  山﨑 智拡（やまざき ともひろ）

詳しくは P11へ

医療技術学部 ／ 臨床検査学科

教授  坊垣 暁之（ぼうがき としゆき）

詳しくは P11へ

その他のSDGs

医療技術学部 ／ 臨床検査学科

助教  沖野 久美子（おきの くみこ）

詳しくは P11へ

医療技術学部 ／ 臨床検査学科

助教  小野 誠司（おの せいじ）

詳しくは P11へ

その他のSDGs

その他のSDGs

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科
詳しくは P10へ

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科

教授  西澤 典子（にしざわ のりこ）

詳しくは P10へ

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科

教授  中川 賀嗣（なかがわ よしつぐ）

詳しくは P10へ

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科

講師  小林 健史（こばやし けんじ）

詳しくは P10へ

その他のSDGs

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科

教授  今井 智子（いまい さとこ）

詳しくは P10へ

その他のSDGs

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科

教授  田村 至（たむら いたる）

詳しくは P10へ

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科

講師  前田 秀彦（まえだ ひでひこ）

詳しくは P10へ

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科

講師  黒崎 芳子（くろさき よしこ）

詳しくは P10へ

遊びの中には、発達を促す要素がいっぱい!?
～活動としての“遊び”を分析してみよう～

申込番号 68

精神障害のリハビリテーション申込番号 69
80

若者の自殺を予防するために申込番号 70
8

作業を通して里山と農を知ろう
申込番号 71

t

生活不活発病を予防するために
申込番号 72

q

モノの見え方と作業療法
申込番号 73

4

PCR検査のこと知ってますか？
申込番号 82

ミクロの世界で病気を探せ！
～病理検査ってなに？～

申込番号 83

目に見えない生物を検査する申込番号 87

自分の体が自分に攻撃される病気があります申込番号 86

こんなにおもしろい画像診断教室
～エコーで診る人の身体と病気～

申込番号 85
8

神経生理検査の現状と今後
申込番号 84言語聴覚士ってなに?

申込番号 74
48

48

ものを食べるということは? 
～嚥下のしくみと嚥下障害～

申込番号 75

左右の脳とこころ
申込番号 76

子どもの言語と発達支援
申込番号 77

話しことばの障害
申込番号 78

48

「物忘れ」も
言語聴覚士の仕事のひとつ

申込番号 79
48

聞こえの仕組みと聴力検査
申込番号 80

ことばの仕組みと失語症
申込番号 81
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すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、
生涯学習の機会を推進する
ゴール4では、誰もが一生学び続けられるようにすることを
目指しています。すべての子どもが、基本的な能力を身につ
けるために質の高い教育を受けられるようにする、男女の差
なく学べるようにする、働きがいのある仕事に就いたり、よ
り高い技能を身につけられるようにする－－。人、家庭、国な
どの状況よっても、ゴール4達成に向けた狙いはいろいろ考

えらます。
未来のより良い社会を築くために、「教育」は、すべての
SDGs達成のための「土台」と言えるでしょう。質の高い教育
のために、国・地域を超えたグローバルな「学び合い」や、協
力し合う関係づくりが重要視されています。

GOAL 4目標 Ensure inclusive and equitable quality education and 
promote life-long learning opportunities for all

