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基準３．教育課程 

 基準３―１．教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。 

 (1)３－１の事実の説明(現状) 

 ３－１－① 建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、学部、学

科又は課程、研究科又は専攻ごとの教育目的が設定され、学則等に定められ、か

つ公表されているか。 

  ■本学全体 

  ・学部及び専攻科の教育目的は、建学の精神、「教育目標」に沿って定められており、下記

の通りである。教育目的は各学科のシラバス表紙裏に記載されており、また本学ホーム

ページで公表している。 

  ■保健科学部 衛生技術学科 

  ア．生命を守る医療現場の一員としての自覚を持ち、臨床検査のスペシャリストとして必

要な知識、技能、人間性を育む。 

イ．検査を受ける人の気持ちが理解できる臨床検査技師を育成する。 

ウ．医療現場での実践を通じて、臨床検査の立場からチーム医療ができる技量と自覚を身

につける。 

  ■保健科学部 放射線技術学科 

  ア．保健科学を通して豊かな感性と確かな知性を育み、放射線医療における倫理性と独創

性を持って、人間に対する包括的な理解を深める。 

イ．幅広い理数系の基礎的知識と高度な医学的知識を背景に、医療における放射線分野の

専門技術を習得する。 

ウ．質の高い医療を目指し、目的を達成する強い意志と理工学の技術を医療に応用する実

践力を養い、チーム医療に必要な対話能力ならびに自主性を育成する。 

  ■保健科学部 看護学科 

  ア．人間愛と倫理観に基づき、看護を創造的に実践できる力を育成する。 

イ．高度な看護知識･技術と国際感覚を身につけ、社会に貢献できる専門職者を育成する。 

ウ．医療現場での状況に応じた判断能力および管理能力を備え、保健医療福祉分野の連携

における指導能力を育成する。 

  ■助産学専攻科 

  ア．人間性豊かで対象の生命・人格を尊重できる誠実な助産師を育成する。 

イ．母子の社会環境の変化や、産科医療の高度化並びに助産ケアの多様化に対応できる知

識と技術を身につける。 

ウ．きめ細かい助産活動が展開でき、母子保健の向上に寄与できる人材を育成する。 

 

 ３－１－② 教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定されている

か。 

  ■本学全体 

  ア．本学の放射線技術学科、看護学科、助産学専攻科はそれぞれ診療放射線技師、看護師、
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保健師、助産師養成学校として文部科学省より指定を受けている。このため、各養成所

