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新アリーナ建設新アリーナ建設
―地域に根差し、高品質な教育環境づくりを目指して―

　このプロジェクトは、平成25年1月のキャンパス拡張計画キックオフ会議を開催してから、農

地転用許可・開発許可を受けるまでに3年間を要しています。この間、多くの地権者各位、自治

会長をはじめとする地域の皆様、熊本市役所、市議会の皆様に大変お世話になりました。この紙

面をお借りして、心からお礼を申し上げます。このプロジェクトを計画・実施に移された船津前

理事長、小野前学長にとっては、この3年間が、先の見えない長い期間であったろうと推察して

います。その後は、土地売買手続きを終え、平成28年3月30日に地鎮祭を実施し、造成工事に着工、

平成28年12月7日に新アリーナ建築工事起工式を挙行し、平成28年12月15日から平成30年2

月15日を工期として、建築工事を開始しました。　

　そもそもこのプロジェクトの発端は、大学から西里駅までの夜道を下校する学生の皆様の安全

確保のために明るい街路灯を設置することであったと聞いています。なぜかというと、周りの田

んぼを照らすと稲に実がつかないので、明るい街路灯の設置ができなかったからです。そのため

に通学路の両側の農地を買ったのですが、農地転用であるが故に建物等の目的に制約があるため、

次ページの目的に示すように、手狭になったアリーナと駐車場をつくるということになったとの

ことです。アリーナは、地域の皆様にも使っていただけますし、福祉避難所の機能も備えていま

すので、地域貢献の核として大いに期待しています。最後に、これまでにご支援、ご尽力いただ

いた関係者の皆様に心から感謝申し上げるとともに、安全で確実な工事の完遂により、熊保大の

シンボルともなり得るアリーナの出現を皆様と共に、待ち望みたいと思います。

調整池
駐車場 西里駅 新アリーナ

キャンパス全体鳥瞰

学長

﨑元達郎

２号館

１号館

３号館

アリーナ

※赤文字表記は予定地です。
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【目的】
　平成15年の開学当初約800名であった学生数が、平
成28年10月現在1,600名弱と約2倍になっています。
これまで学生数の増加に伴い、新校舎建設など附帯設備
の増設等を行ってきたものの、体育館や駐車場の容量不
足は慢性的な課題でした。
　また、西里駅から本学までの通学路は約6割の学生が
利用しており、その安全性確保も従来からの重要な課題
でした。
　そこで、西里駅側に約16,000㎡の土地を確保し、体
育館、駐車場の建設及び通学路の整備等を行うこととし
ました。

【設計コンセプト】
　地域に根差し、地域に尊敬される大学を目指した高品
質な教育環境づくり

【建設予定施設の概要】
１．新アリーナ
既存アリーナ（約1,000人収容）では収容しきれな
い行事（オープンキャンパスなど）に対応するため、
約1,600人程度の収容能力と福祉避難所としての機
能を兼ね備えた新アリーナ(体育館兼多目的ホール)
を建設します。
（幅約56m×奥行き約45m×高さ約14.5m、総延床
面積約2,500㎡）

２．園芸療法用実習施設（コミュニティーガーデン、薬
草園）
将来、生活機能療法学専攻（OT）の学生40名（定員）
を対象とした園芸療法に関する授業で利用する予定
です。

３．駐車場　
既存駐車場は飽和状態であり、申請台数の2/3程度
しかなく、今後の学生数増加や学内外イベント時の
来客者への対応を考慮し、約80台分の駐車スペー
スを設けます。

４．大学から西里駅への通学路整備
本学は女子学生の割合が多いので、防犯の観点から
歩道(5m)や街路灯の設置、車道の拡幅（6.5m）等、
学生の安全確保および西里駅周辺の景観整備を行い
ます。

【主な経緯と今後の予定】
（主な経緯）
●平成25年  5月 熊本市との協議開始
●平成26年  5月 陳情書を市議会へ提出
　　　   　　6月 熊本市議会にて「敷地拡張計画の早

期実現」決議
　　  　　  12月「農業振興地整備計画に係る農用地

区域内の変更申請書」（農振除外申
請書）提出

●平成27年  3月「農業振興地域整備計画の変更につ
いて」（農振除外通知）受領

　　  　 　 11月「開発許可申請書」及び「農地転用
許可申請書」提出

　　  　 　 12月「開発許可」及び「農地転用許可」
取得

●平成28年  1月 土地売買手続き終了
　　   　　　3月 造成工事の地鎮祭開催（造成工事着工）
　　   　　 12月 新アリーナ建設の起工式開催（建築

工事着工）

（今後の予定）
●平成29年　5月　鉄骨組み立て開始
 　　 6月　棟上げ
 　　 7月　内装工事開始
 　  11月　受電・通水開始
 　  12月　竣工検査・行政検査
●平成30年　2月　建築工事終了
 　　 3月　竣工

新アリーナ
駐車場

薬草園予定地（園芸療法）

地鎮祭　H28.3.30

H28.4 ～造成工事開始　　

H28.10.4 撮影

起工式　H28.12.7

3



No.

