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保健学類を
見学しよう!!

保健学類
案内

金 沢 大 学  医 薬 保 健 学 域

看護学専攻

放射線技術科学専攻

検査技術科学専攻

理学療法学専攻

作業療法学専攻

2017
交通アクセス（北陸鉄道バス）

●ホームページからのぞいてみませんか？　http://mhs3.mp.kanazawa-u.ac.jp/

●オープンキャンパスに参加しませんか？
　8月に金沢大学のオープンキャンパスを2日間開催。教員や在学生の声が聞けます。体験コースもあります。

●金大祭・医学展を見学しませんか？
　10月下旬に毎年恒例の金大祭と医学展が開催されます。楽しみにしていてください。

●高校別大学見学会・出張講義を利用しましょう!! 保健学類を案内してもらえます。
　講義や実習を見学できます。教員の講義を高校の教室で聞けます。下記サイトから申し込もう！
　http://www.kanazawa-u.ac.jp/enter/kengaku/kengakshucho.html

金沢大学 医薬保健学域 保健学類
〒920-0942 石川県金沢市小立野5-11-80  TEL●076-265-2500（大代表）  FAX●076-234-4351
ホームページ●http://mhs3.mp.kanazawa-u.ac.jp/  E-mail●webmaster＠mhs.mp.kanazawa-u.ac.jp

2016年3月発行
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●金沢駅兼六園口（東口）7番乗り場から
  「東部車庫」「金沢学院高校」「金沢学院大学」「北陸大学」
　「湯涌温泉」行き

●金沢駅兼六園口（東口）6番乗り場から
　「湯谷原」「医王山」「田上（金商経由）」行き

●金沢駅金沢港口（西口）5番乗り場から
　「東部車庫」「金沢学院大学」「金沢学院高校」行き

こ だつ の
上記のいずれかに乗車し、小立野下車【約20分】 ▼徒歩【約5分】



●入学者選抜方法（詳細は入学者選抜に関する要項を参照にしてください。）

選
抜
方
法

大学入試センター試験 個別学力試験

一 般 入 試 前 期 日 程

一 般 入 試 後 期 日 程

推 薦 入 試 Ⅰ※1

推 薦 入 試 Ⅱ※2

帰 国 子 女 入 試

国際バカロレア入試※3

私費外国人留学生入試

3 年 次 編 入 学※4

看 護 学 専 攻

放 射 線 技 術 科 学 専 攻

検 査 技 術 科 学 専 攻

理 学 療 法 学 専 攻

作 業 療 法 学 専 攻

看 護 学 専 攻

放 射 線 技 術 科 学 専 攻

検 査 技 術 科 学 専 攻

理 学 療 法 学 専 攻

作 業 療 法 学 専 攻

○　国・社・数・理・外

○　国・社・数・理・外

×　無し

○　国・社・数・理・外

×　無し

×　無し

×　無し（日本留学試験が必要）

×　無し

○　理・英

○　面接

○　小論文・面接

○　面接

○　理・英

○　面接

○　小論文・面接

○

入学定員（名）

80

40

40

20

20

一般入試前期

1.8

2.6

2.0

2.6

2.9

一般入試後期

3.5

2.6

3.1

推薦入試

2.7

5.3

5.3

7.4

3.0

一般入試前期（名）

55

29

29

15

15

一般入試後期（名）

10

5

5

募集なし

募集なし

推薦入試Ⅰ（名）

15

募集なし

募集なし

5

5

推薦入試Ⅱ（名）

募集なし

6

6

募集なし

募集なし

3年次編入学（名）

10

5

5

5

5

一般入試前期

2.8

2.6

2.2

3.0

2.3

一般入試後期

1.5

7.2

2.8

推薦入試

2.6

4.7

4.7

9.2

4.0

平成27年度

一般入試前期

2.6

2.3

2.4

3.1

3.0

一般入試後期

1.8

7.0

2.2

推薦入試

2.9

5.8

3.7

8.4

4.0

平成25年度 平成26年度

看 護 学 専 攻

放 射 線 技 術 科 学 専 攻

検 査 技 術 科 学 専 攻

理 学 療 法 学 専 攻

作 業 療 法 学 専 攻

平成26年度（看護・理学・作業1700点，放射・検査1300点）

最高点 最低点 平均点

平成27年度（看護・理学・作業1700点，放射・検査1300点）

1241.4

1064.2

1019.4

1318.1

1353.4

1060.0

922.2

913.1

1127.3

1066.4

最高点 最低点 平均点

1123.6

967.6

946.1

1187.1

1151.8

平成25年度（看護・放射・検査1300点，理学・作業1700点）

1022.5

1033.4

1041.3

1356.9

1246.3

849.4

899.2

906.6

1155.4

1085.8

最高点 最低点 平均点

892.9

942.5

941.8

1218.2

1143.4

1373.4

1042.5

1048.3

1343.3

1284.2

1072.2

930.4

924.4

1133.7

1091.9

1182.5

968.8

965.1

1210.6

1151.5

健康を支える専門家を育成する保健学類

健康への国民の関心は高く、保健学が果たす役
割に大きな期待が寄せられています。
保健学類は、5つの専攻を有し優れた思考力と豊
かな人間性を持つ看護師、保健師、診療放射線技
師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士を育
成するとともに、専攻あるいはチーム医療の課題
発見と改善に取り組む探究心のある人材を育成
し、この期待に応えます。

我が国は、急激な少子高齢化の進展や過疎化、地域
におけるケアの担い手の減少など、保健・医療・福祉
を取り巻く環境は大きく変化しています。これらの
変化に対応できる専門知識・技術を修得し、幅広い
学識と倫理観に基づく判断と行動ができる医療人の
育成を目指しています。
近年では、健康の連続線上に病があると考えられて
きました。そのため、疾病の予防から遺伝子治療、高
度先進医療等、そして「老い」という自然現象への対
応まで、医療が対象とする範囲は広まっています。病
による苦痛や不安に脅かされることがない、病の有
無にかかわらず充実した生活をして人生を全うした
いという私達の不変のニーズに応えるために、保健
学は専門領域の充実とチーム医療という視点から、
取り組んでいます。皆様が、将来の医療を見据えた
「健康を支える保健学の専門家」を目指すことを期
待します。

保健学類長　稲垣美智子

●3学域・16学類
平成20年度より、学部・学科が再編されました。
保健学類は5専攻からなります。（P14組織図参照）

●共通教育科目と専門科目
金沢大学は複数のキャンパスからなっており、共通教育科目は角間
キャンパスで、専門科目は宝町・鶴間キャンパス鶴間地区で受講します。
（裏表紙の地図参照）

●保健学類はクラス担任制
2～4名の教員が学年別クラス担任となり、一人一人の卒業まで責任を
持ちます。

●保健学類は敷地内禁煙
医学類や病院も敷地内禁煙で、受動喫煙を防ぎ健康な環境で学べるよ
う配慮しています。

●ハラスメント対策
セクシャル・アカデミック・アルコール・受動喫煙などの対策について、
ハラスメント相談員が相談に乗っています。

●学生支援相談室
クラス担任のみならずカウンセラー（臨床
心理士）が相談に乗っています。

●就職支援コーナー
最新の就職情報が得られます。また、イン
ターネットから求人情報を検索することが
できます。

●大学院
卒業後、さらに学問研究を深めたい方のた
めに、金沢大学大学院医薬保健学総合研
究科保健学専攻博士前期課程（2年間）、
博士後期課程（3年間）が設置されていま
す。働きながらでも学べます。

看護学専攻は明治34年6月石川県金沢病院の看護婦養成施設に始まる。放
射線技術科学専攻は昭和31年4月金沢大学医学部附属診療エックス線技師
学校に始まる。検査技術科学専攻は昭和40年4月金沢大学医学部附属衛生
検査技師学校に始まる。