指定規則により、必要な教育課程、単位が定められおり、これが基本教育課程となって

いる。また、衛生技術学科については、4 年制大学は養成所として指定されないため、臨

床検査技師国家試験受験資格要件に合致するよう指定養成所規則に沿ってカリキュラム

編成を行っている。 

イ．各学科では食品衛生管理者、放射線取扱主任者、養護教諭Ⅱ種等の資格取得を進めて

おり、このような資格の取得要件に合わせた教育科目を設定している。 

ウ．国家資格取得のための必要教育科目を中心に、「基礎分野」から「専門基礎分野」、「専

門分野」につながる一貫性をもたせた教育課程の編成方針となっている。 

  ■保健科学部 衛生技術学科 

  ・衛生技術学科では臨床検査技師育成のため、「基礎分野」、「専門基礎分野」および「専門

分野」へと一貫性を持たせた教育を行うカリキュラム編成である。 

①「基礎分野」では医療現場で生命を守る一員としてより高い倫理感や臨床検査を受け

る人の気持ちが理解できる豊かな人間性を育むための科目が編成されている。 

②「専門基礎分野」では医療従事者への目的意識を自覚させ、専門科目へと段階的に連

なるカリキュラムの編成になっている。生命および人体に関連する基礎的な内容の科

目を配置し、それに伴う学内実習を開講する。 

③「専門分野」では将来臨床検査技師として従事していくための専門科目を配置し、臨

床検査のスペシャリストとしての知識や技能を修得できる編成になっている。また、

医療現場における危機管理の科目や、最新の検査方法などについての特別講義も配置

し、臨床検査技師としての業務に対する心構えを育成する科目内容になっている。 

④臨床検査技師に必要な教育を終えたあとには、2 ヶ月間の「臨地実習」を実施し、こ

れまでの知識、技術を実際の臨床の現場で活用することで、実践的な技術や知識の修

得と確認を行う。また、医療の現場での医療チームの一員としての自覚と責任感を認

識させるための科目編成になっている。 

⑤臨床検査のスペシャリストとして最新の検査方法などの知識も必要であることから、

臨床検査の現場指導者による科目も編成している。また、臨床検査の現場では臨床検

査技師としての危機管理も必要とされていることから、「検査リスクマネージメント」

の科目を配置し、業務に対する心構えを育成する科目内容になっている。 

  ■保健科学部 放射線技術学科 

  ・放射線技術学科においては教育目的を達成するために、教育課程の編成方針は下記の通

りに行っている。 

①「基礎分野」、「専門基礎分野」、「専門分野」の科目に対して 4 年一貫教育をめざした

カリキュラム編成を行い、それぞれが系統的に学習できるようバランス良く配置して

いる。 

②「基礎分野」においては、個性を備え、豊かな人間性を有する知識人を育成するため

の授業科目を開設し、医療人としての倫理観やコミュニケーション能力の向上に向け

た教育に力を入れている。 

③「専門基礎分野」においては、診療放射線技師として必要な科学的知識を修得するた

めに、人体の構造と機能を始め、自然科学の高度な現象を理解するための授業科目を
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開設している。 

④「専門科目」においては、放射線に関する専門的な知識と高次元の医療技術をマスタ

ーすることを目的に、画像技術・核医学・放射線治療等に関する具体的な講義および

学内実習を行っている。 

⑤臨床実習においては、診療放射線技師としての実践的な教育を行い、高度な専門性に

裏付けされた技能と総合的かつ自主的判断力を養う。また、医療の現場で重要視され

ている、医師およびコメディカルによるチーム医療の中で、他職種との役割分担と有

機的な連携ができる人材が育成できるように設定している。 

  ■保健科学部 看護学科 

  ・看護学科では、前掲の教育目的を達成するために、厚生労働省における看護師、保健師

養成指定規則に基づき専門科目の充実をはかると同時に、文部科学省における大学設置

基準並びに学校教育法に即した教育目的を達成するために以下のように 4 年間の教育課

程を編成し展開している。 

①1・2 年次においては人間、社会、健康の幅広い分野の理解を深め、コミュニケーショ

ン力、自主的学習姿勢を育成するために、社会人として必要となる「基礎セミナー」、

「社会慣習・マナー技法」、「情報処理入門」等の科目を開設している。 

②看護の対象者である「ひと」を健康、環境、人間として統合的にとらえられるように

早期より自然、社会、文化に触れ、個人・家族・集団の中で個々人がこの世の中に生

を受け、人生を歩み生活している対象者であることを理解できるよう、「ふれあい実

習」、「家族援助概論」等の科目を開設している。 

③3，4 年次においては看護の専門性を対象、場を考えながら、各領域で学びを深めるた

めに、専門科目である「女性の健康看護学概論」、「周産期看護学」、「母性看護学実習」

等、各領域での概論、臨床看護等を開設し、実習を含む 87 単位中 81 単位(「ターミナ

ルケア論」、「英語文献購読」、「漢方セミナー」、「国際看護論」を除く)のすべてを必修

科目としている。これらの科目を修得することにより、看護師および保健師国家試験

受験資格取得を可能とする。 

  ■助産学専攻科 

  ・助産師は医業分業の中では、ローリスク妊産褥婦と新生児、産科医師はハイリスクと分

業されている。また、医療法により「開業権」を有する。そのため、教育課程は実践を

中心に自立した助産師育成ができるような教育課程としている。修業年限 1 年、修了要

件は 35 単位以上である。教育課程は 3 領域で構成している。「助産学実践領域」24 単位

を中心とし、その基盤となる知識を「助産学基礎領域」7 単位、「助産関連領域」4 単位

で構築した。 

 

 ３－１－③ 教育目的が教育方法等に十分反映されているか。 

  ■保健科学部 衛生技術学科 

  ア．「基礎分野」では倫理感や人間性を育むため、「生命倫理学」を必須とし、人文科学、

社会科学やコミュニケーションの分野に幾つかの選択科目を配することで、学生が主体

的に科目履修をし、これらの科目を受講することで検査を受ける人の気持ちを理解でき

る臨床検査技師の育成を行っている。 
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イ．「専門基礎分野」では体内の構造や機能など基礎的な知識や分析技術に関連する科目を

