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医療・介護・栄養に携わる
多職種のイメージ
医療・介護・栄養に携わる仕事は、主に図に記載する専門職が、互いに協力しあい、患者さんや
利用者さんのサポートを行っています。

リハビリ

栄養サポート

事務

患者・利用者

ケア
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診療・ケアの
流れの一例

病気や事故に
見舞われた！

外来・受付

事務業務
● 医療事務 …… 受付、
案内

不慮の事故や病気に見舞われることは、誰に
でも起こり得るもの――。ここでは、自分がそ
の当事者になった場合、どのような流れで医
療・介護・栄養に携わる専門職が関わるのか
一例を示します。

検査

● 医師 …… 診断

診断

● 診療放射線技師 …… レントゲン検査
● 臨床検査技師 …… 血液検査

リハビリ

薬・食事の管理

● 理学療法士 …… 体を動かす機能のリハビリ
● 作業療法士 …… 日常生活動作のリハビリ
● 言語聴覚士 …… 話し方や食べ方のリハビリ

● 薬剤師 …… 薬の相談や調剤業務

入院

● 管理栄養士 …… 栄養相談や食事の調整

診療サポート

手術

● 看護師 …… 医師のサポート

● 医師 …… 手術、治療に関わる指示

● 看護助手 …… 入院生活のサポート

● 臨床工学技士 ……
医療機器の操作やメンテナンス

● 診療情報管理士 …… カルテの管理・分析

退院

日常生活

● 医療事務 …… 入院費用の計算
● 社会福祉士 …… 医療福祉制度の相談
● 精神保健福祉士 …… 精神面からの支援

● 歯科医師 …… 歯の治療
● 歯科衛生士 …… 口腔衛生の改善をサポート
● 保健師 …… 生活習慣病発症予防

自宅や
介護施設での
生活支援
● 介護福祉士 ……
介護施設や自宅での身体
介護・生活面でのサポート

© hisa-nishiya - stock.adobe.com

医療・介護・栄養のお仕事まるわかり事典 2022

北海道版

3

月刊『厚生労働』購読のご案内

厚生労働省の政策は、
「国民生活の保障・向上」と「経済の発展」をめざしており、国民の誰にとっても
関わりの深い分野を取り扱っています。
月刊『厚生労働』は、身近なこれらの政策が今後どう変わり、私たちの暮らしにどんな影響を及ぼすのか、
さまざまな制度をどのように活用すればいいのか、わかりやすく伝えます。

1

月刊『厚生労働』を購入するには

書店から

2

Amazonから

3

富士山マガジン
サービスから

便利な定期購読をおすすめします
「富士山マガジンサービス」

１冊

定価 660 円（本体600円＋税）

年間購読

１2 冊

定価 7,920 円（本体7,200円＋税）
送料は無料です
富士山マガジン

厚生労働 検索

職種紹介＆
現場で活躍する
先輩インタビュー
全 16 職種の資格の取得方法から就職先、現場で活躍する先輩の
リアルなメッセージをご紹介します。
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01 医師
大きく分けて、病気や診療所で病気やけがを治療する「臨床医」と、大学などの専門機関で病気の治療方法や
薬の研究をする「研究医」がいます。医学の専門知識と高度な技術を活かし、
さまざまな方面で活躍しています。

医師になるには？

活躍の場所は？

医学部のある大学に進んで 6 年間学んだ

医師免許を取得すれば、働く場所の多様

後、医師国家試験の合格を経て、2 年以

な選択肢があります。患者さんと向き合っ

上は大学病院や国の指定を受けた研修病院にお

て診療を行う臨床医は、正確な診察を行い、多

いて
「初期研修」
で経験を積みます。その後、選択

くの治療法のなかから適切な治療を選んで実践

した診療科の専門医取得をめざす「後期研修」で、

します。そのほか、厚生労働省で制度づくりの

3 ～ 5 年ほどかけて高度な知識や技術について学

中心となって活躍する「医系技官」や公衆衛生を

びます。医学部入試には、地域における医師の

担う保健所長、製薬会社で薬をつくる研究にか

偏りの解消を目的にした「地域枠」制度もあります。

かわったり、大学や研究所で研究者として働く

受験者を地元出身者に限定するなどの条件下で一

ケースもあります。治療法が確立されていない

般枠入試とは別で実施し、授業料の免除や奨学金

病気に対し、研究によって優れた発見をし、未

制度が設けられています。

来を変える成果を上げることも医師の使命です。

02 歯科医師
虫歯や歯周病の治療はもちろん、噛む、飲み込む、話すといった口腔機能の回復や訓練も担っています。歯列
矯正や入れ歯などの噛み合わせに関する診療は、医師は行えず、歯科医師にしか許されていません。

歯科医師になるには？

活躍の場所は？

大学の歯学部で 6 年間の教育を受け、歯

診療所を開設するか、診療所で働く歯科

科医師国家試験に合格しなければなりま

医師がほとんどです。そこで、むし歯や

せん。免許取得後は、研修施設の指定を受けた

歯周病の予防、親知らずを抜いたり、入れ歯を

病院や診療所などで、1 年以上の臨床研修が義務

入れるなどの治療を行っています。このほか、

付けられています。ここで、歯科医師として必

歯科大学附属病院などの勤務医や教員、行政機

要な知識や技術、患者さんとのコミュニケーショ

関などで働くケースもあります。

ン力を養います。

仕事内容としては、近隣の学校の依頼を受け、

臨床研修を修了すれば、独立、開業することも

歯科検診を行う「学校歯科医」や、警察に協力して

可能ですが、治療技術以外にも経営やリーダー

遺体の身元確認を手伝う「警察歯科医」を兼務する

シップについて学ぶ必要があるため、まずは診療

歯科医師もいます。

所などで経験を積むケースがほとんどです。
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現役医師に聞く！ 仕事の魅力

ライフスタイルに応じた治療法を提案
木村弘太郎さん
医療法人渓仁会
北海道大学卒

父

手稲渓仁会病院

が外科医だったことから、幼少期から身近に感じ

から痛みをやわ

ていた医師の仕事。自身の仕事として意識したの

らげるケアまで、

は、高校生のときに患者として父に手術をしてもらった

患者さんやご家

ことだと木村さんは振り返ります。
「虫垂炎を患い、父

族と信頼関係を

が手術を行って治してくれました。医師という仕事の

構築しながら治

カッコ良さを目の当たりにし、憧れを覚えました」

療法を選択しています」

勤務する病院では、外科医として主に手術、外来、病

日本は超高齢化社会を迎えており、近年感じているの

棟の3つの業務にあたっています。そのなかでも手術は、

は求められる治療に変化が生じているということ。
「病

やはり外科医の腕の見せどころ。ただし、1 人で完璧に

気やけがを治すのはもちろんですが、患者さんが、楽し

こなせるようになるには、15 年ほどの経験が必要とい

く、自分らしい生活を送るためにはどのような治療が適

われる厳しい世界です。医師になって 9 年目の木村さん

切なのかを考える機会が多くなりました。患者さんの多

は、サポートを受けながら手術の腕を磨いている毎日

様なライフスタイルにあった治療法を提案していきたい

だと言います。「手術にいたるまでも、命をつなぐ治療

ですね」

現役歯科医師に聞く！ 仕事の魅力

お口の悩みに寄り添い健やかな毎日をサポート
泉原里奈さん
医療法人社団白水会
北海道医療大学卒

患

はくすい歯カ

者さまから『歯の痛みがなくなった』
『ごはんが

中学生のころ

しっかり食べられるようになった』と言葉をいた

から、すでに社会

だき、よろこんでいる姿を見たときに、最もやりがいを

に貢献できる医

感じます」と話すのは、歯科診療所で、歯科医として働

療 職 をめざして

く泉原さんです。

いたという泉原さ

外来診療以外にも、通院が困難な患者さんに対して訪

ん。
そのなかでも、

問診療も行っています。また、歯の治療だけでなく、高

生涯を通じて食事をおいしく味わい、楽しく笑って生活

齢になると増えてくるのがムセや飲み込む力の低下。そ

するには、歯の健康は特に大切であると感じ、歯科医を

うした患者さんに対し、唇や舌を鍛える器具を用い、口

志すことを決めたそうです。

の機能を高めるリハビリなどの指導も行います。

今後について、あらためて目標を次のように話します。

「食事が美味しく食べられるようになり、より健康的な

「一人ひとりの心に寄り添ってお口の悩みをきき、適切

毎日を過ごせるように最大限のサポートに努めていま

な治療ができるように心がけたいと思います。日々知識

す」

と技術を身につけていきたいですね」

医療・介護・栄養のお仕事まるわかり事典 2022

北海道版

11

03 看護師
対象となる人を身体や精神、社会、文化などさまざまな側面からとらえ、必要な看護を的確に判断する能力が
求められるのが看護師です。ますます高齢化が進むなか、その必要性は高まりを見せています。

活躍の場所は？

看護師になるには？
大学または 3 年制短大の看護系学科、ま

病院や診療所などの医療機関のほかに、

たは病院や大学の医学部に附属する 3 年

訪問看護や福祉関連施設など、人の命と

制看護学校などを卒業し、看護師国家試験に合

生活を支える専門職として、看護師の活躍の場

格する必要があります。国家試験は、年に 1 度、

はどんどん広がっています。

2 月に実施されます。2022 年に行われた「第 111

医療機関では主に、
医師の診察や治療のサポート、

回看護師国家試験」
の合格率は、91 . 3％で、5 万 9、

食事や排せつ補助、入浴介助など入院生活の援助

344人が合格しています。過去3年間の受験者数・

を行います。保健センターや保健所では、地域住民

合格者数・合格率の推移は以下となっています。

を対象に健康相談や保健指導業務にあたります。

このように、学校の講義で基礎的看護技術を身

いずれの場においても、その人らしい暮らしを

に付け、実習で看護実践のトレーニングを積んで

医療と生活の両面から支えることが看護師に託さ

いけば、合格する確率は高いと言えるでしょう。

れた大きな使命です。

第109～111回看護師国家試験の
受験者数・合格者数・合格率推移
（％）

（人）

看護師を養成するため、
北海道として取り組んでいる
ことがあれば教えてください。
北海道では、将来、北海道内において看
護師となる人を対象に、経済的な不安な
く看護の勉強ができるよう、修学資金貸付制度
を設けています。貸付をした修学資金は北海道内
で看護師が不足する地域への就業の促進を図るた
め、定められた施設に定められた期間従事した場
合に限り、返還は免除されます。
また、厚生労働事務次官通知にもとづき、看護の
日
（フローレンス・ナイチンゲールの誕生日である5
月12日）
・看護週間の事業のひとつとして、北海道、
北海道看護協会、北海道医師会等が主体となり、さ
まざまな世代に看護の魅力を伝えるために「ふれあ
い看護体験」など工夫を凝らしたプログラムを展開し
ています。
詳しい情報
はこちら➡

( 厚生労働省調べ）
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看護政策係

検索

現役看護師に聞く！ 仕事の魅力

真意を汲み取り、納得いく退院を実現
竹下 康己さん
医療法人社団豊生会
旭川大学卒

父

東苗穂病院

も妹も医療人である竹下さん。中学生のときに祖
父が入院した際に対応してくれた親切な男性看護

師との出会いが、後々の進路の決め手となりました。
「職場は圧倒的に女性比率が高いなか、男性患者さんか
ら女性看護師には言いにくいことを聞かせていただくこ
ともあります。力仕事は率先して行うなど、男性看護師