昭和47年（1972）  5月

昭和52年（1977）  4月
昭和54年（1979）  4月
平成 7 年（1995）10月
平成12年（2000）  4月

平成14年（2002）  4月

平成16年（2004）  4月
平成20年（2008）  4月
平成24年（2012）  4月

金沢大学医療技術短期大学部設置（全国で3番目）　
看護科、診療放射線技術科、衛生技術科の3科
専攻科助産学特別専攻設置
理学療法学科、作業療法学科の設置（全国初）
医学部保健学科（4年制）として5専攻で発足
金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻（修士課
程）設置
金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻（博士後期
課程）設置（修士課程は博士前期課程となる）
金沢大学が国立大学法人となる
学部・学科を3学域・16学類に再編
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科保健学専攻
（博士前期・後期課程）設置

学類の基礎知識

入学試験（平成29年度予定）

募集人員（平成29年度予定）

過去の入試倍率〈競争倍率〉（受験者数／合格者数）

過去の入学者の最高点と最低点と平均点（前期日程のみ）

沿 革

たからまち つる ま

学生相談室

就職支援コーナー

《注意》

※1　推薦入試Ⅰでは，看護学専攻，理学療法学専
攻，作業療法学専攻で募集があり，理学療法
学専攻は面接のみで小論文はありません。

※2　推薦入試Ⅱでは，放射線技術科学専攻と検査
技術科学専攻で募集があります。

※3　平成29年度から導入します。
※4　編入学入試は医療系短期大学・専門学校の卒

業者または卒業見込み者のみが受験できま
す。個別学力試験は英語，専門科目，小論文
または面接です。

※帰国子女入試は若干名　※国際バカロレア入試は若干名　※私費外国人留学生入試は若干名
※理学療法学専攻及び作業療法学専攻の一般入試後期日程はありません。

金沢大学の入試情報をホームページから手に入れよう！金沢大学の入試情報をホームページから手に入れよう！

金沢大学ホームページ ▼http://www.kanazawa-u.ac.jp/
受験生の皆さんへ ▼ http://www.kanazawa-u.ac.jp/examination/

ここから、入試情報、学域学類、受験のこと、金沢大学のことに関するページを見ることができます。
必ず見ておいてください。いろいろな情報を手にいれることができます。

在学生の皆さんへ ▼ http://www.kanazawa-u.ac.jp/students/
も、金沢大学を知るのにもってこいのページです。

1 2

かく ま
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全学年合計／343人
（平成27年度）

（10％）

男子
35人

女子
308人

（90％）

※学士課程での助産師養成は、平成22年度入学者まで（4年次選択制）。平成25年度からは、大学院博士前期課程で助産師養成を行っています。

看護師
保健師
助産師※

国家試験受験資格

100％
98.9%
100%

89.8％
86.5%
96.9%

平成25年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

98.7％
100％
100％

90.0％
99.4％
99.9％

平成26年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

98.7％
100%
100%

88.8％
96.0%
98.1%

平成24年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

看 護 学 専 攻

看護総合実習老年・リハビリテーション看護技術演習

看護生態アセスメント演習

看護実習 看護研究発表会

在宅看護技術演習 母性看護実習

理念

卒業までの歩み

就職と進学

取得学位・国家試験受験資格・国家試験合格率 在校生の男女比率
〔看護学専攻〕

求める人材 Q & A

人間の健康問題に対する反応に焦点をあてて活動する実践科学であり、人間の誕生から死までを包括的に捉
え、環境に適応しながら健康に生活することを支援する学問です。
病院内だけでなく、健康教育も含め、家族、学校、職場、地域に生活する個人、集団、地域社会におよびます。
ヒューマンケア精神と職業倫理をもち、看護の専門知識と優れた技術を修得した看護専門職としての誇りと責任
がもてる看護実践者の育成です。
英語などの共通教育科目で基礎学力を構築し、専門科目では人体の形態・機能、疾病などを理解し、看護の専門
知識を学びます。また、基礎的な看護技術を修得する学内演習、実践的な看護技術を修得する病院や保健福祉
施設などでの臨地実習を通して看護の専門技術を学びます。さらに、自分で考えて研究し、大学院での研究へと
つなげる看護研究があります。
大学院教育を有する総合大学の特質を活かしながら、社会が看護職に求める保健ニーズに対応できる優れた看
護実践者を育成します。また、将来、実践・教育・研究分野のリーダーとして看護の発展に貢献できる人材を育成し
て、北陸の基幹大学という使命と地域から期待される役割に応えます。  

●平成26年度卒業生の進路　《合計81人》
大学病院《32人》、医療機関（大学病院以外）《25人》、公務員等《9人》、その他就職先《0人》、大学院《8人》、養護教諭特別別科《7人》

●主な就職先（平成24年度～平成26年度）
【大学病院】金沢大学附属病院、金沢医科大学病院、富山大学附属病院、福井大学医学部附属病院、新潟大学医歯学総合病院、信州大学医学部附属病院、群馬大学医学部附
属病院、千葉大学医学部附属病院、東京大学医学部附属病院、杏林大学医学部付属病院、順天堂大学医学部附属練馬病院、横浜市立大学附属病院、名古屋市立大学病院、
名古屋大学医学部附属病院、京都大学医学部附属病院、大阪医科大学附属病院、神戸大学医学部附属病院　【国公立病院】国立病院機構金沢医療センター、石川県立中央
病院、富山県立中央病院、福井県立病院、岐阜市民病院、東京都立松沢病院、静岡県立静岡がんセンター、豊橋市民病院　【その他病院】金沢赤十字病院、地域医療機金沢病
院（旧 金沢社会保険病院）、富山赤十字病院、富山県済生会富山病院、福井県済生会病院、高山赤十字病院、虎の門病院、武蔵野赤十字病院、名古屋第二赤十字病院、京都第
一赤十字病院
【行政機関】石川県庁、金沢市役所、能美市役所、珠洲市役所、富山県庁、滑川市役所、魚津市役所、岐阜市役所、東京都板橋区役所、横浜市役所、沖縄県庁

●主な進学先（平成24年度～平成26年度）
【大学院】金沢大学大学院、富山大学大学院、京都大学大学院　【養護教諭特別別科・専攻科】金沢大学養護教諭特別別科、新潟大学養護教諭特別別科、岡山大学養護教諭特
別別科

●看護学とは

●看護の活動の場
●教育目標

●教育内容

●社会への貢献

●看護の専門技術や知識を高めて、社会に貢献
する意欲を持つ人
●病める人に対する医療のために、職業的使命
感を持つことのできる人
●人間の健康、医療問題に対して国際的視野で
貢献したいと強く願う人
●保健の分野で、新しい技術や知識を創り出す
熱意を持つ人
●看護学および看護の進歩のために、将来の
リーダーとなる夢を持つ人

●看護師、保健師とは？
看護師とは、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業と
する者です。保健師とは、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者です。
●講義と学内演習と臨地実習の関連は？
臨地実習を行う前に、学内で講義により知識を、学内演習で技術を十分に修得した上で、臨
地実習（下記の実習施設を利用します）に出ます。
●実習する病院や施設はどこですか？
金沢大学附属病院をはじめ、県内の病院、保育所、幼稚園、訪問看護ステーション、在宅介
護施設、地域包括支援センター、事業所、保健所、市町村健康センターなどで臨地実習があ
ります。
●看護研究ではなにをするのですか？
看護研究は4年生の6月より開始し、12月にその成果を論文にまとめ、発表会を行います。
学生5～10名単位のグループが2～4名の教員の指導のもとに、主体的に研究を行いま
す。テーマはいろいろで、中には動物実験を行うグループもありますが、卒業後の大学院進
学の動機になったり就職分野の関心を深める学びにもつながっています。発表後の打ち上
げは学生と教員が楽しく慰労する思い出の場となっています。
●養護教諭になれますか？
保健師免許取得後、都道府県教育委員会に申請することで、養護教諭2種免許を取得できま
す（ただし、在学中に指定された共通教育科目を修得すること。）が、1種取得のために、金沢大
学や他の大学の養護教諭特別別科へ進学する学生もいます。