DATE

News&Topics

　平成28年12月4日（日）助産別科開設10周年記念事業を挙行い
たしました。記念式典・特別講演には、来賓の皆様と修了生なら
びに多くの関係者のご列席を頂きました。記念式典後、日本看護
協会理事福井トシ子氏による特別講演「助産実践能力としてのケ
アリングの姿勢」がありました。助産師のキャリアパス・助産実
践能力習熟段階（クリニカルラダー　CloCMip®）をはじめとして、
日本看護協会が目指す全世代型地域包括ケアシステムに関わる地
域母子保健における助産師の役割および助産実践能力としてのケ
アリングの姿勢について熱く語られました。 
　その後の祝賀会は、医療法人愛育会福田病院福田稠理事長の乾
杯のご発声で始まりました。助産別科10年のスライドが上映され
ると、当時を懐かしむ声も聞かれ、和やかな席になりました。熊
本県看護協会嶋田晶子会長の一本締めで、閉会いたしました。
　10年という時の流れを振り返り、1年課程である本学助産別科
の今後の方向を考える好機になりました。そして、カリキュラム
が滞りなく進めることができましたのも、これまでの皆様のご支
援ご協力のたまものであります。感謝申し上げるとともに、今後
の皆様のご指導ご鞭撻をお願いい申し上げます。
　最後になりましたが、開設10周年記念事業にご協力いただきま
した同窓会・実習施設の皆様・教職員の皆様本当にありがとうご
ざいました。

　「チーム医療」の教育のために、本年度の後期から4年次の必須科目として「チーム医療演習」が開講されました。こ
の演習では学生を32グループ（10人～ 11人／グループ）に分け、各グループには医学検査、看護およびリハ学科（3
専攻）の学生が少なくとも１人以上含まれるようにしてあります。教員が作成した模
擬患者の臨床歴や検査データを基にして、その病態生理や患者のケアの面での問題点
を検討し、まとめたものをポスター形式で発表してもらいました。この演習の目的は、
専門性の異なる3学科・3専攻の学生が同じテーマで話し合うことにより、それぞれの
考え方や立場の違いを実感し、さらに相手のことを理解することがチーム医療に繋がっ
ていくものであると考えさせることにあります。また、この演習には多くの教員がそ
れぞれの立場で参加してもらえたので「チーム教育」としての意義も達成されたもの
と考えています。

　念願の認知症看護分野をやっと開講することができます！！
　キャリア教育研修センター認定看護師教育課程では前期を認知症看護、後期を脳卒中リハビリテーション看護と年間
通して開講します。両分野とも“脳”に特化しており、重なる部分もあるのが特徴です。認知症看護分野では、認知症
の人への対人的支援はどうあるべきかを考え続けますが、認知機能障害の原因は医学的な疾患なので、支援する際には
医学的知識を理解することも重要となります。
　また、日本は超高齢社会の中で認知症者の急増に対し、医療・介護現場で尊厳あるケアが求められ、その体制構築が
急がれています。厚生労働省は、2025年（平成37）年に認知症者は年700万人（5人に1人が認知症）を超えると発
表しています。これまでのように家族への依存性が高い認知症者への対応では限界があります。従って、喫緊の課題は
社会的サポート体制の構築です。そのためには、すべての看護職が認知症看護の実践者となる必要があるのです。医療
の限界とケアの可能性を常に考えながら、体制づくりの一旦を担えるような専門性の高い看護師を育成し、現場に送り
出したいと考えています。

　　・ 　　　　N&T

N&T

N&T

・

助産別科開設10周年記念事業

認定看護師教育課程　認知症看護分野開講（平成29年４月～９月開講）

「チーム医療演習」について（平成28年度後期からスタート）

助産別科長　竪野眞紀子

認定看護師教育課程　課程長　橋本 宜子

副学長　石丸 靖二

記念式典・﨑元学長挨拶

祝賀会・福田　稠氏　乾杯のご発声

祝
賀
会
・
米
満
理
事
長
挨
拶

特
別
講
演　

福
井
ト
シ
子
氏
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　平成28年10月19日、動物慰霊碑前において平成28年
度動物慰霊祭を挙行しました。式典には、多数の教職員・
学生が参列しました。
　最初に、参列者全員で黙祷を捧げた後、﨑元学長から「尊
い生命を捧げ犠牲となった多くの動物に対し、謹んで感謝
と哀悼の念を表す」と慰霊の詞があり、続いて学生代表が
「実験・研究のために犠牲となった数多くの動物の御霊に
対して、心より感謝の念を捧げる」と述べました。最後に、
参列者全員で献花を行い、動物慰霊祭を終えました。