いたと聞き、
「思い切って提案して良かったと達成感を

だからこそできることはたくさんあります」

覚えました」と振り返ります。

がん末期の男性患者さんの担当になったとき、
「家に

コロナ禍を経験し、感染の知識の必要性を改めて実感

は帰りたくない」
という言葉の裏に、
「家族に迷惑をかけ

したことから感染管理認定看護師の資格取得をめざして

たくない」という思いを汲み取った竹下さん。思い切っ

いる竹下さん。「キャリアアップはもちろん、働き方も

て会議の席で、家に帰ることを提案したところ、トント

いろいろチャレンジしていきたい。期間限定看護師とし

ン拍子に話が進み、無事に退院できる運びに。後から、

て離島で働いている友人もいるなど、想像以上に活躍の

「家に帰ることができて良かった」
と患者さんが安堵して

場がある職種です」

多様な世界を見ることが仕事の糧に
松原真実さん
医療法人社団豊生会
北海道大学卒

振

東苗穂病院

り返れば、子どものころに所属していたガールス
カウトで難民キャンプへ支援物資を送るなど、国

際協力を経験したことが看護師をめざしたきっかけだっ
たかもしれません」
地域に根差した病院で、
退院後の生活もみすえながら、

ています」と話します。

より良い医療の提供にチームで取り組む毎日。カンファ

そんな松原さんですが、大学時代に少しだけ看護の道

レンス
（会議）
を開催し、患者さんのためにどのような支

を迷うこともあったとか。「看護以外の勉強をしたり、

援が必要なのか話し合っています。
患者さんのなかには、

留学をしてみたり、あえていろいろな経験をしたことが

病気によって生活がガラリと変わってしまうことも少な

今の仕事をするうえで糧になっています。結婚を経た今

くありません。「人生の分岐点ともいえる場面で支援を

も、看護師の仕事をずっと続けていきたいと思っていま

行えるのは、重大な責任感を覚えるとともに、患者さん

す。学生さんには、今のうちにいろいろな世界をみて豊

やご家族が望む結果を導けたときは、大きなやりがいを

かな経験を積み重ねてほしいですね」とアドバイスをく

感じます。自分の人生をも豊かにしてくれる経験ができ

れました。
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04 薬剤師
私たちの生活の中で欠かせない「薬」を、安全かつ適正に使用するために貢献する専門職が薬剤師です。病院
や薬局で行う調剤や服薬指導、在宅医療や地域住民の健康サポートに関わっています。

薬剤師になるには？

薬剤師はどれくらいいるの？

大学の薬学部 6 年生を卒業し、国家試験

全国の薬剤師の人数は、321 , 982 人に上

に合格する必要があります。薬学部では、

ります（2020 年厚生労働省調べ）。そのう

基礎的な専門知識に加え、薬のプロとしてのコ

ち、 男 性 は 124 , 242 人、 女 性 は 197 , 740 人 と、

ミュニケーション能力や人の命や健康を守る使

女性のほうが多くを占めます。

命感、倫理観を養います。知識だけでなく、技

なお、北海道内の薬剤師は、20年時点で11,802

能や態度も身に付けるために、4 年次に薬学共用

人を数え、男女の割合はおおよそ半々です（厚生

試験に合格した学生が、5 年次に病院実習・薬局

労働省調べ）。

実習をそれぞれ 11 週間実施することで、薬剤師
国家試験受験資格の必須条件を満たすことがで
きます。
2021 年に実施された薬剤師国家試験の合格者
は 9607 人で、合格率は 68％でした。

活躍の場所は？
薬の専門職として、さまざまな場所で「薬」
を取
薬剤師の就職先として多いのは、保険薬

り扱う薬剤師。例えば、病院や在宅でのチーム医

局・ドラッグストア・病院です。

療においては、患者さんの病態や治療方針などか
ら、薬の投与方法や期間について、どのような処

薬剤師の主な就職先
1.5％

2.1％

方が適切かを医師に提案します。
薬局では、患者さんに対して服薬指導や副作用

6.5％

のチェックをしますが、その際、処方内容に疑問
がある場合には、医師に「疑義照会」を行うことも
あ り ま す。 ほ か に も、

12.1％
19.1％

市販薬や健康食品を摂

58.7％

取するうえでのアドバ
イス、在宅で療養する
患者さんの自宅に訪問
して薬の管理や飲みや

薬局

医薬品関連企業

病院・診療所

行政機関

大学・大学院
その他

（2020年厚生労働省調べ）

協力／一般社団法人 北海道薬剤師会
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すくするための工夫も
行っています。

© hisa-nishiya - stock.adobe.com

（一般社団法人 北海道薬剤師会）

現役薬剤師に聞く！ 仕事の魅力

ライフイベントの多い女性にもおすすめ
岡田杏那さん
東札幌病院 薬剤部
北海道医療大学卒

が

んの患者さんを多く受け入れる病院で、調剤業務
や注射の払い出しのほか、外来で化学療法を行う

患者さんに、薬の服作用による体調変化の確認を行って
いる岡田さん。
「薬の話以外にも、患者さんとちょっとしたコミュニ
ケーションが図れるなど、患者さんとの距離が近い薬剤
師の仕事は、性に合っていると思います。また、患者さ
んが診察では話しきれなかったような情報や要望をお聞
きし、医師や看護師と情報を共有することで、より良い

を目標に掲げているという岡田さん。

医療サービスの提供につながることもあり、やりがいを

「薬剤師の仕事は働き方を、比較的柔軟に調整できる職

感じます」

種だと思います。自己研さんのための勉強にも取り組め

薬の種類も多く、勉強することは山ほどあります。そ
のためスキルアップとして、がん治療に関わる資格取得

ますし、結婚や出産などライフイベントが多い女性の方
にもおすすめですよ」と話してくれました。

適切なアドバイスでもらった感謝の言葉
中川竜希さん
株式会社ナカジマ薬局
北海道医療大学卒

北

薬剤師

海道内に数多く展開する調剤薬局に勤務する中川
さん。服薬指導が主な業務ですが、病院との連携

を大切にする薬局であることから、かかりつけの病院に
電話で患者さんの病状を確認したり、薬局側からの情報
提供を行う場面も多くあります。以前、抗生剤とあわせ
て整腸剤を処方されていた患者さんが、その日は整腸剤

た。本当にありがとう」と感謝されたとか。
「ちょっとし

の処方が出ていなかったという事例がありました。中川

たアドバイスでしたが、とてもうれしかったです。今回

さんは、必要かどうかを確認しましたが、ひとまず様子

のような服薬指導や、より良い処方提案を積み重ねてい

を見ると患者さんが判断したため、
「もしお腹の調子を

きたい」
と力を込めます。

崩したら、お薬が必要になるので、病院に相談してみて

今後は、透析患者様に役立つ「腎臓病薬物療法」
の認定

ください」とアドバイスをしました。翌日、患者さんは

をめざす中川さん。
「高齢になると腎臓機能が低下して

下痢症状を発症し、整腸剤の処方箋を持って再度来局。

いきます。適切にお薬をお渡しできるようスキルアップ

「アドバイスがあったから、迅速に対応することができ

していきます」
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05 介護福祉士
社会福祉専門職の介護に関する国家資格です。介護が必要な高齢者や障がいのある人に対し、専門的知識や
技術を生かし、食事や入浴、排せつといった日常生活全般の介助を行い、日々の生活をより良くするための支援
を行う職種です。

介護福祉士になるには？

活躍の場所は？

以下のいずれかのルートで国家試験に合

① 児 童分野：知的障がい児施設や自閉症

格し、資格登録することで、介護福祉士

児施設、肢体不自由児施設、重度心身

を名乗ることができます。

障がい児施設など。

① 養 成施設ルート：高等学校または中等教育学

② 障がい分野：障がい者支援施設・児童デイサー

校を卒業したうえで指定養成施設を卒業し、
介護福祉士国家試験を受験する。

ビス・就労移行支援など。
③ 高 齢者分野では、特別養護老人ホームや介護

② 実務経験ルート：3 年以上介護等の業務に従事

老人保健施設、ケアハウス、指定訪問介護など。

した後、実務者研修（基本的な介護提供能力
の修得を目的とした資格）を修了し、介護福
祉士国家試験を受験する。

ほかにも福祉用具
販売や専門学校の教

③ 福 祉系高校ルート：高等学校または中等教育

員や講師など、多方

学校（それぞれ専攻科を含む）において、福

面での活躍が期待さ

祉に関する所定の教科目および単位数をおさ

れています。

めて卒業し、介護福祉士国家試験を受験する。
© hisa-nishiya - stock.adobe.com

高校生の皆さんの中には進路に迷っている方も多

つの介助を行うイメージが大半かと思いますが、例

いと思います。人生を左右するかもしれない仕事
（職

えば「食事」をすることは「体に栄養を摂りこむ」と

種）を 1つに絞るのは難しいことだと思います。介護

いった目的のほかに「人との語らい、楽しみ」だった

福祉士として働く場合、介護の専門的な知識や技術

り、
「体のさまざまな機能を適切に動かす」側面も

を学べる大学や専門学校に進学した後、資格を得る

持っています。

ことが望ましいです。ただ、中には全く違う仕事を

命を「生きる」ことは「活かす」ことであり、活かす

していたものの、ひょんなきっかけから、介護の仕

ための介護技術はそれを必要とする人の数だけあり

事に就いた方も多くいます。

ます。人が人を理解しあうことはどんな仕事におい

皆さんは「介護福祉士」の漢字の成り立ちを知って

ても必要ですが、とりわけ介護という職種は気づき

いますか？「人をたすけ（介）まもり（護）生活がゆた

と思いやりをもって「生命」
「人生」
「心とからだ」を理

かになるしあわせ（福祉）を学問、道徳をもって備え

解することを求められる奥深い職業だと思います。

た人物（士）
」と解釈します。介護の仕事は、人の「生
きる」を支える大事な仕事です。食事や入浴、排せ

（一般社団法人 北海道介護福祉士会

協力／一般社団法人 北海道介護福祉士会（https://www.hokkaido-kaigo.jp）
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会長

野口恵子さん）

現役介護福祉士に聞く！ 仕事の魅力

介護のプロとして責任とやりがいを実感
内村勇太さん
社会福祉法人渓仁会 介護老人福祉施設月寒あさがおの郷
施設ケア部 生活支援課副主任
日本福祉アカデミー修了

介

護福祉士は最高のサービス業。プロとして、責任

「誰にでも心を開く

とやりがいを感じています」と、仕事へのプライ

タイプではない入

ドをのぞかせる内村さん。デイサービスでの勤務を経て、

居者さんでしたが、

現在は特別養護老人ホームで入居部門を担当する副主任

信頼いただき、課

として、身体介助等のケアの提供や新人サポートなどを

題をクリアして実

担当しています。そんな内村さんですが、当初、介護に

現しました。ご本

抱いていたイメージは決して良いものではなかったとい

人もお孫さんもよろこんでくれて、介護福祉士冥利に尽

います。しかし、学生時代にアルバイト先のデイサービ

きました」

スで出会った先輩職員のいきいきとした姿や、介護の奥

介護の仕事について、
「誰かの役に立ちたいとか、人

深さを知り、その面白さにハマっていったと振り返りま

から感謝されたことがある人だったら、まずは挑戦して

す。

ほしい」と呼びかけます。若くても活躍でき、努力次第

特に心に残っているのは、内村さん同行のもとで入居
者さんの望みであった孫の結婚式へ参列が叶った事例。

でステップアップしていける点も魅力の 1つと教えてく
れました。

実習先だった職場で介護の奥深さに触れる毎日
谷 夏希さん
社会福祉法人南幌福祉会
特別養護老人ホーム 南幌みどり苑
北海道介護福祉学校卒

訪

問介護士として働く母の話を聞いていたことか
ら、介護の仕事に興味を抱いたのはごく自然な成

り行きでした。実習先となったのが現在働いている特別
養護老人ホーム。そこで利用者さんとのコミュニケー
ションの楽しさはもちろん、働く職員が気にかけてくれ、
谷さんがやってみたいことにもどんどん挑戦させてくれ
たことがうれしく、すでに実習時点で働く先として気持
ちは固まっていたといいます。
30 代の若き施設長のもと、実習時に感じた通りの風