保健師養成は、平成26年度以降の入学生の方は、選択制となりました。詳細は本学類HPなどに掲載しますので、
保健師を希望している方は、確認してください。http://mhs3.mp.kanazawa-u.ac.jp/

●1年生● ●2年生● ●3年生● ●4年生●
●共通教育科目
GS科目、GS言語科目、大学・
社会生活論、初学者ゼミⅠ、情
報処理基礎、地域概論など金
沢大学〈グローバル〉スタン
ダード（KUGS）に基づいた
授業科目を修得します。

●専門基礎科目
生体の構造、生体の機能、
病理学、精神健康論などで人
間の心身の健康と疾患につ
いて学びます。

●専門科目
看護学入門で看護学の基本
を学びます。

●共通教育科目
人間・社会・自然分野に関する科目、
英語などの基礎学力を修得します。
●専門科目
・疫学・保健統計学、保健医療福祉
概論、健康教育論などの基礎知
識を学びます。
・疾病論、日常生活援助論、看護対
象論、急性・周手術期、慢性・終末
期、老年・リハビリテーション、精
神、母性、小児、地域の各看護論
などの専門知識を学びます。
・基礎看護の学内演習と臨地実習
があります。

●専門科目
・学内演習で技術を修得し
た後、病院を中心とした急
性・周手術期、慢性・終末期、
老年・リハビリテーション、
精神、母性、小児の各看護
実習があります。
・看護研究概論で研究方法
の基礎を学びます。

●専門科目
・在宅看護、地域健康支援、公衆衛生
看護論などの専門知識を学びま
す。学内演習で技術を修得した後、
在宅看護実習、ヘルスプロモーショ
ン実習、公衆衛生看護実習、看護総
合実習があります。
・看護研究で実際に研究を行い、論
文を作成して発表会を行います。

●取得学位…学士（看護学）
●国家試験受験資格・国家試験合格率

学生 学生

卒業生 教員

　「私はこの4年間で「触れる」ことの大切さを
強く感じました。
　授業では先生方の経験に裏付けられた知識

と看護展開の方法に触れ、実習では目の前にいる
患者さんにしっかりと向き合ってその人の想いに触
れることで信頼を築いていく過程を学びました。看
護技術やケア、治療管理だけでなく、自分の視線や
かける言葉のひとつひとつが“看護”であるのだと感
じることができる有意義な実習を経験できました。
　私は助産師になるために卒業後は大学院に進み
ますが、母性分野に限らず様々な分野の勉強や病
棟での経験を通して、柔軟な視点を持つことができ
たと感じています。大学という多くの価値観に触れ
ることができる環境で、深く、広く、柔らかな視点を
持った看護師を目指してみませんか？」

看護学専攻で過ごす4年間で、自分がやりた
いことを見つけることができると思います。
「看護」のイメージは「病院に勤務の看護師」

という方も多いと思います。もちろん多数の卒業生
は病院勤務ですが、企業や行政機関もあります。選
択性ですが4年間の中では保健師国家試験受験資
格も得られます。助産師国家試験受験資格を得る
場合は大学院を目指すことになります。研究者を目
指すなら大学院への進学です。その先には世界が
広がっているかもしれません。ここで学び、自分の
可能性を開花させてみませんか。

　看護学専攻では、各分野の講義・演習・実習・
研究を通して看護師、保健師、の基礎を学ぶこ
とができます。特に３、４年生での臨地実習では、
患者さん・家族の全体像を正確に捉えた上で患者さ
んに寄り添い、個別性のあるさまざまなケアを行っ
ていくことで、患者さんにとってより良い看護とは
何かを学ぶことができます。また、すばらしい先生方
の下で学ぶことで、自分の理想とする看護師像にも
出会えるでしょう。女性の多い環境ですが、多専攻と
の交流も多く、男性としての孤独を感じることはあ
りません。個性豊かな友人達と充実した４年間を過
ごすことができます。男性看護師がどんどん活躍し
始めてる今こそ是非本学で『看護学』を学んでみま
せんか？

　看護学専攻では、丁寧で熱心な先生方のご
指導のもと、講義・演習・実習・研究と看護者とし
て必要な基本的知識・技術を身に着けることが
できます。3年生では、病院実習を通して様々な領
域の看護実践を学びますが、自分の目指す看護師
像を考えるきっかけとなり、看護学の奥深さ・素晴ら
しさを実感できると思います。また、本学では半年
以上かけて卒業研究を行っているため、“根拠に基
づいた看護”を考えるとても良い経験となります。
ぜひ金沢大学で看護を学び、人として、看護者とし
て成長できる4年間を過ごしてください。

北村 なぎ さん
4年生

熊倉 良太 さん
4年生

土屋 紗由美 さん
2014年3月卒業

大学院博士前期課程2年

大桑 麻由美 先生
4年生クラス担任

救急蘇生演習

看護研究
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全学年合計／169人
（平成27年度）

男子
89人
（53％）

女子
80人

（47％）

診療放射線技師
国家試験受験資格

100％ 76.5％

平成25年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

89.7％ 73.8％

平成26年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

95.3％ 66.6％

平成24年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

放射線技術科学専攻

放射線衛生管理学実験超音波検査の実習

放射線
機器学
実験 I 診療撮影技術学実験 卒業研究発表会

卒業式

X線装置を用いた実習 CT撮影の実習

理念

卒業までの歩み

就職と進学

取得学位・国家試験受験資格・国家試験合格率 在校生の男女比率
〔放射線技術科学専攻〕

講義の特色

Q & A

研究例

放射線、電磁波、超音波等を用い、人の身体を傷つけることなく体の中の様子を調べたり、がん等の治
療に関する技術を修める学問です。
病院等の医療機関が主ですが、それ以外にもCT装置などの機器開発企業、官公庁（行政）、教育機関、
研究所など医療（放射線技術科学）に関係した多くの場所に活動の場があります。

保健、医療を支える有能で意欲のある人材を育成することを目標とします。放射線を含む量子医療技術について
基礎から臨床まで幅広い教育を行い、高度な医療や放射線機器の進歩に対応できる能力を養い、実地・研究に優
れているのみならず、人間性豊かな人材を育成することを目指します。
１、２年では共通教育科目を通して科学的思考の基盤や人間と生活について学びつつ、人体の構造、機能や疾病を理
解し基礎能力を養います。２年次以降は理工学、画像情報の理論および画像解析・処理など検査に必要な知識と技術
を養うと同時に、これらを画像診断、核医学や放射線治療の臨床分野と系統立てて理解できる能力を育成します。ま
た、実験や臨床実習および卒業研究指導では小人数グループ制を取り入れ、自己探求型の問題解決能力を養います。
放射線技術科学領域や、診療放射線技師の携わる領域の発展に寄与し、北陸の基幹大学として地域に貢献する
だけでなく、北は北海道から南は沖縄にいたる全国各地で卒業生は活躍しています。

●平成26年度卒業生の進路　《合計41人》
大学病院《6人》、医療機関（大学病院以外）《22人》、公務員等《2人》、大学院《7人》、その他《3人》

●主な就職先（平成24年度～平成26年度）
【大学病院】富山大学附属病院、福井大学医学部附属病院、東北大学病院、信州大学医学部附属病院、千葉大学医学部附属病院、横浜市立大学附属病院、順天堂大学医学部
附属静岡病院、名古屋市立大学病院、愛知医科大学病院、三重大学医学部附属病院、近畿大学医学部奈良病院、兵庫医科大学病院　【国公立病院】石川県立中央病院、金沢
市立病院、公立つるぎ病院、富山市民病院、高岡市民病院、福井県立病院、新潟市民病院、長野県立こども病院、静岡県立総合病院、静岡県立静岡がんセンタ－、大垣市民病
院、豊橋市民病院、国立病院機構三重中央医療センター、国立病院機構舞鶴医療センター、大阪府立成人病センター　【その他病院】地域医療機構金沢病院、小松市民病
院、富山赤十字病院、福井県済生会病院、福井赤十字病院、諏訪赤十字病院、那須赤十字病院、虎の門病院、名古屋第一赤十字病院、大津赤十字病院
【行政機関】新潟県庁、埼玉県庁、福井県庁

