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介護 福 祉 士 の 仕 事 を 知 る た め の

本学の介護福祉士教育の特徴

　例年求人倍率は１０倍以上ですが、その中でも

本学の就職支援の取組は平成 25 年 1 月に取組優

秀大学として評価されています（文部科学省『就

職支援推進プログラム』の取組優秀大学）｡また、

キャンパス内の２つの高齢者施設も有望な就職先

の一つです。

　多様化する介護・福祉に対応できるよう､本学は他

の介護福祉士養成校に先駆けて平成 24 年度入学生か

ら「医療的ケア」教育の『講義』『演習』カリキュラ

ムを開始しました｡これまで介護福祉士ができなかっ

た｢医療的ケア｣( たんの吸引技術や胃ろうチューブ

からの栄養管理など ） は､｢ 口腔ケア ｣とともに求め

られる介護技術ですが、 『実地研修 ( 医療的ケアの実習）』

を修了することで､初めて現場で実践することができま

す。福岡県内には計 13 校の介護福祉士の養成校があ

りますが、本学は福岡市エリアで唯一の「医療的ケア

登録研修機関」＊として認可を受け､平成 27 年度卒業

生から卒業時に医療的ケアの資格を取得することがで

きるようになりました。

　文部科学省にその取組実績を評価された歯科衛生

学科との相互乗り入れ授業により､肺炎予防の｢口腔

ケア｣もできる介護福祉士として、 『口腔ケア支援介

護福祉士 』の認定資格が得られます。  介護を必要

とする高齢者の最も多い死亡原因は「肺炎」ですが、

口の中を清潔に保つための専門技術を修得すること

で「肺炎」の予防が可能になります。

　多くの専門学校と異なり、本学には介護福祉士、

社会福祉士、医師、歯科医師、歯科衛生士、看護師、

管理栄養士、ケアマネジャーの資格を持つ多くの専

任の教員が、  介護専門教育に携わっています。教員

室を訪ねていけばいつでも質問や学修相談に応えて

くれます。医療・保健・福祉の分野を幅広く実践的

に学ぶための教育力がここにあります。

　キャンパス内の高齢者施設と連携した介護実習

を行うことで､確かな実践力を身につけられます。 

実習施設の中では、  介護福祉士の先輩をはじめ、 

医師、  看護師、  歯科衛生士､作業療法士などの多

職種の指導者から、幅広くきめ細やかな専門的指

導が受けられます。さらに , 本学卒業生の就職の

場にもなっています。

充実した教育環境の中で介護

福祉士を目指す人を応援します！

* 公的名称：「喀痰吸引等研修登録研修機関」

大学キャンパス内の２つの

高齢者施設との実習教育の連携

専門学校にはない多職種の

専任教員が常時キャンパス内にいます

肺炎予防のための確かな「口腔ケア」

技術と認定資格が得られます

福岡市エリアで唯一の「医療的ケア」

登録研修機関の認可を受けた介護福祉

士養成校です

文部科学省にも取組優秀大学として

評価された就職支援の取組
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福岡医療短期大学認定　口腔ケア支援介護福祉士

◆在学中に取得可能な資格

福祉住環境コーディネーター （２級、 ３級）

食の検定 （食農３級）

◆卒業後一定の実務経験後に取得できる資格

ケアマネジャー （介護支援専門員）
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医療的ケア教育
医療的ケアとは、「痰（たん）の吸引」・「経管栄養の
日常管理」などの医療専門技術のことを言います。
これまでは医師や看護師が対応していた二つの医
療業務を、介護福祉士も実施できるようになりまし
た。キャンパス内に実習施設があり、そこで実践を
通して学ぶことができます。