入職 4 年目に突入し、後輩職員に指導する場面も増え
てきました。
「なぜこのケアが必要なのか根拠も一緒に
伝え、わかりやすい説明を心がけています」と谷さん。

通しの良い職場で、食事・入浴・排せつの三大介助に主

広報委員のメンバーとしても、SNS もうまく活用しなが

に取り組んでいます。
「三大介助はもちろんのこと、安

ら職員や家族、地域に情報を発信しています。

心できる環境を整えたり、望んでいることをいかにくみ

今後について谷さんは、
「初心と基本にもとづき、利

取って実践できるかが求められ、介護の奥深さを感じて

用者様が楽しい生活を送れるよう個別支援に取り組んで

います」

いきます」と笑顔で話してくれました。

医療・介護・栄養のお仕事まるわかり事典 2022
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06 社会福祉士
社会福祉士は「ソーシャルワーカー」と呼ばれる社会福祉専門職（国家資格）です。身体や精神、経済面など
において困り事がある人から相談を受け、日常生活がスムーズになるよう支援をしたり、問題を解決できるよう
支えるのが主な仕事です。

社会福祉士になるには？

活躍の場所は？

いくつかのルートで国家試験に合格し、
資格登録することで、社会福祉士を名乗
ることができます。
代表的なルートを紹介します。

社会福祉士は、生活に不安や困難を抱え
ている人々に対して相談や助言を行うほ
か、さまざまな機関や専門職と一緒に問題を解決
するとともに権利擁護（個人の自由や名誉、生活

① 福 祉系大学・短期大学で指定科目を履修する
ルート：4 年制大学で指定科目を履修すれば、

を守ること）も支援する専門職。
そのため働く場所は、高齢者施設をはじめ、児

卒業と同時に受験資格の取得が可能。短期大

童相談所や児童福祉施設、医療機関、地域包括支

学ならば、指定科目の履修に加え、1、2 年の

援センター、社会福祉協議会、障がい者支援施設、

相談援助実務経験が必要となります。

小学校などの教育施設、行政機関、矯正施設など、

②福 祉系大学・短期大学で基礎科目を履修する
ルート：4 年制大学で基礎科目を履修し、短期

多岐にわたっており、活動場所（就職先）によって
相談者や相談内容などに違いがあります。

養成施設等で 6 カ月以上の実務経験が必要。短

また、勤務先によって、生活相談員や支援相談

期大学ならば、基礎科目の履修に加え、1、2

員、医療ソーシャルワーカー、スクールソーシャ

年の相談援助実務経験を経て、6 カ月以上の実

ルワーカーなどとも呼ばれます。

務経験が必要。
③ 一 般大学・短期大学卒業ルート：卒業後に一
般養成施設等で指定カリキュラムを 1 年以上
履修する必要があります。短期大学では、1 ～
4 年の相談援助実務経験を経て、1 年以上の一
般養成施設等での実務経験が求められます。
公益社団法人北海道社会福祉士会では、国家
試験対策として全国統一模擬試験の実施や、国
家試験受講生への激励活動を行っています。
社会福祉士は、福祉分野全体を支える役割を
担っています。これからの人生で出会う機会は
きっとあるはずです。興味のある方もない方も、
一度調べてみてください。そして、福祉の専門
家として活躍する社会福祉士を目指していただ
けると嬉しいです。
（公益社団法人 北海道社会福祉士会）

© hisa-nishiya - stock.adobe.com

協力／公益社団法人 北海道社会福祉士会
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現役社会福祉士に聞く！ 仕事の魅力

最高の笑顔を引き出すことが使命
石川尚史さん
社会福祉法人緑誠会 介護老人保健施設愛の里
日本福祉学院 社会福祉士通信科卒（現・日本医療大学）

石

川さんが社会福祉士をめざしたのは、介護施設で

さまざまな問題を

働きはじめてしばらく経ってからのことでした。

解決でき、大切な

「介護福祉士として働くなかで、身体介助だけでなく、

家族のもとへ帰る

より良い生活を支援する職種として関わりたいという思

こ と が で き た り、

いがわきました」

大切なひとときを

資格を取得後、病気やけがを抱える高齢者をリハビリ

過ごせる環境を整

によって自宅に帰ることができるようサポートする介護

えられたときにご

老人保健施設の
「支援相談員」
として、社会福祉士の知識

利用者の笑顔を見れたときは、この仕事をやっていて良

を活かしながら相談業務ほか幅広い仕事に取り組んでい

かったと感じる瞬間です」と石川さん。
しかし、ときには悲しい最期の別れに立ち会うことも。

ます。
施設の利用者さんのなかには、身体の状態や家族の事

「人生という限られた時間の中で、ご利用者の最高の笑

情、経済面などから、本人の思い通りの暮らしを実現す

顔を引き出し、“ 幸せ ” を感じられる仕事に取り組んで

ることが難しいケースもあるといいます。
「だからこそ、

いきたいと思っています」

可能性豊かな福祉の世界で挑戦し続けたい！
桒原和也さん
医療法人渓仁会 札幌渓仁会リハビリテーション病院
地域連携室 主任補佐
せいとく介護こども福祉専門学校卒
北星学園大学卒

桒

原さんの医療職としての出発点は、実は介護福祉

ています。

士がはじまりでした。
「活躍の場が広がる武器を

社会福祉士としての使命

身に付けたい」との考えから、他大学に編入して社会福

を、
「ご本人の意思を最優先

祉士を取得。卒業後も、
「まずはケアの現場を知るべき」

に、病気があっても住み慣

と病院の介護福祉士として働いた後、現在の医療法人で

れた家に帰るために支援す

医療ソーシャルワーカーとしての仕事をスタートしまし

るのはもちろん、介護施設

た。
「介護の経験はとても役に立ちましたし、他のスタッ

でもその人らしい暮らしを

フの良いところを真似しながら、1 つずつ学んでいきま

どう見つけられるか、出来る限りの選択肢を示すことが

した」
と振り返ります。

大切です」と話します。

それから約 10 年。現在は、容体が危機的な状況を脱
した患者さんにリハビリを提供して治癒をめざす「回復
期病院」で、医療ソーシャルワーカーとして患者さんを
支えるほか、チームを引っ張るリーダー的な役割も担っ

一方、本業以外でも、障がいのある人のためのオシャ
レな服作りなどを提案する活動にも挑戦中の桒原さん。
「福祉は可能性がいっぱいの世界。新しいことに積極的
にチャレンジしていきたいですね」
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07 精神保健福祉士
心に悩みや病を抱えた人に対し、日常生活や社会、職場などに復帰できるために必要な訓練や援助を行う国家
資格となる職種。長らく、
「PSW（Psychiatric Social Worker）
」と呼ばれてきましたが、その活動範囲がメンタル
ヘルス全般にまで拡大していることから、少しずつ MHSW へと変わってきています。

精神保健福祉士になるには？

活躍の場所は？

以下のいずれかのルートで国家試験に合

主な就職先としては、下記があげられま

格し、資格登録することで、精神保健福

す。

祉士を名乗ることができます。
医療機関（精神科病院、精神科クリニック、精
① 福 祉系大学・短期大学で指定科目を履修する

神科以外の医療機関）、教育機関
（大学、短大、専

ルート：4 年制大学で指定科目を履修すれば、

門学校、高校、小中）、福祉機関
（障がい者福祉関

卒業と同時に受験資格の取得が可能。短期大

係、高齢者福祉関係、児童母子関係、地域福祉関

学ならば、指定科目の履修に加え、1、2 年の

係生活保護関係、生活困窮者自立支援関係）、行

相談援助実務経験が必要となります。

政機関
（司法関係、就労支援関係、行政機関）
。

② 福 祉系大学・短期大学で基礎科目を履修する

2020 年度では、医療関係に 7 , 128 人、学校教

ルート：大学の場合は、卒業後に短期養成施

育関係に 1 , 268 人、福祉関係に 15 , 753 人、行政

設に 6 カ月以上通う必要があります。短期大

機関に 4 , 078 人が就労しています。

学では、1、2 年の実務経験を経た後、短期養
成施設に 6 カ月以上の通学が必要。

（公益財団法人社会福祉振興・試験センター調べ）

③ 一 般大学・短期大学卒業ルート：卒業後に一
般養成施設等で指定カリキュラムを 1 年以上
履修する必要があります。短期大学では、1 ～
4 年の相談援助実務経験を経て、1 年以上の一
般養成施設等での実務経験が必要。
※ほかの専門職保有のルートは除く

2022 年 3 月時点での北海道内での資格登録者
は、4 , 689 人でした。
（公益財団法人社会福祉振興・試験センター調べ）

精神保健福祉士は精神疾患やメンタル面の課題
を抱える方々の相談を受け、寄り添いながら一緒
に向き合いながら関わりをさせていただく専門家
です。他機関との調整なども含め社会との関係の
中で支援する職業です。
一般社団法人北海道精神保健福祉士協会には現
在約 600 名が所属しており、職場をこえた仲間が
います。ソーシャルワーカーデー（年 1 回）におけ
る活動や、養成校協会北海道支部との共同活動、
北海道の事業である福祉教育アドバイザーとして
高校での授業などを実施しています。みなさんの
ご参加をお待ちしております。

© hisa-nishiya - stock.adobe.com
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（一般社団法人 精神保健福祉士協会 会長

佐々木 寛さん）

現役精神保健福祉士に聞く！ 仕事の魅力

当事者とともに生きる意欲を高める
前川貴哉さん
医療法人社団楽優会
北海道医療大学卒

我

札幌なかまの杜クリニック

こそは苦労した！という人にめざしてほしい」と

症の高齢者が調理

力を込める前川さん。その理由をこう説明します。

の腕前を発揮でき

「人間関係をつくるのが下手とか、引きこもりだったな

る、花見の場を企

ど、自分自身が上手くやれなかった経験があることで、

画したことも。関

同じ痛みを抱える人の気持ちが理解できるからです。人

わるすべての人と

や自分自身を傷つけるネガティブなモチベーションは下

調整を図り、その

げて、生きる希望となるモチベーションを上げるのが精

人の生きる意欲を

神保健福祉士の役割です」

高めるサポートに

仕事内容は、外来診療をはじめ、安定した日常生活や

取り組んでいます。

社会復帰をめざすリハビリを行うデイケア、そして前川

「患者さんと苦労をわかちあって回復をめざすことで、

さんが
「最も面白い」
と話す訪問診療があります。訪問診

自分自身も同じ気持ちになれるのがこの仕事の素敵なと

療では、患者さんが友達と遊ぶときに着る服をお店で一

ころ。自分の生活そのものが仕事に役立つため、さまざ

緒に選んだり、かつてジンギスカン店を営んでいた認知

まな経験をして支援に活かしていきたいですね」

誰もが安心して暮らせる地域づくり
元井昭紀さん
特定非営利活動法人ミナミナの会
南空知地域生活支援センターりら
北海道医療大学卒

精

センター長

神障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう
支援を行っている元井さん。長く入院生活を送っ

ていた人は、退院したとしても住む家がないケースが多
くあります。
「20 年と長期にわたって入院していた方も
いるなか、そうした方々が住まいや働く場所を見つけ、
安心して暮らすための地域づくりに取り組んでいます」
大学を卒業後、障がい者の生活を支援する施設に入職

です。社会と断絶して 1 人暮らしをしていた人がグルー
プホームへの入居がかなったケースでは、「
『おかえり』

し、さまざまな事情や背景を抱える人たちとの出会いを

と声をかけてくれる人がいて、日常のささやかな幸せを

通じて、この仕事の意義を見つめてきた元井さん。社会

感じることができた」と、うれしい言葉を聞くことがで

の無理解から理不尽な状況下に置かれている人々を目の

きました。

当たりにする度に、
「なぜ障がいがあるだけで、普通の

「何年やっても精神保健福祉士としてはまだ途上。受け

生活が送れないのか――」という問いを繰り返してきま

入れる側が障がいについて正しく理解し、誰もが当たり

した。救いとなっているのは、支援をした人の幸せな姿

前の生活ができる地域をつくっていければ」と語ります。
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作品募集中！

第7

介護福祉のみらい」
作文コンクール

「
回

私 た ちだ から
伝えられること が ある――
© Paylessimages - stock.adobe.com

【募集期間】
2022年

【対象】

月

日〜

月

日

中学生･高校生

【お問い合わせ・お送り先】

一般社団法人 日本介護福祉経営人材教育協会「『介護福祉のみらい』作文コンクール」事務局
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-20-5 S-GATE八丁堀 9階
メールアドレス：ｋaigo_sakubun2022@nkfk.jp
TEL.03-3553-2896（平日のみ10：00〜12：00、14：00〜17：00）