●主な進学先（平成24年度～平成26年度）
【大学院】金沢大学大学院、大阪大学大学院

●放射線技術科学とは

●放射線技術科学の活動の場

●教育目標

●教育内容

●社会への貢献

当専攻はCT※1、MRI※2、超音波を独立させて講義を行っているの
が特徴です。更に現場に即した生きた教育を行うことを重視してお
り、臨床を経験した多数の優秀な教員が教育を担当しています。
※1　CT…エックス線で人体の断層画像を撮る装置
※2　MRI…磁気で人体の断層画像を撮る装置

●研究例1
放射線を放出する放射性同位元素を分
子内に導入した画像診断薬を利用した
生体機能の分子イメージング研究も活
発に行われています。また、多発性のが
ん細胞を1回の注射で完治できる内用
放射線治療も開始され、臨床応用を目
指した新しい治療薬の開発研究も金沢
大学の特色となっています。
●研究例2
臨床現場の技師を視野に入れた社会的
な教育・研究活動も行われています。核
医学画像は画像を構築する技師や医師
の施設間差が大きく、施設間で診断能
が異なる場合も存在することから、画像
精度管理と画像標準化を目的とした
ファントムおよび自動解析評価ツールの
実用化に向けて、システム開発と同時に
多施設共同実験も行われています。

●放射線を扱うのは危なくない？
大丈夫です！　実験や実習等で用いる放射線の量は健康被害が出るような量ではありません。また、放
射線をどう安全に使うか、どうすれば放射線を被曝（放射線をあびること）しなくてすむか、どの程度被曝
すれば健康に被害が出るのかなどを学んでいき放射線のスペシャリストになりますので、むやみに恐れ
ることもなくなります。
●女性の就職は大丈夫？
近年、マンモグラフィ（乳房撮影）や患者様への配慮から、多くの病院が女性の診療放射線技師を求めて
います。そのため、病院へ就職する上では、最近は女性の方が就職しやすい傾向です。だからといって男
性が就職しにくいというわけではありません。特別な場合をのぞけば、毎年全員が就職できています。

●1年生● ●2年生● ●3年生● ●4年生●
金沢大学〈グローバル〉
スタンダード（KUGS）
に基づいた授業科目を
修得します。
●共通教育科目
GS科目、GS言語科
目、大学・社会生活論、
初学者ゼミⅠ、情報処
理基礎、地域概論など
●専門科目
臨床医学入門、生化
学、生命科学実験など

2年生から徐々に専門的な科目が
増えてきます。人体の構造や疾病、
理工学的基礎や放射線技術等を修
得します。
●共通教育科目
英語、物理、化学、生物、数学など
●専門科目
放射化学、電気工学、画像解剖
学、医学放射線物理学、診療撮
影技術学Ⅰ
など

3年生では殆どが専門的な科目と
なり、講義以外にも実験科目が増
えてきます。
●専門科目
高エネルギー治療技術学、放射
線衛生管理学、X線CT技術学、
核医学検査技術学、医用電子工
学実験、放射線計測学実験Ⅰ、放
射線機器学実験Ⅱなど

4年生では、臨床実習と卒業研究に多くの時間
を割いています。臨床実習では、3年生の間に行
われてきた講義、実験によって得られた知識をも
とにして、実際に医療現場において診療放射線
技術を修得します。具体的な実習としては、一般
撮影、CT、MRI、核医学検査、血管造影、放射線
治療等があります。卒業研究では、各教員の指導
のもと放射線技術科学に関連した様々なテーマ
について研究が進めら
れます。研究内容は論
文にまとめられ、卒業
研究発表会にて発表を
行います。
●専門科目
臨床実習、卒業研究

●取得学位…学士（保健学）
●国家試験受験資格・国家試験合格率

学生 学生

卒業生 教員

　現代の医療において放射線技術の担う役割
は診断領域から治療領域まで多岐にわたって
います。当専攻には各分野において臨床経験

豊富な先生方がたくさんいらっしゃいます。そのよう
な先生方から臨床の場で活きる知識を学ぶことが
できます。また、専門的な実験ではCT装置、MRI装
置、超音波装置などに実際に触れることができるた
め、より関心を深めることができます。4年次には金
沢大学附属病院で臨床実習が始まり、医療現場を体
験し、実践的な知識も身につけることができます。4
年間、診療放射線技師を目指す仲間とともに充実し
た学生生活を送ることができます。

　当専攻は、臨床経験豊富な先生方が懇切丁
寧な講義を行ってくださいます。2、3年時は
実際に病院で使用されているものと同じ機器
を使用した実習が多く取り入れられており、興味が
深まるとともに、勉強に対するモチベーションも高ま
ります。4年時の附属病院での臨床実習では実際の
医療現場の雰囲気を知り、診療放射線技師として働
くことへの自覚や心構えを持つことができます。さら
に、卒業研究では研究室ごとに特色ある研究を通じ
て最先端の医療技術に対する知識がより一層深まり
ます。また、保健学類の他専攻と同じキャンパスに通
い、交流の機会も多いため友達も多くでき、充実し
た大学生活を送ることができます。

　今、当放射線技術科学専攻は国際的にも学
際的にも大躍進しています。海外留学したい
人、是非、当専攻を目指してください！電気・物

理系が好きな人も生物・化学系が好きな人も、放射
線技術科学はそのいずれにも深く専門分化してい
ます。好きなことをいっぱい、楽しく学びましょう。教
育・研究者を目指す人、臨床技術者を目指す人、企業
開発者を目指す人、それぞれの道に既にたくさんの
先輩たちもいます。そしてもちろん皆さんには、
人々が健康に暮らして幸せに生きることに直接役に
たてる喜び、つまり、保健・医療に携わる喜びを全身
に感じてもらいたいと、私たち教員は願っています！

　診療放射線技師はX線撮影、CT、MRIなど
の画像診断検査や放射線治療など様々な業
務を担当します。さらに日進月歩の医療技術
に対応するため、日々の勉強も欠かせません。金沢
大学は、現代医療に必要とされる実践的知識・技能を
持った診療放射線技師になれる学び舎です。ご指導
いただく先生方は診療放射線技師教育のエキス
パートであり、毎回楽しく、興味深い講義をしてくだ
さいます。臨床実習では、大学病院で働く技師の
方々が日頃どのように業務を行っているか間近で見
ることができます。卒業研究では、日本の放射線技
術学界を牽引する先生方の指導のもとで高いレベ
ルの研究に打ち込むことができ、海外での学会発表
も経験できます。金沢大学で得た経験は私の大きな
糧となっています。

入江 亜希 さん
4年生

小野 隆明 さん
4年生

真田 茂 先生
4年クラス担任

山森 諒子 さん
2015年3月卒業

大学院博士前期課程1年
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全学年合計／165人
（平成27年度）

男子
32人
（19％）

女子
133人

（81％）

臨床検査技師
国家試験受験資格

87.2％ 81.2％

平成25年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

100％ 82.1％

平成26年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

92.7％ 77.2％

平成24年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

検査技術科学専攻

臨床生理学臨地実習病理検査学実習

地域概論
（先輩の話を聞く） 生化学実習 病原微生物学実習 卒業研究

血液検査学実習医用工学概論実習

理念

卒業までの歩み

就職と進学

取得学位・国家試験受験資格・国家試験合格率 在校生の男女比率
〔検査技術科学専攻〕

特 色

臨床検査は、病気の診断や治療効果の判定に必要な専門技術です。本専攻では、臨床検査学に関わる
知識と技術を体系的に学習します。さらに医療現場での実習から、実際の仕事や医療従事者としての役
割を学びます。また、卒業研究を通じて、将来の医療技術の進歩や変化に対応できる人材を育成します。
全国各地の病院、検査・検診施設、教育機関、官公庁、研究所など医療に関連した多くの場所で活動の場
がありますが、薬品メーカーや食品関連などの一般企業にも活躍の場が広がっています。