その他のSDGs

医療技術学部 ／ 臨床検査学科

教授  遠藤 輝夫（えんどう てるお）

詳しくは P11へ

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

教授  白石 淳（しらいし じゅん）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

助教  近藤 尚也（こんどう なおや）

心理科学部 ／ 臨床心理学科

その他のSDGs

准教授  百々 尚美（どど なおみ）

詳しくは P7へ

心理科学部 ／ 臨床心理学科

その他のSDGs

助教  西牧 可織（にしまき かおり）

詳しくは P7へ

その他のSDGs

助教  佐々木 みずほ（ささき みずほ）

歯学部 ／ 歯学科
詳しくは P4へ

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

助教  桜庭 聡（さくらば さとし）

その他のSDGs

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科
詳しくは P10へ

その他のSDGs

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科

講師  小林 健史（こばやし けんじ）

詳しくは P10へ

その他のSDGs

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科

教授  今井 智子（いまい さとこ）

詳しくは P10へ

その他のSDGs

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科

教授  田村 至（たむら いたる）

詳しくは P10へ

在宅や離島での安全な
輸血医療を考える

申込番号 88
0q

「福祉」を学ぶことの意義申込番号 33
38

30q
パラスポーツの役割
～障がい福祉の立場から～

申込番号 36

申込番号 29 からだと「こころ」の関係
申込番号 43

3

データサイエンスとは
申込番号 47

9

噛むことが広げる
ウェルエイジング

申込番号 13 1
350 モノの見え方と作業療法

申込番号 73
3

言語聴覚士ってなに?
申込番号 74

38

38子どもの言語と発達支援
申込番号 77

話しことばの障害
申込番号 78

38

「物忘れ」も
言語聴覚士の仕事のひとつ

申込番号 79
38
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ジェンダーの平等を達成し、
すべての女性と女児のエンパワーメントを図る
世界には「女性だから」という理由で教育や就職の機会が限
られることがまだまだあるのが現状です。性別には、体のつ
くりでいう「男女」があります。一方「男らしい」「女らしい」と
いうように、社会や生活の中でつくられた役割としての「男
女」もあります。こちらをジェンダーと言います。
ゴール5が目指すのは、ジェンダーの平等です。すべての女

性や女の子も、男性と同じように機会が与えられ、能力を発
揮できる社会です。育児・介護・家事など、家庭での仕事を改
めて評価することも大切です。私たちは一人一人の中にある
「当たり前」を見直すことがジェンダー平等のはじめの一歩
になります。

GOAL 5目標 Achieve gender equality and empower all women and girls

すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する

私たちの体の70%を占める水は命の源です。飲み水からト
イレまで、生活になくてはならないものです。しかし、世界で
は、10人に3人が安全な水を自宅で得られず、農村部に住む
人の半分以上は清潔なトイレを使えていません。
こうした現状を背景に、北アフリカや西アジア地域を中心
に、5歳未満の子どもが毎日1000人以上も、下痢で命を落

としています。下痢は手を洗うせっけんや安全な水があれば
防げる病気です。
ゴール6は、安全に管理された飲み水とトイレを、世界中の
人が使えることを目指します。
蛇口から簡単に飲めて、使える水から、世界を取り巻く問題
を考えてみましょう。私たちには何ができるでしょうか。

GOAL 6目標 Ensure availability and sustainable management of 
water and sanitation for all

すべての人に手ごろで信頼でき、
持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
人類は、石炭や石油などの化石燃料を大量に使って発電して
きました。その結果、二酸化炭素などの温室効果ガスの量が
増え、地球温暖化が起きています。
私たちの生活には電気が不可欠です。夜に本を読んだり、冷
房・暖房を使い快適に過ごせたりするのも、電気のおかげで
す。一方、世界の約7人に1人（2016年、国際エネルギー機

関）は電気のない生活を送っており、その多くはフィジーの
ような島国やアフリカの国々に住んでいます。
地球温暖化を抑え、電気をすべての人に届けるには、どんな
方法があるでしょう？ゴール7は再生可能エネルギーなどの
研究と開発、そして広く使えるようにすることが目標です。省
エネなど、私たち一人一人ができることも多くあります。

GOAL 7目標 Ensure access to affordable, reliable, sustainable, 
and modern energy for all

看護福祉学部 ／ 看護学科

その他のSDGs

准教授  明野 伸次（あけの しんじ）

詳しくは P5へ

その他のSDGs

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

教授  向谷地 生良（むかいやち いくよし）

詳しくは P6へ

その他のSDGs

教授  大友 芳恵（おおとも よしえ ）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

助教  佐々木 みずほ（ささき みずほ）

歯学部 ／ 歯学科
詳しくは P4へ

ナースのお仕事に「わざ」あり申込番号 20
30

「自分」を研究してみよう!申込番号 28
30q

「貧困」の再発見
～子どもの貧困から高齢者の貧困まで～

申込番号 29
13
y

噛むことが広げる
ウェルエイジング

申込番号 13
340
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すべての人のための持続可能的、包摂的かつ持続可能な経済成長、
生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する
SDGsは10年後の未来、2030年向けた取り組みです。その
頃みんなや世界の同世代の友達は「安全で十分な収入を安
定して得られる」「性別や出身地、肌の色、生涯があることな
どで差別されない」「自分の能力にあっている」－－そんな仕
事につけているでしょうか。
ゴール8が目指すのは、働く人たちの誰もが「働きがいのあ

