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人・社会・文化の今を学び、未来を先導・創造する5学部17学科

川崎医療福祉大学
問い合わせ先●入試課
〒701-0193　倉敷市松島288
TEL （086）464-1004（直）　FAX （086）464-1057
●https://w.kawasaki-m.ac.jp

しみをともに分かち合いな
がら命を守る豊かな人間教
育を重視し、健康から疾病
までを一連のスペクトルと
とらえた保健・看護の専門
知識・技術を修得します。
保健、医療、福祉の幅広い
分野での活躍が期待されています。

 リハビリテーション学部 

●理学療法学科
高齢者や障がい者の機能回
復や、生活の自立及び社会
参加を支援できる専門知
識・技術と豊かな人間性の
備わった理学療法士を養成
します。近年では心疾患や呼吸器疾患、スポーツ医学の
分野でもニーズが高く、リハビリテーションを推進する
チームの一員として活躍が期待されています。
●作業療法学科
医療・保健・福祉など様々
な分野で社会に貢献できる
作業療法士の養成をめざし
ます。特に、高齢社会にお
ける認知症の方への作業療
法が増えており、認知症の
方々のこころ・からだ・くらしを支えることができる作
業療法士が今、社会から求められています。
●言語聴覚療法学科
言語発達やコミュニケーシ
ョン、食べることの障がい
に対して支援を行う言語聴
覚士を養成します。検査や
症状の分析を正しく行うた
めの知識と技能を身につけ、患者さんと信頼関係を築き、
チーム医療を担うことができる豊かな人間性を育みます。
●視能療法学科
視能障がいの検査や症状の
分析を正しく行うための知
識と技能を身につけ、患者
さんの不安を和らげる視能
訓練士をめざします。関連
する他職種と連携して治療に当たることができる協調性
やコミュニケーション能力を育てます。

 医療福祉学部
●医療福祉学科 
病気や障害があっても、誰
もが安心して暮らせる社会
をつくるスペシャリストが
ソーシャルワーカーです。
その国家資格である社会福
祉士と精神保健福祉士の取得に向けて、病院や福祉施設、
社会福祉協議会、行政機関、学校等での多様な実習が充
実。生まれる前から亡くなった後まで、人生に起こるさ
まざまな困りごとに向き合い、本人だけでなく家族や地
域、社会や政策にも働きかけ、解決を図る「実践力のあ
るソーシャルワーカー」を育成します。
●臨床心理学科
臨床心理学は、人間が抱え
る心の問題の解決や健全な
心の育成、良好な対人関係
づくりをめざす実践の学問
です。本学科では、医療・
福祉の分野を中心に、心理的な援助を必要とする人々の
苦悩について、科学的に理解し、心理検査や心理療法な
どの知識や技術を生かして個々に応じた心理的援助サー
ビスを提供できる人材を育てます。卒業生は、企業、病院、
福祉施設、警察・司法施設、教育関係施設に就職してい
るほか、大学院につながる一貫した教育で、公認心理師、
臨床心理士を養成しています。
●子ども医療福祉学科
日本初が日本を変えた！こ
ども家庭庁発足の６年前か
ら保育士・幼稚園教諭・精神
保健福祉士（合格率 100％）
のトリプルライセンス取得可
能な「あらゆる子どもと保護者の支援者」
を養成！その教育成果は、抜群の就職実
績（公務員等合格）に表れています。詳
しくは学科 HP でご覧ください。

 保健看護学部 

●保健看護学科 
保健看護学科では、看護ケアの基礎的方法論や、それを
社会のなかで活用するための保健活動論などの実践的な
カリキュラムを編成し、チーム医療の調整役となる新し
い時代の看護師、保健師を育成します。人々と喜びや悲

 医療技術学部
●臨床検査学科
臨床検査学科では、卒業後
直ちに医療現場や関連企業
で活躍できる人間性豊かな
臨床検査技師の養成をめざ
します。臨床実習を通じて、
実践的な技術や知識、接遇などの能力、さらに臨床検査
学における探究心を広く身につけます。
●診療放射線技術学科
診 療 放 射 線 技 師 は CT や
MRI などの最先端の機器を
取り扱い、チーム医療にお
いて重要な役割を担ってい
ます。基礎から応用までを
系統的に学び、後に開講される専門基礎や専門科目の学
修が容易になるように工夫しています。
●臨床工学科
いま医学と工学を融合した