臨床検査技師に必要な基礎知識と検査法の修得が目標です。また、日々進歩する診断技術に対応可能な学問的基礎体
力の養成も重要な課題です。さらに、質の高い医療技術者に必要な学ぶ意欲や創造性を育むことも大きな目標です。
臨床検査に関わる広範な基礎的、臨床的知識の学習を最初に行います。これらをもとに、尿中や血液中の生体物
質の定量、血液の働きを調べる検査、心電図・脳波・呼吸機能などの生理検査、病原菌やウィルスの検出と同定、
病理標本作成など臨床検査に必要な専門知識や技術を修得します。さらに、病院の臨床検査室で実習を行い、
医療チームの一員としての役割を学びます。また、卒業研究では将来の医療技術の進歩や変化に対応するため
に必要な能力を養います。
高齢化社会の到来によって、医療従事者への期待は高まっています。そこで、本専攻では現代の医療を支え、未
来の医療を実践するために必要とされる優秀な医療専門職者や研究者を育成します。

●平成26年度卒業生の進路　《合計39人》
大学病院《1人》、医療機関（大学病院以外）《20人》、公務員等《2人》、
会社・研究所等《2人》、大学院《10人》、その他《4人》

●主な就職先（平成24年度～平成26年度）
【大学病院】金沢大学附属病院、金沢医科大学病院、兵庫医科大学病院　【国公立病院】国立病院機構金沢医療センター、石川県立中央病院、公立松任石川中央病院、金沢市
立病院、公立丹南病院、新潟市民病院、伊勢崎市民病院、大垣市民病院、公立甲賀病院、彦根市立病院、宮崎県立延岡病院　【その他病院】済生会金沢病院、地域医療機構金
沢病院、金沢城北病院、恵寿総合病院、小松市民病院、やわたメディカルセンター、富山赤十字病院、富山厚生連高岡病院、福井県済生会病院、福井赤十字病院、長岡赤十字
病院、諏訪赤十字病院、名古屋記念病院、愛知厚生連豊田厚生病院　【行政機関】石川県庁、新潟県庁、滋賀県庁　【民間会社・研究所】富山県医師会、日本赤十字社関東甲信
越血液ブロックセンター、筑波メディカルセンタ－、㈱ファルコバイオシステムズ

●主な進学先（平成24年度～平成26年度）
【大学院】金沢大学大学院、大阪大学大学院、京都大学大学院

●検査技術科学とは

●検査技術科学の活動の場

●教育目標

●教育内容

●社会への貢献

●1年生● ●2年生● ●3年生● ●4年生●
●共通教育科目
グローバルスタンダード科目（5つの科目群）
グローバルスタンダード言語科目（主に英語）
導入科目（大学・社会生活論、地域概論など）
基礎科目（統計数学の他、生命・医療を理解する
基礎となる、数学。物理学、化学の科目）
●専門科目
講義（情報管理学、生化学Ⅰ）
実験（生命・医療を理解する基礎となる、物理
学、化学、生物学の実験）

●専門科目
講義（生体の構造、生体の
機能など、主に専門の基礎
となる科目）
実習（解剖学実習、医用工学
概論実習、生化学実習など）

●専門科目
講義（病理検査学、輸血検査
学、病原微生物学Ⅱなど、主に専
門に関する科目）
実習（病理検査学実習、血液検
査学実習、病原微生物学実習
など）
卒業研究（3年生後半と4年生
前半）

●専門科目
講義（臨床医学入門、遺伝
子診断学など）
臨地実習（病院検査部での
実習）

●取得学位…学士（保健学）
●国家試験受験資格・国家試験合格率

学生 学生

卒業生 教員

　検査技術科学専攻では、人体の構造などの
基礎的なことから検査法の原理や臨床的意義
など専門性の高いものまで、4年間で幅広い
知識を学びます。実習では、学んだ知識を活

かし、先生方の指導のもと、採血の手技やエコー
（超音波画像）の描出法などの技術を習得します。
理解が難しいところは、積極的に質問することで丁
寧に教えてもらうことができます。 
　私は入学するまでに、血液や尿の検査、心電図検
査が行われていることは知っていました。しかし大
学の講義を通じて、これらだけではなく、輸血血液
の適合性検査や微生物の薬剤感受性検査など、多
岐にわたる検査が検査技師により行われているこ
とを知りました。患者様の診断や治療に役立つ検査
結果を提供する、やりがいのある臨床検査技師へ、
みなさんも一歩近づいてみませんか？

　臨床検査技師の仕事は、ひとことでは説明
できないほど実に幅広いです。病院で行われ
る検査には様々なものがあり、その全てに関し
て検査技師は専門的な知識と責任を持たなけ
ればなりません。さらに、昨今の医療技術は日夜目
覚ましい進歩を遂げており、それにしたがって新たな
検査法も数多く生まれます。よって、当然のことです
が、これからの検査技師は今にも増して病院での役
割が大きくなっていきます。ですから私は、もはや臨
床検査技師が医療の裏方だとは思いませんし、それ
どころか、これからの検査技師はどんどん表舞台に
立って活躍するべきだ、とも思っています。ここ金沢
大学では、そのような志を持った方々のため、検査技
術の基礎知識から実際の手法までを修得できる環
境が整っています。

 　検査技術科学専攻は4年間で臨床検査技
師として必要な知識や技術を習得します。さ
らに、研究教育の指導的立場になるように大

学院進学を推奨し、卒業生の20～30％が大学院
へ進学しています。また、医療人としての判断力や
倫理観を育み、時代の変化に対応できる社会人と
なるよう卒業研究を1年かけて、教員あたり2名の
学生担当を基本に少人数指導をしています。学類
の4年間は持ち上がりの3名担任制（教授・准教授・
助教）で対応しています。就職活動、国家試験対策
などのサポートも充実しており、高い就職率を保っ
ています。就職は病院検査室のみならず、検査会
社、治験コーディネーター、医療系出版社など就職
先は多岐にわたっており、卒業生は全国で活躍して
います。

　検査技術科学専攻では、4年間を通して、病
院で行われる臨床検査の基礎を学び、病院実
習等でその実践を行うことができます。当専
攻では幅広い分野を学ぶため、その中で自分の興
味のある分野が見つかると思います。
　大学院では、研究を通して専門的な知識をより深
く学ぶことができるだけでなく、より高度な技術の
習得や論理的な思考能力を身に付けることができ
ます。特に金沢大学の保健学類は、看護、検査、放
射、理学、作業の5つの専攻が揃っており、他の専攻
と交流を持つことにより、研究を進めるためのヒン
トや、新たなアイデアを得ることができます。このよ
うな環境の中で、保健学類5専攻の中での検査技
術科学専攻の特徴や重要性が理解できます。

鞆 笑花 さん
4年生

山田 長司さん
4年生

長瀬 賢史 さん
2015年3月卒業

大学院博士前期課程1年

稲津 明広 先生
4年生クラス担任

卒業研究発表会 臨地実習

●たゆまず努力して、自分の能力を高めようとする人
●専門技術や知識を高めて、社会に貢献する意欲を持つ人
●病める人に対する医療のために、情熱を燃やすことのできる人
●医療科学の分野で新しい技術や知識を創り出す熱意を持つ人
●検査技術の進歩のために、将来のリーダーとなる夢を持つ人

●病気の原因を探るためや治療の効果を判定するための臨床検
査学を学びます。
●病気の早期発見と適切な治療のためには、私たちの体が発信す
る異常のささやきを捉えるアンテナ（検査法）が必要です。また、
病気によってアンテナの種類を使い分けなければなりません。
そのため、形態系実習、化学系実習、臨床生理系実習、感染系実
習などの多様な実習を行います。
●本専攻では、病気の診断、治療、予防などに関係する多様な研
究が行われています。これらの研究が、卒業研究のテーマにな
ります。

