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C o n t e n t s

【出張講義のご案内】

国際医療福祉大学では、「社会に開かれた大学」という基本理念に基づき、

本学教員が高等学校様にお伺いして講義を行う「出張講義」を実施しております。

「リハビリテーション」に関することだけでなく、「精神」や「心」、「生活と福祉」、

「コミュニケーション」に関することまで各分野の専門教員がわかりやすく解説いたします。

本学教員の講義を通じて、生徒様には大学での学びや雰囲気などを感じていただくとともに、

将来のキャリアビジョンを明確にし、進学意欲や学習意欲向上の一助となりましたら幸いです。

山路を登りながら

福岡キャンパス  （福岡県福岡市)

大川キャンパス （福岡県大川市）

■ 看護学部　看護学科

■ 福岡保健医療学部　理学療法学科／作業療法学科／言語聴覚学科／医学検査学科

※2020年4月 福岡薬学部 薬学科 開設予定（設置届出書類提出中）
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看護師

保健師
看護学科

保健医療

病院では、外来・救急・入院・手術・退院などのさまざまな場面
で、診療の補助や日常生活の援助、健康回復に向けた指導を行い
ます。患者さんの一番近くにいて、患者さんと医療スタッフをつ
なぐ役割も担います。また、高齢社会を背景に、自宅やホスピス
などで生活する人に対する訪問看護も需要が高まっています。

看護師の知識を生かして、市町村の保健センターなどで、地
域住民の病気の予防や健康の保持・増進などの公衆衛生活動
を行います。対象は、乳幼児・妊婦・障害者・高齢者・寝た
きりの在宅療養者に至るまで幅広く、集団検診・電話相談・
定期的な家庭訪問など幅広い活動を通して、医療福祉への橋
渡しの役割も担います。

リハビリテーション

理学療法士
理学療法
学科

けがや病気などで身体機能に障害を持つ人に対して、基本的動作
能力（起きる・座る・立つ・歩くなど）の回復を図ります。障害
や後遺症がある「部位」に注目して、①運動療法（治療体操な
ど）②物理療法（熱・水・光・電気・徒手）③日常生活動作練習
を実施するほか、義足・装具の活用や生活環境の改善を行います。

作業療法士
作業療法
学科

身体障害を持つ人に対して、日常的な身の回りの活動（食
事・入浴など）や社会的活動（交流・仕事など）を回復する
ための訓練を行うほか、精神障害を持つ人の自立や社会復帰
を支援します。障害の特性やその人の好みにより、①食事な
どの日常動作 ②木工、絵画などの創作 ③遊び ④スポーツなど
を用いるほか、自助具の開発や住宅環境の改善を行います。

言語聴覚士
言語聴覚
学科

①ことば ②聴こえ ③声や発声 ④食べる（噛む・飲み込み）の
障害は生まれつきのものから病気やけがによるものまで原因は
さまざまで、対象は小児から高齢者まで幅広い。脳卒中による
高次脳機能障害では、失語症など、その人の生き方や尊厳を
守るためのリハビリテーションの有効性も認められています。

医療技術

国際医療福祉大学で取得可能な資格
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臨床検査技師 病気を診断し、治療の経過・健康状態を把握するために、血
液・尿・便・組織片などの検体を検査・分析します。脳波検
査・眼底写真検査・呼吸機能検査・心電図検査・超音波検
査・MRI検査など直接患者さんと接する検査も担当します
さらに、遺伝子検査により発病や薬効を左右する個人差を
明する役割も担います。

医学検査
学科



医療福祉入門講座（学科を指定しない）

医療福祉の各専門職について、必要な資格や
仕事内容、求められる適性、心構えなど、医
療福祉全般について解説する入門講座です。
2学部5学科を擁し 、「チーム医療・チーム
ケア」を担う多彩なエキスパートを養成する
医療福祉の総合大学ならではのプログラム。
「医療福祉分野に関心があるけれど、どんな
職種があるのかまだよくわからない」、「自
分がいま希望している職種以外のことも知っ
ておきたい」といった、これから進路を具体
的に検討する１年生や２年生に最適です。

おススメ

講義内容

医療福祉分野の
全体像がわかる！

医療福祉分野の
さまざまな

専門職種の業務分担
働く場所や勤務の実態

適性や心構え、
今からやっておくこと

リハビリ入門講座

けがや病気などで身体機能や精神機能に障害を持つ人に、運動機能や日常生活に必要な動作能力の回
復を図る行為のことを「リハビリテーション」といいます。
「リハビリテーション」を行う職種には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士といっ
た種類があり、それぞれ国家資格をもつ専門職として活躍しています。職種の違いはまだ十分に理解
されていませんが、その役割には明確な区分があります。
本講義では、各リハビリテーション専門職の仕事内容や役割について、また「チーム医療・チームケ
ア」の一員としての患者さんとの関わりなどについてお話しします。

各学科の講義内容〈複数講義の同時実施も可能です 〉

山路を登りながら

看護学科
医療現場で、地域社会で、世界で、あらゆる人々の病気と健康をサポートする看護師や保健師の仕事
内容や役割について、また、看護師や保健師になるための大学での学びについて講義します。

【講義タイトル例】※体験型講義も可能です
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●　認知症のタイプと上手な接し方（老年看護領域）
●　子どもの情緒・社会性の発達（小児看護領域）
●　人間関係を上手くやるにはどうしたら良いか（精神看護領域）