（総務課）

　7月24日、8月21日にオープンキャンパスを開催しました。その主な目的は、高校生や保
護者の方々に対し、大学を公開し、学科毎の実習体験や在学生とのコミュニケーションを通
じて、将来のキャンパスライフをイメージしていただくことです。当日は、模擬実習や在学
生との交流コーナーなど数多くのプログラムが実施されました。熊本地震のあとにも関わら
ず、県内外から計1,477名の方々にご参加いただきました。
　また、8月28日には「チャレンジ熊保大！推薦入試対策講座」を、12月11日には「チャレ
ンジ熊保大！一般入試対策講座」を開催しました。地元の大学予備校・壺溪塾の先生方によ
る本学の過去問解説を実施し、こちらも多数の皆さまが受講されました。
　本学にご来学いただきました皆さまや壺溪塾の先生方に対し、心よりお礼申し上げます。

（入試広報課）

　平成28年9月28日（水）、本学にてリハビリテーション学科を対象に合同就職説明会を開催いたしました。この合同
就職説明会では、各施設の採用関係者の方々から、施設概要や採用計画などをご説明いただき、学生たちの就職意識を
高揚させることを目的としています。今回は、熊本県を中心に遠くは東京都、千葉県など、69施設の採用関係者の皆さ
まにご参加いただきました。当日は各ブースに分かれて情報交換が行われ、参加し
た3・4年生は施設の方々の説明に対し熱心に耳を傾けていました。また、社会人1
年目の本学卒業生が学生たちに説明している場面も見受けられ、学生たちは身近に
働くことを感じ取ることができたと思います。4年生はこれから就職活動が本格的
に開始いたします。自分たちの納得のいく就職活動ができることを期待しています。
　ご参加いただきました各施設の皆さま、本当にありがとうございました。

（就職支援センター）

　8月29日（月）に九州大学基幹教育院人文社会科部門の田中真理教授を講師にお迎えし、平成28年度 第1回FDセミナー
を開催しました。FDセミナーでは「大学における発達障害学生支援」をテーマに、様々な視点から合理的配慮の考え方
についてご講演いただきました。可視化しにくい障害区分に対する理解が必要なこ
と、相談者の背景にあるものを読み取る力が求められること、相談すること自体へ
の支援が必要なことなど、教職員一人ひとりが取り組むべき具体的な課題をたくさ
ん提示していただきました。これらを本学の教育の充実・強化に向けた取り組みと
して活かしていければと思います。また、今回のFDセミナーも大学間連携事業と
して他大学にも参加を呼び掛け、崇城大学から26名、その他九州内の各大学から8
名の先生方に参加いただきました。

