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高校生・中学生の進路選択に役立つ
医療、介護、栄養のお仕事まるわかり事典2021  石川版

CONTENTS

３つの分野の現状、そしてこれからの課題をメディカルライターが
特別にレポートする総力特集

７
  　

医療、介護、栄養分野の注目18職種の概要&データ、そして石川県
下で実際に活躍する先輩たちをスペシャルインタビューで紹介。
まずは「知る」ことからはじめよう！

医療分野のお仕事は18職種以外にもたくさんある。
しっかりチェックしよう！

14. 医師／ 16. 病院・診療所　看護師／ 18. 助産師／ 20. 保健師／
22. 訪問看護師／ 24. 薬剤師／ 26. 介護支援専門員／ 28. 介護福祉
士／ 30. 社会福祉士／ 32. 歯科医師／ 34. 歯科衛生士／ 36. 理学療
法士／ 38. 作業療法士／ 40. 言語聴覚士／ 42. 診療放射線技師／
44. 臨床検査技師／46. 臨床工学技士／48. 管理栄養士・栄養士

この事典は、石川県内の高校生・中学生のみなさんが将来のお仕事を思い描くうえで、注目されるひとつの分野を知る
キッカケとなればと思い、編集しました。
現代社会には、様々なお仕事があり、どれも人々の生活にはなくてはならないものばかりです。その中でも「医療」「介
護」「栄養」分野のお仕事は、最近、特にその重要性から注目度も高く、やりがい、感動を感じられるとともに、将来性があ
る職種がたくさんあります。
そこで、本誌では、これから無限に広がる可能性を持つ高校生・中学生のみなさんに、「医療」「介護」「栄養」分野のお仕
事を、まずは、知っていただきたいと考え、18職種を１冊にまとめ、ひとつのお仕事を就業までのプロセスや様々な
データ、インタビューなどでトータル的にご紹介しています。興味・関心が持てるお仕事があれば、本誌を入り口に、詳
しく調べてみるのもよいでしょう。
本誌が、将来訪れるみなさんの充実したワーキングライフに繋がることを願って、ここにお届けいたします。

                                               発行元：株式会社　日本医療企画 北信越支社
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ヘルスケア領域でのお仕事を目指していただくための第一歩となる情報誌
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Dreams come true

2023年４月
開設予定

医療保健学部　理学療法学科
仮称／設置構想中

理 学 療 法 士
（取得可能予定資格）

薬学部　薬学科

薬剤師資格累計取得率

97％
薬 剤 師

臨床検査技師国家資格もしくは
臨床工学技士国家資格 取得率

94.3％

医療保健学部　医療技術学科
臨床検査技師
臨床工学技士

健康社会の
実現にむけて

石川県金沢市太陽が丘1-1北陸大学 アドミッションセンター 0120-50-4969



これからの
医療NEWS

Medical  News

7

社会貢献したい、成長分野で働きたい
そんな人はぜひ医療を仕事にしよう!!

●誇りとやりがいを持てる仕事
　けがや病気になった人を治療する。不安な気持ちの患
者を支える。リハビリで社会復帰をサポートする。新しい
治療法や薬の研究開発を行う。最期まで納得のいく人
生を送れるように寄り添う―。医師や看護師、薬剤師、
臨床検査技師、理学療法士、管理栄養士、医療事務など
医療にはさまざまな職種があり、また病院や診療所、薬
局、介護事業所など職場も異なりますが、いずれも人の
人生や地域の安全を支える重要な仕事です。
　もちろん、人の生命にかかわるためにプレッシャーも
あります。しかし、「ありがとう」「助かりました」といった
感謝の言葉は何物にも代えがたいもの。幸せな笑顔があ
ふれる職場で、「人の役に立っている」と誇りとやりがい
を持って働くことができるのも医療の仕事の大きな魅力
と言えます。

●医療は将来有望な成長産業である
　日本の総人口は現在、約１億2500万人で、そのうち65
歳以上が3640万人になります。およそ３割は高齢者とい
う超高齢社会に突入しており、医療に対するニーズは今
後も確実に増えていきます。
　「医療費が増えてしまう」「多くの医療者が必要にな
る」と、超高齢社会は総じてネガティブな問題として捉え
られがちですが、考え方次第では成長産業と捉えること
もできます。また、医療のなかには資格者でなければで
きない仕事も少なくないため、資格取得は安定した収入
の確保にもつながります。
　さらに最近は、パソコンやスマートフォンを使ったオン

ライン診療やApple Watchの医療機器としての活用、遺
伝子解析をもとにしたゲノム医療なども登場しています。
医療×テクノロジー、医療×スポーツ、医療×農業―な
ど、医療分野はさまざまなイノベーションを起こす可能性
に満ち溢れています。

●医療の可能性は無限大である
　従来の医療の役割は、病気やケガになった人を「治療
する」ことでしたが、最近は病気になる前に改善する「未
病」や「予防」「健康増進」、仮に治らなくても生活の質
を高める「支える医療」も重要な役割となっています。
　さらには誰もが安心で健康的な暮らしを送れるように
するという発想から、行政や商店街などと協働での町お
こし、配食サービスや買い物代行などの生活支援サービ
スの提供、子どもからお年寄りまで多世代の交流拠点と
なるカフェの運営、貧困や障害など生きにくさを感じてい
る人たちが自分らしさを出せる場づくりなど、地域住民一
人ひとりが主体的に参加できる、「地域づくり」に乗り出
す医療機関も現れつつあります。
　病気で苦しむ人の治療やリハビリなどはもとより、ＩｏＴ
やＡＩを駆使した新たな価値の創出、美容を含めた健康
ビジネス、海外進出、安心安全な地域づくり―。先行き
が不透明で、将来の予測が困難な時代において、無限の
可能性を秘めている数少ない分野が医療の仕事なので
す。
　自分はどんな人生を送るのか。この問いに対する答え
は一人ひとり違うことでしょう。また、長い人生を送る過
程で変わることもあるでしょう。皆さんは無限の可能性を
持っています。本書がそんな可能性を見つけ出すための
ファーストステップになることを願っています。



MANAGEMENT PHILOSOPHY

VISION

Chapter 0 1

Chapter 0 2 Chapter 0 3 
3

TEAMWORK

CREATIVE

Chapter
2

MISSION

RINON SAKAI

Chapter 0 1

MWORK

SUZUYO OMA

法人本部　〒920-0031
石川県金沢市広岡２丁目１番７号
TEL（076）234-7878
FAX（076）234-7722
https://www.tokinoen.com/

採用ページは
こちら

社会福祉法人 北伸福祉会

0 2



これからの
介護NEWS

Care News

9

創造性の発揮やテクノロジーの活用で
高齢者の「自立」を支える仕事

　介護の仕事とは、「人の世話」をすることだけではな
く、要介護となった人ができることを伸ばしていくことも
指します。これを介護保険では「自立支援」と呼んでいま
す。要介護者のできないことを「やってあげる」のではな
く、できなくなったことややりたいと考えていることを、介
護の専門性を活かして、どのようにできるようにしていく
のかを支えていくことが、介護の仕事なのです。
　たとえば、お風呂に入れること。清潔にするためだけで
はなく、お湯につかって体を温めることで筋肉の緊張を
解いて、体を動かしやすくすることができます。また、お
湯に触れる感覚が脳を刺激することにもなり、過去の記
憶を呼び起こすきっかけになることもあります。ですから、
「車いすから立ち上がれるようになる」「孫と会話をでき
るようになる」といった要介護者の目標を達成するため
に、入浴という手段を活用することも、介護の仕事です。
　中には、車の清掃を要介護者にしてもらっている介護
事業所もあります。これは、「人の役に立つ」という要介
護者の生きがいを生み出すことになりますし、車の持ち
主である地域の人との会話が要介護者の孤立を防ぐこと
にもなり、地域のなかで自立して暮らすことにつながって
いきます。

　このような取り組みで、要介護者からありがとうと言わ
れたり、笑顔を見せてもらうことが、介護職にとってはや
りがいとなっているのです。また、先に挙げたような車の
清掃の取り組みや、地域との交流活動などに取り組むこ
とは、創造性を必要とする仕事であり、そこに醍醐味を感
じる介護職員も多くいます。
　一方で、車いすを押したり、食事を食べさせたりといっ
た仕事も、もちろん介護の仕事です。気力・体力ともに必
要であり、大変な仕事だという面は否定できません。そ
のため、現在介護現場では働きやすい職場をつくるため
の、様々な工夫が凝らされています。
　そのひとつが、介護ロボットなどの先端機器の導入で
す。腰や足などに装着し、抱え上げる際の負担を減らし
たり、移動をスムーズにするためのリフトなどを設置し、
肉体的な負担を減らすような技術が導入されています。
要介護者が眠っている最中にベッドから転落したことを
感知し、スマートフォンなどに通知するシステムも活用さ
れています。特に夜勤中などの人手が少ない時間などで
も、様子を見ることができるので、安心して働けるという
声が多く挙がっています。
　給与に関しても、国の処遇改善（賃上げ）によって、給
与水準自体は年々向上しています。残業なども少なく、離
職率も低下傾向にあるなど、世間で言われているようなマ
イナスイメージとは異なる環境が整いつつあります。
　さらに、日本は世界に先駆けて超高齢社会に突入して
おり、日本の介護の技術やサービスは、世界中から注目
されています。つまり、世界最先端の分野であるとも言え
ます。
　介護は決して簡単な仕事ではありませんが、クリエイ
ティブでありテクノロジーの活用もでき、グローバルか
つ社会から必要とされている魅力的な仕事であることを
知っておいてください。
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団塊の世代の寝たきり増加
日本の財源が危機的状況に

　現在の日本において最も人口の多い団塊の世代は、70
代の高齢者です。図１に示されている通り、この世代は
今、糖尿病などの生活習慣病が重症化し、心身虚弱のい
わゆるフレイルが重症化した人々が多い状態にあります。
やがて、このフレイルの重症化が進行すると、脳卒中や
肺炎、転倒骨折などで病院に救急搬送されます。そこで
は、ベッド上で点滴による栄養管理が行われます。そのた
め、物を食べる力が低下し、四肢の筋肉量も低下。寝たき
りになっていくリスクの高い状態となります。こうした人々
は飲み込む力や噛む力が弱まっているため、口から十分
な栄養を摂取することが難しく、免疫力が低下している
ため、退院しても誤嚥性肺炎などの感染症に罹患しやす
く、再入院のリスクが高い状態となります。したがって、
入退院を繰り返す間にフレイルがさらに進行し、やがて
看取りとなっていくことも少なくありません。
　病院で患者が負担する治療費は、かかった費用の３
割を負担（高齢者は年齢・所得により１～３割）となって
います。残りは税金から病院に支払われます。数年後、
団塊の世代に寝たりきり状態の高齢者が急増し、これに
よって税金から拠出される治療費が膨れ上がる可能性が
あります。この治療費の増加が日本の社会保障費を圧迫
していくことが容易に予想されます。

栄養管理で重症化予防
管理栄養士が救世主となる

　こうした負の連鎖を断ち切るためには、しっかりと栄養
管理とリハビリテーションを行って筋肉量と免疫力を維
持することが重要となります。この栄養管理を担うのが、
管理栄養士の資格を持つ専門職です。
　管理栄養士とは、厚生労働大臣から交付される国家資
格です。この資格は管理栄養士国家試験に合格すること
で取得できます。受験資格は、４年制大学の管理栄養士
養成課程を卒業、もしくは短大・専門学校の養成課程を
卒業後、２年間、栄養管理に関わる職場で実務経験を積
むことで得られます。
　管理栄養士の働く場は、栄養剤メーカーなどの企業か
ら学校、給食会社、外食産業などと多様ですが、病院と
高齢者施設での勤務が目立ちます。かつて、病院や高齢
者施設の管理栄養士は、事務所にこもって栄養価計算に
明け暮れ、給食を作って提供する人と思われてきました。
しかし、今では病院の病棟や高齢者施設のベッドサイド
で医師や看護師、薬剤師などとともに患者や利用者の栄
養状態を評価し、栄養状態に問題があるとしたら、その
原因を究明し、その原因の解決のための栄養管理計画を
策定することが管理栄養士の業務として制度的に位置づ
けられています。
　あと数年後におそらく訪れる団塊の世代の重症化に
よって起こる医療・介護の危機。この危機を乗り越えて
いくためには、栄養管理の高い知識とスキルを有した管
理栄養士の存在が不可欠となるのです。図１　団塊の世代の病態の推移
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職種紹介 Dr

医 師
皆さんが病気になった時や疑われる時、病院などで医師の診断や治療を受けます。私たちの命と健
康を守ってくれる医師は大変身近で、頼もしい存在です。医師の魅力、求められる能力や適性などに
ついて公益社団法人日本医師会の今村聡副会長に聞きました。

取材協力：日本医師会

14

Doctor

今も昔も医師への道は険しく、
大学医学部は超難関と言われています。
一般に、学費も高額で家庭が裕福で
ないと進学できないと思われています。

医師になって良かったと思うのは
どんな点ですか。魅力を教えてください。

医師としての仕事をしていくうえで、
重要になる能力は何でしょうか ?

医師は患者の診断や治療を
行いますが、仕事場は病院や
診療所に限られるのでしょうか ?

　 やる気と能力さえあれば、道はあります。例え

ば、地方で顕在化した医師不足に対処しようと

2005年、医学部入試に「地域枠」が導入されました。

受験者を地元出身者に限定したり、卒業後は地域医

療に従事したりすることを条件にしています。国公私立

大学の医学部の大半で一般枠入試とは別に実施してお

り、多いところでは定員の半分程度を「地域枠」に充て

ている大学もあります。学費についても入試の成績次第

で授業料を全額免除したり、減額したりする奨学金制

度を設けており、お金持ちでなくても医学部に進学する

方法はあります。

感謝されることを求めているわけではありません

が、患者さんから「ありがとうございます」と言わ

れた時はやりがいを感じますね。地域の皆さんから信

頼していただけるのはありがたいことです。また、(新型

コロナウイルス感染症等の)ワクチン接種等を通じて、

社会に貢献できているという思いもあります。それか

ら、何歳になっても健康で体力さえあれば、仕事を続け

られる点も魅力でしょう。収入面では一般に他の職種

より恵まれていると見られますが、開業医について言え

ば、親の代からの「地盤」や「看板」がある人とそうで

ない人とでは相当開きがあるようです。

まず、「人間好き」な人が望ましいですね。(患者

さんを診察する)臨床医には特に求められます。

患者さんとの人間関係を築くコミュニケーション能力も

大事ですが、それだけではいけません。チーム医療と言

われるように、看護師さんをはじめ他のスタッフときち

んとコミュニケーションが取れることも非常に大事な能

力です。このほか、視野が広く、集中力のある人も向い

ています。また、物事に対して「どうしてなんだろう」と常

に疑問を持ち、それを解決しようとするマインドや探究

心がある人が望ましいですね。これは臨床医、研究医の

いずれにも求められる資質です。

医師ほど選択肢が多い職業は少ないでしょう。

医師免許を取得すれば、厚生労働省の試験を受

け医系技官になる道もあります。行政官としては、保健

所長のように公衆衛生の役割を担う人もいます。その

他、製薬会社で創薬の研究にかかわったり、大学や研

究所で研究者になったりする道もあります。研究者に関

して言えば、医学とAI（人工知能）の分野には非常に親

和性があり、医学の知識を生かしてAI研究をしている人

もいます。医学界にはそのような人材が相当多く、活躍

の場は本当に広いです。

協力：公益社団法人　日本医師会
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女性のからだとこころ、漢方＋αでトータルケア。

澤田 未央さん
金沢医科大学病院
女性総合医療センター

金沢医科大学 
医学部　医学科卒

医師という仕事が身近にあり、自分も自然と医師に。
「父が医師で、小さな頃から医師という職業が身近にありました。
小さい頃は体が弱く、金沢医科大学病院で手術や入院をしたこと
があります。先生や看護師さんがとてもやさしくしてくれた記憶があ
り、大きくなったら医師になり自分も病院で働きたいと思うように
なりました」
と話す澤田医師。父親が夜中に呼び出されたり、土日、お休みに関
係なく仕事に出かけたりと、大変な面もたくさん見てきたが、それで
も医師になりたいという気持ちは変わらなかったと言う。小学校５
年生の時に父親が開業し、家が病院に。そうした背景もあり、
「医師という仕事は幼いころからの夢で、医師になること以外考え
たことがありませんでした」
と笑顔で話す。現在は女性専門外来を担当している。

女性の患者さんならでは…をしっかりと共感、治療する。
体調が悪いが、病院を受診しても西洋医学的な検査では異常がな
いと言われた…など、どこの診療科を受診すればよいのか悩む女
性も多い。
「当センターは、更年期障害や月経に関する不調はもちろん、
ちょっと体がだるい、食欲がわかない、便秘気味など、ちょっとした
症状でも受診して大丈夫です」
という澤田医師は、女性の体と心をトータル的にケアする相談相
手のよう。患者さんは若い方から60、70代くらいの女性で、ライフ
サイクルに合わせた診療をおこなっている。
「女性医師であることで、女性だから話しやすい、女性だから分か
り合えるという事も多く、診療において＋αになっていると思います」
男性医師には相談しにくいような症状も、女性医師なら話しやすいと
いう事もあり、悪性腫瘍の早期発見につながったケースもあると言う。

漢方と西洋医学の融合は医科大だからこその＋α。
患者さんの症状に対して、必要な採血や画像検査などを行う。そ
こで異常が見つからなければ西洋医学的には終了だが、東洋医学
では西洋医学ではあまり重要視しない症状にも目を向け、症状に
合わせて漢方治療を行っていく。もちろん検査で異常があり、専門   
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的な検査や治療が必要な場合は、他科の診察を受けることができ
る。こうした連携も医科大学病院だからこそ。
「診察や治療を通して良くなっていただくととてもうれしい。この
仕事の魅力は患者さんが良くなった、笑顔になる、その時の感動に
尽きます」
コロナ禍で、以前のように講演会や勉強会に直接足を運ぶ機会は
減ったが、逆にweb講演会など、気軽に勉強できる機会も増えた
という。得た知識を活かし、経験を積んだ澤田医師は、
 「これまで以上にしっかりと患者さんの話を聞いて、西洋医学と
東洋医学の垣根のない総合的な医療を、ひとりひとりの患者さん
にオーダーメイドで行っていけるよう、日々勉強です」と言う。