「臨床工学」分野の発展には、
医学的知識と工学の知識・
技術をバランスよく身につ
けた人材が必要とされてい
ます。本学科では、医療現場や医療機器関連企業で活躍
できる臨床工学技士の養成を目的として、医療従事者と
しての教養及び臨床工学の知識と技術を修得していきま
す。カリキュラムは医学系、工学系、臨床工学系の科目
をバランスよく組み合わせ、各科目間の連携を綿密に取
りつつ講義・実習を行っていきます。これらのきめ細か
な指導により、臨床工学技士国家試験の合格者数は西日
本でトップを維持し，毎年高い就職率を誇っています。
●臨床栄養学科
急速に進行する少子高齢社
会にあって、高度で臨床的
な栄養指導を行う人材育成
が必要とされています。本
学科では豊富な演習科目と
臨地実習を重視したカリキュラムにより、栄養ケアの専
門職としてチーム医療に参加し、「命を守る医療」を支え
ることのできる管理栄養士の育成をめざしています。さ
らには臨床・福祉・栄養といった分野での研究者への道
も開けています。
●健康体育学科
健康増進に対する人々の関
心がますます高まるなか、
健康科学や医学・体育学の
知識を有する実践的なトレ
ーナーや指導者の育成が求
められています。健康体育
学科では、健康づくりに関する科学的な根拠に基づいた
理論と実践をしっかりと学び、子どもからお年寄りまで

の各ライフサイクルに応じた的確な運動処方の提供と適
切な実技指導が行える「健康づくり」の指導者の育成を
めざしています。また、2022 年 4 月から社会で活躍で
きる救急救命士を育てるための養成コースを開設してい
ます。

 医療福祉マネジメント学部
●医療福祉経営学科
医療福祉機関を効率的に経
営するマネジメント専門職
を育成します。医業系管理
能力を測る医業経営管理能
力検定をはじめとして、医
業経営コンサルタントの資格取得もサポートします。経営
学プラス医療福祉系科目修得は、少子高齢社会を迎えたあ
らゆる業界から期待されています。
●医療情報学科
医療の分野でも IT 化が急速
に進んでいます。カルテを
はじめとする医療記録の電
子化や在宅医療を支える情
報ネットワークの構築は今
や不可欠であり、高度な情報技術を身につけたエキスパ
ートがますます必要とされています。本学科では、バイ
オインフォマティクスなどの医療情報の最先端の技術を
学ぶとともに、グローバルな地域との連携を視野に入れ、
医療福祉マインドを持ったこれからの医療 IT を担う人
材を育成します。
●医療秘書学科
ネイティブ教員による実践
的な授業のほか、英語での
卒論執筆も実施していま
す。英語表現以外に、やさ
しい日本語を使った外国人
患者さんの対応についても文化的配慮をしながら多様性
に対応できる価値観を学びます。秘書業務、病院事務業
務、診療情報管理業務、医師事務作業補助業務など、オ
ールラウンドに活躍できる力を育みます。
●医療福祉デザイン学科
デザインという創造的な行
為によって、今日の多様化
する医療福祉現場の課題に
対して積極的に対処できる
能力を持った人材を養成し
ます。本学科では、医療福
祉の知識も備えたうえで、ユニバーサルデザインを理解し、
またイラストレーション能力を活かして医療福祉業務を高
度にアシストする技術を学びます。卒業後は、一般的なデ
ザイン職に止まらず、医療福祉施設の広報担当やメディカ
ルイラストレーター、医療・福祉に精通したグラフィック
デザイナーや医療・福祉機器デザイナーなど多方面での活
躍が期待されています。
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2021年度業種別就職状況 2021年度地域別就職状況

広島 13.2％

鳥取 1.3％
山口 1.8％

島根 1.1％

四国地方
9.9％

九州・沖縄地方 1.2％

北関東・東北・北海道地方 0.3％
関東地方 4.2％

岡山 52.9％
中部・北陸・東海地方 0.4％

医・福系企業 5.1％

公務員 9.7％

健康増進 0.7％

その他 0.1％

近畿地方
13.7％

一般企業
7.6％

医療機関
66.3％

福祉施設 10.7％

中国地方
70.2％

保健・医療・福祉分野で
活躍するためのパスポート

実践と研究を深める
世界水準の最高学府

11年連続98％以上！
“開学以来高い就職率”を維持

学科・専攻ごとに定められた課程を修了することで以下の
資格が取得できます。
◆全学部学科共通の取得資格について
社会福祉主事（任用資格）
◆医療福祉学科
社会福祉士・精神保健福祉士（国家試験受験資格）、第一種衛生
管理者免許、高等学校教諭一種免許状（福祉）、特別支援学校教
諭一種免許状（聴覚障害者・知的障害者）、児童福祉司（任用資
格）、福祉住環境コーディネーターなど
◆臨床心理学科
認定心理士、公認心理師（国家試験受験資格）＊、精神保健福祉士