求める人材
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全学年合計／86人
（平成27年度）

男子
42人
（49％）

女子
44人

（51％）

理学療法士
国家試験受験資格

100％ 83.7％

平成25年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

94.4％ 82.7％

平成26年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

100％ 88.7％

平成24年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

理学療法学専攻

理学療法学セミナー人体構造学実習

AEDの講習 運動学実習 日常生活活動学実習 臨床実習Ⅳ

卒業研究 理学療法学特別講演会

理念

卒業までの歩み

就職と進学

取得学位・国家試験受験資格・国家試験合格率 在校生の男女比率
〔理学療法学専攻〕

特 色

理学療法学はリハビリテーション医療の一専門分野です。運動器系、中枢神経系、心肺系などの疾病
による障害の改善・身体活動能力の回復および予防を目的とした運動療法および物理療法の治療技
術を科学的・実践的に修得することが目的であり、それと同時に人間に対する愛と尊厳、生命への畏敬
を身につけた医療人を育成することにあります。
卒業生は、全国各地の病院、教育機関、介護・福祉施設で臨床・教育・研究に励み、かつ活躍しています。

超高齢化社会の到来により、障害は複雑化と多様化、増加の一途を辿り、理学療法士の需要は一層高まってきて
います。様々な疾病と障害像の理解とそれらに対する治療技術学を修得し、科学的思考能力を持った臨床および
研究人を育成すること、また人間に対する愛を持った医療人、理学療法士のリーダー的人材を育てることを教育目
標としています。
共通教育科目では知識や教養、また医療人となるための道徳を身に付けます。専門科目では解剖学、生理学、運
動学などの基礎医学を学び、さらに様々な疾患の臨床医学を学習し、その間リハビリテーション医学概論、理学療
法学概論、病院の機構などの将来進むべき専門を見聞し、機能診断学、物理療法学、義肢装具学などで様々な疾
患による障害の治療技術学を学び、患者さんに対応する評価実習、また14週にわたる総合臨床実習を負荷し、
立派な高度医療専門人を育成しています。
国民の中に広まっている医療の質の向上への期待と超高齢化社会の到来と相まって、理学療法士の需要は一層
高まっています。それ故に本専攻は、医の倫理を理解し、人間の尊厳を重視する優秀な医療専門職者や研究者を
育成します。

●平成26年度卒業生の進路　《合計18人》
大学病院《1人》、介護福祉機関《2人》、その他《1人》、医療機関（大学病院以外）《14人》、大学院《2人》

●主な就職先（平成24年度～平成26年度）
【大学病院】金沢大学附属病院、金沢医科大学病院、藤田保健衛生大学病院　【国公立病院】国立病院機構金沢医療センター、新潟県立中央病院、新潟県立十日町病院、神戸
市立医療センター中央市民病院、尾道市立総合医療センター公立みつぎ総合病院、公立つるぎ病院　【その他病院・施設】金沢赤十字病院、地域医療機構金沢病院、浅ノ川
総合病院、済生会金沢病院、金沢西病院、金沢有松病院、北陸病院、やわたメディカルセンター、富山厚生連高岡病院、福井循環器病院、筑波記念病院、千葉愛友会記念病院、
東京湾岸リハビリテーション病院、刈谷豊田総合病院、トヨタ記念病院、小牧市民病院、大阪警察病院、松山赤十字病院

●主な進学先（平成24年度～平成26年度）
【大学院】金沢大学大学院

●理学療法学とは

●理学療法学の活動の場

●教育目標

●教育内容

●社会への貢献

●1年生● ●2年生● ●3年生● ●4年生●
●共通教育科目
GS科目、GS言語科目、大学・社会
生活論、初学者ゼミⅠ、情報処理基
礎、地域概論など
●専門科目
生体の構造、生体の機能、リハビ
リテーション医学概論、理学療法
学概論などで人間の正常機能や
理学療法学の基礎を学びます。

●共通教育科目
人間・社会・自然分野に関する科目など
●専門科目
人体構造学実習、人体機能学実習、基
礎運動学、運動学実習、病態機能学、
呼吸循環器病態学、老年期病態学、感
覚運動器系病態学、神経病態学、運動
療法学、運動療法学実習、臨床実習Ⅰ、
Ⅱなど

●専門科目
機能診断学、機能診断学実習、物
理療法学、物理療法学実習、義肢
装具学、義肢装具学実習、骨・関
節系理学療法学、骨・関節系理学
療法学実習、中枢神経理学療法
学、中枢神経理学療法学実習、ス
ポーツ障害理学療法演習、日常
生活活動学実習、臨床実習Ⅲなど

●専門科目
臨床実習Ⅳ、理学療法学英
語、福祉行政経営演習、理
学療法管理論、医療福祉オ
ペレーションズリサーチ演
習、卒業研究など

●取得学位…学士（保健学）
●国家試験受験資格・国家試験合格率

学生 学生

卒業生 教員

　本専攻は1学年20人と少人数で構成され
ているため、質問もしやすく納得いくまで学ぶ
ことができる環境が整っており、着実に知識や

技術を身に付けることができます。
少人数だからこそ実現するこの環境のおかげで、切
磋琢磨してお互い高めあえるだけでなく、休み時間
は笑いが絶えない充実した学生生活を送ることが
できます。
　また、同期だけでなく後輩たちや先輩方、先生方
とも密接に関わる機会もあります。さらにキャンパ
ス内には理学療法学専攻の学生以外にも作業療法
学、放射線技術科学、検査技術科学、看護学と様々
な専攻の学生がいるので異なった視点からの話を
聞くこともでき、視野を広げることができます。
　みなさん、一緒に楽しいキャンパスライフを送り
ませんか？

　理学療法学専攻では解剖学・生理学・運動学
などの基礎的な学問から始まり、それらを土台
にして各疾患や評価法、治療法などの専門的な
知識・技術・考え方を学んでいきます。座学の後
に演習を行い、身体を動かしながらより臨床に近い形
で理解を深められることが魅力です。具体的に言うと、
演習では座学で勉強したことを基に、患者さんに対し
て行う評価や治療を学生同士で理学療法士役・患者さ
ん役に分かれて行っています。また、提示された模擬
症例に対してどのようにアプローチしていくかを考
え、意見交換をしたり、フィードバックしてもらうなかで
成長していくことができます。
　本専攻は男女間の仲も良く、先生方はもちろん先
輩方や後輩たちとのつながりもたくさん作れます。時
には真面目に、時には楽しく、日々の大学生活を送る
ことができます。一緒に理学療法士を目指しましょう！

　「当理学療法学専攻の学生は全国から集
まってきており、学生同士の楽しい会話がい
つもはずんでいます。定員は20名と少人数

なので手厚い教育が行われています。また、担任教
員が副担任教員と協力して、入学時から卒業まで一
貫してサポートする体制をとっています。学生生活
や就職、進路などについて細やかに対応します。本
専攻を卒業した先輩たちは、全国各地の病院、教育
機関、介護・福祉施設で臨床・教育・研究に励み、かつ
活躍しています。海外で活躍されている先輩もいま
す。Dream big and make it come true! We 
invite you to join us!」

　私は学部を卒業後、金沢市内の病院に勤め
ながら大学院に進学しています。大学院ではよ
り専門的な研究を行うことができ、同級生の多
くも大学院に進学し様々な分野で活躍してい
ます。
　理学療法士はリハビリテーション医療の一分野を
担っており、実際の現場では機能回復を通じて、患者
さんがいかに社会復帰していくかを支援していま
す。今後超高齢化社会の到来を念頭に置くと、理学
療法士の役割はさらに重要となってきます。臨床に
出るとまだ明らかにされていない分野も多く、思うよ
うな結果が出ずに難しさを感じることも多いですが、
やりがいのある素晴らしい仕事であると思います。
　金沢は学生にとって非常に住みやすい場所で、ま
た総合大学であるので様々な学部の人とも知り合う
ことができます。卒業後も働きながら大学院に通え
る環境も整っています。そんな金沢で学生生活を過
ごしてみませんか!