N&T

N&T

N&T

N&T

動物慰霊祭

リハビリテーション学科　合同就職説明会

オープンキャンパス＆チャレンジ熊保大！

FDセミナー FD委員長　髙濱 和夫
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医学検査学科

リハビリテーション学科

看護学科

助産別科

　臨地実習を通し、私が今持っている知識だけでは臨床

現場では十分に通用しないんだと感じました。一つの結

果だけを見て判断するのではなく、その値は本当に異常

なのかを検査技師の目で見て確かめたり、他の検査デー

タと見比べたりと、検査技師の重要性を改めて学ぶこと

ができました。また、そのデータが正しく出るためにも

機械の精度管理等はもちろん、看護師や他の部の方と

も連携を取り合いながら、検査結果の信頼性を高めな

ければなりません。臨地実習ではこのような大学では学

ぶことのできないようなことや実際に働いている検査技

師の姿、チーム医療の実際の動きや重要性などを様々な

角度から自分の目で見ることができて、とても刺激にな

りました。私も立派な検査技師になるために、臨地実習

で学んだことを生かしながらこれからも日々勉強に励ん

でいこうと思います。

　私は臨床実習で急性期から高齢期まで様々な患者様

を担当させていただきました。長期実習では専門性が分

からなくなる事があり、自分はOTとして何ができるだ

ろうと悩んだ時もありました。そんな時、実習を指導し

て頂いている先生に「疾患を考えてリハビリをすること

も大切だけど、それ以上に患者さんにどう寄り添えるか

を考えることを忘れたらだめだよ」と助言をしていただ

きました。大学で教わった評価法、治療プログラムを考

えるのに精一杯でしたが、その後患者様との会話の中

から楽しみにしていることなどを聞き取る事ができ、実

際の治療につなげていくことができました。機能訓練を

行う際にも退院後にしたい事を目標に関連した訓練の

提案をする事で患者様とのラポール形成、リハへの意欲

の向上ができたと思います。実際に臨床の現場でしか分

からない事やそこで生まれる悩み全て、今後就職してか

らの自分の糧となる、とてもいい経験となりました。

　臨地実習では新生児から高齢者まで様々な年代の患

者様を受け持たせていただきました。その中で一人ひと

りに合わせた個別性のある退院指導の必要性を学びま

した。患者様は入院前、私たちと同様に生活を送ってい

る存在です。同じ疾患であっても、患者様には生活スタ

イルや生活の中で大切に思っていること、年齢の違いな

どがあり、疾患の悪化要因も患者により異なります。こ

れより、患者様を多面的に捉え、自宅でも継続して行え

る看護の提供が必要であるということを学びました。ま

た、実習中は自分の知識不足を痛感しました。残りの学

生生活で現在の知識不足を埋め、記録やレポートにお

ける文章の構成を課題として取り組んでいきます。

　最後になりましたが、学生の受け持ちをお引き受けい

ただいた皆様、熱心に指導してくださった先生や看護師

さんをはじめとした医療従事者の皆様、励ましてくれた

友人たち、家族に感謝いたします。

　助産学実習においては、多くの母子や家族と出会い、

妊娠・出産・育児というかけがえのない瞬間に関わら

せていただきました。その中でも分娩実習で取り上げた

10例のお産はどれも忘れることができません。お母さ

んが初めて赤ちゃんを抱っこした時のお互いの幸せな

表情は、言葉では表現できないほどのものでした。学生

自身が自立し、妊婦さんに対して主体的に関わることが

求められていく中で感じたのは充実感だけではなく、葛

藤、問題解決力やコミュニケーション力の重要性、自分

の勉強不足などでした。大変なことも多々ありましたが、

仲間や先生方、病院の助産師さんやスタッフの方々に支

えられ乗り切ることができました。実習を終え、改めて

助産師になりたいという気持ちが強くなったと感じます。

この気持ちと実習での学びを忘れず、今後も自己研鑽に

励んでいきたいと思います。

実習体験レポート

医学検査学科3年

角田 夏美
看護学科3年

中川 穂南

助産別科

下川 佳那子住吉 由衣

リハビリテーション学科
生活機能療法学専攻４年
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Ｋ Ｈ Ｓ Ｕ

　私はリハビリテーション学科理学療法学専攻6期生で、
現在は独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院で理学
療法士として働いています。救急急性期に加え、政策医
療分野における神経・筋疾患や重症心身障害など幅広い
疾患の患者様を対象に日々業務に励んでいます。
　私の場合、就職試験が8月下旬に実施されたため、長
期実習と並行して就職活動をしていました。同じ専攻内
で、就職活動を始めている人はほぼおらず、何から始め
れば良いのか分からない中で、就職支援センターの先生
方に手取り足取り教えていただきました。
　正直言って、実習と就職試験の両立は体力的にも精神
的にも、とても辛いものがありました。ですが、試験当
日緊張することなく自信をもって挑むことが出来たのは、
実習の合間を縫って、平日時間外や土日にも関わらず履
歴書の作り方から面接練習まで、ひとつひとつ丁寧にサ
ポートして下さった就職支援センターの先生方や、応援
してくれる友人や家族がいたからだと思います。
　実習や卒業試験、国家試験勉強など、何かしらと並行
して就職活動をしていくことは、とても大変だと思いま
す。目標に向かって精一杯励んでください。応援してい
ます。

　私は今、川崎市立川崎病院で助産師として妊婦さんや
褥婦さん・新生児のケアを行っています。笑顔で胎児や
新生児に語りかける妊婦さんや、褥婦さんとその家族の
姿を目にするたびに、より良い助産師としての関わりの
ため自己研鑽を怠ってはいけないと日々感じています。
　私は就職活動を行うまで自分がどのような環境で働き
たいと思っているのかわかっていなかったので、はじめ
に自分のイメージのきっかけ作りとして、複数の病院の
インターンシップに積極的に参加しました。実際にイン
ターンシップに参加したことでイメージを固めることが
でき、今、自分の理想の環境で働くことができていると
思っています。
　病院を決めてからは就職支援センターへ通い、試験内
容の情報収集を行い、面接の練習を実習と授業の合間に
できる限り行いました。そのおかげで実際の面接試験の
際に予想外の質問をされても落ち着いて自分の気持ちを
言葉にすることができました。
　熊本保健科学大学での看護・助産学生としての5年間
があったからこそ今の自分があります。皆さんにも就職
までの大学生活を後悔のないよう過ごしてほしいと思い
ます。応援しています。