「介護福祉のみらい」
検索
作文コンクール

仕組みを知れば
世界が広がるAI技術

教えて先生！

Column

AI＆DX編

最近やたらと耳にする AI やＤＸという言葉。何でも医療との
関わりも深いらしい……。専門家の先生に聞いてみよう！

AIは医療スタッフの
強い味方になります！

二瓶裕之先生
北海道医療大学 薬学部
教授・情報センター長
にへい・ひろゆき／博士
（工学）
。
研究分野は、
人文・社会、
教育工
学、
情報通信、
学習支援システム

ＡＩとは何ですか？
断を 1 人のスタッフが正確に行うには、休息を取りな
二瓶 ●まず、AI（Artificial Intelligence ）とは

がら進めなければ疲労によるミスが起こり得ます。で

人工知能と訳されますが、実は定義は定まっ

も疲れを知らないコンピュータならば、時間を気にせ

ているとは言えません。なぜなら知能自体の

ずそれが可能になり、常に質を保つことができます。

定義もあやふやだからです。技術的には膨大なデータ

さらに、インターネットで医師と患者さんをつなぐ
「オ

を解析し、
そこから最適な解を導くもので、
コンピュー

ンライン診療」は、過疎地の患者さんでも都市部との

タに分析したいデータを与えて学習させる “ 機械学習

差がない医療を受けることができます。

“ を繰り返すことで、より適切な判断が可能になるも

ただし、AI は決して万能ではありません。ときには

のと覚えておいてください。身近なところでの活用例

失敗もしますし、代替できる業務もかなり限定的。大

を挙げると、皆さんが普段利用している YouTube な

切なのは、AI がどこまでの領域を担うものか、きちん

どで表示される広告は、まさに AI 技術が活用されて

と仕組みを知っておくことです。

いるといってよいでしょう。動画の閲覧履歴からその
人が好む傾向をつかみ、おすすめの動画が表示される

具体的に医療の現場で
どのように活用が進むのですか？

仕組みです。
また、これに関連した用語となる DX とは「デジタ
ルトランスフォーメーション」の略で、最新のデジタ

二瓶●予防や診断、治療などほとんどの

ル技術の変革によって、人々の生活を豊かに変える」

段階で活用は可能だと思います。薬剤師
なら音声認識技術による薬歴入力も可能

という意味です。AI を含めた DX はこれから、私たち
の生活になくてはならないものになっていきます。

ですし、医師が画像から特定の疾病を AI を利用しな
がら診断し、病気の見逃しを防ぐ効果も期待できます。
DX の観点から見ても、仮想体験ができる VR などは、

ＡＩを推進するメリットを
教えてください。

直には捉えづらい箇所の患部を調べるときに用いた
り、実習教育で使われるなど、医療現場での導入も進

二瓶 ●医療現場での活用を考えれば、やはり

んでいます。2030 年の未来には、AI がもっと身近な

質の向上を図れることが大きいです。例えば、

ものとして生活に浸透するはず。正しく使うための学

1000 人の患者さんの画像データの分析・診

びを深め、将来に備えましょう。

図 AI技術の４要素と可能になる主な業務の一例
身体・運動

言語・知識

認識

予測・判断

IOT・生体情報モニタリング

単語分析・音声出力

文字認識・画像認識

自動探索・クラスター分析

薬剤師

遠隔医療
見守り

薬剤管理
処方せん監査

薬歴入力
服薬指導

自動健康診断
副作用早期発見

作業療法士
理学療法士

リハビリテーションロボティクス
見守り等の福祉機器の活用

リハビリテーション記録作成
治療計画立案

画像評価
動作分析

予後予測
治療計画立案

AI技術
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08 理学療法士
基本的な動作能力の回復を図るために理学療法を提供したり、健康の維持・増進を目的に理学療法を通した
指導や助言を行うリハビリテーションの専門職です。

理学療法士になるには？

活躍の場所は？

理学療法士は国家資格であり、年に一度、

理学療法士の 7 割ほどは、病院などの医

実施される国家試験に合格し、免許を取

療機関に勤めています。医療機関では疾

得した人が名乗ることができる職種です。国家

患の発症早期から状態や時期に応じて身体機能

資格の受験資格を得るためには、養成校で規程

の回復力を最大限に引き出し、社会生活への復

のカリキュラムを学ぶ必要があります。養成校

帰をサポートしています。

の種類としては 4 年制大学、短期大学（3 年制）、

このほか、介護施設での勤務や地域住民への

専門学校（3 年制、4 年制）、特別支援学校（視覚

運動・生活指導を行うケースもあり、幅広い年

障害者が対象）があります。

代の人々に関わっています。

養成校は全国に 250 校以上あり、そのうち北
海道には大学・専門学校含めて 13 校の養成施設
があります。
2021 年度の合格者数は、9 , 434 人、合格率は

北海道理学療法士会
会員の就職先別割合

79％でした。

1.5％

0.9％
0.8％

2.7％
6.9

どんなことができるの？

％

仕事内容は寝返る、起き上がる、立ち上

11.5％

がる、歩くなどの日常生活を行う上で基

75.7％

本となる動作の改善をめざします。関節可動域
の 拡 大、 筋 力 強 化、
麻 痺 の 回 復、 痛 み の
軽減など運動機能に

医療施設

直接働きかける治療
法 か ら、 動 作 練 習、

介護サービス施設・事業所

歩行練習などの能力

自宅会員

向上を目指す治療法

教育研究施設

ま で、 動 作 改 善 に 必

障害福祉施設

要 な 技 術 を 用 い て、

企業、起業、公的保険外（ヘルス産業・予防等）
サービス

自立した日常生活が
送れるよう支援しま
す。

その他
© hisa-nishiya - stock.adobe.com
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現役理学療法士に聞く！ 仕事の魅力

手術後の弱った身体に寄り添うリハビリを
泉 優佳さん
医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院
北海道文教大学卒

バ

レー部のマネジャーとして仲間の身体のケアに携

と説明します。
「痛みや境

わっていた高校時代に知ったのが、理学療法士の

遇は代わってあげられま

仕事。そこからさらに興味が深まったのは、入院した母

せんが、気持ちを聞いて

を見舞うなかで見た、それまでのイメージとは異なる理

励ましたり、共感するこ

学療法士のリハビリ方法でした。
「運動機能を高めるリ

とはできます。高校生の

ハビリ以外にも、身体を温めて機能の回復を図る緩和的

ころ、リハビリに励む母

な方法もあることをはじめて知りました」
と泉さん。

に対して何もできなかっ

その母が入院していた病院で働くことが叶った今、手

た 悔 し さ が あ っ た た め、

術後や抗がん剤の副作用などで低下した身体機能の回復

こうして理学療法士として役に立てていることがとても

をめざす訓練を中心に行っています。
「手術後で、患者

うれしい」

さんは起き上がることすらままならない状況下でのリハ

現場での仕事に加え、大学院での勉強もはじめた泉さ

ビリは難しい面があります」と泉さん。でも、そんなと

ん。さまざまな学びを糧に、患者さんへの貢献をめざし

きに心がけていることは、
「そばでずっと寄り添うこと」

ています。

良いときも悪いときも考え抜く仕事
上野明信さん
株式会社ファミリーケアサポート
リハビリテーション颯 札幌中央
管理者・機能訓練指導員
北海道文教大学卒

高

校時代に手話を習っていたとき、ろう者（聴覚障
害者）が、手話によって手や肩を酷使することで、

炎症を起こしたり関節を痛めることを知ったという上野
さん。
「障がい者や高齢者の助けになりたい」と、理学療
法士を仕事にすることを決めました。

さらに理学療法士につ
いて、
「社会的責任があ
る仕事」と言う上野さん。
「リハビリをして身体機
能が改善されるのが一番

整形外科クリニックや訪問看護ステーションでの勤務

ですが、なかには悪化を

を経て、現在は高齢者がリハビリに通うデイサービスの

たどるような進行性の症

管理者として働いています。さまざまな場での理学療法

状を抱える方もいて、思

を経験してきたなか、介護分野でのリハビリの特徴につ

うように改善していかないケースも多々あります。上手

いては、
「限られたなかでいかに効果的なリハビリを行っ

くいくときもそうでないときも、どうすべきかを考え続

て、自宅や介護施設でも継続できるよう働きかけること

けなくてはならないのが、理学療法士。苦しくもやりが

が求められます」
と説明します。

いがある仕事です」
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09 作業療法士
障がいを回復させること、障がいが残っても自分らしい生活が送れるように支援するリハビリテーションの
専門家。医学をベースに、身体と心の両面から生活に必要となる活動全般を分析します。

作業療法士になるには？

活躍の場所は？

国家資格の受験資格を得るために、作業

作業療法士は、主に病院や診療所、介護

療法士養成課程のある 4 年制大学や 3 年制

老人保健施設、訪問看護ステーション、

以上の短期大学・専門学校で学ぶ必要がありま

保健センター、児童福祉施設、養護学校など、地

す。養成校で解剖学や生理学、運動学、基礎医学

域の医療・福祉・行政などのさまざまな分野で働

など、
身体と心の障がいなどについて幅広く学び、

いています。また、最近では通所介護や児童発達

現場で学ぶ臨床実習を経て、最終学年時に国家試

支援事業所などを開業する作業療法士も増えてき

験を受験します。

ています。

国家試験の合格者数および合格率は、ここ 5 年

日本作業療法士協会に登録する会員は、2020

間で 70 ～ 80％台を推移しています。北海道にお

年度 3 月時点で 62 , 294 人。そのうち、病院・診療

ける 2021 年度の国家資格合格者数は、225 人で

所が 72 . 3％、介護老人保健施設が 7 . 6％、訪問看

した。

護ステーションが 1. 9％、そのほか老人福祉施設
や障害者施設、児童福祉施設などで働いています。

北海道作業療法士会 会員所属先
北海道内には札幌近郊や旭川、函館などに 12
校の 4 年制・3 年制の養成校があり、ご自身の条
件に合った学校を選択することが可能です。興味
のある方は、各養成校で開催しているオープン
キャンパスにぜひ参加してください。
また当士会では、実際の作業療法の現場を見学
できる病院・施設の一覧表を作成しています。作

1.9％

18.2％
7.6％

72.3％

業療法士はどのような仕事をしているのか、理学
療法との違いは何か、
やりがいはどこにあるのか、
現場を実際に目で見て体感してほしいとの思いか
ら作ったものです。ぜひ、進路選択に役立てても
らえればと思います。

介護老人保健施設

※現在はコロナ禍により大半が受け入れを中止しています。落ち着い
た時期に、見学を希望する病院・施設の担当作業療法士に直接お問
い合わせください

訪問看護ステーション

詳しい情報
はこちら➡

北海道作業療法士会

高校生見学可能病院 検索

（公益社団法人 北海道作業療法士会）
協力／公益社団法人 北海道作業療法士会
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そのほか
（老人福祉施設・障害者施設・
児童福祉施設）

現役作業療法士に聞く！ 仕事の魅力

心の通った関わりを大事にしたい
鈴木翔太朗さん
医療法人渓仁会 定山渓病院 リハビリテーション部
作業療法科 副主任
日本福祉リハビリテーション学院卒（現・日本医療大学）

や

んちゃだった思春期に、周囲にたくさん迷惑を

前を呼んでくれる

かけました」と照れながら話す鈴木さん。その分、

ようになりました。

友人や先生など多くの人の助けを得て、恩返しの思いか

後になって看護師

ら人のためになる作業療法士を選んだそうです。

さんから、
『いつも

この仕事について、
「患者さん自身がめざす方向を決

鈴木さんのことが

め、それに適したリハビリが求められます」と説明しま

話題にのぼってい

す。家に帰ることが目標であれば、そのための環境調整

て、 患 者 さ ん の 心

や必要な運動を提案し、趣味の活動を含めて QOL（生活

の支えになっていたようだよ』と言われたことは、今で

の質）の向上を図ります。寝たきりの患者さんには、身

も鈴木さん自身の支えにもなっています。「技術だけで

体が少しでも楽になる方法を考えます。

なく、心と心の付き合いが大切だと実感しました。これ

新人のころ、80 代の認知症患者さんの担当になった

からも、その人がどのような人生を歩んできたかを大事

鈴木さん。技術的には未熟でしたが、毎日顔を合わせる

に、患者さんに寄り添うお手伝いをしていきたいと思い

ことを意識していたら、患者さんは「翔太朗さん」と名

ます」

臨床研究を極めて大学の先生も視野に
三神駿太さん
社会医療法人社団カレスサッポロ
リハビリテーション部作業療法課
北海道文教大学卒

脳

時計台記念病院

の損傷によって注意力や記憶力、感情コントロー
ルなどの機能に問題が生じる高次脳機能障がいや

認知症といった、目には見えない病態と向き合うところ
に憧れを感じたことが、三神さんが作業療法士をめざし
たきっかけです。
その憧れ通り、現在は病院で高次脳機能障害や脳梗塞
による麻痺の影響で障がいを抱える患者さんに対し、食