卒業までのフォローは抜群！

詳しくはオープンキャンパスにて！

口腔ケア教育

介護福祉士は立派な国家資格！
介護職の給与(月額)は平均18～20万円。ほとんどの
四大卒の初任給と同等です。また、四大を卒業した社

会人の方も毎年本学に入学しています。介護職は、高

齢社会が進む日本において、絶対に無くならない仕事

の一つです。また専門技術を修得しておけば、どんな

不景気にも職にあぶれることはありません。

高齢者の死因トップである誤嚥性肺炎（ごえんせい
はいえん）を予防できるのが口腔ケア（口の中を清潔に

保ち、口の働きを維持･向上）です。本学における口腔ケア
教育の先駆的な取組実績は文部科学省に評価され
ています。本学独自の認定資格「口腔ケア支援介護
福祉士」も、卒業後の仕事に大きく活かせます。
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本学の特徴

福医短で

医療的ケアを

身につけました

四大に比べ、本学は学生と専任教員の距離が近く、
親しみやすいのが学風です。専任教員が学生の個
性を尊重し、一人一人の学生の顔と名前を覚えている
からこそ、学生から大きな信頼も得ています。きめ
細やかな指導を行っており、学力不振による中退は
ほとんどいません！介護職のリーダーとして将来的
に有望な人材を育成します。

福大の４つ向こうの短大で　深める学び　介護と福祉　
～地下鉄七隈線｢福大前駅｣から 4 つ先の｢次郎丸駅｣が最寄りの駅です ! ～

[平成27年度]
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● ご興味のある号がございましたら、ご連絡ください。
文部科学省選定 優れた教育プログラムについて 文部科学省選定 優れた教育プログラムについて 

九州・福岡の医療・介護系短期大学で最多の
6つの文部科学省選定GP(優れた教育プログラム)に

採択されています！
福岡医療短期大学の教育は、その取組実績が文部科学省に高く評価され、これまで通算６つの
 文部科学省のGP (優れた教育プログラム) の選定を受けています。本学では、文部科学省に
  選定された「確かな教育力」を活かした専門教育とキャリア教育を実践しており､これから
   も､卒業後の活躍を支えるための「教育の質向上」に努めていきます。

2006年度
特色ある大学教育支援
　　　　　プログラム

2006年度
特色ある大学教育支援
　　　　　プログラム

( 補助金額 2,400 万円 ) 

2008年度
社会人の

学び直しニーズ
対応教育

推進プログラム

2008年度
社会人の

学び直しニーズ
対応教育

推進プログラム
( 補助金額 2,700 万円 ) 

2009年度
就職支援推進プログラム

★優秀校に認定

2009年度
就職支援推進プログラム

★優秀校に認定
( 補助金額 1,100 万円 ) 

2010年度
大学生の就業力
育成支援事業

2010年度
大学生の就業力
育成支援事業
( 補助金額 3,700 万円 ) 

2012年度
産業界のニーズに
対応した教育改善・
充実体制整備事業

2012年度
産業界のニーズに
対応した教育改善・
充実体制整備事業
( 補助金額 2,900 万円 ) 

2014年度
大学教育再生加速
プログラム

2014年度
大学教育再生加速
プログラム
H26,27 年で ( 補助金額 4,200 万円 ) 
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文科省　ＧＰとして評価する　優れた教育　6つの取り組み

将来に　つながる教育再生に　実践教育　人材養成　

今月の

標語

～ 優れた教育プログラム ～　

　文部科学省が推進している事業で､大学・短期大学・高等専門学校などが実施する大学教育改革の取組の中から､優れた

取組（Good Practice＝GP）を選び、財政的支援をするとともに、その取組について広く情報提供を行うことを目的として

います。この支援事業は、我が国の大学改革に真に実効性がある分野への「選択と集中」による必要予算を措置するもの

で､各大学が特色・個性を一層明確にし､社会の信頼に応える学部教育の実現や国際競争力を強化する目的で文部科学省が

公募するものです。                            　　　　　　　　　　　　　　　(文部科学省ホームページより抜粋）

文部科学省のＧＰ(優れた取組)とは