これからの自分とこれから医師を目指す人へ。
石川県生まれの石川県育ち。小さい頃はスキー、学生の頃からは
スノーボードを楽しむアクティブな面もある澤田医師。
「これからも医師として勉強していくのはもちろんですが、目の前の
患者さんに真摯に向き合うことが今も、これからも目標です」
爽快感あふれるイメージで語る目標はシンプルだが王道である。
これから医療を目指す人にメッセージを、とお願いすると、
「自分の興味のある事に常にアンテナを張って、たくさん情報を収
集しておく事も大切。医療関係でも様々な職種があります。可能な
らお仕事見学など、実際に働いている人に話を聞くのが一番だと
思います。今は医療系のドラマも多いですし、医療の世界を身近に
感じ関心をもってもらえたらと思います」
医師というと病院に来た患者さんを診察したり、手術をしたり、と
いうイメージだが、実はいろんなところでいろんな仕事をしている。
「医師の９割は医療機関で臨床医として働いていますが、それ以
外の職場で活躍する医師もいます。研究所で働く研究医や、保健
所で働く公衆衛生医、企業で働く産業医、製薬会社で働くメディ
カルドクター、医療サービスの会社を起業する医師もいます」
最後に医師という仕事の広がる可能性を教えてくれた。



職種紹介 Ns

病院・診療所看護師
“人を看る”という独自の視点で、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します。今後もますます高齢化が進むため、これからの医療を支え

るためには、看護師がさらに多様な場で役割を発揮していくことが期待されています。

協力：公益社団法人  石川県看護協会16

Hospital clinic nurse

[ 看護師 ] は
どんな仕事をしているのか教えてください。

[ 看護師 ] になるためには、
どうしたらいいのか教えてください。

患者さんの「診療の補助」と「療養上の世話」
をします。診療の補助とは医師の診察や治療を

サポートすること、療養上の世話とは、食事、排せつ補
助、入浴介助など入院生活の援助を行うことです。病
院やクリニックなどの医療機関のほかに、訪問看護や
福祉関連施設など、人々の生命と生活を支える専門職
として、看護師の活躍の場はどんどん広がっています。
看護師の資格は、一度取得すれば一生有効です。結婚
や出産などで一度退職しても、復職支援が充実している
ので、安心して現場復帰することができます。また、知
識だけではなく体力も必要な看護の現場では、男性が
活躍する場所も多く、男性看護師も年々増えています。

看護師は国家資格です。そのため、看護系学校
で必要な単位を取得する必要があります。高校

卒業後の進路として、石川県では看護大学と看護専門
学校の二つのコースがあり、卒業すると看護師国家試
験の受験資格が与えられます。看護師国家試験は難し
いイメージがありますが、2021年の石川県での合格率
は89.8％ですので、学校の講義で基礎的看護技術を身
に付け、実習で看護実践のトレーニングを積んでいけ
ば、合格する確率はかなり高いと言えます。また、石川
県内で看護職を目指す学生の方には、県の修学資金制
度を利用することもできます。卒業後、一定の業務従事
期間を経ると返還が免除されるので、ぜひ利用を検討し
てみてくださいね。

石川県で看護師国家試験受験資格が
取得できる学校を教えてください。

石川県看護師等修学資金貸与制度の貸与
対象者・貸与額について教えてください。
●貸与対象者について
１．(一般の看護師等修学資金)看護師等学校養成所

に在学しており、卒業後県内の指定する施設において看護師
等として働くことを希望している看護学生
２．(地域医療支援看護師等修学資金)看護師等学校養成所
に在学しており、①市立輪島病院、②珠洲市総合病院、③公
立穴水総合病院、④公立宇出津総合病院のいずれかにおい
て看護師等として働くことを希望している看護学生

●貸与額について

石川県で看護師国家試験受験資格が取得できる学校
養成所名 課程 修業年限 所在地

大

　学

 金沢大学
 医薬保健学域保健学類看護学専攻 4 金沢市小立野5丁目11-80

 金沢医科大学
 看護学部看護学科 4 河北郡内灘町大学1丁目1

 石川県立看護大学 4 かほく市学園台1丁目1番地
 金城大学
 看護学部看護学科 4 白山市倉光１丁目250番地

公立小松大学
保健医療学部看護学科 4 小松市向本折町へ14番地1

専
門
学
校

 石川県立総合看護専門学校
 第二看護学科 定時制 4 金沢市鞍月東2丁目1番地

 独立行政法人国立病院機構
 金沢医療センター附属金沢看護学校 全日制 3 金沢市下石引町1番1号

 金沢医療技術専門学校 全日制 3 金沢市堀川新町7番1号
 金沢看護専門学校 全日制 3 金沢市小坂町北62番1
 七尾看護専門学校 全日制 3 七尾市なぎの浦156番地
 加賀看護学校 全日制 3 加賀市大聖寺八間道12番地1

高校 石川県立田鶴浜高等学校 衛生看護科（5年一貫教育） 全日制 5 七尾市上野ヶ丘町59

養成施設の種類 貸与額

一般枠
保健師、助産師又は看護師を養
成する学校養成所に在学する者

（国公立等）（月額） 32,000円
（ 民 間 立 ）（月額） 36,000円

准看護師を養成する学校養成
所に在学する者

（国公立等）（月額） 15,000円
（ 民 間 立 ）（月額） 21,000円

地域枠 （保健師・助産師・看護師・准看護師）
看護師等学校養成所に在学する者 （月額） 100,000円

※修学資金は無利息で、毎月１か月分を貸与します。
※令和２年度の内容です。修学資金は毎年見直しが行われます。
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過酷な状況の中で、成長と喜びを感じる看護の仕事

患者さんからの「ありがとう」に自分の成長を実感

与畑 拓哉さん

正元 那摘さん

石川県立中央病院

金沢医科大学病院　
一般・消化器外科

石川県立看護大学
看護学部看護学科卒

金沢医科大学
看護学部卒

命に関わる判断が求められる、集中治療室
与畑さんが看護の道を志したのは中学生のころ。祖父の訪問看護師
が気さくな男性だったのが印象的で、女性だけと思っていた看護師の
イメージが変わり、自身も目指したいと考えるようになった。現在は
集中治療室（ICU）を担当。重症患者が多く、日々緊張感のある現場
で、状態が急変することもあり、点滴や内服ひとつにも慎重な判断が
必要だ。
「覚えることが多く、見たことのない医療機器もあり、始めは自分に
できることがあるのかと思いましたが、少しずつやれることが増えてき
ました」
命を左右するケアを続ける中で、大切にしているのは違和感をそのま
まにしないこと。おかしいなと感じたら、すぐに先輩に相談し、医師に
報告するようにしている。神経をすり減らすような日々が続く中、やり
がいを感じるのは元気に回復した患者さんの様子を見られることだ。
「手術後、人工呼吸器が必要で危険な状態が続いていた患者さん

身近なふれあいから、自然な流れで看護の道へ
小学生の頃、父親が病気で長く入退院を繰り返しており、病院に
もよく居たという正元さん。
「それが自分にとっては日常のようで、病院自体、いやな感じでは
ありませんでした。ふれあった看護師さんたちは明るいイメージで
『ナースになったら』と誘っていただいたこともあるなど、すごく身
近な存在でした」
と言う。そんなこともあって家族などには医療で働く人がおらず、
高校も普通校だったが、進路として選んだのは看護系ばかり。自然
な流れで金沢医科大学看護学部の一期生となった。

三人の子どもを育てながら11年目。今は仕事が楽しい。
ICUで３年弱、整形外科から現在の消化器外科へと11年目のキャ
リアを迎えた正元さん。
「今までいろいろ経験したり、観察したりしてきたことで自然と患
者さんの思いに気づけるようになり、そこに自分が関わることでよ

INTERVIEW

が、チームでケアしていく中で、話せるようになって一般病棟に移るこ
とができたんです。その後一般病棟でお会いしたら自分が関わってい
たことを覚えていてくれて、グッとくるものがありました」

ヘリナースを目指し、さらに経験を積む毎日
将来的には、ヘリナースになりたいという目標を持つ与畑さん。その
ために今はICUでさらに経験を積み、重症患者のケアに関する知識
を深めるため、研修に参加したり自己学習に励む日々だ。男性看護師
も徐々に増えている今、少しでも興味があればトライしてほしいと話す。
「女性の多い職場ですが、あまり男性女性というのも関係ない。やり
たいことがあれば、悩むよりもまずはやってみることが大切だと思い
ます」

かったと思ってもらえることがこの仕事の魅力で楽しいところ。患
者さんからのありがとうは成長の証でもあると思います」
三人の子どもの母親でもあり、産休、時短勤務を取るなど自然体
でキャリアを継続して11年目。お休みの期間には呼吸療法認定士
の資格取得や介護支援専門員実務研修受講試験にチャレンジす
るなど看護師としての幅を広げようとする向上心も強い。
「いろんな仕事がありますが、看護師はおすすめの仕事。明るく聞
き上手な人が向いていると思います。多少タフさは必要だけど、自
分自身でキャリアを高められます」
患者さんを自分の家族だったらどうしてほしいか、と自分事として
考えながら笑顔でふれあう正元さんはこれからも自然体だ。
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助 産 師

職種紹介 Mw

妊娠中の保健指導や出産の介助はもちろん、育児指導や不妊治療を行なっている夫婦の相談、思

春期・更年期の性に関する相談など、女性の生涯を通じた健康問題に関わっていきます。日本では、

女性だけが取得できる資格です。

[ 助産師 ] は、
どんな仕事をしているのか教えてください。

[ 助産師 ] になるためには、
どうしたらいいのか教えてください。

資格を取ってからのステップアップについて
教えてください。

お産の介助は、医師ではなく
助産師でもできるのか教えてください。

助産師として新しい生命誕生の瞬間に立ち会うこ
とは、大きな喜びとやりがいがあります。出産の

ほかにも、助産師は女性の生涯にわたって心とからだの
ケアをします。妊娠中は、妊婦さんに対する指導や相談
を行ない、お産の後には、順調に育児を進められるよう
に支援します。
幸せなお産だけでなく、死産や流産など悲しい経験を
する女性とそのご家族に寄り添うこともあります。そのよ
うな体験をもとに、子どもたちに向けて命の大切さを伝
えることも助産師の役割です。また、中高年の更年期症
状などへの保健指導もしています。
活躍の場所は、病院やクリニック、地域の保健所・保健
センターなどのほか、自分で助産院を開業することもで
きます。

看護師が「がん看護」や「救急看護」など特定の
分野で専門的能力を高めると、「専門看護師」や

「認定看護師」として活躍することができます。同じよ
うに、助産師も助産についての経験や専門的能力が一
定の水準に達していることが認められると、「アドバンス
助産師」を取得することができます。
お産は、時には母子の生命に関わるため、助産師には
安全確実なケアの能力が求められます。資格を取ってか
らも知識と技術を向上させ、そのレベルを知るためのし
くみとして「アドバンス助産師」の制度が始まりました。
近年では、産後うつへの対応や、子供への虐待の発見
や支援といった取り組みも助産師には求められていま
す。

たとえば、助産院には医師はいません。自宅のよ
うな施設で、産前から産後まで、家庭的な雰囲気

の中で過ごすことができ、顔見知りの助産師がずっと
妊産婦さんに寄り添ってサポートします。
また、病院の中でも「院内助産」といって、主に助産師
がお産の介助やケアを行っています。そこでは、分娩台
（お産をするときのベッドのようなもの）を使わずに、自
由な姿勢でお産をしたり、家族が見守る中でお産をする
こともできます。
このように、できるだけ医療の力を借りずに、お母さん
と赤ちゃんが主役になって「自然なお産」を実現するの
も助産師の重要な役割の一つです。
もちろん、緊急の場合は医師につないで対応するので
安心です。

石川県で助産師国家試験受験資格が取得できる学校

Midwife

大学名 修業年限 所在地
 金沢医科大学
 看護学部看護学科 助産師選択コース 4 河北郡内灘町大学1丁目1

大学院名 修業年限 所在地
 金沢大学大学院
 医薬保健学域保健学類看護学専攻 2 金沢市小立野5丁目11-80

 石川県立看護大学大学院 2 かほく市学園台1丁目1番地

協力：公益社団法人　石川県看護協会

看護師国家試験と助産師国家試験の両方に合格
することが必要です。石川県で助産師国家試験

の受験資格を取得するには①金沢医科大学で助産師
選択コースを選択する②その他の大学を卒業後、金沢
大学または石川県立看護大学の大学院助産師養成課程
（２年）に進学する方法があります。石川県では専門学
校や田鶴浜高等学校衛生看護科卒業後に進学できる
助産師課程はありませんのでご注意ください。
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お母さんと感動を共有する楽しさを感じる日々

命を預かる責任が大きい分、誕生の喜びも大きい仕事

川之上 莉央さん

西村 未来さん

石川県立中央病院
産科病棟

恵愛会　松南病院

石川県立看護大学
大学院
博士前期課程看護学研究科
助産学専攻

石川県立看護大学
看護学部看護学科卒
和歌山県立医科大学
助産学専攻科卒

妊娠から産後までトータルケアできる助産師に
小さな頃から赤ちゃんが大好きで、よくお世話をしていたという
川之上さん。そんな姿を見て、母が助産師という仕事があると教えて
くれたのがこの道を志すきっかけだった。大学卒業の年にタイミング
よく「大学院助産看護学分野」が新設されたのを機に進学し、さらに
高度な助産学の知識と技術を学ぶことに決めた。
「当初は親の反対もありましたが、なぜ大学院に進みたいかしっかり
話し合い、最終的には快くオッケーしてくれました。がんばれたのは
同期に恵まれたことも大きいですね。仕事の情報交換もできる貴重な
存在です」
妊婦のケア、分娩介助や産後のサポートに赤ちゃんのお世話と、多岐
にわたる助産師の仕事。リスクの高い妊婦が多い病院でもあり、お産
が正常に進むように介助しつつ、血圧異常などの大きな悪化を予防
できるように、医師とコミュニケーションをとりながら関わっている。
妊娠期から産褥期までの一通りをサポートできることを最終目標とし

離れて改めて強く感じた助産師という仕事の魅力
中学生の頃、親戚に赤ちゃんが３人誕生し、触れ合う機会が多
かったという西村さん。
「赤ちゃんってかわいいなぁと思って、子どもと関わる仕事にと
考えていたところ、保育士以外に助産師という仕事があると知
り、看護の道に進むことにしました」
大学の病院実習でお産に立ち会ったのがきっかけで、助産師へ
の思いがさらに強まった。この頃は助産師養成課程がなかった
ため、別の大学へ進学し、助産師の資格を取得。総合病院で６
年間勤務した後、縁があり県立看護大学の教員として働いたが、
やはり現場でお母さんや赤ちゃんと関わりたいという強い気持ち
が湧き、現在の病院で助産師のキャリアを再スタートした。復帰
して改めて、そのやりがいを感じている。
「お母さんと赤ちゃんの命を預かっている責任はものすごく大き
い。その分、無事に産まれた後、感謝してもらえたりお手紙をい

INTERVIEW

て、経験を重ねる日々だ。

大変なことも多いが赤ちゃんに癒される
ドラマのイメージが強く、大変で辛い仕事だと思われているかも
しれないが、自身の支援でお母さんのできることが少しずつ増え、
赤ちゃんのさまざまな成長の喜びを共有できる助産師の仕事は楽
しい、と川之上さんは話す。
「お産にがんばるお母さんをサポートできること、笑顔で退院す
る姿を見られることにやりがいを感じます。赤ちゃんが産まれてく
る特別な瞬間が見られるというのが、助産師の醍醐味。立ち会わ
せてもらっている立場なので、その瞬間を大事にしながら関わっ
ていきたいです」

ただいたり、リアルな反応や関わりがうれしいんです。助産師に
なってよかったなと思う瞬間です」

同じ目線でサポートする姿勢を大事にしたい
知識が豊富な助産師という立場からのサポートは、上から教える
「指導」になりがちだが、西村さんはあくまでも同じ目線での関わ
りを大切にしているという。
「実際に育児するのはお母さんなので、いかに自分でできるよう
にするか、一緒に考えようねというスタンスが大事だと思っていま
す。上からだと伝えたいことも伝わらないのかなと。ベテランに
なっても、お母さんたちの気持ちに寄り添える助産師になりたい
ですね」



人々が健康な生活を送れるように保健活動を行います。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、健康相談、予防対策などを行っています。活躍の場

は保健所・保健センター、企業、学校などです。
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保 健 師

職種紹介 Phn

Public health nurse

[ 保健師 ]は、
どんな仕事をしているのか教えてください。

看護師と[ 保健師 ] はどう違うのか
教えてください。

[ 保健師 ] は「保健室の先生」にも
なれるのでしょうか。

[ 保健師 ] になるためには、
どうしたらいいのか教えてください。

赤ちゃんから高齢者まで、地域住民の保健指導
や健康管理をしています。その多くは、保健所・

保健センターなどの公的機関で働く「行政保健師」で
す。主に健診や各種がん検診を実施したり、育児・介
護・生活習慣病などについての指導を行っています。
現在、猛威をふるっている新型コロナウイルス感染症に
関しては、患者さんやご家族が治療に専念できるように
支援する保健師と、被害が広がらないように予防対策を
行う保健所の役割がニュースなどでよく取り上げられて
いますね。
このほか、企業などに勤め、働く人の健康管理をする
「産業保健師」や、学校で教職員や生徒の健康管理、
学生間でのいじめ対策などを行う「学校保健師」として
も活躍しています。

看護師国家試験と保健師国家試験の両方に合格
することが必要です。石川県では、以下の５つの

大学で保健師国家試験の受験資格を取得できます。専
門学校や田鶴浜高等学校衛生看護科(５年一貫教育)を
卒業した場合は、まず看護師国家試験の受験資格を取
得し、さらに金沢大学の３年次に編入学し、保健師課程
を修了すれば、保健師国家試験の受験資格を取得でき
ます。

看護師は主に病院の中で病気の方をケアします
が、保健師は病気の方だけではなく、健康な人は

健康のまま、体が弱っている人はそれ以上悪くならない
ように予防をします。そして、その活動の場は生活の中
にあります。お産をしたばかりのお母さんのお宅を訪問
して悩みを聞いたり、病気の方の相談に乗って改善策を
一緒に考えたり、必要な情報を提供したりします。
健康相談に来られる方は、皆さん不安な気持ちを持っ
て来られるので、相手の気持ちや置かれた環境などに
思いを寄せていくことが求められます。また、相談は一
回きりではなく、同じ相手と長く向き合っていきますの
で、相手の方との信頼関係を築くことがとても大切で
す。