る人間らしい仕事（ディーセント・ワーク）」に就くことがで
き、世界の国々が安定して経済成長でき社会です。
いまだに世界には児童労働や、児童兵士の問題があります。
日本では、長時間労働で心や体を壊してしまう過労死の
ニュースが大きく取り上げられています。ゴール8は働くこと
の問題解決に向けた取り組みです。

GOAL 8目標 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, 
full and productive employment and decent work for all

看護福祉学部 ／ 看護学科

その他のSDGs

准教授  八木 こずえ（やぎ こずえ）

詳しくは P5へ

看護福祉学部 ／ 看護学科

その他のSDGs

講師  福井 純子（ふくい すみこ）

詳しくは P5へ

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

その他のSDGs

准教授  巻 康弘（まき やすひろ）

詳しくは P6へ

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

准教授  長谷川 聡（はせがわ さとし）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

教授  白石 淳（しらいし じゅん）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

助教  片山 寛信（かたやま ひろのぶ）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

講師  池森 康裕（いけもり やすひろ）

心理科学部 ／ 臨床心理学科
詳しくは P7へ

講師  真島 理恵（ましま りえ）

その他のSDGs

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科

教授  泉 唯史（いずみ ただふみ）

詳しくは P8へ

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科

その他のSDGs

教授  鈴木 英樹（すずき ひでき）

詳しくは P8へ

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科

その他のSDGs

教授  小島 悟（こじま さとる）

詳しくは P8へ

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科

その他のSDGs

講師  澤田 篤史（さわだ あつし）

詳しくは P8へ

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科

その他のSDGs

助教  山根 裕司（やまね ゆうじ）

詳しくは P8へ

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科
詳しくは P8へ

その他のSDGs

助教  佐藤 一成（さとう かずなり）

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科
詳しくは P8へ

その他のSDGs

助教  岩部 達也（いわべ たつや）

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科
詳しくは P8へ

その他のSDGs

教授  武田 涼子（たけだ りょうこ）

こころのケアって何だろう?申込番号 19
3

看護師という仕事を通して
「働く」ことを考える

申込番号 22
3u

チーム医療の形成プロセス
～LIFEを支える～

申込番号 30
30y

コミュニケーション力で
地域福祉のシステムづくり

申込番号 31
3q

「福祉」を学ぶことの意義申込番号 33
34

13q児童虐待のその後
申込番号 35

3q
「からだの老化体験」から
高齢者の生活を理解しよう

申込番号 38

申込番号 52 社会と心

弱った心臓にもリハビリが必要です
～心臓病とリハビリテーションそして理学療法士の役割～

申込番号 53
3

医療以外での理学療法士の取り組み
～保健・福祉・行政・そしてまちづくり～

申込番号 54
3q

動きを診る
～理学療法士の頭の中を覗いてみよう～

申込番号 55
3

3
健康なカラダづくりのメカニズム
～運動と栄養の関係～

申込番号 56

3
スポーツ選手に対する
理学療法士の役割とは?

申込番号 57

脳卒中後遺症と理学療法士の関わり
～チーム医療で自立した生活へ～

申込番号 58
3

神経の病気と理学療法 
～治らない病気に対する理学療法士の関わり～

申込番号 59
3

ひと工夫で動きを楽に
～運動分析から活動拡大へ～

申込番号 60
3
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強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な
産業を推進するとともに、技術革新の拡大を図る
私たちの生活は、さまざまなものによって支えられていま
す。鉄道やバスなどの交通、学校や病院などの公益施設、電
力などのエネルギーや安全な水を供給する施設、インター
ネットなどの情報通信－－こうした経済活動に必要なもの
をインフラ（インフラストラクチャー）といいます。

多くの発展途上国はインフラが未整備なために経済的な自
立が困難な上、社会サービスを受けられず、貧困層の増加や
社会不安の高まりにつながっています。ゴール9では、国の
成長を支える質の高いインフラを整え、すべての人が快適で
安全な生活を送れるよう目指しています。