が追求できることも大きなモチベーションにつながって

事や排せつ、入浴などの日常生活動作がスムーズに行え

いると話します。
「自分の興味があるテーマやわからな

るようリハビリを行っています。退院した患者さんか

いことを探求するのは、やりがいの 1 つです」と三神さ

ら、リハビリによってまた元のような生活を送れるよう

ん。今、熱心に取り組んでいるのは脳卒中による後遺症

になったことへの感謝の言葉が添えられた手紙をもらう

の研究だそう。
「これからも臨床に必要な研究には力を

こともあるといい、やりがいになっているそうです。

入れ、いつかは大学で教員として指導する道も視野に入

また、院内外における勉強会を通じ、作業療法の研究

れています」
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10 言語聴覚士
言葉によるコミュニケーションに支障がある人を対象に、リハビリで改善を図る国家資格の専門職です。脳、耳、
口、のどの問題により、上手く話せない「言語障がい」
、音が聞き取れない「聴覚障がい」
、声が出ない・口が上
手く動かない「発声・構音障がい」
、上手く食べられない「摂食嚥下障がい」のある人のサポートが主となります。

言語聴覚士になるには？

活躍の場所は？

国家資格の取得が必要です。高校卒業後、

主な就職先は病院です（下図参照）
。脳卒

大学や専門学校などの言語聴覚士養成施

中や神経難病を対象とする脳神経外科・

設で 3 年以上学ぶことで、国家試験の受験資格を

脳神経内科、リハビリテーション科のある病院へ

得ることができます。

の就職が多いです。最近は、がんや循環器、消化器、

試験は毎年 2 月下旬に行われ、近年の合格率

呼吸器など多様な疾患を対象にすることが増えて

は 70％前後です。北海道内の資格取得者数は、

おり、活躍する病院の幅は広がっています。施設

2020 年は 84 人、21 年は 88 人と推移しています。

においては、高齢者施設はもちろん、主に発達障
がい児を対象とした分野での活躍も増加傾向にあ
り、教育機関などで障がい児教育に関わる言語聴
覚士もいます。また少数ですが、独立開業する人
もいます。乳幼児から高齢者と幅広い年齢層を対

言語聴覚士は、コミュニケーションと食べるこ
とに障がいを抱えた人を支援するリハビリテー
ション職種です。病気によってコミュニケーショ
ンやご飯を食べることが難しくなった人は、自分
の気持ちや考えを相手に伝えられず、好きなもの
を食べることができない生活になります。対象と
なる人が、豊かに、その人らしく生活できるよう
に、
医学的知識はもちろん、
心理学的知識など様々
な知識・技術を駆使して、言語聴覚士は対象者の

象に病院から在宅まで、さまざまな場所で活躍し
ています。

北海道言語聴覚士会 会員所属先

2％ 2％
13％

コミュニケーションと食べることを支援します。
AI 技術が進歩しても、コミュニケーションは人
と人が行うものであり、言

83％

語聴覚士の存在は重要で
す。学生の皆様には、
ぜひ、
言語聴覚士の資格を取得
し、より多くの人の生活を
支援していただくことを
願っています。
© hisa-nishiya - stock.adobe.com

（一般社団法人北海道言語聴覚士会）

協力／一般社団法人 北海道言語聴覚士会
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病院

養成校

訪問系事業所
福祉施設

現役言語聴覚士に聞く！ 仕事の魅力

コミュニケーションの楽しさを再認識！
上山智美さん
北海道医療大学病院
北海道医療大学卒

コ

言語聴覚治療室

ミュニケーションが大切で、子どもも対象となる

んからは学ぶことも多い

言語聴覚士の仕事に惹かれ、この仕事を志望しま

ですし、発語が難しい患
者さんと少しずつ理解し

した」
上山さんは現在、卒業した大学の系列病院で、発達障

合ってコミュニケーショ

害のある子供の発語の検査や訓練を中心に、耳の聞こえ

ン の 方 法 を 探 る こ と も、

が悪い人の聴力検査、補聴器の調整、認知機能の評価な

さまざまな発見がありま

どを行っています。仕事をしているなかで大きいのは、

す」

患者さんと達成感やよろこびを分かち合えるところだと

これから勉強したいこ

言います。「ついこの前できなかった動作がリハビリに

とは、子どもやその家族

よってできるようになると、患者さんのモチベーション

との関わり方だとか。
「幅

が上がって、私自身もやりがいを感じます」

広い分野で働くことができる言語聴覚士は、可能性にあ

また、あらためてコミュニケーションの楽しさを感じ
ているとも言います。
「人生の大先輩である高齢患者さ

ふれた職種だと思います」と最後にメッセージをくれま
した。

職業人として成長できる仕事
濱 雄祐さん
社会医療法人慈恵会 介護老人保健施設・介護医療院
北湯沢温泉いやしの郷 リハビリテーション課 言語聴覚主任
日本福祉リハビリテーション学院卒（現・日本医療大学）

高

齢の利用者さんが自宅に帰れるようにリハビリを
提供する介護老人保健施設で、唯一の言語聴覚士

形態や姿勢を工
夫することで、ム

として活躍する濱さん。サッカーに明け暮れた高校時代、

セずに食事を美

ケガをきっかけに知ったのが 3 つのリハビリに関わる職

味しく安全に摂取

種でした。最初に憧れを抱いたのは選手をサポートする

できないか――。

理学療法士。でも、短い競技人生の中では関わる期間が

利用者さんのより良い生活をめざし、チームで取り組む

限られているため、食べることや人と話すといった、当

毎日だと言います。

たり前ながら生涯続く大切な行為を支える言語聴覚士の
道を選びました。

やりがいは、関わるすべての人の笑顔と感謝の言葉。
「人生最期の食事で満足そうに好物を口にする利用者さ

「一度失った機能の回復をサポートできる言語聴覚士

んと、見守るご家族と共有できる時間もかけがえのない

は、自分にとって職業人として努力し、成長し続けるこ

瞬間です。『リハビリをしてもらえて良かった』と、1 人

とができる職業だと感じました」

でも多くの方に感じてもらえるようなスペシャリストを

どうすれば利用者さんと意思疎通が図れるのか、食事

めざしていきたいです」

医療・介護・栄養のお仕事まるわかり事典 2022
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11 診療放射線技師
医療現場において放射線を取り扱う専門家です。医療現場で放射線を取り扱えるのは、医師と診療放射線技師
だけ。現在の医療を行ううえで欠かせない放射線を使った検査や治療を主に担当しています。

診療放射線技師になるには？

活躍の場所は？

国家資格を取得することが必要です。資

病院やクリニック、健康診断センター、放

格を得るには、文部科学大臣指定の 4 年

射線機器メーカーなどが、主な就職先です。

制の養成校である大学、都道府県知事指定の専門

仕事内容としては、放射線を使用する検査機

学校で診療放射線技師養成課程を学び、卒業した

器として、骨や肺、腹を調べるためにレントゲン

人のみ国家試験を受験することができます。
北 海 道 内 に は、 専 門 学 校 が 1 校、 大 学 が 3 校
あります。北海道内の国家試験の合格者数は、

写真を撮ることが知られていますが、それ以外に
も放射線を使わない機器を使う診療にも関わりま
す。

2020 年度が 145 人、21 年度が 130 人、22 年度が
161 人と推移しています。

● 放射線を使用する検査：一般 X 線撮影、CT（コ
ンピューター断層撮影）、消化管造影（胃のバ
リウム検査等）
、乳房撮影（マンモグラフィ）、
骨密度、血管造影、核医学（放射性同位元素
を使用した検査など）
● 放射線を使用しない検査：MRI（磁器共鳴装置）
、
超音波など
● 放射線治療（がんなどの治療）

診療放射線技師は、ドラマや映画で取り上げら
れるなど、
最近注目されている職種です。業務は、

機器を操作する以外に機器の管理や点検、医療画

放射線を使用した検査（X 線撮影、CT 検査、MRI

像の管理、放射線被ばくの管理なども行っていま

検査、血管造影検査、核医学検査など）
、超音波

す。

検査、がんの放射線治療と病院等において、患者
さんと直に接しながら、診断から治療までさまざ
まな業務を行っています。また、職員と患者さん
の放射線被ばくの管理なども行っており、大変や
りがいのある仕事です。
2021 年度には法律改正が行われ、新たに放射
線検査時には静脈に針を刺す事も認められるなど
業務が拡大してきております。是非とも注目して
いただきたいと思います。
（一般社団法人北海道放射線技師会／副会長

大野 肇さん）

© hisa-nishiya - stock.adobe.com

協力／一般社団法人 北海道放射線技師会
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現役診療放射線技師に聞く！ 仕事の魅力

勉強を積み重ねて高いレベルに応える技師に
前田駿兵さん
医療法人仁友会 北彩都病院
診療技術部放射線課
弘前大学卒

泌

尿器を中心に透析患者さんも多く受け入れる病院

きの達成感はと

で、診療放射線技師として働く前田さん。腎臓や

ても大きいです」

膀胱、前立腺といった腹部や骨盤部などを、CT や MRI

と話します。

のほか、X 線を用いて体内を透視してモニターで観察す

同 時 に、 無 駄

る検査を通じて、見えない病気を写し出す役割を担って

な被ばくをさせ

います。

な い た め に は、

勤務する病院は、診療放射線技師による
「一次読影」も

正確な診断ができる画質を保ちながらも最低限の線量で

実施していることから、前田さんら診療放射線技師には

撮影できる環境を工夫し、臨機応変に対応することも大

高いレベルが求められています。
「当院には、総合病院

切な業務の一部です。

のように放射線科の医師が常駐していません。
そのため、

「放射線を扱う検査に対し、不安を感じる患者さんは多

目的に応じた検査内容を、私たち診療放射線技師が考え

くいます。根拠にもとづくわかりやすい説明と笑顔を心

て、
撮影に当たらなければいけない場面が多くあります。

がけ、患者さんの不安を解消できる技師となれるよう経

日々勉強が大切だと痛感していますが、うまくいったと

験を積んでいきます」と抱負を語ります。

最新の機器でより良い診断につなげたい
日向寺知子さん
医療法人北祐会 北海道脳神経内科病院 診療部 検査課
北海道大学 医療技術短期大学部卒
（現・北海道大学 医学部 保健学科放射線技術科学専攻）

日

向寺さんがこの仕事をめざしたきっかけは、進路
に迷っていた高校時代に、たまたま友人から放射

線技師の職業を教えてもらったことだといいます。
「調
べてみると、医療現場では画像検査がとても重要な位置
を占めていることを知りました」
パーキンソン病などの神経難病を抱える患者さんが多
く入院する病院で、レントゲンや CT、MRI、エコーなど

最近、職場の病院がリニューアルを遂げ、最新鋭の医

の検査を主に担当しています。

療機器を取り入れたことで、さまざまな撮影法が可能に

「身体的、精神的に不安定な患者さんにとって、大きな

なったと話します。

機械での検査は恐怖感が募るものだと思います。患者さ

「医療は日進月歩。これから新たな病気が発見されるか

んの不安を取り除き、問題なく検査が終わると
『ホッ』と

もしれないので、情報をキャッチしつつ、より良い診断

しますし、やはり、患者さんからの
『ありがとう』
の一言

につながる画像を提供できるよう取り組んでいきたいで

は大変な業務のなかでも励みになっています」

すね」
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12 臨床検査技師
新型コロナウイルスの診断になくてはならない PCR 検査。その検査を担当しているのが、臨床検査技師です。
病気の診断や治療効果の判定に、不可欠な存在です。