配置しており、専門科目を通じて臨床検査の知識と技能を修得するための一貫性のある

教育を行っている。 

ウ．「専門分野」では臨床検査に特化した講義や実習だけでなく、演習を配置することで臨

床検査のスペシャリストとしての知識、技能を育成している。小人数制のグループ実習

とすることにより互いに討議し協同で実験を進めることで協調性や自主性を育成してい

る。 

エ．4 年生では国家試験対策として月 1 回の国家試験形式の模擬試験（合計 11 回）が実施

される。模擬試験の成績不良者に対しては教員による補講を実施して理解させるよう努

めている。また、4 年生全員を対象とした国家試験対策のための補講も行い全員合格を目

指している。授業時間外においては一部の教室を開放し学生が自ら国家試験勉強できる

ような環境作りを図っている。 

オ．4 年次の「臨地実習」では学内実習から学んだ技術を基本として 2 ヶ月間の長期間に

わたり 1～2 人の尐人数で実習が行われ、臨床現場での実践的な技術や知識の修得を行う

場となっている。実習期間中は教員が施設を巡回して実習担当者から実習の様子を伺う

とともに直接学生の指導も行っている。また、医療チームの一員としての自覚を身に付

けさせている。 

カ．最新技術とリスク管理の対応への科目を配置し、臨床検査の指導者から話をきくこと

により医療現場の一員として、また臨床検査のスペシャリストとしての自覚を持たせて

いる。 

  ■保健科学部 放射線技術学科 

  ア．放射線技術学科として重要な理数系科目においては、「基礎学力テスト」を基に学力別

にクラスを分け、出発点は異なるが到達点が同じになるように授業を進めている。 

イ．「基礎セミナー」は 15 人の教員が 6、7 人の学生を担当してセミナー形式で、多面的な

知的トレーニングを行い、真理探究の方法と面白さを学び、結果を報告・発表する自立

学習・コミュニケーション能力の育成を図っている。 

ウ．「専門基礎分野」の科目は、国家試験に直接関係しているとともに「専門分野」を理解

するために重要であるため、それら科目の実習や演習に力をいれている。講義で説明し

た内容を具体的に教授するため資料等を配布し、学生自ら実践することで内容を理解す

るよう努めている。 

エ．「専門分野」については国家試験を念頭に置いて講義しており、早い時期から自分の実

力を知った上で問題意識を持ち，積極的な「自学・自習姿勢」ができるよう指導してい

る。 

オ．国家試験の対策として、全 9 回の「総合放射線総合演習模擬試験」を実施し、また正

規の 3 倍近い約 170 コマの習熟度別の対策授業で学生個人の実力を養成している。一方、

担任との面談等を通して、動機付けと勉強方法を確認・指導することで生活面でのサポ

ートも重視している。その上で、学内に自習の時間と場所を確保し、教員に対する質問

しやすい環境を整えることで合格者数の増加を図っている。 

カ．10 週間にわたる「臨床実習」では、講義や学内実習で勉学した内容を臨床現場におい

て検証するとともに、放射線業務を体験することで講義内容を理解し、専門職における
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モチベーションを向上させるように取り組んでいる。実習期間中は専任教員が担当の実