理学療法学科
患者さんの運動機能を回復するため、さまざまな手法でアプローチする理学療法士の仕事内容や役割
について、また、理学療法士になるための大学での学びについて講義します。

【講義タイトル例】※体験型講義も可能です

作業療法学科
障害を持つ方がその人らしく生活できるように作業をとおして支える作業療法士の仕事内容や役割、
また、作業療法士になるための大学での学びについて講義します。

【講義タイトル例】※体験型講義も可能です

言語聴覚学科
話す、聞く、食べる、飲み込むといった、人間の尊厳に直結する機能の回復を担う言語聴覚士の仕事
内容や役割について、また、言語聴覚士になるための大学での学びについて講義します。

【講義タイトル例】※体験型講義も可能です

おススメ

おススメ

ことばや
コミュニケーションに
興味のある人に！
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●　ニューロリハビリテーションによる転倒予防～神経科学を応用したリハビリテーション～
●　痛み、冷えや不眠を改善する生活習慣と自律神経の調節
●　障がい者スポーツを体験してみよう

●　自分の性格を知りたいと思いませんか？（性格検査をやってみよう！）
●　「仕事・遊び・健康維持」の関係
●　住みやすい住環境作り～安心して暮らせる住まい～

●　脳から自分を見直そう～脳機能の理解を通して
●　加齢により生じるコミュニケーションの問題
●　見えない・聞こえない体験

医学検査学科
病気の診断、治療、予防のための検査データを提供し、診療に貢献する臨床検査技師の仕事内容や役
割、また、臨床検査技師になるための大学での学びについて講義します。

【講義タイトル例】※体験型講義も可能です

●　眼でみる微生物の世界
●　「味覚のはなし」ヒトの味を感じるしくみ
●　健康食品の正しい利用法について考えよう！



希望学科・講座の指定のしかたは？ 
P.2～3の 「各学科の講義内容」 をご参照のうえ、
ご希望の学科もしくは講座名を第３希望まで
ご指定ください。

Q
A

費用が発生することはありますか？
講師派遣料や宿泊代・交通費等の費用を
いただくことはございません。
また、講師謝礼や手土産もお断りしております。

Q
A

講師の派遣はいつでも対応可能ですか？ 
日曜・祝日、および大学行事のある日以外は
対応可能です。

Q
A

対象人数・講義時間・回数に制限はありますか？ 
対象人数は10人以上でお願いいたします。上限はございません。
１講義の時間は40～90分を想定しています。
回数に制限はございません。
複数講義の同時実施も可能です。

Q
A

出張講義
Ｑ＆Ａ

出張講義 お申込みの流れ

1 お申込み
・お申込書に必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申込みください。
・実施概要（日程、内容など）がわかるものがあればあわせて
　お送りください。

2 受付
・お申込みから１週間以内にメールまたはお電話にて
　ご連絡を差し上げます。
・ご要望について事前にお打合せさせていただきます。

3 講師決定のご連絡
・講師、講義テーマが決定しましたらお知らせいたします。
・パソコン、プロジェクタ、スクリーンのご準備をお願いする
　場合がございます。

4 出張講義
・受講を希望される生徒さんの人数が決まりましたら
　お知らせください。
・講義資料などを事前に送付させていただきます。
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キャンパス見学のご案内

医療福祉の
大学って

どんなとこ
ろ？
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九州入試事務室
ＴＥＬ： 0944-89-2000 　
 F A X： 0944-89-2001
ＵＲＬ： http://fukuoka.iuhw.ac.jp/
e-mail： kyushu-nyushi@iuhw.ac.jp

国際医療福祉大学 福岡・大川キャンパスでは、
キャンパス見学を随時受け付けております。
キャンパス見学を希望される学校様は、

下記までご連絡ください。
十分なご説明・ご案内のために、

参加人数につきましては、事前にご相談ください。

※実施日は土日・祝日・行事日を除く



2019年度 国際医療福祉大学 出張講義申込書

◆実 施 日：　　　　月　　　日　　　曜日

◆対 象 者：　　３年生　　　２年生　　　１年生　　　保護者　　　その他

◆対象人数：　　約　　　　人

◆実施時間：　　　　：　　　　～　　　　：　　　　（集合時間　　　：　　　）

◆講義回数：　　　　　　　回

◆講義時間：　　　　　　　分（１回あたり）

◆講義内容に関する希望：ご希望の学科もしくは講座を第３希望までご記入ください。

※ご希望実施日の１ヵ月前までにお申し込みください。

※希望日・実施希望内容等が分かる資料があればあわせてお送りください。

※学内行事等の関係で、ご希望に沿えないことがありますのでご了承ください。

※講師謝礼金、交通費、手土産等は一切お断りしております。

※ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ・お申し込み】

国際医療福祉大学 九州地区入試事務室

TEL：0944-89-2000／FAX：0944-89-2001

〒831-8501 福岡県大川市榎津137-1

国際医療福祉大学　九州地区入試事務室　行

FAX 0944-89-2001

◆貴校で準備可能な備品（○をつけてください）

第１希望 第２希望 第３希望

希望学科・講座

自由記述

貴校名

ご担当者名（役職） 　　　　　　　　　　　　　　　　　  （　　　　　　　　　　）

住　所
〒

T E L （　　　　　　　）　　　　　－

F A X （　　　　　　　）　　　　　－

E-mail

パソコン 可　・　不可 TV（DVD付） 可　・　不可

プロジェクター 可　・　不可 スクリーン 可　・　不可

※コピーしてお使いください。
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