平成28年3月卒業

渡邊 絵理子さん
平成28年3月卒業

川﨑 由希さん
理学療法士
国立病院機構　熊本再春荘病院

助産師
川崎市立川崎病院

　私は現在、次世代シーケンサーを用いた遺伝子変異のスクリーニングを

行っています。網羅的解析によって判明した遺伝子変異を、より早期に、確

実に検出することによって、診断や治療に役立てるための検討を進めていき

たいと考えています。また、腫瘍の発症に関する遺伝子変異が明らかになっ

てきていますが、その遺伝子変異による発症メカニズムについては未だに明

らかになっていない部分もあります。変異体遺伝子産物の機能解析を行うこ

とで、悪性腫瘍の成り立ちについて知識を得て、早期発見・早期治療に役立

つバイオマーカーを見出していきたいと思っています。

大学院
保健科学研究科1年

芳之内達也

研究
ノート
研研究究
ノート
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　地域連携委員会では (1) 健康福祉関連分野で地域連携に関する活動、（2）社会連携の円滑遂行に関する活動、(3) 地域団体

との連携拡大活動、(4) ボランティア活動の取り組みと支援　を活動内容としています。

　これらの目的をふまえたうえで、本学では毎年地域ぐるみの様々なイベントに学科の特性を活かした内容で参加しています。

活動の一部をご紹介します。

■10月 29日（土）～10月 30日（日）
■会場：北部武道館

■11月 5日（土）
■会場：西里小学校

■11月 5日（土）～11月 6日（日）
■会場：熊本市食品交流会館

　熊本市の北部公民館主催のイベントである「ふれあいフェスタ in ほくぶ」に今年も参加しました。

　本学は医学検査学科が体成分・骨密度・血管年齢の測定を、看護学科が身長体重・腹囲・血圧測定、リハビリテーション学

科理学療法学専攻が児童を対象にした体力測定を行いました。今年は、熊本市の大西一史市長が本学のコーナーに立ち寄られ、

血管年齢測定を体験されました。

　西里小学校 PTA主催の「西里っ子ひびら祭」に参加し

ました。

　内容は食品や物品のバザーが主なもので、本学はリハ

ビリテーション学科生活機能療法学専攻が革のストラッ

プ作りを西里小学校の児童対象に行いました。低学年か

ら高学年まで多くの子どもたちが本学のコーナーを訪れ、

ストラップ作りを楽しんでいました。

　フードパル熊本主催のイベント「フードパルフェスタ

2016」に参加しました。

　医学検査学科が体成分・骨密度・血管年齢測定を、看護学

科が血圧測定を行いました。このフードパルフェスタには、

毎年参加していますが、本学の地域連携活動の中で最も来場

者数の多いイベントであり、今年度も 1日目に 209 名、2

日目には224名もの方が本学のコーナーを訪れ、測定を受け

られました。

地域連携
地域連携委員会の活動報告

「第26回ふれあいフェスタ in ほくぶ」

「西里っ子ひびら祭」 「フードパルフェスタ2016」

参加したリハビリテーション学科・生活機能療法学専攻の教員と学生
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　市民の健康生活を考える会（MUSASHI 会）主催の、講演会＆グラウンドゴルフ大会が、11月 20日（日）に開催されました。

MUSASHI 会は、本学、熊本機能病院、崇城大学が構成メンバーで、今回は幹事校である本学での開催となりました。前半は、

本学の飯山教授による「お風呂と健康～上手に使ってアンチエイジング～」というテーマで、講演会が開催されました。ご年

配の聴講者が多いこともあって､ 日常生活でのお風呂の効能について

皆さん熱心に聴き入っておられました。

　レストランでは､ 3団体の厨房担当の方々により､ 栄養バランスに配慮し､ 季節の食材を使った「健康ランチ」が提供され、

好評を博しました。

　後半のグラウンドゴルフは、前日の雨も上がった秋の穏やかな気候の中、本学グラウンドにて実施されました。﨑元学長の

始球式でスタートし、米満理事長をはじめ教職員、学生有志など本学から 23名に参加頂き、西里地区や各団体からの参加者

の皆さんと総勢166名で競技を通じた親睦を深めることができました。グラウンドゴルフと並行して、体格・運動機能等の健

康測定も実施され、講演､ 食事､ 運動 と相俟って西里地区の健康増進に貢献できたのではないかと思います。

　楽しい雰囲気を写真でご覧ください。（総務課）

MUSASHI会MUSASHI会
「平成28年度　市民の健康生活を考える会」
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手話クラブ「指の輪」サッカー部

C I R C L E   I N F O R M A T I O N

　私たち手話クラブは、自己紹介や挨拶など、基本的な手話を学ん
でいます。月2回、外部指導の先生の下、楽しく活動している穏や
かなクラブです。部員は 30名で、将来関わっていく患者さんとの
コミュニケーションに少しでも役立てばと思い活動しております。
言語聴覚学専攻では、軽く手話に
触れる講義もありますが、講義で
は習わないものも多く学ぶことが
できます。聴覚障害を持つ患者さ
んとの会話を楽しむ上で、手話は
とても重要になるので、これから
も楽しく学んでいきたいです。