臨床検査技師になるには？

どんなことができるの？

臨床検査技師になるには国家資格を取得

臨床検査とは、病気の診断や治療効果の

することが必要です。そのためには、大

評価、健康状態の確認のために行う検査

学の医学部・歯学部や 3 年制の短期大学の臨床検

のことを意味します。臨床検査技師の業務内容は、

査学科などの専門教育を修了し、毎年 1 回実施さ

血液や尿、細胞などを用いて行う「検体検査
（生化

れる国家試験に合格する必要があります。

学検査）
」、そして患者さんの身体から直接情報を

国家資格取得後は「認定資格制度」に挑戦し、
キャリアアップを図る臨床検査技師が多くいま
す。救急認定検査技師や、認知症領域検査技師、

記録して状態を調べる
「生理機能検査（生体検査）
」
に大きく分けることができます。
検体検査には血液中のコレステロールや糖、肝

心電検査技師など、多岐にわたる認定資格があり

臓の機能、貧血、遺伝子・染色体検査などの検査

ます。

があります。これにともない、検査について患者
さんに説明・相談することも臨床検査技師が担う
業務となります。一方の生理機能検査は、超音波
を用いて体内の組織を画像化し、異常の有無を判
断する超音波検査、睡眠無呼吸症候群の重症度や

活躍の場所は？

脳死を判定する脳波検査、呼吸機能検査などがあ
ります。

主な就職先は、病院や診療所の検査室です。
そのほか、人間ドックを行っている健診セ
ンター、診療所から依頼されて検査を実施する臨

いずれの場合も、臨床検査の専門家として診療
に積極的に参加し、質の高い医療の提供をめざし
ます。

床検査センター、臨床検査に使う検査試薬を開発
する医療機器メーカーでも活躍しています。
また、新たな薬が開発された際に国から薬とし
て承認を得るための成績を集める臨床試験「治
験」において、医師や患者さんをサポートする
「治験コーディネーター（CRC：Clinical Research
Coordinator）
」として働く人もいます。CRC の活
躍によって、新薬の安全性や有効性が確立され、
病気に苦しむ患者さんに安全で効果の高い治療を
行うことができます。

© hisa-nishiya - stock.adobe.com
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現役臨床検査技師に聞く！ 仕事の魅力

正確な画像の提供で貢献を続ける
佐藤真由美さん
さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック
北海道大学医療技術短期大学卒
（現・北海道大学）

母

検査科

が病気がちで入退院を繰り返していた幼いころ、

波検査によって

寂しい気持ちとともに沸き上がったのは「病気に

短時間かつ正確

なった人を治したい」
という決意でした。

に画像としてと

臨床検査技師となった今、糖尿病と甲状腺疾患をメイ

ら え、 診 断 に 役

ンとする診療所で、やりがいを持って働く佐藤さん。主

立つ画像を提供

に糖尿病や甲状腺疾患の患者さんに対し、超音波検査を

します」

通じて動脈硬化の進行具合を観察するほか、内臓疾患が

また、検査にいたるまで、あるいは検査そのものに不

あるか甲状腺内に異変がないかを、身体には直接触れな

安を感じて来院する患者さんがほとんどだと話す佐藤さ

い方法で状態を確認するのが役割です。なかには、病気

ん。患者さんが少しでも安心して検査を受けられるよう

の自覚症状がなく、病状が進行してしまっている患者さ

言葉をかけるなど、不安の軽減を図ります。「患者さん

んが来院するケースも多いといいます。

に寄り添いながら、診療の一助となれるような正確な画

「血液検査や外からは判断しにくい体内の様子を、超音

像を提供できる臨床検査技師であり続けたいですね」

血液中に秘められた情報に感動 !
山田 瞳さん
社会医療法人北楡会 札幌北楡病院
医療技術部 臨床検査技術科
弘前大学卒

中

学 1 年生のときに母が倒れ、複数の検査をした結
果、臨床検査技師による脳波検査によって原因が

判明。
「カッコ良いと興味を持ったのがきっかけです」と
山田さんは振り返ります。道外の大学を卒業し、2008
年から臨床検査技師として働きはじめました。
臨床検査技師の業務は幅広くありますが、主に担当す
るのは採取した血液や尿などの成分を分析し、身体に異
常がないかを調べる生化学検査をはじめ、血液中の感染
によってできた抗体の有無や量を調べる免疫検査です。

にはその前段階で数値の異常に気付く場合もあるといい
ます。「さらに追加検査を行うことで病気の発見につな
がることもあり、やりがいを感じる瞬間です」
コロナ禍の今は PCR 検査も担当し、多忙を極める毎日
ですが、社会にも貢献できるこの仕事に従事できている

「血液中にはたくさんの物質や血液型などの情報が入っ

ことに、よろこびを感じていると話します。「常に検査

ており、感動すら覚えることもあります」と、目を輝か

値にプラスαとなる情報を医師や看護師をはじめとする

せる山田さん。

医療スタッフに伝えていきたい。患者さんのための有益

また検査結果は、医師や看護師に報告しますが、なか

なデータを見つけることも目標です」
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13 臨床工学技士
病気やけがの診断、治療に用いる医療機器は年々進化しており、操作も高度かつ複雑化しています。そこで
活躍するのが、専門的知識に基づき、さまざまな医療機器の操作や保守管理を行う「命を支えるエンジニア」
とも称される臨床工学技士です。

臨床工学技士になるには？

活躍の場所は？

臨床工学技士の国家資格を得るためには、

臨床工学技士は主に病院で活躍していま

高校卒業後、養成校で知識と技術を学ぶ

す。学校卒業後の就職先は 9 割が病院や

必要があります。養成校は、4 年制大学や 3 年制

診療所へ就職し、残りは企業や研究機関に就職し

短期大学、専門学校のほか、医療学科を有する医

ます
（下図参照）
。

療系大学の 1 学科として、あるいは工学系大学に
設置していることもあります。

病院で担う業務としては、①心臓手術で用いる
人工心肺装置などの医療機器の操作・保守・点検、

カリキュラムには、医学の基礎知識から、医療

②腎臓の働きの一部を人工的に補う透析装置の操

機器の原理や操作方法、臨床実習などが組み込ま

作および患者さんの観察、③集中治療室における

れています。厚生労働省が定める単位を修めるこ

人工呼吸器などの操作および患者さんの観察、④

とで、国家試験の受験資格が得られます。

心臓病の診断をする心臓カテーテル検査の際に用

北海道内においては、大学・専門学校を含め、
6 校の養成校があります。

いる装置の操作・管理――などが挙げられます。
これからは医療の IT 化も進むことで、より一層、
医療機器をはじめとした情報システムに関連する
専門的知識はなくてはならないものになってくる
でしょう。また近年では、医師や看護師の業務の
一部を他の職種が担う取り組みが推進されていま

病院の中には、医師や看護師など国家資格を持
つさまざまな職業のスタッフが働いています。その
中で人工呼吸器や人工透析装置など高度な医療機
器を操作して患者さんの命を守るのが臨床工学技
士で「命を支えるエンジニア」
とも言われています。
臨床工学技士の資格
保有者はまだ少ないで
すが、急速に医療が発
展するなかで医学と工
学の知識を持つ臨床工
学技士のニーズは確実
に高まっています。

す。臨床工学技士も、法律の改正により、従来は
医師や看護師だけに認められていた業務の一部が
任せられるようになっています。

北海道内の臨床工学技士
2022年度新卒就職者の内訳
企業

7％

北海道臨床工学技士会 / 会長

90％
男女比

大宮裕樹さん）

協力／公益社団法人 北海道臨床工学技士会

34

3％

医療機関
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将来の臨床工学技士に聞く！

実習で知ったコミュニケーションの大切さ
信頼される臨床工学技士をめざしたい
平井亮太さん

病

北海道情報大学 医療情報学部
医療情報学科 臨床工学専攻 4 年

院は、高校時代に野球をやっていてけがやリハ

務で最先端のスキルに触れるとともに、患者さんとの

ビリなどで通った経験があり、身近な場所でし

コミュニケーションの大切さも学びました。臨床工学

た。病院のなかでも医療機器を扱う仕事は、どんどん

技士は、黙々と医療機器と向かい合って仕事をするイ

進歩していくだろうし、需要が高まると考え、臨床工

メージを持っていたのですが、患者さんが不安になら

学技士の道を選びました。

ないよう会話を交わすことも求められるのだと実感し

病 院 で 活 躍 し て い た 先 生 か ら 学 ぶ 授 業 は、 と て
も実践的でわかりやすいです。1 年生のうちからプ

ました。
卒業に向けて、卒論と国家試験対策に取り組みます。

ロ グ ラ ミ ン グ や ICT の 入 門 知 識 を 学 べ る の も、ICT

合格したら病院に就職し、幅広い仕事にチャレンジし

（Information and Communication Technology：情報

たいと考えています。臨床工学技士としての基本的な

通信技術）
に強いこの大学ならではだと思います。

業務ができるだけではなく、より良い方法を提案でき

何より楽しいのは、実際の病院を訪れて仕事を体験

るスキルも持ち、患者さんや多職種と信頼関係を築け

する臨床実習です。緊張感漂うオペ室で人工心肺装置

るコミュニケーション能力の高い医療人になりたいで

の扱い方を学んだほか、人工透析や心臓カテーテル業

す。

最新機器を使って
実践的に学べる

実践力がつく学びの環境で
新しい時代の臨床工学技士に
北海道情報大学では、着実に国家試験合格をめざすカリキュラムを
基本としながら、ICT 教育にも力をいれることで、新しい時代の臨床
工学技士を育てます。

医療現場出身の教員による実践的指導

医療現場さながらの最新の学習環境

病院で後進の育成に携わった臨床工学技士や病院で診療を
行ってきた医師など、豊富な経験を持つ教員が指導します。

最新機器を配備した人工透析、
手術室、
ICU集中治療室、心
臓カテーテル室の4つのエリアで学ぶことができます。

新時代の医療人を育てるICT教育

企業・行政とのプロジェクト活動を実施

AIやIoTなどを活用した「情報」をつかさどる知識や技術
も身に付けた臨床工学士を育成します。

医療機器メーカーによる「コラボ実習」ほか、コロナワクチ
ンの大学拠点接種に学生も従事。即戦力を養います。

Update
〒069 - 8585

Your

World.