いわゆる「保健室の先生」は養護教諭という職
種で、「学校保健師」とは別の職業です。養護

教諭になるには高校卒業後  ①大学・短大の養護教諭
養成課程に進む  ②看護系学校へ進んで看護師資格を
とってから養護教諭免許をとる方法があります。
石川県では、上の表の５つの大学のいずれかで看護師
と保健師の国家試験受験資格を取得した後、申請すれ
ば養護教諭２種免許をとることができます。
専門学校や田鶴浜高等学校衛生看護科(５年一貫教
育)を卒業した場合は、まず看護師資格をとった後、金
沢大学養護教諭特別別科(１年)に進学することで養護
教諭１種免許をとることができます。

協力：公益社団法人　石川県看護協会

高校卒業後に石川県で保健師国家試験受験資格が取得できる学校

大学を卒業し看護師資格を取得した場合 

大学名 受験資格 修業年限 所在地
石川県立看護大学 全　員 4 かほく市学園台1丁目1番地
金沢大学
医薬保健学域保健学類看護学専攻

選　択
3年次からの編入学可 4 金沢市小立野5丁目11-80

金沢医科大学
看護学部看護学科 選　択 4 河北郡内灘町大学1丁目1

公立小松大学
保健医療学部看護学科 選　択 4 小松市向本折町へ14番地1

大学名 修業年限 所在地

 金城大学　公衆衛生看護学専攻科 1 白山市倉光１丁目250番地
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保健師として、市職員として、街づくりに貢献する

暮らしに寄り添い、予防の観点から健康を支えていく

菊田 真亜子さん

前田 涼生さん

かほく市役所
健康福祉課

輪島市地域包括支援センター
門前支所

石川県立看護大学
看護学部卒

石川県立看護大学
看護学部看護学科卒

看護師から保健師&市職員のマルチプレイヤーに。
大学卒業後、看護師として勤務していた総合病院で、院内の委員
会の一つである退院支援委員会での活動を通して、人の生活基
盤は地域にあると実感したという菊田さん。
「地域での仕事を通して人の役に立てる仕事がしたいと考え、保
健師の資格を活かして14年目です。赤ちゃんから高齢の方まで、
日々、たくさんの方と関われる仕事はなかなかないと思います」
と言う。その分、幅広い知識が求められるため、学習会への参加
など自分で勉強する機会も多い。そんな仕事の中での喜びは
「住民の方からありがとう、ご苦労様という言葉をいただくと、
日々、自分たちが働くことで住みやすい街になっていると感じられ
てうれしいです。一方で、住民の方から学ばせていただくことも沢
山あります」
と謙虚に話す菊田さんは以前、ケーブルテレビの番組に出演し、
住民に対して健康診断受診を促すなど、保健師&市職員の２つの

頼られる喜びを感じながら力を尽くす日々
高校で進路に迷った時に、母からこんな仕事もあるよと教えても
らったのがきっかけで、保健師に興味を持ったという前田さん。
「病気の予防がメインだと知って、自分に向いてるのではと思いま
した。日頃から病院が混みあっていることから、病気になる前に
対応できればいいのにと考えていたからです」
保健師となり現在９年目。さまざまな相談への対応を始め、健康
指導やイベントの開催まで、業務内容は多岐に渡るが、頼られる
喜びを感じているという。
「介護に関する相談が多く、難しいケースもありますが、やはり頼
られると何とかしたいと思いますし、できる限りのことをしようと力
を尽くしています。相談に対して、アドバイスしたとき前向きなお答
えが返ってきて気持ちが明るくなることもあります。顔を覚えても
らって、名前を呼んでもらえるのはうれしいですね」

INTERVIEW

顔で文字通り、マルチプレイヤーとして活躍している。

市民の体づくり、街づくりには職員が元気でないと！
保健師として主担当は成人保健ですが、地区分担制のなかで母
子保健も担当しており、子育て中のお母さんと子どもに寄り添うの
も大切な役割の一つとなっている。「話を聞いてもらえてよかった
と言われたり、お母さんと一緒に子どもの成長を見守ったりできる
のはとてもうれしいことです。」市職員としてサマーフェスタや生
涯学習フェスティバルほか、イベントにも携わるなど、いろんな仕
事の機会がある菊田さん。「私たち市職員が元気でなくては、市
民の皆さんの体づくりの応援や街づくりはできませんから」これか
らも幅広い分野で元気に仕事をする菊田さんの姿が浮かぶ。

積み重ねてきた人生を考え、解決策を探る
話を聞く時に心がけているのは、相談者の人生を考えること。
「家族や地域との関係、積み重ねてきた経験や事情があって、そ
の人の今があります。譲れないものやこだわりを大事にしてあげた
い。話をよく聞き、提案するようにしています」
目にみえる結果がわかりにくいが、保健師の仕事が役立っている
ことは知ってほしいと前田さんは話す。
「予防の成果が出るのに時間はかかりますし見えにくいけど、これ
だけがんばっているぞという思いで奮闘しています。地元に貢献し
ている実感がある仕事です」



医療の進歩にともなって、病気や障がいがあっても自宅で家族と過ごせるケースが増えています。

訪問看護師は皆さんが住んでいる地域にある訪問看護ステーションに所属し、そこから家庭を訪問

してケアを提供し、利用者さんとご家族を支えます。
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訪 問 看 護 師
Visiting nurse

職種紹介 Vn

[ 訪問看護師 ] は、
どんな仕事をしているのか教えてください。

看護と介護はどう違うのか教えてください。 どんな人が看護師に向いているのか
教えてください。

訪問看護の利用者さんはどんな人なのか
教えてください。

病気や障がいをもった方々が住み慣れた地域や
家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、

医師の指示のもとで家庭に訪問して看護ケアを提供
し、療養生活を支援します。具体的には、体温・脈拍・
血圧などのチェック、健康状態の観察や療養指導、身
体の清潔保持、栄養管理、医療器具の管理、呼吸ケア、
がんによる苦痛をやわらげるケアなどを行います。この
ほか、薬の説明、床ずれの予防・手当、リハビリなども
行います。介護をしているご家族の話を聞いたり、福祉
サービスが利用できるように地域の機関などに連絡し
たりもします。異変があればすぐに医師に連絡して指示
を受けるなど、的確な判断力も要求されます。

赤ちゃんからお年寄りまで、訪問看護を必要とす
るすべての方が利用できます。がんと診断された

あと自宅でゆっくり療養したい人や、医療処置は必要な
いけれど一人でお風呂に入るのが不安なお年寄りの方な
どもいます。また、ご本人だけでなく、介護方法がわか
らないご家族からの依頼もあります。
近年は医療が進歩し、重い障がいがあっても自宅でご
家族と過ごせるお子さんが増えているので、小児の訪問
看護ニーズも急速に高まっています。また、リラックスで
きる自宅で過ごしたいという精神疾患の方も増えていま
す。
訪問看護では、利用者さんのご家族にケア方法を指導
したり、精神的な支えとなったりすることも、大切な役
割のひとつです。

看護師が「医療職」であるのに対し、介護福祉
士は「福祉職」です。訪問看護ステーションや福

祉施設などでは、双方がその専門性を発揮しながら協
力して働いています。
看護師は専門的な知識、技術に基づいて患者さんの体
と心の両面をサポートし、ケアを提供します。医師の指
示に基づいて医療処置、全身状態観察、服薬管理、清
潔の援助、リハビリテーション、介護指導など、病院の
看護師と同じように、看護を提供します。このうち医療
行為については、医師や看護師のみが行うことができる
行為です。
介護福祉士は、ケアマネジャーの計画に基づいて生活
支援（家事、買物など）や身体介護（清潔支援、おむつ
交換など）を行います。

まずは人が好きな人、コミュニケーションをとる
ことができる人です。また、素直に話を聞くことが

でき、協調性のある人です。
看護の仕事は一人でできるものではありません。医師や
リハビリスタッフなどの様々な医療従事者とのチームの
中で仕事をします。チームの輪の中にいるということを
自覚し、周りと協力して仕事が行える人が看護師に向い
ているといえます。
日頃から家族や友達に「こんなことがあったよ」「こん
な気持ちになったよ」と伝えあうことでコミュニケーショ
ン能力がみがかれます。また、読書や映画鑑賞を通し
て、他の人の立場になって考えたり、他の人の価値観を
知ることは、協調性を養うことにつながります。

協力：公益社団法人　石川県看護協会
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看護師ではなく１人の人間として人生に関わりたい

自分らしく暮らしたい。その思いをサポートする仕事

常橋 仁美さん

小嶋 由香さん

看護小規模多機能
あわらんち

ニチイケアセンター笠舞
訪問看護ステーション

石川県立看護大学
看護学部卒

石川県立看護大学
看護学部看護学科卒

訪問看護の重要性に気づかされたがん患者のケア
常橋さんが看護師を目指すきっかけは、母が乳がんを患ったこと
だった。関わりの中で安心感を与えてくれる、その存在のありがた
さを感じたという。大学卒業後すぐに働いたのは総合病院。そこ
でがん患者のケアを通し、訪問看護の大切さに気づかされた。
「終末期の方が最後に家に帰る時の支援をしたのですが、病気を
持った状態で帰るイメージができなかったんです。病院のケアと、
在宅の生活がつながっていないと実感しました。実際に地域に出
て学びたいという思いが強くなり、訪問看護の道を選びました」
５年目の現在、さまざまな経験を通して視野が広がったという。
「病院に比べ、１人ひとりに長く時間をかけて関わります。その
方の人生経験、生活歴や背景が、生活に大きく影響しているので、
それを踏まえたケアの重要さがわかってきました」

何気ない会話や話を聞くことの大切さを実感
心がけているのは、１人の人間として関係を築くことだという。

病気ではなく、生き方を支える訪問看護
中学生の頃からボランティアに興味を持ち、人のために何かした
いと考えていたという小嶋さん。祖母の希望もあり看護師の道を
選んだ。総合病院の外科やリハビリテーション科などで勤務後、
よりよい働き方を求めて訪問看護師になることを決めたという。
「出産して育児中も病院で働いていたんですが、育児と両立しや
すいという点で、訪問看護が魅力的だと思いました。リハビリ病棟
で働いた経験から、家に帰っても病気を持ちながら生活している
患者さんに、支援が必要だと考えていたことも大きいです」
訪問看護の仕事に就いて現在５年目。病院とはまた違った方針で
のサポートにやりがいを感じている。
「病院は疾患を治し、家に戻ることが目標。訪問看護は生きたい
ように生きることを支えるのが目的です。病気ではなく、生活がメ
イン。ご本人の思いに寄り添った看護です。利用者さんの『待って
たよ』や『ありがとう』の言葉がうれしいですね」

INTERVIEW

「看護師だと構えてしまう方もいるので、わたし個人としてお話
を聞きたい、という感じで関わるようにしています。がんの方が余
命を宣告されて心細かったし、家族に話して心配されるのもつら
かった、不安を聞いてくれただけで助かったと言ってくれて、その
言葉がとても心に残っています。医療の部分だけでなく、何気な
い会話も心のケアになっていたんだなと、うれしかったですね。体
に触れて話を聞くことも大切な看護の１つだと思います」
訪問看護師は、人それぞれのさまざまな暮らしや人生を見られる、
貴重な仕事だと常橋さんは話す。
「この方のために何ができるか、とことん考えることにやりがいを
感じます。人と人のつながりをとても大事にできる職業です」

いつでも利用者の気持ちに寄り添って
末期がんの方の要望を叶えるために、手を尽くしたこともあった。
「症状が強く入院した方が楽になるが、ご本人は嫌だと。旦那さ
んと離れたくないので何とか家にいたいということで、訪問診療な
どを利用し、在宅生活が継続できる方法を考えました。最終的に
はお家で亡くなられましたが、印象に残っている方の１人です」
今後、訪問看護師の需要はさらに増えてくると小嶋さんは話す。
「認知度はまだ低いですが、病院で一通り経験した後、訪問看護
という選択肢もあることはもっと知ってほしいですね。利用者さん
から元気の秘訣や生き方など学ぶことが多く、わたし自身の生活
も豊かにしてくれる仕事だと思っています」



職種紹介 Ph

24

薬 剤 師
私たちの生活の中で、「薬」は欠かせないものになっています。この「薬」を安全に適正に使用される

ためにいろいろな立場で貢献している専門職が薬剤師です。病院や薬局で行う調剤、薬歴管理、服

薬指導をはじめ、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 ] になるためには、
どうしたらいいのか教えてください。

[ 薬剤師 ] の
就職先を教えてください。

[ 薬剤師 ] はどれくらいいるのか
教えてください。

[ 薬剤師 ] は、
どんな仕事をしているのか教えてください。

薬剤師になるには、大学の薬学部６年生を卒業
し、薬剤師国家試験に合格する必要があります。

薬学部では基礎的な専門知識に加え、薬のプロとして
のコミュニケーション能力や人の生命や健康を守る使
命感、倫理観を養います。知識だけでなく技能や態度を
身につけるために、４年次に薬学共用試験に合格した
学生が、５年次に病院実習・薬局実習を各11週間行い、
これが薬剤師国家試験受験資格の必須条件となってい
ます。この実習により、学
生が実際に患者さんや医
療スタッフと接し、人とし
て共感しあうことが医療
人としての大切な第一歩
になっています。

職場一覧
保険薬局／ドラッグストア／病院／診療所／大学／研
究機関／医療系メーカー／公的検査機関／国・自治体
など

総数　311,289人

Pharmacist

薬の専門職として、医療現場や地域で「薬」を取
り扱う役割を担います。病院や在宅のチーム医

療において、薬剤師は、患者さんの病態や治療方針、検
査値などから、薬の投与方法、投与期間など、どのよう
な処方が適切かを医師に提案することもあります。薬局
では、患者さんに服薬指導を行い、副作用のチェックを
します。その際、処方内容に疑義がある場合には、医師
に疑義照会＊を行います。また、市販薬や健康食品に対
するアドバイスも行います。さらに、在宅で療養する患者
さんの自宅に訪問して、薬の管理や飲みやすくするため
の工夫も行っています。
＊ 疑義照会とは、処方箋の内容に疑問や不明点がある場合、薬剤師が
処方医に問い合わせて確認すること。

薬剤師の就職先として多いのは保険薬局・ドラッ
グストア・病院です。保険薬局では処方箋による

調剤や服薬指導を行い、病気や健康に関するアドバイ
スを行います。また、在宅医療の現場で訪問薬剤管理
指導を行う薬剤師も増えています。ドラッグストアでは
一般用医薬品の販売を行い、より生活に近い相談を受
けます。病院では調剤や医薬品管理のほか、入院患者
さんへの服薬指導、注射剤の調整、医薬品情報提供業
務などを行います。その他の就職先として、製薬企業で
は医療機関に情報提供するＭＲ
(医薬情報担当者)や医薬品の開
発にかかわる研究。行政機関で
は薬機法などに基づいた行政指
導を行う仕事があります。

(2018年 厚生労働省　統計の概況より）

薬局
58％

医薬品関係企業
13.3％

行政機関
2.1％

その他
5.6％

大学・大学院
1.7％

病院・診療所
19.3%

協力：公益社団法人　石川県薬剤師会
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退院時の笑顔を励みに、薬の知識を深め続けたい

薬とともに、普段の暮らしに寄り添う薬剤師に

谷口 採歌さん

髙橋 広将さん

南ヶ丘病院
診療技術部薬剤科

中森かいてきホコ町薬局　

北陸大学
薬学部薬学科卒

北陸大学
薬学部薬学科卒

一人ひとりに合った薬で患者さんの力に
元々薬剤師や研究職に興味があったという谷口さん。大学で薬
の知識を学ぶうちに、薬剤師になりたいという気持ちが強くなっ
たという。
「北陸大学は先生が熱心で、マンツーマンで教えてくれることも
ありました。大学での実務実習や身近の人の病気を経験し医療
の仕事で患者さんの力になれたらと思うようになりました」
薬剤師の中でも、入院で不安の多い患者さんに治療を通して寄
り添いたいと思い病院薬剤師を選んだ。新薬が次々と実用化さ
れ、さまざまなケースに対応するために多くの知識が必要。現在
２年目だが、とにかく日々勉強だと感じている。特にやりがいを
感じるのは患者さんから薬の相談をうける時だ。
「薬に不安を感じている患者さんがいたんです。薬剤師として当た
り前のことであるがしっかり説明をすることで治療に向き合ってい
ただけたときは患者さんの役に立ててよかったなと思いました」

「非日常」ではなく、「日常」をサポートしたい
長く闘病していた母が「医療に関わる仕事につけたらいいね」と、
よく話していたのがきっかけで薬剤師を志したという髙橋さん。
大学卒業後、まずは薬の知識を広く学びたいと総合病院に勤務
した。緊張感のある日々に得るものも多かったが、３年働いた後、
より身近な医療に関わりたいと、調剤薬局への転職を決めた。
「入院して治療するのは、患者さんにとって日常ではなくて非日
常だと思うんです。薬を飲み忘れることもなく、完璧に管理されて
いるじゃないですか。退院したら、患者さん自身でやっていくしか
ない。今度はその日常に関わって、少しでも手助けできたらと考
えました。薬局の中でも、地域に密着しているところを選び、配
属は定期処方で長く通う方が来る店舗をあえて希望しました」

万人向けではなく、オーダーメイドの指導を
髙橋さんが特に大切にしているのは、患者さんの暮らしを把握し
て服薬指導をすることだ。

INTERVIEW

専門性を高め、自ら発信できる薬剤師に
薬を間違えば医療ミスにもつながり、一つひとつの作業が命に
関わる薬剤師の仕事。大切にしているのは細かい確認作業だ。
「作業は地味ですが、しっかりとチェックし、気を抜かないよう
に。複数の人間で二重三重にチェックし、ミスを防いでいます」
これからは専門的な知識も深め、他職種とも関わり、チーム医
療の一員として活躍していきたいと目標を語る谷口さん。
「薬を飲んでいる方が多いからこそ、その中で身近で安心できる
存在になりたいです。病院だけでなく、調剤薬局や製薬会社など
多方面から患者さんを支えられる職業なので、学び続けたい人、
新しい発見が好きな人に向いていると思います」