GOAL 9目標 Build resilient infrastructure, promote inclusive and 
sustainable industrialization and foster innovation

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科
詳しくは P8へ

その他のSDGs

助教  大内 みふか（おおうち みふか）

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科
詳しくは P8へ

その他のSDGs

助教  多田 菊代（ただ きくよ ）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

准教授  浅野 雅子（あさの まさこ）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

講師  児玉 壮志（こだま そうし）

その他のSDGs

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科
詳しくは P10へ

その他のSDGs

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科

講師  小林 健史（こばやし けんじ）

詳しくは P10へ

その他のSDGs

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科

教授  今井 智子（いまい さとこ）

詳しくは P10へ

その他のSDGs

リハビリテーション科学部 ／ 言語聴覚療法学科

教授  田村 至（たむら いたる）

詳しくは P10へ

その他のSDGs

医療技術学部 ／ 臨床検査学科

助教  沖野 久美子（おきの くみこ）

詳しくは P11へ

心理科学部 ／ 臨床心理学科

その他のSDGs

助教  西牧 可織（にしまき かおり）

詳しくは P7へ

その他のSDGs

教授  疋田 一洋（ひきた かずひろ）

歯学部 ／ 歯学科
詳しくは P4へ

ウィメンズヘルス・
メンズヘルスと理学療法

申込番号 61
3

内部障害に対する
リハビリテーションと予防の視点

申込番号 62
3

精神障害のリハビリテーション申込番号 69
30

若者の自殺を予防するために申込番号 70
3

言語聴覚士ってなに?
申込番号 74

34

34子どもの言語と発達支援
申込番号 77

話しことばの障害
申込番号 78

34

「物忘れ」も
言語聴覚士の仕事のひとつ

申込番号 79
34

こんなにおもしろい画像診断教室
～エコーで診る人の身体と病気～

申込番号 85
3

データサイエンスとは
申込番号 47

4
歯科治療の最前線
～ここまでできる歯科治療のデジタル化

申込番号 11
3
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国内および国家間の格差を是正する

私たちの住む社会には、残念ながら不平等が存在します。例
えば、日本と途上国とでは、得られるお金や生活環境に大き
な差があります。
また、年齢、性別、人種、生まれた場所、宗教、障害などを理由
に、弱い立場に立たされてしまう人もいます。こうした不平等
をなくし、すべての人が自分たちの能力を生かすことができ

る社会を目指すのがSDGsです。
ゴール10は、不平等な法律の改正をはじめ、弱い立場の人を
守れる社会の仕組みづくりを掲げています。クラスでは、み
んなイヤな思いをせずに過ごせているかな。そんなふうに考
えてみるところから、私たちも始められるといいですね。