　私たちサッカー部は、インカレ等の大会参加、それに向けた練習・
練習試合を活動としています。所属メンバーは 20名程度で、週に
一回程度のペースで楽しく練習を行っています。サッカーを通して
先輩・後輩の関係を築き、大学生
活をより良いものにすることがで
きると共に、自分自身の健康・体
力作りにもつながります。サッ
カーが好きな人、興味がある人は
男女問わず一緒にサッカーをしま
しょう。勉強と両立しながら今後
も頑張っていきたいと思います。

部長　リハビリテーション学科　言語聴覚学専攻　2年
上野 真生

部員　30名
活動場所　1200S講義室

部長　リハビリテーション学科　理学療法学専攻　2年
岩本 春樹

部員　20名
活動場所　グラウンド

　杏祭 (平成 28年 10月 15日開催 )からちょうど半年前の

4月 14日は熊本地震が起き、たくさんの方が辛い思いをさ

れたのではないでしょうか。杏祭の実行委員長を任された直

後の震災でしたので、今年の杏祭が行われるかとても心配し

たのを覚えています。今年のテーマは『４ every ０ne (フォー

エブリワン )　～伝えたい想い～』でした。今回の震災を経

験し多くの人に支えられ、当たり前だと思っていたことが誰

かの支えがあっての日常なのだと強く実感した年だったの

で、熊本保健科学大学からフォーエブリワン！みなさんへ色

んな想いを伝えたいという気持ちを込めて、杏祭実行運営部

みんなで考えこのようなテーマになりました。

　また今年は杏祭が記念すべき 40回目ということもあり、

「革命を起こしたい！」という私の勝手な思いで、例年アリー

ナで行っていた杏祭を思い切ってグラウンドにステージを建

てて、これまでにない杏祭を創り上げました！その分、去年

とはやることが大きく変わったので準備の段階でとても苦労

しましたが、大学側からのご指導や運営部の仲間の努力、そ

して西里地域の皆様のご協力もあり、大きな事故や怪我もな

く無事終了することができましたし、私にとって今回の杏祭

は色々な意味でとても心に残るものとなりました。支えてく

ださった皆様、本当にありがとうございました！

リハビリテーション学科

生活機能療法学専攻3年

杏祭実行委員長

山下 凌弥

杏祭を終えて

ふ れ あ い S A L O N
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講師

爲近 岳夫
専任教員

飯山 有紀

　9月 1日付でリハビリテーショ
ン学科生活機能療法学専攻に着任
しました、爲近岳夫です。専門は
老年期作業療法で、特に認知症に
関心を持っています。今後も認知
症をもつ人の数は増えると推測さ
れており、作業療法士として果た
すべき役割がますます多くなるか
と思います。これまでの私の臨床
経験も生かしながら、学生ととも
に学んでいきたいと思います。ど
うぞよろしくお願いいたします。

　認定看護師教育課程の専任教員
として着任致しました。日本看護
協会より老人看護専門看護師の認
定を受けており、認知症看護分野、
脳卒中看護リハビリテーション看
護分野を担当致します。超高齢社会
を迎えた日本において、他国から看
護を学ぶのではなく今まさに私た
ちが実践している看護を世界に発
信していく必要性を感じています。
そのために、まずは“仲間づくり”
から活動しています。今後ともど
うぞよろしくお願い申し上げます。

リハビリテーション学科生活機能療法学専攻 認定看護師教育課程

NEW FACE ～新任教職員紹介　ようこそ、熊本保健科学大学へ～

研究室紹介

山野 克明
　作業療法士としてリウマチの患者さんと数多く関
わってきました。とくに外来患者に対する早期作業療
法として、関節保護を中心とした生活指導のあり方を
考えてきました。また、救命救急センターなどにおけ
る発症直後の脳血管障害患者に対する効果的な急性期
作業療法について、クリニカル・パスを手がかりにし
ながら研究を進めてきました。
　ここ 10年程は、リハビリテーション医療を中心と
した医療倫理学（臨床倫理学・専門職倫理学）の研究
を行っています。最初は作業療法士の立場でインフォー
ムド・コンセントを得るための説明責任について研究
を行いました。そのなかで作業療法士の存在意義を明
確にするために作業療法士の自律性と独自性（専門性）
について研究を深めてきました。今は医療介護の専門