（国家試験受験資格）、臨床心理士＊など
＊大学院修士課程修了等による受験資格
◆子ども医療福祉学科
保育士、幼稚園教諭一種免許状、精神保健福祉士（国家試験受
験資格）、児童指導員（任用資格）、児童福祉司（任用資格）
◆保健看護学科
保健師・看護師（国家試験受験資格）、養護教諭二種免許状（保
健師免許取得後申請）、第一種衛生管理者免許
◆理学療法学科
理学療法士（国家試験受験資格）
◆作業療法学科
作業療法士（国家試験受験資格）
◆言語聴覚療法学科
言語聴覚士（国家試験受験資格）
◆視能療法学科
視能訓練士（国家試験受験資格）
◆臨床検査学科
臨床検査技師（国家試験受験資格）、中級バイオ技術者、第1種・
第2種ME技術者
◆診療放射線技術学科
診療放射線技師（国家試験受験資格）、第一種・第二種･第三種
放射線取扱主任者
◆臨床工学科
臨床工学技士（国家試験受験資格）、第1種・第2種ME技術者
◆臨床栄養学科
栄養士、管理栄養士（国家試験受験資格）、栄養教諭一種免許状  など
◆健康体育学科
中学校・高等学校教諭一種免許状（保健体育）、高等学校教諭一種
免許状（保健）、養護教諭一種免許状、特別支援学校教諭一種免許
状（肢体不自由者・病弱者）、健康運動実践指導者、健康運動指導
士、救急救命士（国家試験受験資格）、第一種衛生管理者免許
◆医療福祉経営学科
認定登録医業経営コンサルタント、診療報酬請求事務能力認定試
験、医業経営管理能力検定、簿記検定、経営学検定、中小企業診
断士　など
◆医療情報学科
医療情報技師能力検定試験、診療情報管理士認定試験、診療報
酬請求事務能力認定試験、がん登録実務初級者認定試験、基本
情報技術者試験　など
◆医療秘書学科
クリニカルセクレタリー認定試験、CBS（国際秘書）検定試験、秘書
検定試験、診療報酬請求事務能力認定試験、診療情報管理士認
定試験、医療事務管理士、日商PC検定試験（文書作成・データ作
成・プレゼン資料作成）など
◆医療福祉デザイン学科
認定医療デザイナー、福祉住環境コーディネーター、ユニバーサル
デザインコーディネーター、色彩検定　など

医療福祉の総合大学として、医療福祉学と医療技術学
を統合し、その実践と研究を深化する大学院を設置。
国際社会でも活躍できる人材を育成するため、世界水
準の教育研究活動に積極的に取り組んでいます。
●医療福祉学研究科
　■医療福祉学専攻（修士課程 ･ 博士後期課程）
　■臨床心理学専攻（修士課程 ･ 博士後期課程）
　■保健看護学専攻（修士課程 ･ 博士後期課程）
●医療技術学研究科
　■感覚矯正学専攻（修士課程 ･ 博士後期課程）
　■健康体育学専攻（修士課程）
　■臨床栄養学専攻（修士課程）
　■リハビリテーション学専攻（修士課程 ･ 博士後期課程）
　■健康科学専攻（博士後期課程）
　■医療技術学専攻（修士課程 ･ 博士後期課程）
●医療福祉マネジメント学研究科
　■医療福祉経営学専攻（修士課程）
　■医療秘書学専攻（修士課程）
　■医療福祉デザイン学専攻（修士課程）
　■医療情報学専攻（修士課程）
　■医療福祉マネジメント学専攻（博士後期課程）

本学は、開学以来、極めて高い就職率を維持しています。
2021 年度においても、医療福祉施設・企業などからの
求人票受理数は、昨年と同様に好調でした。これは、病
院、福祉施設など、医療福祉の現場から、本学が高い評
価を受けている証しであり、本学卒業生が、様々な現場
で、実績と信頼を積んでいるからにほかなりません。就
職の業種別内訳を見ても、全体の約 82% の学生が、医療・
福祉・健康関連の業種に就いているほか、一般企業、公
務員に就職した者の多くも、本学で学んだ医療・福祉関
連の専門知識を生かした職に就いています。また、本学
では、在学生の就職活動を支援するために、各種のガイ
ダンス・セミナーを積極的に実施しており、学生の就職
実現を、強力にサポートしています。