浅野 伝美 さん
3年生

工藤 大宗 さん
3年生

橋本 直之 さん
2009年3月卒業

大学院博士後期課程3年

山崎 俊明 先生
稲岡プレイアデス千春 先生

3年生クラス担任

●豊かな人間性と愛情を持ち、学習意欲の高い人
●社会のニーズに答え努力を惜しまない人
●理学療法学の今後を担い、人類社会に貢献できる人

●理学療法士の免許を取得するには、養成校の指定規則によって
指定された教育内容を含む科目の履修が必要であることから、
そのほとんどの科目が必修科目です。
●科目としては基礎分野、専門基礎分野、専門分野に分類でき、ま
た臨床実習が課せられています。
●1年次に病院見学、2年次に理学療法部門の見学、3年次に学生
同士の模擬実習および患者さんと対面しての評価を中心とした
臨床実習、4年次に総合臨床実習があります。
●臨床実習では、患者さんの治療を学び、実践的な知識および技
術を習得します。
●4年次後期には個々に研究テーマをもち、卒業研究論文を作成
します。

求める人材

Q & A

●作業療法士との違いは？
理学療法士は基本的な動作能力（寝返り・立ち上がり・歩行など）の改善や
回復を目指します。作業療法士は、日常生活や社会生活に適応できるよ
う応用的機能や能力の改善を目指します。
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全学年合計／84人
（平成27年度）

男子
20人
（24％）

女子
64人

（76％）

作業療法士
国家試験受験資格

89.5％ 86.6％

平成25年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

89.5％ 77.5％

平成26年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

84.2％ 77.3％

平成24年度
合格率（新卒者） 全国平均合格率

作業療法学専攻

臨床セミナー運動学実習

施設見学 移乗動作の体験実習 生活適応能力学 関連施設での評価実習 臨床実習

高次脳機能障害演習Ⅱ 臨床実習

理念

卒業までの歩み

就職と進学

取得学位・国家試験受験資格・国家試験合格率 在校生の男女比率
〔作業療法学専攻〕

人間が環境に適応して健康に生活しようとする時の問題の解決をなそうとする実践科学であり、能力
の発揮、尊厳の回復、生活の自立を、能力回復と設備・機器と環境の活用・調整によってなすための、実
践技術を研究する学問です。
病院・施設・地域・家庭において活動するだけでなく、健康指導、就労支援、参加援助、更生指導など、
チーム医療・支援にも役割を担います。

ヒューマニズムに立った職業倫理で、作業療法の知識と技術を修得し続ける専門職として、実践による自信と誇り
をつちかって、医療に貢献できる人材を養成します。
人間科学などの共通教育科目で基礎学力を構築し、人体の構造・機能・病態などを理解し、リハビリテーションの心
と作業療法の専門知識・技術を学びます。そして、グループで出向いた関連病院・施設で作業療法プログラム立案
技術を教員の指導で実習します。4年では、病院・施設で患者を担当する臨床実習によって作業療法の専門技術
を統合して習得します。各自1テーマを考え、実験や調査の研究を行い、大学院へつながる卒業研究としてプレゼ
ンテーションします。
疑問を検討しながら臨床実践能力を確実に高める学部教育の充実を基本として、大学院を有する総合大学の特
質を活かし、社会が求める医療・保健のニーズに対応できる優れた研究マインドを持つ実践者を育成します。そし
て将来の臨床・教育・研究のリーダーとして発展を導き社会に貢献する人材育成をしており、北陸の基幹大学とし
て地域の期待と役割に応え、日本の先端を開く任務につくしています。

●平成26年度卒業生の進路　《合計21人》
大学病院《1人》、医療機関（大学病院以外）《13人》、会社・研究所等《0人》、介護・福祉機関《4名》、大学院《1人》、その他《2人》

●主な就職先（平成24年度～平成26年度）
【大学病院】金沢大学附属病院、金沢医科大学病院　【国公立病院】公立つるぎ病院、公立石川松任中央病院、神戸市立医療センター、兵庫県立リハビリテーション中央病院、
南砺市民病院　【その他病院・施設】済生会金沢病院、浅ノ川総合病院、金沢西病院、金沢城北病院、金沢脳神経外科病院、恵寿総合病院、芳珠記念病院、やわたメディカルセ
ンター、富山赤十字病院、富山県高志リハビリテーション病院、福井赤十字病院、岐阜中央病院、安曇野赤十字病院、静岡赤十字病院、びわこ学園、小松こども医療福祉セン
ター、川口工業総合病院、松寿園

●主な進学先（平成24年度～平成26年度）
【大学院】金沢大学大学院

●作業療法学とは

●作業療法学の活動の場

●教育目標

●教育内容

●社会への貢献

●1年生● ●2年生～3年生● ●4年生●
基本的に角間キャンパスで
共通教育科目を受講します。
ただし毎週火曜日は、保健学
類校舎にて生体の構造（解
剖学）、生体の機能（生理
学）、作業療法学概論などの
講義を受講します。

4年次春は、基本的に各学生1
人ずつ関連病院で数週間の実
習を経験し、これまで学んだリハ
ビリテーションの評価から治療
の流れを実践し臨床能力を高め
ます。さらに秋には将来の発展
の基礎作りに各学生の課題で卒
業研究を実施します。

2年次春からは保健学類校舎で、人体構造学・人体機能学の実習と機能運動学など
の基礎医学を学び、さらに運動器、神経、発生発達、老年期等の各病態学で各種疾
病・損傷に関する医学知識を学びます。
2年次秋から3年次は、機能診断技術学と身体・精神・老年期・高次脳機能障害の各
作業療法学、生活適応能力学の講義・実習によって障害の評価とプログラム立案・
治療を学び、さらに3年次秋には、関連病院で各疾患の障害の評価から治療までの
流れを、各教員1人につき学生3～4人のグループで行う実習、および関連病院で
の集中実習を実施します。

●取得学位…学士（保健学）
●国家試験受験資格・国家試験合格率

学生 学生

卒業生 教員

　本専攻では1年から2年次に身体機能や構造、
様々な疾患についてなど医学の基礎的な知識に
ついて、三年次では、患者さんの状態把握、作業
療法計画立案のための評価手技を演習・実習を

通して学びます。4年次の臨床実習では実際に各病院
の先生方の指導の下担当の患者さんの評価やリハビ
リテーションの実習を行います。作業療法では障害に
よってできなくなってしまったことでも違うやり方、違う
ものを使うといった工夫をすることでできることを増
やし、患者さんの「生活」に寄り添ったリハビリテーショ
ンを行えるところが大きな特徴だと思います。また、患
者さんと身近に接することで心身ともに治療できると
てもやりがいのある仕事です。金沢大学では少人数制
だからこそ一致団結した仲間たちと楽しく、刺激を受
けあいながら作業療法について学んでいくことができ
ます。また、各分野の個性豊かな先生方の温かいご指
導が受けられることも金大ならではです。　

　作業療法士とは、身体障害、高次脳機能障
害、精神障害などの疾患を持つ小児や成人、
高齢者を対象に、日常生活や社会的活動をサ

ポートする専門職です。本専攻では、1，2年時には
人体の機能、構造をはじめとして基礎医学的なこと
を学び、3年生から専門科目が増えて来ます。3年
の前期では講義が中心となりますが、後期に入って
からは、評価や演習などの実践科目が増えてきま
す。さらに3年生と、実習から戻った4年生とが一緒
に学ぶ演習もあり好評です。1学年20人余りです
ので、教員と学生はいつも和気あいあいとやってい
ます。