「他人行儀に説明するだけでは意味がない。その方を理解し、
自分がその立場だったらと考えるようにしています。学歴や仕事
などの情報はメモして、世間話もします。例えば夜勤の方だと、
朝飲んでと言っても朝は寝てます、ということもある。生活リズム
も考えて、１人ひとりに合わせた指導を心がけています」
薬剤師が変わると不安になる患者さんも多いため、長くここに居
続けること、そして病院と薬局両方で働いた経験から、学生へ指
導する立場となり、薬剤師を育てることが目標だという髙橋さん。
「治療しているのはもちろん医師ですが、薬の面で治療に関わる
ことができ、大きなやりがいのある仕事。自分を信頼して指名し
てくれる患者さんもいて、それは本当にうれしいですね」



介護を必要とする方が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

やサービス事業者との調整を行う、介護保険に関するスペシャリストです。一般にケアマネージャー

（略してケアマネ）とも呼ばれています。
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介 護 支 援専 門 員

職種紹介 Cm

Care manager

[ 介護支援専門員 ] は
どんな仕事をしているのか教えてください。

[ 介護支援専門員 ] はどこで活躍しているのか
教えてください。
主な職場は、自宅介護を受ける方のための介護
サービスを展開している居宅介護支援事業所や、
特別養護老人ホームなどの施設、自治体の介護
相談の窓口となる地域包括支援センターなどで
す。

介護支援専門員として福祉の職場で働く人びとの
多くは、居宅介護支援事業所や介護保険施設等

で介護サービス計画（ケアプラン）の立案を担っていま
す。
在宅や施設で生活している方々の相談に応じ、介護サー
ビスの利用調整や関係者間の連絡などをすることで、利
用者の心身の状況にあわせて自立した日常生活を営む
ことができるよう支援をしています。
介護支援専門員は、保健医療の向上及び福祉の増進を
図ることを目的とした介護保険制度の理念を実現するた
めの重要な役割を担っています。

[ 介護支援専門員 ] になるためには
どうしたらいいのか教えてください。
介護支援専門員になるためには、
以下の１～４のステップを踏まなくてはなりません。

１． 「介護支援専門員実務研修受講試験」の受験資格を
満たす

①または②のどちらかの受験資格を満たす必要がありま
す。
① 該当する国家資格を保有して、５年かつ900日以上の経
験があること

【該当する国家資格】
医師/歯科医師/薬剤師/保健師/助産師/看護師/准看護
師/理学療法士/作業療法士/社会福祉士/介護福祉士/視
能訓練士/義肢装具士/歯科衛生士/言語聴覚士/あん摩
マッサージ指圧師/はり師/きゅう師/柔道整復師/栄養士/
管理栄養士/精神保健福祉士

② 生活相談員や支援相談員などの相談業務経験が５年
かつ900日以上

２． 「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格する
介護支援専門員は試験に合格すれば介護支援専門員証
がもらえるわけではありません。試験の名前にもあるよう
に、ケアマネジャーの試験は研修に参加できる人を決める
ための試験なのです。
３．介護支援専門員実務研修を受講する
試験に合格した後は研修が待っています。この研修を受
けないと介護支援専門員として認められませんので要注
意です。
４．登録申請・介護支援専門員証の取得
１～３を経て登録を申請すると、介護支援専門員証が交
付されます。ただし、その後も５年ごとに更新が必要で
す。

協力：石川県介護支援専門員協会
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人生を変える覚悟を持って、１人ひとりに関わっていく

高　康紀さん
ときのえん
居宅介護支援センター

金沢福祉専門学校
介護福祉学科卒

当たり前のように選んだ福祉の仕事
穴水町で生まれ育ち、ごく自然に福祉の道を選んだという高さ
ん。
「身近にお年寄りと接することが昔からありました。小さい時、両
親が仕事をしている間、自分の祖父母に加え、隣近所のおじいちゃ
ん、おばあちゃんに面倒をみてもらったこともあります。福祉に抵抗
なく進路を決められたのは、そういう環境も大きいですね」
介護福祉士として働き出して数年後に、在宅支援介護センターへ
異動。穴水町内の高齢者世帯の実態調査を担当する。
「在宅支援介護センターで勤務しながら、ケアマネージャーの受
験資格が得られるタイミングで試験を受けて、資格を取得しまし
た。外に出て、安否確認など訪問の仕事を長く経験していたので、
比較的スムーズにケアマネージャーの業務に移行できたのは幸運
だったと思っています」

それぞれの立場で話を聞き、最善策を模索する
介護事業者の数が少ない穴水町では、受けられるサービスの選択
肢も限られる。その中でも要望に応えたいと、奮闘する日々だ。
「デイサービスは４ヶ所だけですが、それぞれ特色があり、ゆった
り過ごすならここ、運動に特化していてるのはこちらと、利用者さ
んの状態に合わせて提案します。決まった数の中での調整は難し
いですが、上手くいくとよかったなと思います」
相談の時に心がけているのは、さまざまな側面から話を聞くこ
と。
本人だけではなく、周りの声に耳を傾けることが重要だという。
「とにかく親身になって話を聞くことは意識しています。本人や家
族の立場になって、両側面から話を聞きます。トラブルが起こった

INTERVIEW

時には被害者の方がかわいそうだと思ってしまいがちですが、問題
を起こしてしまった側にもそれに至った理由がある。辛かったよね
とか、その気持ちを共有することが必要。その上で解決方法を考え
るべきだと思っています」

この町にいてよかった、そう思えるように
今後さらに高齢化や過疎化が予想される穴水町。だからこそ、この
場所で福祉を支えたいという気持ちは年々強まっている。
「わたし自身ずっと穴水町で生活させてもらって、子どももいる。
５年後10年後も、色々なサービスを使いながら、最終的に穴水町
にいてよかったと、利用者さんやご家族に思われたいですね。私、
高が在宅介護の最後の砦と言われるくらいになりたいです」
責任が大きいケアマネージャーという仕事。覚悟を持って挑んでほ
しいと高さんは話す。
「正直に言って本当に大変な職業です。人ひとりの人生を変える
関わりをしなくてはいけない。その分やりがいもあります。利用者
さんのありがとうの言葉や、ご家族からの本当に助かりましたとい
う、その言葉だけですべての苦労がむくわれる。それだけのため
に、その一心で僕はこの仕事に取り組んでいます」
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介 護 福 祉 士
介護福祉士とは、社会福祉専門職の介護に関する国家資格です。介護福祉士の仕事は、介護が必

要なお年寄りや障害のある人に対して、専門的な知識や技術を活かし、食事や入浴、排泄、歩行な

どの日常生活全般の介助を行い、日々の生活の質の向上を支援することが主な仕事です。

[ 介護福祉士 ] はどこで何をやっている
のか教えてください。

どうやって [ 介護福祉士 ] の資格を取る
のか教えてください。

どんな人が [介護福祉士 ]に向いている
のか教えてください。

[ 介護福祉士 ] の魅力と将来性を
教えてください。

介護福祉士の就職先は多岐に渡り、特別養護老
人ホーム、介護老人保健施設、介護付有料老人

ホーム、介護サービス付きの高齢者向け居住施設など
の入居型介護施設、訪問介護やデイサービスなど自宅
で生活しながら利用できる介護サービスを提供する居
宅サービス事業所などで活躍しています。
身体介護や生活支援、多職種との連携の中心となり、
サービスを利用する方の思いに寄り添って、「その人らし
い生活」を実現できるように支援することが介護福祉
士の役割です。

介護の仕事は、サービスを利用する方はもちろ
ん、その家族や、スタッフ同士など人と関わる機

会が多い仕事です。人とコミュニケーションを取ること
が好きな方、自分の感情をコントロールすることが得意
な方は介護職に向いていると言えます。また、「人の役
に立つ仕事がしたい」という思いのある方、思いやりを
持って人と接することができる方も介護福祉士として活
躍できるでしょう。
●介護福祉士登録者数
　石川県　19,127人／全国　1,811,985人

（令和３年６月 公益社団法人 社会福祉振興・試験センター）

協力：一般社団法人　石川県介護福祉士会

Care worker

職種紹介 Cw

介護福祉士の仕事では、感謝の言葉を受ける機
会が多く、「ありがとう」の一言を日々のやりがい

に繋げられることが魅力の一つです。また、認定介護福
祉士や介護支援専門員等、研修や資格取得を経て、よ
り専門的なスキルを身に付けキャリアアップを目指すこ
とができます。将来的に大きな可能性を秘めた職業で
す。日本はかつてない高齢化社会を迎えており、介護
事業所の数も増え続けています。その中で介護福祉士
は、高齢化問題を担っていくリーダーとしての役割を期
待されています。職場環境の改善も進んでおり、給与水
準や社会的地位が今以上に向上していくと予想されます。

以下の条件のいずれかを満たして登録をすること
により、介護福祉士を名乗ることができます。

① 高等学校又は中等教育学校卒業以上の者で、指定
養成施設を卒業し、介護福祉士国家試験に合格した
者。（養成施設ルート）

② ３年以上介護等の業務に従事した者で、実務者研修
を修了し、介護福祉士国家試験に合格した者。（実
務経験ルート）
③ 高等学校又は中等教育学校（それぞれ専攻科を含
む。）において福祉に関する所定の教科目及び単位
数を修めて卒業し、介護福祉士国家試験に合格した
者。（福祉系高校ルート）

●養成校への進学を応援！
  「介護福祉士修学資金等貸付制度」

賞
与
込
み
給
与
（
万
円
）
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25.6

26.7

28.3

29.3

【出典】 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」に基づき県厚生政策課において作成。

介護職員　賃金（１か月あたり）の推移
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生き生きと生活できる場所を一緒につくりたい

できることを見守り、関係を築いて支えていきたい

山田 梨恵さん

小田切 彬さん

特別養護老人ホーム
第二金沢朱鷺の苑

ケアハウスあいびす
特定施設入居者
生活介護事業所

金沢福祉専門学校
介護福祉学科卒

金城大学
社会福祉学部社会福祉学科
社会福祉コース卒

今までと同じその人らしい暮らしを
高校時代の友達が看護師志望で、一緒に高齢者施設へボランティ
アへよく行っていたという山田さん。能登出身で高齢の方が多い環
境に慣れていたこともあり、自然と介護の道を選んだ。今年17年目
となるベテラン。４度の育休を取りながら、長く働き続けられてい
るのは、やはりこの仕事に楽しさとやりがいを感じるからだ。
「施設に入ったからといって、あれもできない、これもできないで
はなく、利用者さんが好きなことや今までと同じような生活を提供
できたらと考えています。手芸が好きな人は編み物したり、一緒に
ゲームして楽しんだり。プランターで野菜を育てたりもします。外で
ラーメンが食べたいという希望があった時は、外食ツアーも企画し
ました。高松のサービスエリアでごはんを食べて、なかなか外に出
る機会が少ないので、ちょっと海を眺めたりもして気分転換もでき
たと思います」

人生の先輩たちとの会話を楽しみに
小田切さんが福祉の仕事に興味を持ったのは中学生の頃。テレビ
CMで福祉関係の仕事を知ったのがきっかけだった。
「頭のすみっこでずっと気になっていたんです。詳しく調べてみる
と、他の方の生活を支援する仕事だとわかりました。人の役に立ち
たいと考えていたので、福祉について勉強したいと思い、高校も福
祉コースがある学校を選びました」
介護福祉士となり現在11年目。大変な仕事だが、関わりの中の会
話が楽しく、感謝の言葉にも支えられている。
「利用者さんとお話するのが好きですね。昔はこんなことをしてい
たとか、戦後大変だったとか、人生の先輩方の話を聞けるのが興
味深いです。漆塗りの元職人さんがいらっしゃって、箸を塗ってい
たんだねと話すと、覚えてくれていたんだと喜んで話されていたの
が印象的でした。ありがとうねと、感謝してもらえるのも長く仕事
を続けられている理由だと思います」

INTERVIEW

温かな気持ちをもらえる学びの多い仕事
尊敬の気持ちを持った関わりを、特に大切にしているという山田さ
ん。やり取りの中で学ぶことも多いという。
「とにかくお話するのが楽しくて、利用者さんの笑顔を見るのが好
きなんです。今までがんばってこられた方ばかりなので、子育ての
話を聞いてアドバイスをもらったり、見えていなかったことに気付
かせてもらったり、教えてもらうこともたくさんありますね。ここで
よかった、ここでみんなと過ごすのがいいわという言葉を聞くと、
本当によかったとうれしく思います」
大変なことも多い仕事だが、それ以上に得られるものが大きいと山
田さんは話す。
「確かに楽な仕事ですよとは言
えません。でも、わたしたちは安
心を提供していますが、利用者
さんからも逆に温かい気持ちを
もらえる気がしています」

自立する力を大切にしてサポートしていく
大切にしているのは、自立する機会を奪わないことだ。自分自身の
力できることは、なるべくやってもらうよう心がけているという。
「できることを介助してしまうのは、よくないと考えています。時間
はかかりますが一旦距離を置き、できるかどうかを確認して最低限
のお手伝いをするようにしています。なかなか立ち上がれなかった
方がスーッと立つことができると、調子がよくなってきたんだなとう
れしくなりますね」
さらなるステップアップを目指し、ケ
アマネージャーや社会福祉士の資格
取得のために勉強中だという小田切
さん。
「色んなことに興味を持って本当に
やりたいことを見つけてほしいです
ね。介護福祉士は、話をしながら利
用者さんとの信頼関係を築いていく
のが魅力的な仕事です。お話の中で
新たな発見や学びも多いですね」



職種紹介 Sw

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・精神・経済

面などでハンディや問題、困りごとがある方から相談を受け、日常生活がスムーズになるように支援

したり、問題や困りごとが解決できるように支えたりするのが主な仕事です。
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社 会 福 祉 士
Social worker

どこで何をやっているのか
教えてください。
社会福祉士の仕事は支援する対象も子供から高齢
者までと幅広いため、様々な分野の施設などで活躍

しています。また、どこに勤務しているかで職種名が変わ
るなど、求められる役割、仕事内容も異なります。

■高齢者福祉施設
高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう在宅介
護など様々な支援、高齢者が抱える問題などのケアを行う
地域包括支援センターにおいては社会福祉士の配置が義
務づけられています。特別養護老人ホーム、デイサービス
などでは「生活相談員」として、利用者やご家族から相談
を受けたり、状況に応じて病院他の医療施設などと連携
したりといろいろな調整も行います。

■障害者福祉・支援施設
地域において障がいのある方が日常生活、社会生活を行
うための自立支援、働くために必要な知識やスキルを身に
つけるためのトレーニングを行う就労移行支援などのサー
ビスを行う施設で「生活支援員」「就労支援員」として取
り組んでいます。

■社会福祉協議会
ボランティアや見守り活動を始めとする地域の様々な福祉
活動の推進を目的とした非営利の民間団体です。近年は
ボランティアに関する相談対応の他、様々な福祉課題に
対する専門的な相談窓口を開設している社会福祉協議会
も多く、「ボランティアコーディネーター」や「コミュニティ
ソーシャルワーカー」等の職種を配置し、誰もが安心して
暮らせる地域づくりを目指して活動しています。

■医療機関
病院・クリニック・介護老人保健施設などでケガや病気に
なったり、要介護になったりした時に相談を受け援助する
「医療ソーシャルワーカー」として対応しています。

■児童福祉施設
障がいがあり、自宅での生活がむずかしい子どもを支援す
る障害児入所施設、父母がいない子どものための養護施
設、子育て・生活を支援しながら母子の自立を支援する母
子生活支援施設などでは子どもの生活全般をサポートす
る「児童指導員」、自立のための生活・就職支援などを行
う「母子支援員」として勤めています。

■小・中・高等学校、教育委員会など
いじめなど、問題を抱える子どものまわりに働きかけた
り、児童相談所など関係先との連携・調整を行ったりする
「スクールソーシャルワーカー」として子どもと教師を支援
しています。

■自治体、行政機関
県庁、市役所、福祉事務所、児童相談所、保健所などで社
会福祉士、ケースワーカー、児童福祉司、身体障害者福祉
司等として働いています。
※行政機関で働くには、公務員試験合格が必要な場合もあります。

協力：一般社団法人　石川県社会福祉士会

社会福祉士の勤務先の割合

（公社）日本社会福祉会調査（平成28年10月日本社会福祉士会調べ）
集計人数：40,424人

社会福祉
施設等
40.8％

医療機関
10.3％

地域包括
支援センター

8.3％

社会福祉協議会
7.7％

行政機関
5.9％

独立型
社会福祉士
事務所等
2.5％

その他
（教育機関、一般企業、

福祉公社、団体等）
24.5％
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ここでずっと暮らしたい。その思いを叶えるために

濱崎 直子さん
金沢市地域包括支援センター
きたづか

田鶴浜高等学校
健康福祉科卒
日本総合研究所
通信課程修了

介護が必要になる前にも適切なサポートを
ボランティアの経験や地域で高齢の方と関わる中で、中学生の頃
にはすでに福祉の道へ進みたいと考えていた濱崎さん。介護福祉
士の資格を取得できる高校へ、迷わず入学を決めた。卒業後、特
別養護老人ホームで10年以上勤務する中で、新たなことに取り組
みたいという気持ちが湧いてきたという。
「介護が必要になる手前の重要な時期をサポートしていきたいと
思うようになりました。地域に出て、そこに住む方との関わりの中
で課題を見つけて、一緒に取り組んでいけたらいいなと。それで社
会福祉士の資格を取得したんです」
日々寄せられるさまざまな相談に対応するのは大変だが、適切な
支援ができることにやりがいを感じると濱崎さんは話す。
「何とかしてこの方が地域で暮らせるようにしたいと思って、数多
くある制度や介護保険の中から、ニーズに合わせたサービスに結
び付けつけることを提案します。必要なサポートができて、それが
在宅生活の継続につながるのは、すごくうれしいですね」

内に隠れた真のニーズを見極める
特に心がけているのは、本当に必要なニーズをしっかり把握するこ
と。相談者本人はもちろん、家族にも話を聞き、それぞれの立場が
求めているものを確認するようにしている。
「本人が話すことだけが重要とは限りません。内に隠れているニー
ズもあるので、周りの方にも要望をじっくりお聞きして真のニーズ
を見極められるようにしています。関わりを徐々に深くしていけるよ
うに、相手との距離感も大事にしたいと思っています」

INTERVIEW

相談によっては、サービスに結びつけられないこともある。そんな
場合にも、時間をかけて解決方法を探るという。
「介護保険さえ使えば解決するのにということも、ご本人の意思が
ないと介入できません。定期的にお電話したり訪問したりして、要
望があるまで待ちます。それまでは悩みを相談しやすい信頼関係
を築き、根気よく関わっていくようにしています」