GOAL 10目標 Reduce inequality within and among countries

看護福祉学部 ／ 看護学科

その他のSDGs

准教授  木浪 智佳（きなみ ちかこ）

詳しくは P5へ

看護福祉学部 ／ 看護学科

その他のSDGs

准教授  明野 伸次（あけの しんじ）

詳しくは P5へ

看護福祉学部 ／ 看護学科

その他のSDGs

講師  熊谷 歌織（くまがい｠かおり）

詳しくは P5へ

看護福祉学部 ／ 看護学科

その他のSDGs

講師  川添 恵理子（かわぞえ えりこ）

詳しくは P5へ

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

教授  志水 幸（しみず こう）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

助教  近藤 尚也（こんどう なおや）

心理科学部 ／ 臨床心理学科

その他のSDGs

准教授  金澤 潤一郎（かなざわ じゅんいちろう）

詳しくは P7へ

その他のSDGs

心理科学部 ／ 臨床心理学科
詳しくは P7へ

助教  福田 実奈（ふくだ みな）

その他のSDGs

助教  佐々木 みずほ（ささき みずほ）

歯学部 ／ 歯学科
詳しくは P4へ

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

教授  鎌田 樹寛（かまだ たつひろ）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

講師  朝日 まどか（あさひ まどか）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

准教授  浅野 雅子（あさの まさこ）

その他のSDGs

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

教授  向谷地 生良（むかいやち いくよし）

詳しくは P6へ

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

その他のSDGs

准教授  巻 康弘（まき やすひろ）

詳しくは P6へ

その他のSDGs

医療技術学部 ／ 臨床検査学科

教授  遠藤 輝夫（えんどう てるお）

詳しくは P11へ

病気の子どもを看護すること申込番号 16
3

ナースのお仕事に「わざ」あり申込番号 20
35

がんになっても安心して
暮らせる社会をつくろう

申込番号 23
3yu

命・生活・人生に寄り添う
在宅看護の魅力

申込番号 24
3qu

スフィンクスの謎を解く
～安心な暮らしと社会保障制度～

申込番号 32
3

34q
パラスポーツの役割
～障がい福祉の立場から～

申込番号 36

「おっちょこちょい」の心理学
申込番号 45

3y

y
申込番号 50 心なんてない？！

～行動分析学を始めよう～

噛むことが広げる
ウェルエイジング

申込番号 13
345

リハビリテーション専門職 
～作業療法士の役割ってなに?～

申込番号 63
3qy

誰もが安心して生活するために、
作業療法士はどのような支援をしているの？

申込番号 66
3

精神障害のリハビリテーション申込番号 69
38

「自分」を研究してみよう!申込番号 28
35q

チーム医療の形成プロセス
～LIFEを支える～

申込番号 30
38y

在宅や離島での安全な
輸血医療を考える

申込番号 88
3q
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都市と人間の居住地を包摂的、安全、
強靭かつ持続可能にする
住む人たちすべてが、安全で快適に済み続けられるまちづく
りを目指すのがゴール11です。
例えば、高齢者や障害者も使いやすい、バスや電車などの交
通機関をつくること、災害による被害や不安を減らし、地域
の人たちが話し合いながら、安全なまちづくりをすること、

大気汚染やごみの問題に悩まされることなく、きれいな環境
のまちをつくること－－など。
自分たちのまちが、住む人みんなにとってより良くなるため
に、私たちはどんなことができるでしょう。

GOAL 11目標 Make cities and human settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable

看護福祉学部 ／ 看護学科

その他のSDGs

講師  川添 恵理子（かわぞえ えりこ）

詳しくは P5へ

看護福祉学部 ／ 看護学科

その他のSDGs

教授  竹生 礼子（たけう れいこ）

詳しくは P5へ

その他のSDGs

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

教授  向谷地 生良（むかいやち いくよし）

詳しくは P6へ

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

准教授  長谷川 聡（はせがわ さとし）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

助教  片山 寛信（かたやま ひろのぶ）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

助教  近藤 尚也（こんどう なおや）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

講師  松本 望（まつもと のぞみ）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

講師  池森 康裕（いけもり やすひろ）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

講師  中田 雅美（なかた まさみ）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

講師  下山 美由紀（しもやま みゆき）

リハビリテーション科学部 ／ 理学療法学科

その他のSDGs

教授  鈴木 英樹（すずき ひでき）

詳しくは P8へ

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

教授  鎌田 樹寛（かまだ たつひろ）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

准教授  坂上 哲可（さかうえ てつよし）

その他のSDGs

医療技術学部 ／ 臨床検査学科

教授  遠藤 輝夫（えんどう てるお）

詳しくは P11へ

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

教授  本家 寿洋（ほんけ としひろ）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

講師  浅野 葉子（あさの ようこ）

命・生活・人生に寄り添う
在宅看護の魅力

申込番号 24
30u

住み慣れた家で生きることを支える
～在宅ケアの現場から～

申込番号 25
3

「自分」を研究してみよう!申込番号 28
350

コミュニケーション力で
地域福祉のシステムづくり

申込番号 31
38

138児童虐待のその後
申込番号 35

340
パラスポーツの役割
～障がい福祉の立場から～

申込番号 36

3
環境から考える介護・福祉
～もし、私が認知症・高齢者だったら～

申込番号 37

38
「からだの老化体験」から
高齢者の生活を理解しよう

申込番号 38

ソーシャルワーカーって
おもしろい

申込番号 39
3y

障がい者や高齢者の
“生きる”を支える「医療的ケア」

申込番号 40
3

医療以外での理学療法士の取り組み
～保健・福祉・行政・そしてまちづくり～

申込番号 54
38

リハビリテーション専門職 
～作業療法士の役割ってなに?～

申込番号 63
30y

生活不活発病を予防するために
申込番号 72

3

在宅や離島での安全な
輸血医療を考える

申込番号 88
30

楽しさは人を健康にする
～楽しさとは？楽しさの効果とは？～

申込番号 64
3

ひとは作業することで元気になれる
申込番号 65

3



お問い合わせ・お申し込みは 入試広報課 0133(22)2113 2423

持続可能な消費と生産パターンを確保する

私たちのまわりの生活用品の多くは、貴重な天然資源によっ
て作られています。こうした水、石油、エネルギー燃料、鉱物、
森林など、地球上の天然資源には限りがあります。ゴール12
では、環境との共存を図りながら、ものを作り、使い、再利用
するなど、私たち一人一人が資源をむだにしないように、責

任を持つこと期待されています。
まだ食べられるもの、使えるものを簡単に捨ててしまったり
していませんか？日々の生活の中で、私たちができること、
持続可能なライフスタイルはどのようなものか、一緒に考え
てみましょう。

GOAL 12目標 Ensure sustainable consumption and production pattern

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る
日本では今、これまでになかったような気象現象が各地で起
きています。夏は猛暑日やゲリラ豪雨が増え、想定外の災害
が多発しています。これは日本だけの話ではなく、地球全体で
起こっていて、気候変動といいます。雨の多い地域では、さら
に降水量が増え、乾燥している地域では干ばつや砂漠の拡大
といった異常気象が世界中で発生しています。また、地球温

暖化によって海水面が高くなり、海のそばで暮らす人は内陸
に移動しなくてはならず、太平洋の島国ツバルは、国が丸ごと
海に沈む危機に直面しています。このような温暖化の原因は、
私たち「人間」にもあります。ゴール13では、国の政策に気候
変動対策を具体的に盛り込むことや、特に被害を受けやすい
社会的弱者を守るための制度づくりを呼びかけています。

GOAL 13目標 Take urgent action to combat climate change and its impacts

海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、
持続可能な形で利用する
地球の70%を覆う海には、たった1個の細胞しかない生物か
ら巨大なクジラまで、確認できているだけで約25万種がい
ます。
人間にとって海は、例えば、おいしい魚や塩などの産地であ
り、海水浴を楽しむ場であり、海との関わりは幅広く、欠かす
ことのできない存在です。

しかし、近年は人間が魚などの海洋資源を取りすぎたり、ご
みを捨てて海を汚してしまったり、さらに地球温暖化の影響
で、海洋資源は深刻な危機に陥っています。
ゴール14は、海の豊かさを守るために、国を超えたルールづ
くりなど、具体的な取り組みをするよう呼びかけています。

GOAL 14目標 Conserve and sustainably use the oceans, seas and 
marine resources for sustainable development
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持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会を推進し、
すべての人に司法へのアクセスを提供するとともに、
あらゆるレベルにおいて効果的で責任ある包摂的な制度を構築する
トラブルを解決する方法を考えてみましょう。例えば、意見を
通すために暴力を振るい、ひどい言葉を浴びせ相手をねじ
伏せる。ケンカやいじめ、犯罪、戦争やテロなど、家庭、学校、
社会、国家で暴力的な出来事があります。暴力は心と体を傷
つけ、時には命も奪います。暴力に頼らない解決法はないで

しょか。例えば「きちんとしたルールをつくる」。みんなが意
味を理解し、守る。みんなが参加して話し合うことで、ルール
は力を発揮します。ゴール16は、すべての人が司法（法律に
基づいた裁判や手続き）を利用できき、すべての人が平等に
守られる、平和で公正な社会を目指します。

GOAL 16目標
Promote peaceful and inclusive societies for sustainable 
development, provide access to justice for all and build effective, 
accountable and inclusive institutions at all levels

陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、
森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および逆転、
ならびに生物多様性損失の阻止を図る
ゴール15では、陸上でさまざまな種類の生き物が暮らして
いけるように、森を守り、砂漠化を防ぐことなどを目指してい
ます。生き物は互いに関わり合いながらバランスを保って営
みを続けています。違法に木を切り倒すことや野生生物の
密漁などは、生き物がつくっているバランスを崩すので、避け