職における独自性について徳倫理学を手がかりにしな
がら研究を進めています。これまで行ってきた一連の
成果を、臨床現場に還元することはもちろんですが、
医療介護職の卒前卒後教育にも活かせるようにしたい
と考えています。
　倫理学は「選択の学問」とも言われます。ある２つ
の事象があり、どちらを選択してもその人にとって不
利益になる可能性が高い場合、その人は選択に悩みま
す。これを「倫理的ディレンマ」と言います。しかし、
最後はどちらかを選択しなければなりません。そうし
ないと行動できないからです。でも、その選択をたん
に主張し合うだけでは対立が生まれます。なぜ、その
選択を主張できるのか、皆が納得できる根拠を見つけ
ることができれば、よりよい医療や介護を提供できる
ようになると思います。この根拠づけを学問的に見い
だそうとするのが、当研究室で行っているもっとも重
要な取り組みです。
　倫理的ディレンマは日常の臨床にあふれています。
一度、正面から向き合ってみることを勧めます。そう
すれば「よい医療や介護とは何か」や「専門職として
何をすればよいのか」について考えるための道筋が見
えてくると思います。

リハビリテーション学科　教授

　キャンパステラスと名付けられた1号館のラーニングコモン
ズは、この4月にオープンしました。学生さんや教職員に広くズは、この4月にオープンしました。学生さんや教職員に広く
利用してもらい、また、いずれ社会へ出て、人と寄り添う職業利用してもらい、また、いずれ社会へ出て、人と寄り添う職業
に就く学生さんへ、人や社会を学んでもらうことを目的にサイに就く学生さんへ、人や社会を学んでもらうことを目的にサイ
エンスカフェの拡大版として7月から『私の部屋でランチを』エンスカフェの拡大版として7月から『私の部屋でランチを』
を開始しました。本場のサイエンスカフェは、科学について科を開始しました。本場のサイエンスカフェは、科学について科
学者とコーヒーを片手に話し合う場ですが、本学は、飯山図書学者とコーヒーを片手に話し合う場ですが、本学は、飯山図書
館長の発案で「もっと幅広い分野で学生も参加できる内容にし館長の発案で「もっと幅広い分野で学生も参加できる内容にし
よう。皆が参加できるお昼にしよう。」と始まりました。よう。皆が参加できるお昼にしよう。」と始まりました。
　隔週月曜の12時15分～12時 45分まで、一人の演者が、　隔週月曜の12時15分～12時 45分まで、一人の演者が、
研究や人生、趣味、体験したことなど自由テーマで語ります。研究や人生、趣味、体験したことなど自由テーマで語ります。
その後、参加者（教職員や学生）とディスカッションをする新その後、参加者（教職員や学生）とディスカッションをする新
しいお昼の過ごし方です。しいお昼の過ごし方です。
　防煙活動について学んだ学生さんは、寸劇を交えた楽しい発　防煙活動について学んだ学生さんは、寸劇を交えた楽しい発
表で、トライアスリートクラブの学生さんは、トライアスロン表で、トライアスリートクラブの学生さんは、トライアスロン
大会の体験について奮闘ぶりが伝わってきました。また、﨑元大会の体験について奮闘ぶりが伝わってきました。また、﨑元
学長は、熊本地震について専門的視点からわかりやすく解説し学長は、熊本地震について専門的視点からわかりやすく解説し
ていただきました。館長は、持病と医師を志した経緯についてていただきました。館長は、持病と医師を志した経緯について
話されました。その他、さまざまな分野の教職員や学生さんの話されました。その他、さまざまな分野の教職員や学生さんの
発表が行われています。（図書館運営委員会）発表が行われています。（図書館運営委員会）

第１回（6/27）～第 10回（12/12）まで

第 1 回　図書館長　飯山準一『一病息災を目指して』
第 2 回　基礎セミナー学部学生 1年次（三村グループ）『防煙活動に

ついて　たばこについて学ぼう』
第 3 回　医学検査学科　古閑公治『振り返ればそこに出会い』
第 4 回　学長　﨑元達郎『熊本地震に思うこと』
第 5 回　リハ学科４年トライアスリートクラブ『ぼくらの挑戦　長崎

国際トライアスロン大会』
第 6 回　医学検査学科　杉内博幸『パラリンピックへの道　目指せ、

2020東京』
第 7 回　看護学科　竹熊千晶『それでも人生に「のさり」という！？

NPOホームホスピスわれもこうの活動』
第 8 回　リハ学科　申　敏哲『未知の世界への挑戦』
第 9 回　共通教育センター　向井良人『デジタル一眼レフの世界』
第10回　共通教育センター　渡辺雄一『札幌、ハワイ、阿蘇、カリフォ

ルニア―私と大学と教会』

キ ンパ テラキ ンパ テラ

ラーニング

コモンズ 私の部屋でランチを in キャンパステラス

第２回　『防煙活動について　たば
こについて学ぼう』

第４回　『熊本地震に思うこと』
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GINKYO GAKUEN TSUSHIN