　作業療法は単純に手や脚を治す、というだ
けでなく、患者さんの生活も良くしていこうと
いう考え方があることがとても魅力だと思います。
　勉強は高校までとは違い、教科書に正解はありま
せん。特に実習で実際に患者さんに合わせた評価や
作業療法プログラムを考えることを通して、リハビリ
テーションの奥深さ、面白さを強く実感しています。
　また、この専攻は一学年20人という少ない人数
から成るので、苦手なこともみんなで協力し、毎日い
い雰囲気で学生生活を送ることができます。そんな
楽しい仲間、そして個性的な先生方と共に作業療法
学専攻で待っています！　

　私は学部を卒業後、大学院に進学しまし
た。大学院では研究を行う上で必要な研究方
法論や専門的な知識をより深く学ぶことができま
す。また、作業療法学専攻の科目はもちろん、他の
専攻の科目を選択し受講することもできるので、
自分の研究分野以外にも視野を広げられます。授
業以外には、地元の病院で非常勤で作業療法士と
して勤務したり、学部生の授業の補助をしたりして
います。また、学会に参加する機会もあり、様々な
方面から最新の情報を得て刺激を受けています。
先生方、先輩方から日々ご指導いただきながら、充
実した生活を送っています。

藤木 菜摘 さん
4年生

鈴木 陽太 さん
3年生

大塩 彩加 さん
2015年3月卒業

大学院博士前期課程1年

能登谷 晶子 先生
4年生クラス担任

●たゆまず努力して自分の能力を高めようとす
る人
●専門技術や知識を高めて社会に貢献する意
欲を持つ人
●病める人に対する医療のために情熱をもやす
ことのできる人
●障害を治し人間の新たな能力を引き出し活用
する作業療法を修得し発展させたい人
●自分の弱点を良い点に変え、自分の眠る能力
を引き出し、自分を作っていきたい人

求める人材 Q & A

●卒業時に得られる資格は？
学士が授与されます。また作業療法士の国家試験受験資格を取得でき、国家試験に合格す
ると作業療法士免許が得られます。

●3年次や4年次の実習はどこの病院や施設で行うのですか？
金沢大学附属病院をはじめ、北陸三県内の病院・施設などで行います。
身体・精神障害や発達障害、老年期障害など各分野の実習を経験します。
●どんな研究をしているのですか？
学生は、4年次秋は各自で研究テーマを持ち、指導教員のもとで卒業研究を行います。研究
成果は学会と同じ形式で発表会を行い、論文集にまとめます。
教員は、中枢神経疾患、末梢神経損傷者などの運動障害、高次脳機能障害や精神障害者、認
知症患者などのリハビリテーションに関する研究を行っています。例として「運動などが呼吸
循環代謝系に及ぼす影響とその評価・解析法、運動処方、運動療法に関する研究」「損傷者や
高齢者の高次脳機能障害に対するリハビリテーションプログラムに関する研究」「障害など
を有した人々が地域で安心した生活ができるために必要な援助法の研究」「医療福祉分野
における作業、活動の生体力学解析および人間工学的プロセスの研究」「機能回復に重要な
脳の神経回路の変化の仕組みを分子レベルまで掘り下げた基礎研究」などです。
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5号館
3号館

4号館

小立野体育館

2号館

1号館
厚生会館

組織図

Q&A

年間行事

キャンパス
マップ

金沢大学

医薬保健学域

人間社会学域

理 工 学 域

保 健 学 類

医　学　類

薬　学　類

創薬科学類

看 護 学 専 攻

放射線技術科学専攻

検査技術科学専攻

理 学 療 法 学 専 攻

作 業 療 法 学 専 攻

学生のキャンパスライフをサポートする事務部
授業のことから生活に関することまで、広くサポートしています。
お気軽にお越しください。事務室は、1号館1階にあります。

講義室検査実習室

医学展

病院見学 オープンキャンパス 卒業式

入学式

放射線実習室

看護実習室

売店

休み時間作業実習室理学実習室

食堂

図書室 ラウンジ

●鶴間キャンパス
つ る  ま

Q1

A1

A2

入学後にかかる費用は？

●授業料等学生納付金（予定額）
　①入学料　　　　　　282,000円
　②授業料　　《前期分》267,900円
　　　　　　　《年　額》535,800円
●その他必要な経費（予定額）
　学生教育研究災害傷害保険料

（4年分）3,300円

入学前1年以内に学費を負担してくれる
人が亡くなったり、本人や学資を負担し

てくれる人が災害に遭ったりすること等が原因
で入学料の納付が困難になった場合には、申請
により免除もしくは徴収が猶予されることがあ
ります。また経済的理由で授業料の納付が困難
な場合でかつ学業成績が優秀な学生には、申
請により授業料が免除されることがあります。

Q2 授業料などの免除制度はありますか？

A3 奨学金には、日本学生支援機構奨学金、
地方公共団体及び民間育英団体のもの

があります。なお、本学では学生特別支援制度
として、入学後の学業成績が特に優秀な学生に
対し学業奨励費を支給しています。

Q3 奨学金について教えてください。

A4 金沢大学では傷害保険の制度を完備し
ています。学生の皆さんには、入学時に

保険料を納付してもらうことになります。

Q4 事故があったときのことが心配…。

Q5

A5

A6

転学類や転専攻は
可能ですか？
可能ですが、選抜があり、かなり困難で
す。所属の変更は将来に関わる大変重要

なことですので、クラス担任教員が相談に乗っ
ています。

男子寮は「泉学寮（せんがくりょう）」、女
子寮は「白梅寮（はくばいりょう）」があり

ます。
寄宿料は月額700円で、食費として夕食のみ1
食300円～400円、寮運営費が月額約
7,000円必要です。

Q6 寮はありますか？

A7 問題ありません。入学後に共通教育科目
を勉強をすれば、専門科目にもついてい

けます。医療職を目指すうえで、一番大切なこ
とは、医療の現場における様々な場面に対応で
きる知識を学習していくことです。

Q7 高校の知識で授業についていけますか？

A8 29年度の入試には取り入れません。

Q8 AO（アドミッション・オフィス）入試は取り入れないのですか？

Q10

A10

A11

精神的な面でのサポートは
あるのですか？
各専攻では、クラス担任制を導入してい
ますので、担任にいろいろなことを相談

してください。また、週に1日、カウンセラー（臨
床心理士）が学生支援相談室に来て、相談に応
じています。

タバコは百害あって一利なしです。医療
従事者には、健康の保持と増進について

常に意識し、実践する姿勢や、タバコを吸わな
いことが求められているため、敷地内禁煙とし
ています。ちなみに喫煙によって年間20万人、
受動喫煙で年間2万人が亡くなっています。

Q11 敷地内禁煙はなぜですか？

A12 金沢大学には42の文科系サークルと
41の体育系サークルがあります。また、

保健学類公認サークルも5サークルがあり、と
ても充実しています。

Q12 課外活動（部活動）は？

A13 下記のサイトをご覧ください。学生生活
に関する有用な情報があります。

金沢大学学生支援サイト K-WING
http://ghp.adm.kanazawa-u.ac.jp

Q13 学生生活を知るには？

A9 可能です。金沢大学は、約140の海外の
大学等と交流協定を締結しており、これ

らの大学に派遣留学できる制度があります。

Q9 在学中に留学はできますか？

●2013年度の保健学類の喫煙率（％）
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●新入生健康診断
●入学宣誓式
●共通教育科目履修ガイダンス
●学類オリエンテーション
●授業開始

●大学院博士前期課程入学試験
●大学院博士後期課程入学試験
●学位記授与式 ●金大祭

●医学展
●大学入試
　センター試験

●病院見学
　（早めに医療現場に
　  ふれる）

●授業開始 ●推薦入試 ●授業終了
●入学試験（前期日程）

●授業終了
●オープンキャンパス
●編入試験
●母校訪問
　（広報大使）

●入学試験（後期日程）
●学位記授与式
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