広々としたキャンパスに多彩な学びと
憩いのスペース

●図書館
医療・福祉に関する図書を中心
に約 21 万冊を所蔵。 本学の
学生は、他に川崎医科大学、
川崎医療短期大学の図書館も
利用できます。これら 3 大学の
図書については、OPAC（コン
ピュータ目録）で検索可能です。
●マルチメディア教室
170 インチの巨大スクリーンと
移動式カメラなどを備えた大教
室。 講義をリアルタイムで学外
に発信することもできます。
●総合グラウンド
全天候舗装の 400mトラックと
人工芝のフィールドを整えまし
た。 夜間照明も備え、21 時ま
で練習が可能となっており、授
業や幅広いクラブ活動に利用さ
れてます。
●スポーツ施設
体育館内にある 25 メートル 7
コースの〈温水プール〉、バス
ケットボール、バレーボール、ハ
ンドボール、バドミントン、体操
などが行える〈第 1 アリーナ〉、
ウエイトトレーニングマシーンや自
転車エルゴメーターなどの多彩な
トレーニング器具がそろった〈ト
レーニングルーム〉など、体力づ
くりやレクリエーションで活用でき
る充実したスポーツ施設を完備
しています。

CHECK
  初年度入学金・学費（2023年度参考）

医療福祉学部
●医療福祉学科…………… 1,350,000 円
●臨床心理学科…………… 1,350,000 円
●子ども医療福祉学科…… 1,350,000 円
保健看護学部
●保健看護学科…………… 1,800,000 円
リハビリテーション学部
●理学療法学科…………… 1,700,000 円
●作業療法学科…………… 1,700,000 円
●言語聴覚療法学科……… 1,700,000 円
●視能療法学科…………… 1,700,000 円
医療技術学部
●臨床検査学科…………… 1,700,000 円
●診療放射線技術学科…… 1,700,000 円
●臨床工学科……………… 1,700,000 円
●臨床栄養学科…………… 1,700,000 円
●健康体育学科…………… 1,700,000 円
医療福祉マネジメント学部
●医療福祉経営学科……… 1,350,000 円
●医療情報学科…………… 1,350,000 円
●医療秘書学科…………… 1,350,000 円
●医療福祉デザイン学科… 1,600,000 円
　　  〈各学科とも入学金 30 万円を含む〉

単位互換制度
本学には、「放送大学」及び岡山県内 16
大学間での「大学コンソーシアム岡山」
の単位互換制度があります。「放送大学」
の科目はテレビ ･ スマートフォン等や本
学図書館内視聴覚コーナーでの動画等に
よる受講（一部、岡山大学内の岡山学習
センターでの受講）となります。また、「大
学コンソーシアム岡山」の科目は開講す
る大学での受講となります。いずれの科
目も卒業要件に含めることができる修得
単位は 30 単位以内で、本学の基礎教育
科目として認定されます。

関連校・施設
■大学　川崎医科大学／川崎医療短期大学
■専門学校　川崎リハビリテーション学院
■その他　川崎医科大学附属病院／川崎
医科大学総合医療センター／川崎医科大学
高齢者医療センター／総合医療福祉施設

「旭川荘」／かわさきこども園

オープンキャンパス
入試説明、学科説明、実習室見学、ミニ講
義、入試・編入学等相談コーナーなどがあ
ります。参加者にはオリジナルグッズをプ
レゼント。中庄駅からは無料送迎バスが運
行。詳細については入試課までお問い合わ
せください。3 校合同は、川崎医療福祉大
学と川崎医療短期大学、川崎リハビリテー
ション学院が共同開催します。

交通
JR 山陽本線「中庄」駅から徒歩約 15 分。

〈3校合同〉6/18（日）、7/23（日）、2024年3/24（日）

受験を機に自分の将来を考えたとき、幼いころから眼科に通っていたことがきっか
けで視能訓練士が選択肢に挙がりました。川崎医療福祉大学は、視能訓練士
（国家資格）を目指せる数少ない学校のひとつであり、隣接する関連病院で早期
から臨床実習ができることや高い国家試験合格率を維持していることが選ぶ決
め手となりました。たくさん検査器具が揃っていることも魅力で、実習に向けてしっ
かり練習が行えます。関連病院で、実際の臨床現場を肌で感じることで、自分が
将来働いている姿を想像することもできます。実習は学生同士がグループになっ
て活動することが多いです。グループ活動を通じて友人もでき、学科全体の絆も
深いように感じます。医療福祉に関する専門書が充実した図書館も魅力です。自
習スペースも多くあり、勉強や読書に集中するのにとても居心地の良い場所だと
思います。
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吉田 華琳さん
リハビリテーション学部 視能療法学科 3 年

（岡山県立岡山操山高等学校 出身）

検査器具の豊富さ、関連病院での臨床実習も魅力

就職

施設・設備

大学院資格・免許