なければなりません。
例えば、森林には、たくさんの働きがあります。地球の温暖化
の原因となっている二酸化炭素を吸収し、酸素を出し、急激
な気温の変化を和らげてくれます。私たちに多くの恵みをも
たらす森林を守るためにどんなことができるでしょう。

GOAL 15目標
Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 
UWUVCKPCDN[�OCPCIG�HQTGUVU��EQODCV�FGUGTVKƂECVKQP��
and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

教授  岩瀬 義昭（いわせ よしあき）

看護福祉学部 ／ 看護学科

その他のSDGs

講師  熊谷 歌織（くまがい｠かおり）

詳しくは P5へ

その他のSDGs

教授  大友 芳恵（おおとも よしえ ）

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科

その他のSDGs

准教授  巻 康弘（まき やすひろ）

詳しくは P6へ

看護福祉学部 ／ 臨床福祉学科
詳しくは P6へ

その他のSDGs

講師  中田 雅美（なかた まさみ）

心理科学部 ／ 臨床心理学科

その他のSDGs

准教授  金澤 潤一郎（かなざわ じゅんいちろう）

詳しくは P7へ

心理科学部 ／ 臨床心理学科

その他のSDGs

准教授  河合 祐子（かわい ひろこ）

詳しくは P7へ

心理科学部 ／ 臨床心理学科

その他のSDGs

助教  河村 麻果（かわむら あさか）

詳しくは P7へ

その他のSDGs

心理科学部 ／ 臨床心理学科
詳しくは P7へ

助教  福田 実奈（ふくだ みな）

リハビリテーション科学部 ／ 作業療法学科
詳しくは P9へ

その他のSDGs

教授  鎌田 樹寛（かまだ たつひろ）

作業を通して里山と農を知ろう
申込番号 71

3

がんになっても安心して
暮らせる社会をつくろう

申込番号 23
30u

「貧困」の再発見
～子どもの貧困から高齢者の貧困まで～

申込番号 29
13
5

チーム医療の形成プロセス
～LIFEを支える～

申込番号 30
380

ソーシャルワーカーって
おもしろい

申込番号 39
3q

「おっちょこちょい」の心理学
申込番号 45

30

ステキな人間関係の築き方
～カウンセリングの魅力?～

申込番号 46
3

聞き上手になるコツ
申込番号 49

3

0
申込番号 50 心なんてない？！

～行動分析学を始めよう～

リハビリテーション専門職 
～作業療法士の役割ってなに?～

申込番号 63
30q
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持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、
グローバル・パートナーシップを活性化する
SDGsのゴール1から16までの目標は貧困は差別、自然環
境、エネルギーなど、今、世界が抱えている問題を幅広く取り
上げています。ゴール17は、こうした問題を解決するために
「協力し合うこと」、個人や国、「役所」「社会」「市民団体」と
いった別々の組織など、違う魅力を持つもの同士、力を合わ
せることが目標です。一人一人が得意なことが違うように、国

も役所も社会も市民団体も、力を発揮する部分はそれぞれ
違います。そのおかげで、人や組織が一緒になって問題に取
り組んだとき、見落とされる課題が少なくなり、知らなかっ
たことを互いに情報交換でき、より良いやり方を広めること
にもつながります。一人一人が行動を起こすことで、目標達
成につなげていきましょう。

GOAL 17目標 Strengthen the means of implementation and 
revitalize the global partnership for sustainable development

看護福祉学部 ／ 看護学科

その他のSDGs

講師  福井 純子（ふくい すみこ）

詳しくは P5へ

看護福祉学部 ／ 看護学科

その他のSDGs

講師  熊谷 歌織（くまがい｠かおり）

詳しくは P5へ

看護福祉学部 ／ 看護学科

その他のSDGs

講師  川添 恵理子（かわぞえ えりこ）

詳しくは P5へ

看護師という仕事を通して
「働く」ことを考える

申込番号 22
38

がんになっても安心して
暮らせる社会をつくろう

申込番号 23
30y

命・生活・人生に寄り添う
在宅看護の魅力

申込番号 24
30q
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