悩みごとがあれば気軽に相談してもらえる場所に
今後は、地域包括支援センターの認知度もアップさせていきたい
と目標を語る濱崎さん。
「ずっと安心して暮らせるように、課題にもっと踏み込み、１人ひと
りに対応していきたいです。市役所や病院で相談し、こちらを紹介
される場合も多く、地域包括支援センターのPR不足も感じていま
す。気軽に相談してもらえるように努力していきたいです」
この先もずっと福祉の道を進みたいという濱崎さん。同じ思いの方
が増えてほしいと話す。
「利用者さんやご家族の喜ぶ姿を見られるのは本当にやりがいが
あります。国の制度で待遇も改善されてきていますし、資格取得で
キャリアアップの選択も多くある。ぜひ挑戦してほしいです」



歯科医師は、むし歯や歯周病の治療だけではなく、噛む、飲み込む、話すといった生命や生活の基

盤となる口腔の機能回復や訓練も担っています。また歯列矯正や入れ歯など、咬合（噛み合わせ）に

関する診療は医師には行えず、歯科医師にしか許されていません。
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歯 科 医 師

職種紹介 Dt

Dentist

[ 歯科医師 ] になるためには
どうしたらいいのか教えてください。

[ 歯科医師 ] は主にどんな業務をしているのか
教えてください。

[ 歯科医師 ]と医師の違いを
教えてください。

[ 歯科医師 ] はどれくらいいるのか
教えてください。

歯科医師になるには、大学の歯学部で６年間、
歯学に関する正規の課程を修めて卒業し、学士

（歯学）の学位を得て、年１回の歯科医師国家試験に
合格し、歯科医師免許を取得しなければなりません。
2006年４月からは免許取得後、研修施設の指定を受け
た病院・診療所などで１年以上の臨床研修が義務付け
られています。臨床研修を修了すれば独立、開業する
こともできますが、治療技術やマネージメントを学ぶた
め、先輩歯科医師の診療所に数年勤務し、研鑽を積む
場合がほとんどです。歯科の道は職人の世界に似てい
て、まずは師の仕事を見て覚えて真似る、そして自分の
モノにしていくという「守・破・離」を踏襲することが上
達の近道だからです。

ほとんどの歯科医師は診療所の開設者、または
勤務者として、地域住民のむし歯や歯周病の予防

や治療、残せない歯や親しらずの抜歯、欠損部に義歯
やインプラントを入れて再建する補綴（ほてつ）治療、
審美分野の矯正治療やホワイトニング、寝たきりの高齢
者の口腔内を管理する訪問歯科診療などに従事してい
ます。診療以外では、近隣の学校から委嘱を受け、歯
科健診や保健指導を行う学校歯科医や、身元不明のご
遺体の歯科所見を採取、照合し、身元確認を行う警察
歯科医を兼務している歯科医師もいます。また、歯科医
師会に入会することで、県民への啓発事業や災害時の
歯科救護活動などを通じ、社会に貢献し、信頼される
歯科医師として公益的な役割を果たすこともできます。

歯科医師は大学の歯学部を、医師は医学部を卒
業した者がなれます。教育年限は６年で、その教

育内容には共通点、相違点があります。基礎科目（解剖
学・病理学他）では、歯学部でも医学部と同様に全身
のことを学びます。臨床科目では、内科学・外科学など
も関連医学として学びますが、主に保存学・補綴（ほて
つ）学・口腔外科学・矯正学など、歯学の専門性に沿っ
た科目を学びます。歯科医師は歯科医師法、医師は医
師法の管轄になります。歯科医師は口腔、下顔面以外
の治療はできませんが、歯科治療に付随した行為であれ
ば全身麻酔・呼吸管理その他も行えます。もちろん死亡
診断書も書くことができ、医療分野における重要な資格
であることは言うまでもありません。

ここ数年、歯科医師国家試験では約2,100名が
合格しています。（2021年の合格率は64.6％）平

成30年の全国の届出歯科医師数は104,908人で、男性
79,611人（総数の75.9％）、女性25,297人（同24.1％）
となっています。そのうち医療施設の従事者は101,777
人（総数の97％）で、診療所に勤める者は90,105人、す
なわち全歯科医師の86％は診療所の院長か勤務医とし
て働いていることになります。それ以外は歯科大学附属
病院等の勤務医や教員、大学院生、また行政機関等で
働いています。石川県の医療施設に従事する歯科医師
数は681人、人口10万対歯科医師数は59.6人で、全国
平均80.5人を大きく下回っています。（2018年　厚生
労働省　統計の概要より）

協力：一般社団法人　石川県歯科医師会
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歯周病治療と予防で健康に、それが僕のライフワーク

古瀬 大治さん
つばさ歯科医院
院長

東京医科歯科大学 
歯学部歯学科卒

小さい頃の「こわい…」という思いが今に繋がって
「僕自身、小さい頃、歯の治療を受けときに、怖かった。痛かった
とか、いやだったとかではなかったけど、どうすれば歯医者さんに
行かなくてもいいか、治療を受けないようにするためにはどうした
らいいか、と考えていました」
と古瀬院長。その時に、自分が歯のことに詳しくなれば歯科医院
に行かなくてもいいのかなぁ…と漠然と思っていたと言う。
「怖かった分、興味もあったので、それが、歯科医の仕事に就こう
という考えに繋がったのかもしれませんね。実際に今、私は予防全
般の中で歯周病を専門にやっています。小さい頃の思いを考えると
歯周病や予防の方に向いているんだろうなぁと思います」
その繋がりは日本歯周病学会認定医を取得するまでに至ってい
る。

大学から金沢での開業まで、キャリアアップに邁進する
地元に歯学部がなかったこともあり、東京医科歯科大学へ。東京
には憧れもあったし、父親も東京の大学で、一度、見ておくのもい
い…とも言われた。
「父が公務員だったこともあり、開業は大変だろうなぁと思って、
大きな病院の歯科とか、大学の研究者とかも考えましたが、生理
学や解剖学など基礎系科目をやって、自分は研究には向いてない
なぁと思うところがあって。どちらかというと手を動かして患者さん
と話す、臨床を中心にやった方がいいのだろうな、と。」
学生時代、２年生から６年生までアルバイトをしたハンバーガー屋
さんでの仕事がすごく楽しく、人と接することが好きだ、との気づき
もあって、一般的な歯科の開業へと進むことを選んだ。卒業後、最
初の４年間は東京医科歯科大学　歯学部付属病院　歯周病外来　
で一人前レベルになるために、仕事中心の生活で先輩や師匠にし
つこいくらいの質問攻め。がむしゃらに知識、技術を吸収、高める
日々を送った。
「次の４年間弱は大学病院の医局OBの歯科医院に勤務し、そこ
では開業にあたってどうすれば成功するかなど、開業医としてのノ

INTERVIEW

ウハウを学びました。また、OBの院長が歯周病の専門医だったの
で、その領域についてもいろいろ学ぶことができました」
こうして開業への準備を進めた古瀬院長。その後、地元の方々に
貢献できるか、地元にあった歯科とは…、を模索し、ついに金沢で
歯科医院を開業する。

患者さんとの信頼関係を紡ぎながら感じる充実感
「患者さんを診ていると歯周病のことはまだまだ浸透していないと
感じます。もっと知っていただけるように接していきたい。昔でした
ら、歯科治療は虫歯を治して、はい終了、というイメージが強かった
ですが、僕がやっている歯周病治療は何年もかけて治していくもの。
その後のメンテナンスも必要不可欠ですから、長くお付き合いをし
ていくので患者さんとの関係性を重要視して取り組んでいます」
やり直しがきく仕事ではない、と古瀬院長。やり直しがきかない仕
事だから、プロとしてちゃんと責任を持って間違いがないように、
と患者さんと向き合っている。信頼関係をつくるコミュニケーショ
ンの取り方、話し方、言葉遣いも特に注意していると言う。
「あまり気が乗らないところで、時にはつらい思いをされるのに、
ありがとう、と言っていただけるめずらしい仕事。そのように感謝し
ていただけるように僕らも頑張って、そのひと言でまた頑張れる。
僕たちの仕事のやりがい、充実感は、患者さんのありがとうの一言
に尽きます。そうした関係性を大切に、また、楽しみながら治療に
あたっています」

これからも歯周病をもっと知っていただくために。
「僕自身のライフワークが歯周病ですので、歯周病のことをもっと
知っていただきたいですし、歯周病治療を通してお口の中をきれい
にすることで全身の健康を保つお力になれれば、また、歯周病で
苦しむ方が少しでも少なくなればと思います」
古瀬院長はブレることなく歯周病に対峙することで、地域医療に
貢献し続ける。
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職種紹介 Dh

歯 科 衛 生 士
お口から全身の健康を守り、笑顔のあるすこやかな生活をサポートする歯科衛生士は、生涯にわ

たって人や社会に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

る力をサポートする歯科衛生士の活動に大きな期待が寄せられています。

[ 歯科衛生士 ]という職業の魅力を
教えてください。

[ 歯科衛生士 ] の３つの仕事とは、
どんなことをするのか教えてください。

[ 歯科衛生士 ] のこれからを
教えてください。

＊ アンケートで「やりがいがある」と答えた歯科
衛生士は80％以上。
 （日本歯科衛生士会ホームページより）
＊ 歯科衛生士の求人数は21倍と高く、経験を重
ねキャリアアップすることで活躍の場も多様に
広がります。
＊ 国家試験合格率は高く、資格取得後は全国ど
こでも働けます。
＊ 結婚や出産で一時離職しても復職しやすく、夜
勤のない、長く働ける一生の仕事です。

働く場所は主に歯科診療所や病院が中心です
が、歯とお口の健康づくりの意識が高まり、保
育所・幼稚園、学校、保健所・市町村保健セン
ター、企業、そして介護老人保健施設など大きく
広がってきました。それに伴い「生活習慣病予
防」「摂食嚥下リハビリテーション」「在宅療養

指導・口腔機能管理」な
ど、認定歯科衛生士の資
格を取得することで、進み
たい道へのキャリアアップ
を目指すことが可能とな
り、活躍の場が広がってい
ます。

Dental hygienist

① 歯科予防処置：人が歯を失う原因の90％が
「むし歯」と「歯周病」です。歯科衛生士は、
その２大疾患を予防するために、「フッ化物塗
布」や「機械的歯面清掃」などを行うスペシャ
リストです。
② 歯科診療補助：歯科診療は、「チーム医療」で
行われています。チームの一員として最新の知
識・技術を学び、歯科医師と患者さんのコミュ
ニケ－ションに配慮し、信頼関係にもとづく歯
科医療を行うためにも大切な役割を担ってい
ます。

③ 歯科保健指導：歯を守るための生活習慣や歯
の磨き方など専門的に指導を行います。歯科
保健指導は、幼児期から老年期まで幅広くす
べての人に行う重要な仕事です。

出典：『平成27年歯科衛生士の勤務実態調査報告書』より

【歯科衛生士の仕事の魅力】

０％

国家資格であり一生続けられる

専門性の高い仕事である

人や社会に貢献できる

人に直接関われる・手助けができる

人の命や健康を守る仕事である

転職・就職に困らない

女性として働きやすい

収入が安定している

20％10％ 40％30％ 50％60％

66.9

62.6

51.2

47.9

41.1

32.6

24.5

15.6

70％

協力：一般社団法人　石川県歯科衛生士会
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お口のケア（＝口腔ケア）の重要性を幅広く発信していきたい

歯を守るプロフェッショナルとしての責任と自覚

寺岡 真紀さん

米村 真理子さん

石川県立中央病院
口腔外科歯科技術室

白石歯科クリニック
口腔衛生部

石川県歯科医師会立
歯科医療専門学校卒

石川県歯科医師会立
歯科医療専門学校
歯科衛生士科卒

口腔ケアは命にも関わる重要なケア
寺岡さんは、会社員として数年働いた後、知人の紹介で歯科医院
での勤務を経験した。そこで歯科医療に興味を持ち、29歳で歯科
医療専門学校に入学、３年間の専門過程を経て歯科衛生士資格
を取得した。しかし、実際に働いてみるとそれまでのイメージはガ
ラリと変わったという。
「歯科医療は患者さんの命に関わることはないと気楽に考えてい
ました。でも、むしろ大きな病気を持っている人こそ口腔ケアは大
事だと実感しました。」
例えば、全身麻酔手術をする場合、手術前後の口の中の状態が術
後の感染リスクに影響する。また、病気や事故により自力で食事や
歯磨きが難しくなった人では口の中の細菌が容易に増えやすく、そ
れが誤って肺に流れ込むと肺炎を発症し、命に関わるケースもあ
るのだとか。
「入院治療のなかで歯科の専門的ケアを必要とする患者さんを対象

人の役に立つ歯科衛生士　３つの仕事が魅力
幼い頃から医療事務をしていた母親に、手に職を持った方がいい
よ、と言われていた米村さん。高校卒業後の進路について考えた
末、虫歯治療で自分にも身近だった歯科衛生士を目指すことに。
「医療系の資格は、人の役に立つ所がいいなと思いました。歯科
予防処置、歯科診療補助、歯科保健指導と３つの仕事ができると
ころにも魅力を感じました。」

日本歯周病学会認定歯科衛生士として予防歯科に注力
「歯科医師が治療を行う前に、まずは歯科衛生士の出番です。
なぜ虫歯、歯周病になったのか検査を行い原因を特定し、歯石除
去やブラッシングなどの改善指導を行います。指導をきっかけに
患者さんの意識や行動が変わった時、充実感を感じます。歯科医
師が歯を治すプロなら歯科衛生士は歯を守るプロだと思っていま
す。」
治療後には予防のため定期的にメンテナンスを行います。中には

INTERVIEW

に口腔ケアをしています。患者さんを口の中からサポートする、それ
が総合病院の歯科衛生士としての大きな役割だと思っています。」

口の中の健康は食べること、話すことにもつながる
口腔ケアの重要性を発信していきたい、そして他職種との連携をよ
り密にしてサポートを必要とする患者さんへ幅広く口腔ケアが行き
届く体制をつくりたい、と抱負を語ってくれた寺岡さん。
「状態が悪くなると、どうしても全身のケアに目がいき、口腔ケア
は後回しになることがあります。並行して口の中も重要視してほし
いですし、口の中の状態が全身に及ぼす影響について多くの人に
知ってほしいと思います。口腔ケアで少しずつ口の中の環境が改
善され、食事ができ、コミュニケーションがとれるようになる。そん
な姿が見られたりするとこの仕
事にやりがいを感じます。歯科
衛生士になるまで回り道はしま
したが、それまでの経験は無駄
ではなかったと思うので、色々
な体験をして専門の道を目指す
のもいいと思います。」

20年通っている患者さんもいるという。
「長く診させていただくと『ここでみてもらってよかったわ、ありが
とう』と感謝されることがあります。患者さん自身が健康な口腔内
の価値を実感されているのがうれしいです。ずっと自分の歯で食べ
ていただきたいですしね。」と言う米村さん。
患者さんに寄り添い、信頼関係を築きながら性格や生活背景を踏
まえ、オーダーメイドで予防プログラムを立てている。
「今後は栄養の勉強もしたいと思っています。食生活は免疫力に
影響するなど、歯の健康ともとても関係します。栄養の知識があれ
ばもっと患者さんに寄り添った指導ができると思います。」
仕事を楽しいと笑顔で言い切り、これからさらにレベルアップする。
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理 学 療 法 士
けがや病気などで身体に障がいのある人や障がいの発生が予測される人に対して、座る、立つ、歩

くなどの基本動作能力の回復や維持、および悪化の予防を目的に、運動指導や機器などを用いて、

よりよい日常生活が送れるよう支援するリハビリテーション医療の専門職です。
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Physical therapist

[ 理学療法士 ] になるためには
どうしたらいいのか教えてください。

[ 理学療法士 ] はどこで何をやっているのか
教えてください。

[ 理学療法士 ] はどんなことができるのか
教えてください。

[ 理学療法士 ] はどれくらいいるのか
教えてください。

理学療法士は国家資格であり、年に一度実施さ
れる国家試験に合格し、免許を取得した人でな

ければ名乗ることができません。国家試験の受験資格
を得るためには、理学療法士養成プログラムのある３～
４年課程の大学・専門職大学・短期大学・専門学校・
特別支援学校（視覚障害者が対象）を卒業する必要が
あります。養成校は全国に250校以上あり、養成課程で
は、解剖学、生理学、運動学、病理学など、身体の構造
や機能について専門的な知識を学びます。また、実際
に病院や介護保険関係施設等で臨床実習を行い、学ん
だ知識を活かして、実践的な技術を学びます。

医療機関、介護保険関係施設、在宅、教育・行政
機関、スポーツ関係など、「赤ちゃん」から「お年

寄り」まで人生のさまざまな場面に関わっています。医
療機関では、疾患の発症早期から状態や時期に応じて
身体機能の回復力を最大限に引き出し社会生活への復
帰をサポートしています。スポーツ現場では、選手の競
技復帰やケガの再発予防だけでなく、高いパフォーマ
ンスを発揮できるようにトレーニング方法の指導なども
行います。また、地域での体操教室において運動・生活
指導も行っており、他の職種に対しても専門知識を活か
したアドバイスをすることで、住み慣れた地域で自分ら
しい暮らしが送れるよう連携・協力しています。

理学療法士を一言でいうならば「身体づくり」と
「生活動作」の専門家です。寝返る、起き上が

る、立ち上がる、歩くなどの日常生活を行う上で基本と
なる動作の改善を目指します。運動指導や機器を使用
し、関節の動きの拡大、筋力の強化、運動麻痺の回復、
痛みの改善など身体機能に直接働きかける介入から、
動作練習、歩行練習などの能力向上を目指す介入まで、
動作改善に必要な技術を用いて、よりよい日常生活が
送れるように支援します。また、さまざまな専門職と連
携し、身体の状況を考慮した生活環境の調整や、福祉
用具や義肢装具の選定のサポートもしています。