北海道江別市西野幌59 番2

TEL.011-385-4411（代表）

医療・介護・栄養のお仕事まるわかり事典 2022

北海道版

35

14 管理栄養士・栄養士
食と栄養の専門職として乳幼児から高齢者といったすべての世代の個人や集団に対し、食事や栄養について
アドバイスを行います。給食施設等では、献立を立てて食事を提供したり、栄養状態の管理を行うなど、健
康な食生活をサポートします。

管理栄養士になるには？

活躍の場所は？

管理栄養士は厚生労働大臣の免許を受け

管理栄養士・栄養士の活躍の場は幅広く、

た国家資格です。高校卒業後、管理栄養

さまざまな分野・業態で資格を活かして

士の養成課程の大学を卒業し、国家試験に合格す
ることが必要となります。もしくは短期大学や専

仕事をしています。
病院や診療所では、病気で入院する患者さんの

門学校で栄養士免許を取得し、実務経験を積んだ

栄養管理や栄養指導を行います。福祉施設におい

うえで国家試験の受験資格を得て、試験に合格す

ては保育所や老人福祉施設などで、乳幼児・高齢

れば管理栄養士となることができます。

者・障がい者などの食事や栄養管理・指導、食育

一方、栄養士は都道府県知事の免許を受けた資

を行っています。

格で、養成施設を卒業すれば栄養士になることが

学校に所属する場合は、小中学校での学校給食

できます。栄養士として必要な実務経験年数を満

に関わる献立作成や食育の他、食物アレルギーや

たし、国家試験に合格すれば管理栄養士の資格も

肥満などに関する個別の対応も行います。

取得できます。

企業においては、生活習慣病の予防や健康増進

北海道内における栄養士の養成校は 5 校、管理
栄養士は 6 校あります。

のサポート、保健所や保健センターなどの行政機
関では、地域住民の健康づくり政策の企画・立案、
健康講座などを開催しています。

2020年度 管理栄養士養成課程施設
卒業生就職先内訳

具体的な仕事内容は？
個人または集団に対する食事や栄養の指

2.4％
4.1％
4.2％

1.1％

導、献立作成、食材の発注、栄養素の計

29.3％

9.1％

算など
「食事の管理」
が主な仕事です。特に管理栄

1.0％

10.4％

養士は、専門的な知識と技術により、それぞれの

14.8％ 23.7％

状況に合わせた適切な栄養管理や栄養指導、献立
作成が求められます。例えば病院では病気やけが
で療養中の人に対し、疾患と血液検査値などをも
とにした栄養管理が必要となり、福祉施設や保育
園では年齢に合わせた栄養量を考慮した献立作成
が必要となります。

病院

学校

企業・健保

給食会社

行政

教育機関

児童福祉施設

医療・介護・栄養のお仕事まるわかり事典 2022
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将来の管理栄養士に聞く！

臨床栄養の知識を高めるとともに
気持ちに寄り添える管理栄養士に
齋藤夏季さん

高

藤女子大学
人間生活学部

食物栄養学科 4 年

校生のときに参加した藤女子大学のオープン

ローチが必要なのか、どうやって管理していけばいい

キャンパスで、投げかけた質問に親身になって

のか、解剖生理学実験なども通じて身体の構造の理解

答えていただいたことが印象的でした。さらに、病院

を深めています。

実習が 3 年生では必修、4 年生では選択制で経験でき

授業以外では、ボランティアサークルの一環で、地

る点が、
「この大学に入学したい」
と思った理由です。

域食堂でお年寄りに栄養満点の食事を提供する活動も

心待ちにしていた病院実習では、患者さんの病気や

行っています。お年寄りとコミュニケーションを交わ

食事以外の困りごとにも管理栄養士さんがやさしく寄

したり、栄養の大切さを伝える機会にもなっていると

り添っている姿や、多職種のなかで中心となって動い

感じています。

ている場面を見かけることが多くあり、病院で管理栄

これから最後の病院実習を経て、国家試験合格をめ

養士という存在が必要とされる職種であると実感する

ざします。栄養の知識だけでなく、患者さんの気持ち

ことができました。

にも寄り添える管理栄養士を目標に頑張ります。

病院志望のため、通常の授業でも臨床栄養学は最も
興味深い分野です。なぜこの病態にはこの栄養アプ

臨床で活躍できる
テーマを研究

歴史と伝統を誇る栄養士の育成
幅広い活躍の場が広がる未来
北海道内の 4 年制大学として、初めて管理栄養士の養成を
スタートした藤女子大学。基本はもちろん応用力も磨く
多彩なカリキュラムが強みです。

医療・福祉分野で役立つ臨床栄養を重視

産学官連携による食品開発の学び

将来の姿を意識した実践的スキルの習得で、医療・福祉
の現場で即戦力となれるような基盤をつくります。

活発な産学官連携による食品開発プログラムに参加する
ことができ、
食ビジネスで活躍できる人材をめざします。

コミュニケーション力を養う栄養教育

海外研修でグローバルな視点を培う

実践を重視した授業を通し、人に寄り添い、社会を支える
コミュニケーション力の優れた管理栄養士を育てます。

英語教育と連携したオーストラリア海外研修を実施。
グロー
バルな視点で、管理栄養士としての知識・経験を深めます。

人間生活学部

花川キャンパス

〒061 - 3204 北海道石狩市花川南4 条5 丁目

（入試課）
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15 歯科衛生士
口から全身の健康を守り、健やかな生活をサポートする歯科衛生士。人の生涯を通して、貢献できる国家資格
の専門職です。虫歯や歯周病などを予防し、食べる力、生きる力をさまざまな場所でサポートします。

歯科衛生士になるには？

歯科衛生士の仕事は、結婚・出産・配偶者の転

高等学校を卒業後、専門学校や短期大学、

勤など、環境の変化があっても全国各地に再就職

大学において歯科衛生士として求められる

先が多様にあり、復職のしやすさが魅力の一つで

知識や技術を学び、卒業すれば国家試験の受験

す。各分野別にスキルアップを目指す認定歯科衛

資格が得られます。北海道内では、過去 3 年間で

生士の取得も可能です。

毎年約 300 人が合格しています。

地域によっては、歯科医師会や市町村、歯科診

歯科衛生士の就職先は、歯科診療所や病院が

療所などで独自の奨学金制度を設けている場合が

中心ですが、生涯を通じてお口の健康づくりや口

あります。また資格取得後は、北海道歯科衛生士

腔ケアを支援するため、保健所や市町村保健セン

会で新人歯科衛生士をサポートする事業も展開し

ター、介護老人保健施設、居宅、歯科関連企業、

ています。ぜひ一緒に活躍してみませんか？

そして歯科衛生士養成校といった幅広い分野での

一般社団法人 北海道歯科衛生士会

活動が期待されています。
協力／一般社団法人 北海道歯科衛生士会

16 保健師
私たちが健康な生活を送ることができるよう、保健活動を行うのが保健師です。地域住民の健康データを分析
して、生活習慣病や認知症などの問題解決に向けて、健診や健康相談、予防対策などを行っています。

38

保健師になるには？

活躍の場所は？

看護師国家試験と保健師国家試験の両方

保健所や保健センターなどの公的機関で

に合格する必要があります。看護師の資

働く「行政保健師」として働く人が多いで

格を取得後、保健師を養成する専門学校・短大・

す。主に健診や各種がん検診の実施、育児や介護、

大学院に通うルート、もしくは、4 年制の看護系

生活習慣病などについて指導を行っています。

大学や専門学校で看護師と保健師について学び、

またコロナ禍においては、患者さんやその家族

2 つの国家資格取得をめざすルートがあります。

が治療に専念できるよう支援したり、被害が広

看護師との仕事の違いは、保健師は病気やけが

がらないような予防対策を講じる役割を担って

の予防がメインの役割であり、医療機関で直接的

います。ほかにも、企業で働く人の健康管理を

な医療行為を行うことはないという点。就業場所

する「産業保健師」、学校で職員や生徒の健康管

によっても、その予防方法はさまざまあり、業務

理、いじめ対策にもかかわる「学校保健師」とし

内容は多岐にわたります。

て働くケースもあります。
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現役歯科衛生士に聞く！ 仕事の魅力

外来から訪問を通じてお口の変化を見逃さない
幸田 楓さん
北 32 条歯科クリニック
吉田学園医療歯科専門学校卒

子

どものころ、優しくキラキラした姿に憧れて以来、

がっていると感じてい

気持ちはもう一直線。歯科衛生士として働くよう

ます」と説明します。

になって丸 4 年が過ぎ、大変なことも多いもののやりが
いにあふれた毎日だと話す幸田さん。

これから高齢者が増
える時代に突入するな

外来患者さんの歯磨き指導や歯のクリーニングに加

か、口腔ケアや訪問診

え、身体が不自由といった理由から通院できない患者さ

療の知識ももっと身に

んの自宅・介護施設に赴いて歯のクリーニングなどを行

付けたいと抱負を語ります。

う、
「訪問診療」
も担当しています。ここでは、訪問先の

「患者さんとコミュニケーションを取るのが得意なの

家族や施設の職員、多職種との連絡調整や情報共有も大

で、色々なお話しをさせていただきながら、その方の背

切な仕事の 1 つ。「外来診療から訪問診療に移っても患

景や思いに寄り添い、口腔内の些細な変化に気付いてい

者様を続けて診ていけることは、口腔内の変化に気付く

ける歯科衛生士でいたいと思います。私がそうだったよ

ことができるうえ、患者様との信頼関係の構築にもつな

うに、私も誰かに憧れてもらえる存在になりたいです」

現役保健師に聞く！ 仕事の魅力

健康で誰もが住み良いまちづくり
中村明子さん
医療法人財団老蘇会
北海道大学 医療技術短期大学部（現・北海道大学）・
北海道道立衛生学院卒（現在は廃止）

幼

いころに観た人体をテーマにしたテレビ番組で、

も行っています。

生理学や生化学、解剖学に興味を持ったことをきっ

「健康に関する

かけに、看護学校に進学した中村さん。恩師からすすめ

悩みを聞いて解

られて保健師資格も取得し、卒業後にどちらの仕事も経

決を図れたとき、

験したうえで保健師として働くことを選択しています。

認知症のある方をどう地域で支えるかみんなで考えて実

診療所や訪問看護ステーションなどを有する医療法人
財団の「地域とのつながりをつくる部署」で取り組むの
は、介護予防やボランティア活動の支援、町内会とのつ

践しているときは、保健師としての力が発揮されたと感
じてうれしく思います」
地域で自由に活動する保健師はそう多くはないなか、

ながりづくり、医療・介護事業所とともに行うまちづく

携わることができている仕事に感謝する中村さん。
「保

りです。さらに職員の健康管理も担当し、心身の健康

健師は地域で生活する人の健康を守り、増進し、住み良

維持や働く環境の整備、仕事をするためのコンディショ

いまちをつくることが使命。今後は子どもの健康にも取

ニングのあり方、ハラスメント対策についてアドバイス

り組んでいきたいですね」
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そのほかの

医療・福祉のお仕事
医療・福祉の仕事には、国家資格以外に各団体が認定する資格を活かして活躍
できる職種もたくさんあります。その一例を紹介します。

診療情報管理士

看護助手

患者さんのさまざまな診療情報や
健康に関する情報を、管理・分析す
る仕事。データを活用することで、
医療の安全を守り、質の向上や病院
の経営に貢献することができます。

医療行為以外の看護師業務を補助します。食事介
助やシーツ交換、医療器具の消毒などを行います。
患者さんと接する機会が多く、コミュニケーショ
ン力が求められます。

健康食品管理士

医療事務
主に医療機関の受付で患者さんの対応を行うほ
か、医師などの専門職が行った治療行為にもとづ
きレセプトと呼ばれる診療報酬明細書を作成し、
適切に保険請求を行います。

健康食品の安全性や効果、医薬品との相互作用
に関する知識を有し、的確なアドバイスができる
食と健康に関わる専門家。調剤薬局やドラッグス
トアなどで活躍できます。

介護支援専門員
（ケアマネジャー）

医師事務作業補助者

介護を必要とする人の相談に応じるとともに、
介護保険サービスを受けられるように、ケアプラ
ン（サービス計画書）の作成ほか、市町村・サー
ビス事業者との調整を行います。

医師の事務的な業務をサポートする職種。ナー
スステーションや診察室などで、カルテ入力や診
断書の作成などを担います。医療秘書や医療クラー
クとも呼ばれています。

医療情報技師

心理士

医療機関において、院内の情報システムを開発
したり、運用やトラブルの解決を図る技術者。Ｉ
Ｔ活用が進む医療現場で、需要が増えつつある職
種です。

国家資格の「公認心理士」と、民間資格の「臨
床心理士」があります。どちらの仕事も大差はなく、
保健医療や福祉、教育などの場で、心理に関する
相談に応じる職種です。
© hisa-nishiya - stock.adobe.com
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将来の診療情報管理士に聞く！