“GINKYO” No.35
●学校法人銀杏学園　熊本保健科学大学

〒861-5598 熊本市北区和泉町325番地
TEL096-275-2111 FAX096-245-3126

http://www.kumamoto-hsu.ac.jp

●発行日／平成29年１月31日

　熊本保健科学大学では、公益財団法人日本高等教育評価機
構において平成 26年度大学機関別認証評価を受審し、平成
27年 3月 10日付けで同機構が定める大学評価基準に適合し
ていることが認定されました。本学では今回の認証評価の結
果を踏まえ、今後も更なる向上に努めて参ります。

編集後記

2017年、平成29年、酉年がやってまいりました。

今年は不死鳥のようによみがえり、はばたく年に

なるよう頑張っていきたいと思っています。よろ

しくお願いいたします。

基本理念
　本学は、「知識」「技術」「思慮」「仁愛」を四綱領とし、以下
の基本理念を掲げる。
１．保健医療分野に関する専門知識技術の教育と研究を行う
２．人間と社会に深い洞察力を持つ人材の育成
３．高度な知識と技術を有し、保健医療分野に貢献できる人材
の育成

４．豊かな人間性を備え、創造性に富む、活力ある人材の育成

教育目標
１．生命の尊厳と社会への洞察力を有し、自立できる人材を育てる

２．広い視野に立ち、課題探求力と問題解決力を有する人材を育てる

３．医療専門職と連携協働し、自己責任の果たせる人材を育てる

４．多様な価値観を理解し、国際的な言語運用能力と情報技術

を持つ人材を育てる

■熊本地震にともなうお礼
　熊本地震の際は、多くの大学図書館様から本学の研究者や学生の文献複写及び相互貸借について、無料にてご支援をいただきまし
た。厚くお礼を申し上げます。

●図書館の蔵書検索OPACに新しい機能が追加されました。サジェスト機能や他のデータベースと同時に検索できる横断検索機能
が追加されました。（2016.10）

●ラーニングコモンズのホームページを作成しました。本学ホームページの大学概要 -ラーニングコモンズまたは、http://www.
kumamoto-hsu.ac.jp/about-uni/library-lc.html をご覧ください。キャンパステラスのカレンダーも掲載しています。（2016.11）

●図書館報 2016 冬号を作成しました。ラーニングコモンズ特集です！お知らせ等掲載。図書館ホームページ http://www.
kumamoto-hsu.ac.jp/library.html「図書館について」、または、館内にて閲覧できます。どうぞご覧ください。（2016.12）

●キャンパステラス『私の部屋でランチを』開催中！詳細はｐ11をご覧ください。

WILL こども知育研究所編　医学検査学科　松原朱實教授執筆協力『臨床検査技師の一日』
医療・福祉の仕事見る知るシリーズ　保育社　2016

　本学の松原朱實先生の執筆で、学内の講義・実習の様子や卒業生の活躍とともにわかりやすく臨床

検査技師について紹介されています。（新着展示コーナー）

Library

図書のご紹介　　図書館蔵書の中から
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によって調節される。前者は瞳孔を中心に放射状、後者は同心
円状に配列しており、そのため多くの哺

ほにゅうるい

乳類の瞳孔は円形であ
る。
　ところが、これらの筋が放射状・同心円状といった配列をと
らず、縦方向・横方向に直交し、中央にスリット状の隙間を持
つ動物もいる、この隙間が広がったり狭まったりすることで瞳
孔として機能するわけだ。例えば、ウマ・ヤギ・ラクダなどは
瞳孔散大筋が縦に、瞳孔括約筋が横に配列している。従って瞳
孔は横長の形だ。彼らは昼行性の草食獣なので、明るい草原で

看護学科　教授　渡邉 敏之

ネコかもしれない

下を向いて草を食べる際、横長の瞳孔のほうが横方向の視野が
広く、敵を発見しやすいためである。
　一方、瞳孔散大筋が横に、瞳孔括約筋が縦に配列し、縦長の
瞳孔を持つ動物もいる。夜行性の肉食獣であるネコとキツネが
そうだ。このタイプの虹彩は、光の強弱による瞳孔の開閉レス
ポンスが速く、細めるとほとんど光をカットする事もできる。
そのため、明暗の変化に対する順応性が極めて高い。
　ところで、くまモンの瞳孔はというと「縦長」だ。本来クマ
の瞳孔は丸い。クマにあるまじきことである。……と、ここま
で書いて、ふと思った「くまモンはクマなのか？」と。そこで、
「くまモンオフィシャルサイト」で確認したが、誕生日・性格・
お仕事などは記されているものの、「クマ」とはどこにも書かれ
ていない。瞳孔の形から察するに、ネコかキツネだが、キツネ
にしては顔が丸い。ネコの可能性が高そうだ。