日本理学療法士協会　会員所属施設分布

出典：日本理学療法士協会　2021年３月末統計データより

2021年3月末現在　129,875人 

協力：公益社団法人　石川県理学療法士会

介護施設・
通所リハ等

10％

その他
 （自宅含む）

21％

病院・診療所
64.8%

障害者施設
0.1％

児童福祉施設
1％

教育・研究施設
2％

行政機関
1％

リハ関連企業・
スポーツ関係など

0.1％
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一歩を踏み出せる大きな喜びを共に感じて

きっとまたできる。確かな支援でその力になりたい

新田 紗希さん

上野 勝也さん

白山石川医療企業団
公立松任石川中央病院
リハビリテーション室

特定医療法人社団勝木会
やわたメディカルセンター
リハビリテーション技師部

金城大学
医療健康学部
理学療法学科卒

金沢大学
医薬保健学域保健学類
理学療法学専攻卒

しっかり観察して原因を探り、効果的なリハビリを
祖母が骨折して入院した時にリハビリの様子を見学したのが、理
学療法士を目指すきっかけだったという新田さん。高校生の頃に
はしっかりと目標を定め、大学は資格を取得できる理学療法学科
へ迷わず入学した。夢を叶え、働き始めて７年目。毎日充実してい
ると話す。
「それぞれの患者さんに合わせてプログラムを考え、実践していま
す。例えば、足の股関節の筋力が弱い方には、そこをメインで動か
せるような体操をやってもらったり、効果的な動きをオリジナルで
考案して、真似してやってもらったりもします。歩行でふらつく時は
どこが悪いのか、しっかりと観察して原因を探ることも重要で、上
司にも相談しつつ試行錯誤しながらやっています」

喜びを共感しながら一緒に進める仕事
大切にしているのはまずしっかりと目を見て話すこと。会話のやり
とりからわかることが多いという。

ニーズを聞き、最適なサポートを心がける
介護福祉士として働く母の背中を見て育ち、医療や福祉の職業を
身近に感じていたという上野さん。高校の進路選択の際、選択肢
に上がったのは、やはり医療関係の仕事だった。自身が運動部で
体を動かしていたこともあり、理学療法士の道を選んだ。
10年目となる現在は、家に帰るための支援を行う、地域包括ケア
病棟を担当。ケガや呼吸器疾患、神経麻痺など、さまざまなケース
のリハビリ対応が求められる。
「１番やりたいことや再開したいことなどの患者さんのニーズを聞
き、その目標へなるべく最短距離でいけるように、ブレずにベスト
な支援を、ということは常に心がけています。結果が出て、患者さ
んからできなかったことができるようになったと、感謝の言葉や現
状報告をいただけるのが、何よりうれしいですね」

オールマイティに支えられる存在を目指して
苦労するのはなかなか結果が出ない時。順調に進まない時にも、

INTERVIEW

「どんなことに興味があるのかを聞いて、やりたいことも取り入れ
ながらリハビリしていくようにしていますね。結構苦しいところもあ
るので、患者さんの希望も聞きながら、前向きに取り組めるように
心がけています」
さまざまなケースへの対応が求められる総合病院。色んな患者さ
んから学ぶことも多く、今後は特に、癌患者へのリハビリの知識を
深めたいと目標を語る。
「歩けなかった人が歩けるようになる、これは大きな変化です。そ
の喜びをそばで一緒に感じられるのは魅力だと思います。本当に
なりたかった仕事なので、楽しいですしやりがいを持ってやってい
ますね」

色々な可能性を考え対応できるよう、積極的に院外の研修に参加
するなどし、自身の知識や腕を磨いている。
「どんな方でも、自分のところでリハビリすればやりたいことがで
きる、そんなオールマイティにサポートできる存在になりたい、とい
うのが理想です。多くの場所で経験を積み、浅く広くではなく、幅
広くどの分野も掘り下げて支援できるようにしたいですね」
希望を支え、大きなやりがいを感じられる理学療法士。力になりた
い気持ちがあれば、ぜひ目指してほしいと上野さんは話す。
「スポーツトレーナーや企業の健康増進担当部署など、必要とさ
れる場は広がっていて、介護予防のリハビリにも注目が集まってい
ます。熱意があればどの分野でも活躍できると思います」
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作 業 療 法 士

職種紹介 Ot

Occupational therapist

[ 作業療法士 ] は
どうやって仕事に就くの？

作業療法では
どんな人が対象となるの？

[ 作業療法士 ] は
どんな仕事の内容なの？

[ 作業療法士 ] は
どんなところで働いているの？

作業療法士は国家資格です。作業療法士養成課
程で大学・短期大学・専門学校（３～４年制）で

学び、卒業時に国家試験の受験資格が得られます。養
成校では、解剖学、生理学、運動学、病理学といった
基礎医学と、からだとこころの障害に対する評価と治療
に関して作業療法の専門性を学びます。また、実際に
病院での臨床実習を通じて、具体的に知識と技術を深
めます。最終学年時に国家試験を受験します（例年2
月）。多くの人は卒業の年に就職活動をはじめ、病院、
施設、行政などで活躍します。近年は、大学院で学ぶ人
も増えています。資格を持っているので、卒業後すぐに
進学しても働くことも可能です。また、仕事に就いてか
ら社会人として進学できる制度もあります。仕事の就き
方、学び方も多様になっています。

作業療法では、以下のような人が対象となりま
す。

●身体に障がいのある人
脳血管障害（脳梗塞、脳出血など）、脳腫瘍、脊髄損
傷、パーキンソン病、がん、呼吸器疾患、心疾患、末梢
神経障害、関節リウマチ、ALSなど
●心に障がいのある人
統合失調症、うつ病、双極性障害、依存症、神経症性障
害、高次脳機能障害、認知症、発達障害、摂食障害など
●発達期において障がいのある人
脳性麻痺、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、学
習障害、重症心身障害など
●高齢期において障がいのある人
認知症、骨折、骨関節疾患、廃用症候群、フレイルなど
上記の他にも、「作業遂行のある方」全てが対象となりま
す。例えば、世界に目を向けると様々な理由で教育を受け
たくても受けられない子供たちや、失業等で作業ができ
ない環境にある方など、様々な方が作業療法の対象とな
ります。

作業療法士の多くは総合病院、リハビリテーショ
ン病院、精神病院、診療所（クリニック）、小児施

設、通所型・入所型の介護施設などで活躍しています。
また、対象者の家に出向いて作業療法を行う訪問リハ
ビリテーション施設で活躍する作業療法士も増えてい
ます。その他市役所などの行政機関に所属し、市民の
健康についての相談や指導を行う作業療法士や、医療
機器メーカーや住宅メーカーなどの一般企業で専門
知識を生かし活躍する作業療法士もいるなど、医療
現場だけにとどまらず、幅広い場所で活躍していま
す。

作業療法では、基本的動作能力（運動や感覚・
知覚、心肺や精神・認知などの心身機能）、応

用的動作能力（食事や更衣、トイレ、整容動作、家事な
ど、日常で必要となる活動）、社会的応用能力（地域活
動への参加、就労・修学など）の３つの能力を維持、改
善し、「その人らしい」生活の獲得を目標に指導、援助
を行います。
作業療法士は医師から依頼を受けて、作業療法を行い
ます。作業療法は「人は作業を通して健康や幸福にな
る」という基本理念と学術的根拠に基づいて行われます。

からだの病気、ケガや事故、こころの病気、こどもの病気のために、いままで不自由なく行えていたことが
できなくなるのが「障がい」です。作業療法士は、障がいを回復させること、障がいが残っても豊かで質の
高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です。からだとこころの両面に対して、医学
をベースとして生活に必要となる活動全般を分析するプロとして、医療、福祉の分野で活躍しています。

どんな人
かな

身の回りのことはどれくらい
できるかな

片手でも

（PC・着替え・料理）が

できるように

ひとりで服を

着られるように

評価する
面接・検査・観察からでき
ること・できないこと、そ
の人らしさを評価します

目標を立てる
その人の希望にそって、そ
の人らしい生活を送れる
ように目標を立てます

練習する
目標達成に向けて、その
人に合った“作業（活動）”
を用いて練習します

協力：公益社団法人　石川県作業療法士会
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こんな暮らしをしたい、を叶える作業療法士の仕事

毎日粘り強く積み重ね、笑顔と暮らしを取り戻す

田中  桂さん

疋田 勇次さん

医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院
リハビリテーションセンター

城北病院
リハビリテーション部

金沢大学
医薬保健学域保健学類
作業療法学専攻卒

金城大学
医療健康学部
作業療法学科卒

リハビリはじっくりと話を聞くことから
小学生の頃に視聴した、アスリートに密着するドキュメンタリー番
組がきっかけでこの仕事に興味を持ったという田中さん。ケガをし
た時にリハビリを受ける姿が印象的だったという。
「人と関わる仕事がしたいという思いがあり、進路を考えた時にそ
の番組を思い出して調べてみて、改めて興味を持ちました。当初は
アスリートも担当する理学療法士を目指していましたが、もっと生
活全体を通して関わっていきたいと感じ、作業療法士の方がわた
しに向いていると思ったんです」
現在は病気やケガが発生した直後の急性期病棟を担当。突然思う
ように手足が動かせなくなったショックでリハビリに積極的ではな
い場合も、まずは話をすることを大切にしている。
「前向きな気持ちになれるように、ゆっくりとお話をお聞きして、否
定は絶対にしないように、思いに寄り添えるような言葉かけを意識
しています。やりたいなと思うことを聞き出せたら、その中でも１番

お互いのことを話し合い信頼関係を築いていく 
高校３年生の夏まで、特にやりたいことがなかったという疋田さ
ん。なにげなく手に取った大学資料の中で、新設される作業療法
学科の情報が目に留まった。
「オープンキャンパスで話を聞き、医療職だからカッコいいし、資
格を取れば就職もしやすそうだなと、実はそんな軽い気持ちで入学
したんです。でも、病院実習で実際にリハビリしている姿を見て、自
分もこんな風になりたい、作業療法士を本気で目指したいと気持
ちが固まりました」
５年目の現在は、慢性期のリハビリを担当。さまざまな病気の患
者さんを担当するが、信頼関係を築くために、まずは自分のことを
知ってもらうよう心がけている。
「最初は出身地や仕事など簡単な質問をして、答えてくれたら僕は
ここ出身で、と自分の情報も伝えます。そんな風にお互いのことを
話し合ううちに、信頼関係が生まれるのかなと感じています」

INTERVIEW

達成しやすい所から挑戦してもらい、成功体験をつくって自信をつ
けてもらうようにしています」

その後の過ごし方まで考えた関わりを
まだこの職について間もない頃、担当したある患者さんが、大切な
ことに気づく転機になったという。
「脳腫瘍で麻痺が出てしまったまだ若い患者さんでした。私は手
足の動きをよくしようと一生懸命だったのですが、ご本人は友達と
カフェに行きたいと。これからのライフスタイルまで見えてなかっ
たと反省し、その後は将来の生活も考えるようにしています」
リハビリテーションセンターの規模が大きく、内容も充実している
と感じ、この病院を選んだという田中さん。
「一人一人にしっかりと時間を
かけて関われるのは恵まれてい
ると思います。感謝の言葉や笑
顔がすごく励みになり、自分も
成長させてくれる仕事です」

あきらめずに根気よく続けることが大きな結果に
大切にしているのは、とにかく根気よく対応すること。その積み重
ねが医師も予想できなかった改善につながった。
「鬱病で何もできなくなり入院した方がいたんですけど、表情が暗
く部屋に閉じこもって、誰とも関わりたくない、という感じでした。
でも、毎日顔を見せて、一緒に売店に行ったり、軽いストレッチで
もしようかと声をかけたりし続けると、だんだん心を許してくれ、生
活の範囲が広がり外出も可能になったんです。入院当初は家での
生活は難しいかなと判断されていた
んですけど、結果的に家に帰って生活
できるようになりました。うれしくてや
りがいを感じましたね」
何になりたいか迷う人も、まず行動し
てほしいと疋田さんは話す。
「一度体験してみることが大事。オー
プンキャンパスや病院の仕事体験
会もあるので積極的に参加するとイ
メージしやすいと思います」
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言 語 聴 覚 士
Speech-Language-Hearing Therapist

[ 言語聴覚士 ] になるためには
どうしたらいいのか教えてください。

[ 言語聴覚士 ] はどんなところで働いて
いるのか教えてください。

[ 言語聴覚士 ] はどんなことができるのか
教えてください。

[ 言語聴覚士 ] はどれくらいいるのか
教えてください。

言語聴覚士になるには、法律で定められた教育
課程を経て国家試験に合格し、厚生労働大臣の

免許を受ける必要があります。試験は毎年２月下旬に
行われ、近年の合格率は70％前後です。国家試験の受
験資格を得るには、高校卒業者の場合には、文部科学
大臣が指定する学校(３～４年制の大学・短大)または
都道府県知事が指定する言語聴覚士養成所(３～４年
制の専修学校)を卒業すること、一般の４年制大学卒業
者の場合は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成
所(修業２年以上の専修学校)を卒業することが必要で
す。

言語聴覚士は、医療機関だけではなく保健・福
祉機関、教育機関などでも活躍しており、働く場

所によって、その専門性を発揮しています。石川県でも、
医療機関や介護保険施設、小児の療育センター、放課
後児童デイなど幅広い分野で活躍しています。

言語聴覚士は、様々なコミュニケーションの障害
や摂食嚥下障害のある方の検査や評価を実施し、

必要な訓練・助言・援助を行います。小児から高齢者ま
で幅広い年齢層の方を対象としています。
①ことばの訓練
脳の病気や事故が原因で「聞く」「話す」「読む」「書
く」ことが上手く出来なくなった方への訓練を行います。
また、声が出しにくい、呂律が回らずはっきり話せなく
なった方へ口やのどの運動や代償的なコミュニケーショ
ン方法の練習なども行っています。
②飲み込みの訓練
病気や加齢によって食事中によくむせる、上手く食べられ
ない、飲み込めないといった方への訓練を行います。
訓練では、口やのどの運動のほか、発声や、はっきりと
発音する練習なども行います。また、安全に食べるため
の食事の形態や食べ方について助言を行います。
③聞こえの訓練
ことばや音が聞き取りにくい方に、聴力検査や補聴器・
人工内耳の調整、音を聞く訓練などを行います。また、
コミュニケーション方法の助言や指導なども行います。
④小児のコミュニケーション訓練
ことばの遅れや発音の誤り、吃音、自閉症などで様々な
支援を必要とされているお子さんやご家族に対して発
達状況に応じた助言や指導を行います。

1997年12月の国会で言語聴覚士法が制定され、
1999年３月に第１回の国家試験が実施されて以

来、養成校の数も増え続け、近年では毎年１千６～７百
人程度が言語聴覚士
となっています。
全国の有資格者の数
は、2021年３月現在
で約３万６千人となり
ました。
石川県言語聴覚士会
の正会員数は、161名
（2021年５月現在）と
なっています。

日本言語聴覚士協会
会員の所属機関

職種紹介 ST

協力：公益社団法人　石川県言語聴覚士会

出典：一般社団法人　日本言語聴覚士協会HP（2021年）

学校教育
1.8%

医療
71.7%

老健・特養
14.7%

福祉
7.3%

養成校
1.9%

その他
 1.5%

研究・教育機関
 1.1%

コミュニケーションや飲食に支障がある方々のリハビリを行う国家資格の専門職です。病気や事故
での脳のダメージによる後遺症、発達の遅れや発達障害、加齢などの影響で、上手く話せない・話が
理解できない・文字が読めない『言語障害』、音が聞き取れない『聴覚障害』、声が出にくい『音声障
害』、上手く食べられない・飲み込めない『摂食嚥下障害』のある方へのサポートを行います。
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信頼関係を築き、その先まで考えられるリハビリを

困難に立ち向かって見つけた言語聴覚士という仕事

岩本 優衣さん

田 康平さん

白山石川医療企業団
公立つるぎ病院
リハビリテーション室

医療法人社団浅ノ川
金沢脳神経外科病院 
リハビリテーション部

福井医療短期大学
リハビリテーション学科
言語聴覚学専攻卒

福井医療短期大学
リハビリテーション学科
言語聴覚学専攻卒

人間らしく生きることをサポートできる仕事 
岩本さんが言語聴覚士という仕事の存在を知ったのは、高校生の
時。進路を迷っていた時に、祖母が言語聴覚士にケアしてもらった
という話を聞き、興味を持ったという。
「話すことや食べることは、人が生きていく上で欠かせません。わ
たしも人と話したり食べるのが好きですし、そこに困っている人が
いて、サポートできる仕事がある事を知って、自分も誰かの役に立
てたら良いなと思いました」
リハビリは１日１日の積み重ねが大事。特に脳血管疾患の後遺症
である言語障害などは、半年から１年かけて徐々に回復していくこ
とが多い。焦らずに長い目で見て、不安を感じる患者さんの気持ち
もフォローできるように心がけている。だからこそ、日々の努力の
結果が見えると、喜びも大きいと話す。
「当初は言葉を発することすら難しい状態だった方が、ポッと野菜
の名前が言えたりとか、家族が何かしてくれた時に『ありがとう』っ

逆境に負けず、工業高校から新たな道へ 
田さんは、この仕事では珍しい工業高校の出身。卒業前に取る

べき資格試験に落ち、希望の会社に入社できる可能性が低くなっ
てしまったため、それなら進学して別の道を選ぼうと決断した。悔
しさをバネに、自分に合う職業は何か改めて考え、リサーチを続け
たという。
「直接人と関わって役に立てる仕事がしたいと思っていました。医
療という選択肢が出てきて、さらに病院に関わる職業を調べる中
で、コミュニケーション面のリハビリをする言語聴覚士の仕事を見
つけました。これは自分に向いているかもしれないと思って、目指
そうと決めたんです」
現在は回復期のリハビリを担当。言葉でのコミュニケーションが難
しいことも多いが、焦らずやりとりするように心がけている。「話せ
なくて落ち込んでしまう方もいるんですけど、文字が書ける時は文
字で、うなずきなどのジェスチャーで読み取ったり、言葉以外の方

て言えたりとか。その時のニコっと明るくなった表情が、とても印
象的だったんです」

一番大切なのは、信頼し合える関係を築くこと
リハビリ中は、意思疎通が難しいことも多い。反応が乏しい時も
ゆっくりと待ったり、別の言い方にしてみたり、絵や文字を使ったり
と、試行錯誤しているという。
「まずは信頼関係をつくることが大切です。この人で大丈夫かなっ
ていう人の話は入っていかないので。どうやったら伝わるのか、逆
にわかってあげられるかを考えなが
ら接するようにしています。目の前の
事だけでなく、今後の生活を支える
家族の事など、退院後の生活も意識
してリハビリを行っています。」
他の資格に比べ、まだまだ取得者が
少ないという言語聴覚士の資格。
「生きる上で大切なこと、生きがいを
支える仕事なので、少しでも興味を
持ってもらえたら嬉しいです」