実習やゼミを通じて勉強を重ね
念願の資格取得を実 現 !
浜長恵美さん

病

北海道情報大学 医療情報学部
医療情報学科 診療情報管理専攻（現・医療情報専攻）4年

院で働く人たちに憧れて、この仕事を志望しま

そのなかでも、2 週間の病院実習は貴重な経験でし
た。カルテの整理や分類、病名の入力のほか、がんの

した。

大学選びの決め手となったのは、医学の知識が欲し

診断・治療を受けた患者さんの受診経緯や治療内容、

かったこと、現役で活躍する医師や医療現場の経験豊

生存状況などの情報を記録する「がん登録」の仕事につ

かな先生の授業が受けられること、そして先輩が勉強

いて教わりました。あらためて、診療情報管理士とい

や生活面にまつわる相談に乗ってくれる「学習チュー

う仕事へのモチベーションが高まったように思いま

タ」
制度があることです。

す。

日々進歩をとげる医療について学ぶのは、大変です

ゼミで、仲間と一緒に勉強に取り組み、先生からも

がとても楽しいです。授業には、診療情報を学ぶカリ

親身なアドバイスをいただいたことで、今春、念願の

キュラムはもちろん、医療情報専攻の演習科目とし

診療情報管理士の資格を取得することができました。

て、DNA や微生物について学ぶ「バイオテクノロジー

将来は病院でさまざまな業務にチャレンジしたいと考

実習」も盛り込まれているなど、興味深い授業が充実

えています。ずっと学び続けられる自分自身でありた

しています。

いです。

学校内の
バーチャルホスピタル

道内唯一の資格認定大学として
医療や健康を支える診療情報管理士を育成
患者さんの健康や病歴にまつわる情報は膨大かつ、貴重なヒントが
たくさん。北海道情報大学が育成する診療情報管理士は、ICT と情報
の学びを身に付けた、時代に必要とされる存在をめざします。

資格取得をサポートする体制づくり
「診療情報管理士」資格認定大学として、資格試験対策や
ゼミでサポートすることで合格者を送り出しています。

医療と情報をWで学べる強み
医療・健康分野においてニーズが高まるICT の知識や技術
も同時に獲得できるカリキュラムを設けています。

医療のプロによる質の高い授業

能力を高める実習環境を学内外に整備

教員は、病院の診療情報管理室で管理職を務めたスペ
シャリスト等が勢ぞろい。真に役立つ実践力を養います。

学内にシミュレーションできるバーチャルホスピタルを
設け実際の仕事をイメージしやすい環境をつくっています。

Update
〒069 - 8585

Your

World.

北海道江別市西野幌59 番2

TEL.011-385-4411（代表）
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看護師は、医療機関や福祉施設だけが活躍の場では
ないうえ、キャリアアップを図る道もさまざまなところ
が魅力。一例を紹介します。

Column バラエティ豊富な

看護師の働き方
働き方のアレコレ

訪問看護師
自宅で療養をする人のもとに
訪問し、医療的ケアや生活
のサポートを行います。訪問
看護ステーションの独立開業
も可能。

企業看護師
企業の医務室や健康管理室
で、 働く人の健康サポート
を実施。日勤のみが多いた
め、ワークライフバランスが
取りやすい傾向があります。

キャリアアップのアレコレ

イベントナース
スポーツや音楽ライブなど
のイベントで発生するかもし
れない、突発的なけが人・
急病人に対応する仕事。

特定の分野での知識と技術を有することでキャリア
アップを図る方法も。条件は少しずつ異なります。

専門看護師
14 の特定分野のもと、患者さん家族や地域
を含めた幅広い視野を持った看護師。

認定看護師 ※ 2026 年度で現行制度は終了

ツアーナース
個人・団体の旅行に同行し、
参加者の体調管理、けがや
急病に対応します。派遣会社
に登録するか、旅行会社の
専属として働く人がいます。

21 の特定分野のもとで専門スキルを極め、
看護師の育成などに注力する看護師。

特定看護師
医師の手順書に沿って、高度な診療補助を行う
看護師。特定行為研修の修了が要件。
© hisa-nishiya - stock.adobe.com
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Column

教えて先生！

予防医療編

健康3原則を基本に
正しい知識を蓄えよう

医療のなかでも予防に着目したジャンルがあって、日本全体で取り組むべきものらしい……。
専門家の先生に聞いてみよう！
若いうちから健康意識を
高めることが大事ですよ！

予防医療はどうしたら
推進されるのですか？

本間直幸先生

北海道情報大学 医療情報学部
医療情報学科 教授
ほんま・なおゆき／博士（理学）。
研究分野は食品保健科学、健康教
育、ヘルスケアIT

本間● 1 つは消費者である私たちのヘルスリ
テラシーの向上が不可欠となります。“ ヘル
ス “ は健康、“ リテラシー ” は読み書きする能
力を指し、
「健康情報を理解し、利活用する意欲や能力」
と理解してください。これがないと、生活習慣の自己
管理ができなかったり、医師の説明を正しく理解でき

予防医療とは何ですか？

ないといった不都合が生じ、予防医療の実践は難しく
なるでしょう。

本間●予防医療とは、健康を維持し、病気

2 つめは、IT（情報技術）の利活用が必須となる点で

にかかるのを予防する考え方です。それは

す。薬の飲み忘れを防止するアプリやウェアラブルの

下図のように 3 段階に分かれるのですが、国

血圧計など、自分の体調を見える化し、健康意識を高

が推進するのは第 1 次予防となる健康な状態から、食
（栄養）
・運動・休養
（睡眠）
の “ 健康 3 原則 “ を日常生活
でバランスよく心がけるという考え方です。また、病

めるやり方です。
ヘルスケアと IT は、予防医療の推進になくてはなら
ない領域になってくると考えています。

気というものは急になるわけではありません。健康と
病気の狭間にある “ 未病 ” と呼ばれる状態を経てジワ
ジワ不調をきたすため、ここで健康になれるよう手を
打つことも大切です。

今後、私たちは
どんなことに気を付けて予防医療に
取り組んでいけば良いですか？

予防医療が推進される背景には、急速に進む高齢化
の現状があります。65 歳以上の高齢者が総人口の 30％

本間●みなさんが社会に出るであろう 2030

に近づく日本は、「超高齢社会」の真っただ中。これに

年ころには、今よりもっとデータが活用さ

ともなう問題が医療・介護費の高騰であり、日本の財

れる世界になっていると思います。体重や

政を守るために対策が急がれている理由です。

身長、各種検査値をはじめ、食生活や運動頻度といっ

一方、日常生活を健康に支障なく過ごせる期間を「健

たあらゆるデータにもとづいて行動を決める “ データ

康寿命」と呼びます。これが平均寿命と差がないほうが

ドリブン（駆動）“ の概念がヘルスケア分野でも中心に

望ましいのはわかりますよね？ 健康寿命を延伸する

なってくることを頭に置いておいてください。

のが、すなわち予防医療となりますが、実は日本は平

そのうえで気を付けたいのが、前述したヘルスリテ

均寿命も健康寿命も世界一。栄養バランスの優れた日

ラシーの低さから誤った情報をうのみにしてしまう危

本食がその一端を担っているとも指摘されており、健

険性があるということ。頼りになるのは、医療・福祉

康と食の関連性は極めて大きいと考えられています。

などヘルスケアの専門家による根拠にもとづく情報発
信です。近年では、食の分野でも機能性・安全性に関

図 予防医療（医学）の3段階
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する正しい情報発信が期待されており、健康食品管理
士をはじめとするアドバイザリースタッフは厚生労働

第1次予防

健康増進・疾病予防

第2次予防

病気の早期発見・早期治療、適切な
医療と合併症対策

第3次予防

リハビリ・機能の障害を防止する
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省が推奨する専門家として挙げられています。
これからは予防医療を我が事として取り組み、そし
て正しい情報を発信する立場としても活躍することを
期待しています。
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養成校一覧
学校名

所在地

学部

学校名

所在地

学部

小樽市立高等看護学院

小樽市

理 作 放 臨検

旭川医科大学

旭川市

医 看 保

札幌市

医 看 理 作 保

旭川大学

旭川市

看 社 精 保

札幌市立大学

札幌市

看

旭川大学短期大学部

旭川市

栄

札幌学院大学

札幌・江別市

社 精

旭川歯科学院専門学校

旭川市

歯衛

札幌保健医療大学

札幌市

看 管栄

天使大学

札幌市

看 管栄

JA 北海道厚生連
旭川厚生看護専門学校

旭川市

看

日本医療大学

札幌市

北海道立旭川高等看護学院

旭川市

看 保

作 放 臨検 臨工

市立室蘭看護専門学院

室蘭市

看

北海道医療大学

札幌市・
当別町

歯医

北海道大学

札幌市

札幌医科大学

医 歯医

薬 看

保

看 介 社 精 理

日鋼記念看護学校

室蘭市

看

社 精 理 作 言

北海道福祉教育専門学校

室蘭市

介

薬 看 理 放

釧路短期大学

釧路市

栄

臨工 保

釧路孝仁会看護専門学校

釧路市

看

釧路市医師会看護専門学校

釧路市

看

くしろせんもん学校

釧路市

介

釧路市

看

帯広大谷短期大学

帯広市

介 栄

帯広コア専門学校

帯広市

介 歯衛

帯広高等看護学院

帯広市

看

北海道社会事業協会
帯広看護専門学校

帯広市

看

オホーツク社会福祉専門学校

北見市

介 歯衛

北見医師会看護専門学校

北見市

看

日本赤十字北海道看護大学

北見市

看 保

岩見沢市立高等看護学院

岩見沢市

看

駒沢看護専門学校

岩見沢市

看

苫小牧看護専門学校

苫小牧市

看

北翔大学

江別市

介 社 精

北海道情報大学

江別市

臨工

酪農学園大学

江別市

管栄

北海道立紋別高等看護学院

紋別市

看

看

名寄市立大学

名寄市

看 社 精 管栄

千歳市

理 作

薬 看 介

北海道科学大学

札幌市

北星学園大学

札幌市

社 精

藤女子大学

札幌・石狩市

社

光塩学園女子短期大学

札幌市

栄

大原医療福祉専門学校

札幌市

介

医療歯科専門学校

札幌市

臨検

勤医協札幌看護専門学校

札幌市

看

管栄

独立行政法人労働者健康安全機構

釧路労災看護専門学校
臨工

歯衛

札幌リハビリテーション専門学校 札幌市

理 作

札幌医学技術福祉歯科
専門学校

札幌市

介 理 作 言

札幌医療リハビリ専門学校

札幌市

理 作

札幌医療秘書福祉専門学校

札幌市

介

札幌看護医療専門学校

札幌市

看

札幌歯科学院専門学校

札幌市

歯衛

札幌心療福祉専門学校

札幌市

社 精

三草会札幌看護専門学校

札幌市

看

せいとく介護こども専門学校

札幌市

介

臨検

臨工

臨工

専門学校北海道リハビリテーション大学校 札幌市

理 作 言

専門学校北海道福祉・保育大学校

介 社 精

独立行政法人国立病院機構
北海道医療センター附属

札幌市

札幌看護学校 札幌市

看

歯衛

歯衛

中村記念病院附属看護学校

札幌市

看

北海道千歳
リハビリテーション大学

北海道医薬専門学校

札幌市

看 放

札幌市

滝川市立高等看護学院

滝川市

看

北海道看護専門学校

看

北海道歯科衛生士専門学校

札幌市

看

歯衛

砂川市立病院附属看護専門学校 砂川市

北海道教育大学函館校

函館市

深川市

看

社

深川市立高等看護学院

函館市

栄

富良野市

看

函館短期大学

富良野看護専門学校

市立函館病院高等看護学院

函館市

恵庭市

看 理 作 管栄

看

北海道文教大学

函館市

看

星槎道都大学

北広島市

社 精

函館看護専門学校
函館厚生院看護専門学校

函館市

看

函館市医師会・
看護・リハビリテーション学院

函館市

看 理 作

函館歯科衛生士専門学校

函館市

歯衛

小樽歯科衛生士専門学校

小樽市

歯衛

医 ……医師

歯医 ……歯科医師

理 ……理学療法士
歯衛 ……歯科衛生士
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薬 ……薬剤師

作 ……作業療法士
栄 ……栄養士

看 ……看護師

言 ……言語聴覚士
管栄……管理栄養士
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北海道医療大学付属歯科衛生
当別町
士専門学校

歯衛

北海道介護福祉学校

栗山町

介

北海道立江差高等看護学院

江差町

看

旭川福祉専門学校

東川町

介

浦河赤十字看護専門学校

浦河町

看

介 ……介護福祉士

放 ……診療放射線技師
保 ……保健師

保

社 ……社会福祉士

精 ……精神保健福祉士

臨検 ……臨床検査技師

臨工 ……臨床工学技士
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