法でも意思疎通を探ります。絵カードを使ったその方専用のコミュ
ニケーションボードを作成することもありますね。伝わらなくてもド
ンと構えて受け入れることも意識しています」

正解がないから、試行錯誤して次に進む
信頼関係を築き、目標設定して取り組むが、なかなか思い通りにい
かないことも多い。
「患者さんそれぞれで違いますし、リハビリは回復の過程で１回し
かできません。正解もない。経験を重ね、毎回反省してまた次にと
いう感じで進んでいきます。その繰り返しですね」
自身の経験からも、可能性を探してあきらめずにトライしてほしい
という 田さん。
「色んなことに挑戦して、失敗
したとしても落ち込まずに、本
当にやりたいことを見つけてほ
しいです。言語聴覚士は、難し
いですが感謝の言葉でやりがい
が感じられ、うれしい驚きも多
い仕事です」

INTERVIEW
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あまりよく知られていない職種ですが、診療放射線技師とは、医療現場における放射線を取り扱う

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で、現在の医療を行

う上で欠かせない放射線の検査や治療を主に行っています。
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診 療 放 射 線 技 師

[ 診療放射線技師 ] は、
どんな仕事をしているのか教えてください。

[ 診療放射線技師 ] になるためには
どうしたらいいのか教えてください。

[ 診療放射線技師 ] は
放射線を扱うことは、怖くありませんか。

[ 放射線 ]とは何か
教えてください。

放射線使用検査機器として骨・肺・腹を調べるた
めにレントゲン写真を撮ることがよく知られてい

ますが、それ以外にも、放射線を使用しない機器や放
射線治療機器にも関わります。
●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(磁気共鳴装置)、超音波など
●放射線治療(がんなどを治療)
機器を操作する以外、機器の管理や点検、医療画像の
管理、放射線被ばくの管理なども行っています。

怖さも含めて放射線のことを熟知しているから怖
くありません。放射線機器やパソコンをいじって

いるイメージがありますが、診療放射線技師は患者さん
や健診受診者と直接関わるため、コミュニケーション能
力が求められます。また、教科書通りの画像はなかなか
現実には撮影できないので、臨機応変な対応力も必要
です。診療放射線技師は、放射線について勉強して放
射線の怖さと放射線の性質を熟知しているので、放射
線は怖くないと言えるでしょう。放射線は、いつでもどこ
でも大暴れするモンスターではありません。放射線源か
らしか放射線は出ませんし、放射線を出すタイミングや
量、角度などは診療放射線技師が管理しています。ポイ
ントは「遮へい」「距離」「時間」の「放射線防護の3原
則」。これを守れば、被ばく線量を確実に抑えることが
できます。

放射線とは、物質を通過させる光の仲間です。ラ
ジオ波、マイクロ波、赤外線、紫外線も光の仲間

であり、放射線は、その中で強力なエネルギーを持つ
ことが知られています。この放射線は、厄介なことに、
目や耳など五感で感じることが出来ません。専用の測
定器が必要となります。また、放射線と聞いて被ばくを
心配する方がいます。放射線は浴びると必ず障害が発
生する訳ではなく、放射線量がとても多い場合に障害
が発生するのです。その為、診療放射線技師は不必要
な被ばくを避け、少ない量で検査を行う義務があり、ま
た、技師自身も被ばくから身を守るために、法律が厳し
く定められています。

診療放射線技師になるには、国家資格を取得す
ることが必要です。資格を得るための試験は、文

部科学大臣指定の３年制か４年制の養成校である大学
や短期大学、都道府県知事指定の専門学校で診療放
射線技師養成課程を学びます。在学中は、医学、工学、
放射線などに関して幅広い知識を身につけ、さまざまな
機器を扱うための技術力を磨きます。知識・技術を習
得し、卒業した人のみが国家試験の受験資格を得るこ
とが出来ます。毎年２月に行われる国家試験に合格す
ると、診療放射線技師の国家資格を取得できます。就
職先として、国公立病院、大学病院、総合病院、検診機
関、クリニック、保健所、医療機器の研究・開発を行う
企業などがあります。

引用　日本放射線技師会発刊　診療放射線技師のことがわかる本
協力：公益社団法人　石川県診療放射線技師会

Radiological technologist
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気配りと工夫を重ね、見えない病を写し出す

太田 あず沙さん
社会福祉法人恩賜財団済生会
石川県済生会金沢病院
放射線部

金沢大学
医薬保健学域保健学類
放射線技術科学専攻卒

治療や診断に貢献できる大きなやりがい
両親は医療従事者、兄は放射線技師で、小さい頃から病院で働き
たいと思っていた太田さん。医療に関わる仕事の中から放射線技
師を選んだのは兄の言葉がきっかけだった。
「女性の需要が高まっていて、女性であることを生かせる職業の
一つが放射線技師だと兄に聞き、興味を持ちました」
現在の病院で働き始めて3年目。撮影した画像が診断の決め手に
なり、治療に関わるチームの一員としてやりがいを感じる日々だ。
「頭痛の症状がひどい患者さんを検査することになり、CT撮影す
るとすぐにくも膜下出血だとわかったんです。これは一刻を争うと
思って、診察の順番を早めてもらうようにお願いしました。やはりく
も膜下出血だと診断され、すぐに脳神経外科がある病院へ緊急搬
送されました。診断をするのは医師ですが次へスムーズにつなげる
橋渡しができたと感じた一件でした」

苦痛を最低限に抑え、よりよい画像を提供する
指示された画像を撮影するために、無理な姿勢を要求せざるを得
ないこともあるが、太田さんは状況に応じて対応しているという。
「患者さんは調子が悪くて病院に来ているので、それでも検査しな
くてはいけないという状況は苦痛だと思います。教科書的なベスト
ポジションはありますが、できる範囲でそれに近づけられるように
工夫し、患者さんの痛みや被ばくを最低限に抑えつつ、よりよい画
像を提供できるように心がけています」
緊張して体が固くなった状態では痛みを感じやすい。リラックスし
てもらえるよう、声かけも大切にしているという。
「初めての人だったら初めてなんですか？と話しかけたり、肩に力
が入っていたら少し力を抜いてくださいねと伝えたり、深呼吸しても
らったりしています。マンモグラフィーなど、どうしても痛みを感じる
検査の場合は、理由を説明して理解してもらうこともありますね」

INTERVIEW

より知識を深め、安心して検査できる技師に
最新の検査機器も随時導入され、求められる知識も多い。まだま
だ学ぶことが多いと痛感しているという。
「もっと機械の仕組みを理解できれば、検査の時間を短縮できる
と感じています。そして、その病気のことを理解していないと、どん
な画像が必要かわからない。そこはもっと勉強したいと思っていま
す。女性技師としてマンモグラフィーの認定技師資格も早く取りた
いですね。患者さんも安心できると思うので」
放射線技師の仕事はまだ認知度が低く、これからより女性の需要
も増えるのでは、と太田さんは話す。
「自分の撮った画像を元に重大な診断が下され、大きなやりがい
のある仕事です。検査機器は扱いますが、患者さんとの関わりが大
事なので、人と接するのが好きな方にも向いていると思います」
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臨 床 検 査 技 師
新型コロナウイルスの診断に無くてはならないPCR検査。その検査を行っている医療専門職をご

存知ですか。それが臨床検査技師です。病気の診断や治療効果の判定に臨床検査は不可欠で、臨

床検査技師はその臨床検査を高い精度で迅速に行っています。

[ 臨床検査 ]ってどんなことをするのか
教えてください。

[ 臨床検査技師 ] になるためには
どうしたらいいのか教えてください。

[ 臨床検査技師免許 ] は
更新が必要なのでしょうか？

[ 臨床検査技師 ] はどこで活躍している
のか教えてください。

臨床検査とは、病気の診断や治療効果の評価、
健康状態の確認のために行う検査を指します。

血液や尿などを用いて行う検体検査と人に対して直接
検査を行う生理機能検査（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
ルや糖などの項目や、肝臓の機能、貧血の検査などがあ
り、生理機能検査には、心電図や脳波などの検査があ
ります。

臨床検査技師免許には更新制度はありません。
そのため、生涯の資格といえます。しかし、医学・

医療は日進月歩の世界であり、常に新たな臨床検査、
新たな検査機器が開発されています。そのため、日本臨
床衛生検査技師会や石川県臨床衛生検査技師会では
研修会を開催し、卒後教育を充実させています。また、
医療現場における臨床検査技師に対する要求も変化し
ており、臨床検査技師について定めた法律が改正され
ると厚生労働大臣が指定する講習会の受講が必要とな
る場合があります。

Medical technologist

臨床検査技師は国家資格です。そのため、臨床
検査技師免許を取得するためには、３年以上の

専門教育を修了し、毎年１回実施される国家試験に合
格する必要があります。教育を受けることができる学校
は、大学・短大が全国に50校以上、専門学校が全国に
20校以上ありますが、石川県内では、金沢大学と北陸
大学にその学部が設けられています。

職種紹介 Mt

協力：一般社団法人　石川県臨床衛生検査技師会

臨床検査技師は、主に病院やクリニックの検査
室で検査を行っています。また、人間ドックなど

を行っている健診センター等でも検査を行っています。
自分の施設で臨床検査を行っていないクリニックから
検体を集めて集中的に臨床検査を実施する臨床検査セ
ンターに勤務している臨床検査技師もいます。さらに、
臨床検査に使用する検査試薬を開発する試薬メーカー
や臨床検査で使用する検査機器を開発する医療機器
メーカーでも活躍しています。そのほかに、新たな薬が
開発された際に必ず行われる治験において医師や患者
を治験コーディネーターとしてサポートしている臨床検
査技師もいます。
※ 治験とは、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
（人における試験）のこと。
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笑顔と質の高い検査結果を提供する臨床検査技師へ

板井 萌夏さん
金沢医科大学病院
臨床検査技術部門

北陸大学
医療保健学部
医療技術学科卒

最初、かっこいいなぁ…と外見イメージ先行、今は…。
中学生の頃、家族が病院にかかっていた時に、脳波検査、心電図
検査をしている人たちを見て、最初は漠然と「かっこいいなぁ」と。
病院で働いていた母親から、その検査をしている人たちが臨床検
査技師だと聞いて、興味を持ったという板井さん。
「いろいろ臨床検査技師について調べていくうちに、医師や看護
師ほど直接患者さんに接するわけではないが、検体検査を行い、
その検体から患者さんの診療に役立っていくところが、改めてかっ
こいいなぁと思いました」
2021年の入職でキャリアをスタートさせたばかり。今は固定でこ
の部署というわけではなく、全部の部署をまわっている。臨床検
査技師の仕事は広範囲でそれぞれに専門知識が必要なので各セ
クション間でお互いにどういった仕事をしているかを理解しておく
必要もあり、毎朝、採血を行い、心電図、検体・感染症など、月単
位で違う部署をまわっている。大きく分けると検体検査、生理機能
検査、血液センター、病理…。最初の１年間はシステマチックに業
務を体験する期間となる。
「いろいろな経験ができるのはいいこと。学校で学んだことだけ
ではなく、実際に見たり、経験したりすることで、苦手だなぁ、と
思っていたことも、やってみたことで、あぁおもしろいなぁと思える
など意識が変わります」
自分の知識不足、技術不足を日々感じると、謙虚に話す板井さん
だが、最初の『かっこいい』から、今では広く専門的な領域である
臨床検査の世界で毎日の業務に真摯に向かいあっている。

INTERVIEW

知識・技術…、でも最も重要なのは患者さんとの接し方
「最初、患者さんとの接し方の難しさを感じました。検査などで自
分のやることでいっぱいいっぱいになってしまい、どうしても意識
が手元にいき、マニュアルみたいに話してました」
大学での学生同士のやり取りや授業での経験の、それとは違う。
「最初は緊張して顔がこわばる、緊張が患者さんに伝わる、怖いと
思われる、となっていたと思います。だから、なるべく笑顔で、と意
識しています。今は最初より笑顔で患者さんに接することができて
いると思います」
と、板井さん。先輩を見て参考にしたり、自分でも何回か経験する
中で改善したりと、最近では笑顔で接することができていると言
う。わからないことは誰にでも聞けて教えてもらえる先輩たちの存
在も大きいと感じている。

笑顔の下に質の高い知識と技術を。
笑顔で接することで、患者さんに安心してもらえるように、と奮闘し
てきた６か月。
「これからは患者さん中心の安全で質の高い医療を提供するとい
う病院の理念に沿って、日常業務を質の高いレベルで覚え、身に
つけていくことが第一。そして、カルテなどから検査結果に至るプ
ロセス、道筋を理解し、根拠をもって信頼性の高い検査結果を出
せるようになりたい」
と、素敵な笑顔で話す板井さん。臨床検査技師としてのスキルアッ
プを図る意思がはっきりと見える。

大変、つらさを上回る『ありがとう』を励みに。
「例えば、採血で、痛い、へたくそと言われて大変でつらい時もあ
るんですけど、その反面、患者さんに、すごい全然痛くなかったよ、
ありがとうとか言われるうれしいことの方が多いから、頑張れる。
患者さんに感謝とかを伝えていただくと、大変とか、つらいとかより
もうれしいとか自分で頑張ろうという思いが強くなるし、やりがいも
あります」
患者さんとの接し方にこだわる板
井さんらしい言葉だ。
「医療の仕事は大変そうというイ
メージが強いと思いますが、たくさ
んのありがとうを励みにできる仕
事なので、ぜひ、チャレンジしてほ
しい」
と、とても実感がこもっている言葉
で答えてくれた。
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臨 床 工 学 技 士
病気やけがの診断、治療に使用され、人の命を繋ぎとめる大切な医療機器。それは年々進化し、従

来、医師や看護師が行っていた操作がとても難しくなってきました。そこで、専門的知識に基づき

様々な医療機器を操作、保守管理を行うのが「命のエンジニア」臨床工学技士の役割です。

どうすれば [ 臨床工学技士 ] のお仕事に
就くことができるのか教えてください。

[ 臨床工学技士 ] のやりがいを
教えてください。

[ 臨床工学技士 ] のこれからを
教えてください。

[ 臨床工学技士 ] は、
病院のどこにいるのか教えてください。

臨床工学技士の国家資格を得るためには、養成
施設で臨床工学技士に必要とされる知識や技術

を学ぶことが必要です。養成施設は、４年制大学、３年
制短期大学、専門学校などがあります。さまざまな医療
学科を有する医療系大学の１学科として設置されている
ところもあれば、工学系の大学に設置されているところ
もあります。養成校に入学すれば、医学を学ぶ上での基
礎をはじめ、医療機器の原理や操作などの専門科目、臨
床での実習を経験することになります。厚生労働省が定
める単位を修めることで国家試験の受験資格を得ること
となります。年１回、３月に実
施される国家試験に合格され
れば臨床工学技士の資格を
取得することとなります。

医師や看護師同様に、患者さん・家族に近い位
置で業務をすることが多いです。そこでは、様々

なドラマがあり100人いたら100様の治療方法やその効
果をみることになります。患者さんの反応を読み取り、
体の状態を観察し、的確に判断しながら治療の支援を
行います。ときには、医師や看護師などから治療に用い
る医療機器の相談を受けたり、命をつなぎとめた医療
機器を早く離脱させて、患者さんの回復を促すにはどう
すれば良いのかなどを一緒に考えたりすることもありま
す。医療治療機器を使い、患者さんの急性期の状態か
ら回復期までの一連の流れを共に
過ごし、経過を追えること、結果が
良い方向に向いたときには達成感
を得ることとなります。

厚労省の調べによると、病院で勤務する臨床工
学技士は100床あたり約1.5人の配置数と報告さ

れています。看護師やその他医療従事者に比べると、多
くはありません。これからはIT化も進み、さらに医療機
器をはじめとした情報システムに関連した専門的知識
を有することが求められます。また、最近では医師や看
護師の業務の一端を支援すること（タスクシフト・タス
クシフティング）が求められており、臨床工学技士法の
改正により従来は医師や看護師のみ認められていた業
務もできるようになりました＊。
＊ これから養成校に入学される方は、業務内容の拡大に準じたカリ
キュラムになるので、養成課程での学習で国家試験を受けることに
なります。

臨床工学技士の業務は１つの部屋に閉じこもっ
て完結するものではありません。実は、①手術室

では心臓の手術の際に必要な人工心肺装置や関連の
医療機器を操作し、保守・点検を行い、②透析と言って
腎臓が悪くなり尿が出ない患者さんの体をきれいにす
る機械を操作し、患者さんの状態を観察したり、③集中
治療室では重症の患者さんの人工呼吸器や補助循環
装置等を操作し、患者さんを観察、④カテーテル室で
は、今にも心臓の血管が詰まりそうなところを取り除く
治療のサポートに入ったりと、多くの領域をまたいで業
務をします。そこで接する患者さんや医師をはじめとし
た医療スタッフと多くのコミュニケーションを取りなが
ら、命をつなげる治療の支援を行います。

協力：一般社団法人　石川県臨床工学技士会

Clinical engineer
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一緒に成長しながら、一人ひとりのための治療を

一つ一つの機会を大事に、現場でスキルアップする

喜多 裕香さん

山本 幹太さん

みずほ病院 臨床工学部

社会医療法人財団　董仙会
恵寿総合病院
臨床工学センター　臨床工学課

北陸大学 
医療保健学部
医療技術学科卒

北陸大学
医療保健学部
医療技術学科卒

機械の先にある患者さんの気持ちを考えて
父の影響もあり、昔から機械が好きだったという喜多さん。医療の
仕事への興味もあり、機械と医療が組み合わさったこの仕事は自
分にぴったりだと考え、臨床工学技士の道を選んだという。現在
の病院で働き始めてまだ半年ほど。主に、人工透析に関する医療
機器の操作と管理を担当している。覚えることも多く、先輩の姿を
見ながら自分もそうなれるように、と努力する日々だ。
「機械だけ見るのかなと思っていましたが、患者さんに針を刺した
り、血圧が下がったら対応したり。医療の知識や看護師との連携
も必要で、思っていたより業務内容が幅広いと感じています。機械
メインの仕事ですが、その先にあるのはやはり患者さんなので、気
持ちを考えることを大切にして、一人ひとりのためにいい治療をす
ることを心がけています」

あたたかい場所で、家族のように迎え、送り出す
長期に渡って継続的に病院へ通う必要がある透析治療。明るい気

高校の時の進路決定が、今の仕事、臨床工学技士に直結
「高校３年生の時、北陸大学でのオープンキャンパスが臨床検査
技師、臨床工学技士という職業を知ることになった最初でした」
山本さんがどこの大学にいこうかと考えていた時に出会い、調べる
うちに、いい仕事だなぁ、僕もやりたいなぁ…と思ったと言う。
「はじめは臨床検査技師をやりたいなぁと思って学んでいたんで
すが、臨床工学技士の方も勉強していく中で、ゼミの担任の先生か
ら、工学の方が向いていると言われ、自分でもそう思い臨床工学
技士へと進みました。透析とかも患者さんと接する機会が必ずあ
るし、コミュニケーションをとること、人と話すのが好きな自分の
キャラにもあっていると思っています」
まさに高校から大学進学への情報が医療の仕事に直結した形だ。

現場の経験から何でもできる存在感ある臨床工学技士へ
この春入職の１年目で、最初の頃は様々な機器があり、構造的に
も難しいところもあったので、アラームが鳴ったら、このアラームは

INTERVIEW

持ちで来られる場所にすることも意識している。
「ここに来たくない、と思わせることはしたくないので、患者さんと
は仲良く家族のように接するようにしています。挨拶はしっかりし
て、帰りはまたねーという感じで送り出していますね。長く病気と
向き合っている患者さんの方が、わたしより知識が豊富なので助
けられることも多いですし、一緒に学んでいけたらいいなと思いま
す」
あまり知られていない臨床工学技士という仕事に、興味を持つ人
が増えてほしいと喜多さんは話す。
「患者さんとの関わりも楽しく、機械と向き合うのが好きで、医療
にも関わりたいという方には、すごくおすすめの職業です」

何だろうと思うなど、わからないことが多かった山本さん。
「そんな中でも穿刺や止血を一人でこなせたら、やったな…、と。
そのうえ、患者さんからありがとうの言葉を受けた時は本当にう
れしいですね。直近の目標は準夜勤に臨床工学技士として一人で
トータルに対応できるレベルに進むことですね」
今ではある程度、何でも一人でできるようになり、最近では看護師
さんの応援、フォローの機会も増え、対応できるようになった。
「臨床工学技士の仕事は現場に出ないとわからないことがたくさ
んあって、今、それらが理解できていて、少しずつ頼られるように
なったことで、成長したなって感じています」
これからも一期一会を大切にマルチなスキルを身につけていく。
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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まで、すべての世代の個人や集団に対して、食事や栄養

についてアドバイスしたり、給食施設等で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、健康な食生活が送れるようにサポートしています。

[ 管理栄養士・栄養士 ]になるためには、
どうしたらいいのか教えてください。

[ 管理栄養士・栄養士 ] は、
どんな仕事をしているのか教えてください。

[ 管理栄養士・栄養士 ] は
どこで活躍しているのか教えてください。

管理栄養士・栄養士になるには、高校卒業後、管
理栄養士養成課程もしくは栄養士養成課程のあ

る大学、短期大学、専門学校に入学し、所定の単位を
取得して卒業することが必要です。栄養士は栄養士養
成施設で学び、卒業することで、都道府県知事の免許
を受けて「栄養士」となります。管理栄養士は管理栄養
士養成施設で学び、管理栄養士国家試験に合格し、厚
生労働大臣の免許を受けることで「管理栄養士」とな
ります。また、栄養士養成施設で学んだ人も、卒業後に
栄養士として働き＊、管理栄養士国家試験に合格すれば
「管理栄養士」免許を取得できます。食べ物に関心が
ある人、食べることが好きな人、料理が好きな人が管理
栄養士・栄養士に向いています。
＊養成施設での修業年数により、受験に必要な働く年数は異なります。

管理栄養士・栄養士は、個人または集団に対す
る食事や栄養の指導や献立作成、食材の発注、

栄養素の計算など「食事の管理」を行っています。特に
「管理栄養士」は、専門的な知識と技術により、それぞ
れの状況に合わせた適切な栄養指導や栄養管理を行っ
ています。例えば、病院などでは、病気やケガで療養
中の栄養管理が必要な人たちのために指導します。そ
の他にも、地域に根付いた健康づくりの普及活動やア
スリートの栄養指導など多岐に渡ります。一方、「栄養
士」は、主に健康な方を対象にして栄養指導や給食の
運営などを行います。企業、社会福祉施設、保育園・幼
稚園、学校など、集団給食のメニュー作成、調理、栄養
管理を行っています。

Nutritionist

[医療機関]　病院やクリニック、歯科医院などで、入院中や
外来通院患者の食事や栄養の管理・指導を行っています。
医師や看護師、その他の職種とともにチーム医療の一員とし
て協力して働いています。
[福祉施設]　保育所や老人福祉施設などで、乳幼児・高齢
者・障害者などの入所者や通所者の食事や栄養の管理・指
導、食育を行っています。
[学    校]　小中学校などで、児童生徒の栄養管理をはじめ
とした学校給食の管理や食に関する指導を行っています。食
物アレルギーや肥満などに関する個別の取り組みも行ってい
ます。
[企    業]　企業の健康管理部門、健康保険組合などで、社
員食堂での実際の食事や健康・栄養情報の提供を通じて、

管理栄養士・栄養士の活躍の場は幅広く、様々
な分野・業態でその資格を活かして仕事をしてい
ます。

職種紹介 Nn

生活習慣病の予防や健康増進を目指した取り組みを行って
います。
[行    政]　都道府県・保健所・市町村の保健センターで、地
域における健康づくり政策の企画・立案や地域住民向けに
健康づくりの講座を開催したり、栄養相談を担当したりして
います。
[そ の 他]　●研究所や大学：食に関する研究や管理栄養
士・栄養士の養成を行っています。●スポーツ現場：運動能
力を高めるための栄養や食事に関するアドバイス、サポート
を行っています。●フリーランス：地域住民の健康づくりを、
地域に根づいてサポートしています。それぞれの地域で、栄
養指導や料理教室の講師などを行っています。

協力：公益社団法人　石川県栄養士会
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気持ちに寄り添い、食の大切さを伝えられる存在に

栄養の知識を深め、多くの人を健康にしたい

新谷 梓紗さん

西河 亜里紗さん

珠洲市総合病院
栄養科

加賀市医療センター
栄養室

金沢学院大学
人間健康学部
健康栄養学科卒

金沢学院大学
人間健康学部
健康栄養学科卒

適切な食事の提案で健康をサポート
新谷さんが管理栄養士を目指したのは、高校生の時に無理なダイ
エットをしたことがきっかけだった。
「とにかく食べる量を減らしたんですが、不健康に痩せすぎてし
まったんです。その時に食事の大切さを実感し、栄養に関する知
識を学びたいと感じました」
大学の実習で、患者さんに寄り添う姿勢が心に残り、病院の管理
栄養士になりたいと強く感じた。
「実習先の栄養士の方が、患者さんにすごく親身になって栄養指
導していたんです。どんな質問にも答えられるし、患者さんも納得
していました。かっこいいなと思いましたね」
２年目の今、自身も栄養指導を行う立場に。前向きに話を聞いても
らえるよう、それぞれに合わせた対応を心がけている。
「好きな食べ物を最初にお話して、方言を使ったり、敬語を使って
対応したり、患者さんによって工夫しながら進めています」

指導が目にみえる結果につながる喜び
食べることが好きで、食事に関する仕事がしたいと、栄養士の道を
選んだ西河さん。
「食事の知識を身につけて、たくさんの方を健康にしたいと思った
んです。大学の臨地実習で病院へ行った時に、患者さんに関わる
姿を見て、病院で働きたいという気持ちが強くなりました」
栄養士として働き始めて半年。まだまだ知識が必要だと痛感し、
先輩の背中を追いながら、勉強に励む日々だ。最近栄養指導を担
当させてもらえるようになり、自分の指導が結果につながる喜びを
感じている。
「主に糖尿病の血糖コントロールのために入院した患者さんを、
担当しています。やる気のある方が多いので、栄養指導したことを
実践してくれ、数値が改善して、表情も良くなっていた時にはとても
やりがいを感じます。患者さんが喜ぶ姿を見ているだけで、うれし
いですね」

食事の大切さを気持ちを込めて伝えていく
積極的に話を聞いてもらえないこともある。それでも心を込めて対
応することで、理解してもらえた経験もあった。
「指導なんていらない、という方に栄養指導をした際、最初は必要
性を感じてもらえなかったんですが、じっくりと話してみたらやっぱ
り聞いてよかった、食事って大事なんだねと言われて、そのことに
気づいてもらえたのがすごくうれしかったですね」
今後はさらに経験を積み、どんなことにも答えられる親しみやすい
栄養士を目指したいと話す新谷さん。
「色んな方と話せるのが楽しく、あまり人見知りしなくなりました。
一般企業でも需要があり、多方面で活躍できる仕事です」

制限の多い指導も明るくポジティブに
「栄養指導の時に大切にしているのは、明るい表情で話すこと。な
るべく笑顔を心がけています。ネガティブな言い方は避けることも
意識しています」
なぜそうするべきか、理由をはっきり説明でき、細かな質問にも答
えられる先輩のような指導を目指してさらに経験を積みたいと、西
河さんは話す。
「栄養士は、生きるために必要な食事の知識で、自分や家族など
身近な周りの人にも役立つ仕事です。今後も勉強を続け、専門の
資格を取り、患者さんが納得できる指導をしたいです」

INTERVIEW
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生涯あなたを導き続ける、

自学自習の勉強習慣！

少数制学習塾

計画 勉強 確認

・入会金無料
・教 材 自 由

通い
放題！

５教科
指導で
５教科
指導で

全教科合計で全教科合計で料金例料金例 中学１年中学１年 18,000円 ～
（
税
込
）

plan Study

Process to succ
ess

Check

少数制学習塾
金沢市暁町 9-28
http://14semi.com224-1403（076）

君にも目指せる医療分野のお仕事紹介

国家資格ではない職種の一例

　医療というと理系のイメージを持たれるかもしれません。確
かに医療系学部は理系要素が強いですが、文系の方が医療分
野に進めないわけではありません。努力して医療系学部を目指
すこともできますし、文系に大別される福祉系学部を選ぶこと
も選択肢の一つだと思います。医療は福祉とも密接な関係があ
りますので、福祉系の職業で医療に貢献することもできます。
　また、医療分野のお仕事は、国家資格が必須のお仕事なので
は？と思われるかもしれません。確かに患者さんに直接治療や
検査を行う職員は、主に国家資格をもつ専門職ですが、専門職
のサポートや、協働してサービスを提供する事務職員や助手な
どの仕事も重要な役割を担っています。

　医療分野は難解な用語も多く、高い専門性が要求されるた
め、事務職員なども各種団体が認定する資格を取得し、仕事
に就いています。
　今、日本は少子高齢化が進み、社会保障費の増大が大きな
問題となっています。医療機関も赤字では存続できないので、
医療と経営に関する知識を有した、医療経営士という資格も
登場しています。
　どのような職業でも、勉強に終わりはあり
ません。医療は人の生命や生活に関わるお仕
事ですので、医療従事者は、日々進歩する技
術や治療法を勉強し、専門性を高めています。

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
た治療行為から診療報酬明細書を作成
し、適切に保険請求を行う仕事です。

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
た治療行為から診療報酬明細書を作成
し、適切に保険請求を行う仕事です。

医療事務

医師の事務的な業務をサポートする職
種です。カルテの入力補助や医療文書
の作成なども行います。医療秘書や医
療クラークなどと呼ばれています。

医師事務作業
補助者

医師の事務的な業務をサポートする職
種です。カルテの入力補助や医療文書
の作成なども行います。医療秘書や医
療クラークなどと呼ばれています。

医師事務作業
補助者

看護師の業務を補助し、食事介助や入
浴介助など、患者さんの日常的なケア
を行います。

看護助手
（看護補助者） 看護師の業務を補助し、食事介助や入

浴介助など、患者さんの日常的なケア
を行います。

看護助手
（看護補助者）

診療情報をデータベースに入力したり、
さまざまな統計資料を作成したりする
仕事です。医療分野のIT化が進行する
時代において重要性が高い仕事といえ
ます。

診療情報管理士 診療情報をデータベースに入力したり、
さまざまな統計資料を作成したりする
仕事です。医療分野のIT化が進行する
時代において重要性が高い仕事といえ
ます。

診療情報管理士

まだまだある‼
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〒927-0027　石川県鳳珠郡穴水町字川島タの8番地

公立穴水総合病院
TEL 0768-52-0511

介護老人保健施設・地域包括支援センター・
保健センター　併設

新人看護師の教育に力を入れプリセプター２人制をとり、丁寧
で充実した指導を実施しているほか、当院に勤務する看護師等
を確保することを目的とした、「石川県地域医療支援看護師等
修学資金」や「穴水町看護師等修学資金」の活用により、将来の
穴水町の地域医療を支える“仲間”を募集しています。

お年寄りのみなさんを大切にします。
輝く笑顔と親切でみなさんをお迎えします。
命をまかせてもいい人間になります。
職員一人ひとりが勤めてよかったと言える
病院を創ります。

●病床数 ･････････････････････････････ 100床（一般病床）
●診療科目
　内科・循環器科、外科、消化器科、耳鼻咽喉科、産婦人科、
　神経科精神科、眼科、整形外科、小児科、泌尿器科、皮膚科、
　放射線科、脳神経外科、小児外科、心臓血管外科、
　リハビリテーション科、検診科

薬剤師・看護師等をめざす学生のために
修学資金の貸与を行っています

病院概要

〒927－0495  石川県鳳珠郡能登町字宇出津タ字97番地

USHITSU GENERAL HOSPITAL

公立宇出津総合病院
TEL 0768－62－1311

修学資金制度

〒927-1213　石川県珠洲市野々江町ユ部1番地１
TEL 0768-82-1181（代表）

地域に根ざした医療と健康管理を基盤とした、地域保健、健康増進活動
およびプライマリー・ケアからリハビリテーション、さらには在宅医療
サービスに至る連続した包括的な地域医療をおこなっています。

【基本理念】

“市民の心の支えとなる地域の中核病院に”
１．疾病の予防から在宅医療までの一環した体制の確立を目指します。
１．安心と信頼の地域医療を目指します。
１．いたわりの心で皆様の健康と命を守ります。

能登半島の先端にある珠洲市唯一の公立病院です

珠洲市総合病院
S U Z U  G E N E R A L  H O S P I T A L

能登北部医療圏病院紹介

●病床数
147床（一般病床）、4床（感染病床）、48床（療養病床）　全199床
●診療科目
外科、整形外科、小児科、耳鼻咽喉科、内科、泌尿器科、眼科、精神科、
皮膚科、産婦人科、※脳神経外科、放射線科、リハビリテーション科
※脳神経外科はしばらくの間、診察を休止しております。

〒928-8585　石川県輪島市山岸町は1番1地
TEL 0768-22-2222

基本理念

病院概要

「心の通う医療サービスの提供」

市立輪島病院
M u n i c i p a l  W a j i m a  H o s p i t a l

住民の生命と健康を守るため、地域の中核病院として、行政機関、医療機関、介
護施設と連携し、地域に必要な医療を公平・公正に提供し、多様化する医療需要
に対応できる医療環境の整備を図り、医療を受ける人の立場での診療や看護につ
とめることを基本とする。
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金沢医科大学 ● ● ● ●

金沢学院大学 ●

金沢学院短期大学 ●

金沢大学 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

金城大学 ● ● ● ● ● ●

公立小松大学 ● ● ●

北陸学院大学 ●

北陸学院大学短期大学部 ●

北陸大学 ● ● ●

石川県立田鶴浜高等学校 ● ●

加賀看護学校 ●

金沢看護専門学校 ●

金沢医療センター附属金沢看護学校 ●

金沢医療技術専門学校 ● ●

金沢福祉専門学校 ●

国際医療福祉専門学校 七尾校 ● ●

七尾看護専門学校 ●

石川県歯科医師会立歯科医療専門学校 ●

石川県立総合看護専門学校 ●

専門学校金沢リハビリテーションアカデミー ● ●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1大学院での養成課程になります
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※2専攻科での養成課程になります

石川県内
養成校一覧

※1

※1

※2

高校生・中学生の進路選択に役立つ
医療、介護、栄養のお仕事まるわかり事典2021  石川版
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公立 松任石川中央病院

地域包括福祉支援センター
おかりや

公立 つるぎ病院

石川県白山市倉光三丁目８番地
TEL：076-275-2222(代表)　FAX：076-274-5974
URL：https://www.mattohp.jp

地域密着型特別養護老人ホーム
ショートステイ
サービス付き高齢者向け住宅
TEL：（076）274-2000
FAX：（076）274-2151

詳しくは、こちらをご覧ください。

白山ろく総合診療センター
吉野谷診療所 中宮診療所 白峰診療所

■アクセス
　JR松任駅からバスが運行されています
■診療受付時間
　午前 ８時～11時30分　午後  診療科によって異なります。
　　　　　　　　　　　　　　  詳しくはお問い合わせください。
   ※休診日　土・日・祝日／年末年始
   ※緊急の患者に関しては救急外来にて診察いたしております
■診療科目
消化器内科、循環器内科、腎高血圧内科、呼吸器内科、糖尿病内分泌内科、
甲状腺診療科、精神科、脳神経内科、血液内科、漢方内科、ものわすれ科、
小児科、外科、心臓血管外科、呼吸器外科、小児外科、整形外科、
脳神経外科、皮膚科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、
リハビリテーション科、放射線科、放射線治療科、病理診断科、麻酔科、
歯科口腔外科、総合健診センター、健康増進センター、PETセンター

石川県白山市鶴来水戸町ノ1番地
TEL：076-272-1250(代表)　FAX：076-272-3144
URL：http://www.tsurugihp.jp

■アクセス
   ・加賀産業道路「安養寺北」交差点より
　   国道157号を白峰方向へ10分
　・北陸鉄道石川線「鶴来駅」徒歩10分
■診療受付時間
　午前 8時～11時45分　午後  診療科によって異なります。
　　　　　　　　　　　　　　 詳しくはお問い合わせください。
   ※休診日　土・日・祝日／年末年始
   ※緊急の患者に関しては救急外来にて診察いたしております

■診療科目
内科、糖尿病・内分泌内科、消化器内科、循環器内科、腎高血圧内科、脳神経内科、呼吸器内科、小児科、外科・胃腸科、整形外科、
脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、救急科、健診室、在宅療養支援センター

職員募集

白山石川医療企業団 私たちは、みなさまの健康な生活を支えるために
●期待にこたえられる良質な医療・介護に努めます
●安心・安全で信頼される医療に努めます
●切れ目のない包括的なケアに努めます

基本理念