習指定病院を巡回し、技師長始め臨床実習指導者から学生の実習の様子を聞いた上で、

学生に直接指導し臨床実習の効率向上に務めている。 

  ■保健科学部 看護学科 

  ア．看護学科では対象を総合的に理解するために様々な年齢、ライフステージ、健康レベ

ルにある人々とふれあう「ふれあい実習」を実施している。また、専門科目においては、

各領域において講義、演習、実習を組入れることにより、実践過程における状況に応じ

た適切な判断能力と管理能力さらにはチーム医療の連携での指導力を備えた人材を育成

するよう工夫している。 

イ．講義科目については双方向の授業を取り入れ、またパワーポイントや DVD の使用、レ

ジュメの活用、小テストを行うなど、教育効果を上げるために様々な方法をとっている。 

ウ．学内で行う演習では領域により、実習先の病院から指導者を派遣してもらい、教員と

共に学生の教育にあたっている。このような教育方法については学生からも臨床側から

も評価を得ている。 

エ．「臨地実習」に関しては「臨地実習」前に領域を超えて一斉ガイダンスを実施し、また

領域毎にも 1～2 コマを充当して行っている。また、それぞれの領域に分かれた「臨地実

習」開始直近には各領域のグループごとに詳細なガイダンスを行っている。 

オ．これらの教育方法に関しては、学生による授業アンケート結果をもとに、領域単位お

よび個々人の教員が授業改善を行うように努力し、学生に分かる授業を目指して教育技

法を工夫している。 

カ．4 年生の看護師および保健師国家試験受験を成功させるべく、合計 10 回の模擬試験を

実施した。12 月末にはその結果を保護者に送付し実態を把握してもらった。学生個々が

主体的に学習に取組むよう大学(教員)および家庭(保護者)の双方からの働きかけを強化し

た。 

  ■助産学専攻科 

  ア．「社会環境の変化や、医療の高度化並びに対象のニーズの多様化に対応できる知識と技

術を身につける」の「教育目標」については、授業科目についての研究者、エキスパー

ト、インストラクターなど対象のあらゆるニーズに対応できるようにしている。また、「助

産学実践領域」の授業は、必ず演習を入れ、臨地で活用できるよう考えている。さらに、

最先端医療は特別講義として、その領域の認定医に講義を受けている。 

イ．「人間性豊かなきめ細かい助産活動が展開でき、母子保健の向上に寄与できる人材を育

成する」「助産学実習」では、入院から退院後の 1 週間健診までを一例の基準としている。

また、分娩介助 10 例中１例は、妊娠中から産後 1 カ月まで継続して母子のケアを実践で

きるようにしている。この 1 例は家庭訪問をし、地域における母子の保健指導と育児支

援をしている。 

 (2)３－１の自己評価 

  ■本学全体 

  ・各学科、専攻科の教育目的は、建学の精神、「教育目標」に沿って定められ公表されてい

る。この教育目的は、各学科、専攻科における国家資格取得のための必要科目をベース

として、各教育課程の編成方針や教育方法に反映されている。 
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  ■保健科学部 衛生技術学科 

  ・臨床検査技師としての知識および技術習得のため、「専門基礎分野」で基礎的な知識や技

術を身に付けることが出来るような講義や実習を行うことにより専門性への適切な指導

を行っている。実習では尐人数制とし、実習後のレポートにより技術の習得のための適

切な指導が行われている。また、3 年生から 4 年生では演習により検査における専門性

と応用力の育成のみでなく、国家試験の対策にも反映され、高い合格率を得ることがで

きた。4 年次での「臨地実習」では担当施設の実習指導と教員の巡廻指導により、臨床検

査のスペシャリストとしての技量と自覚を身につける教育がなされている。 

  ■保健科学部 放射線技術学科 

  ・人間性の向上を計るために重要な教養科目は順調に進めることができた。特に多面的な

知的トレーニングを行い、真理探究の方法と面白さを学び、結果を報告・発表する自立

学習・コミュニケーション能力の育成が出来た。「専門基礎分野」、「専門分野」では診療

放射線技師としての学識を広めることができ、それが国家試験の高い合格率に繋がった。

「臨床実習」においては、講義や学内実習で勉学した内容を臨床現場において検証する

とともに放射線業務を体験することができ、学生の職業意識の向上において非常に有益

であった。以上のことから、教育目的を達成するために充分な教育課程が編成されてい

る。 

  ■保健科学部 看護学科 

  ア．「基礎分野」、「専門基礎分野」で基盤をつくり、「専門分野」の講義、演習そして「臨

地実習」へと「教育目標」達成を目指して展開している。平成 22(2010)年度の国家試験

の合格率は 100％であり、「教育目標」を達成することができた。 

イ．新カリキュラムと旧カリキュラムが同時に進行しているため、科目編成の順序性と教

員の重複を避ける工夫などが行えた。しかし、各教科目の単位数に準じたコマ数確保に

よる時間割上の調整困難が見られた。幸いにもその影響が学生の思考能力と理解度困難

を示唆する状況には至らなかった。それは、各専門科目担当教員の創意･工夫による講義

展開や演習･臨地実習における適切な指導により、補足できたものと評価した。 

ウ．「臨地実習」指導評価については領域ごと並びに病院・施設ごとの打合せにより、より

よい実習指導を目指した意見交換が頻繁に行われた。「臨地実習」の中間報告会では、実

習指導体制のあり方や本学の実習課題などを含めて教員側と施設側との情報交換が行わ

れ、今後に向けての共有性が示唆された。一方、教員側の実習指導体制や姿勢について

は、実習施設との関係性が取れ始めたので、今後は課題解決に向けて、学科と各施設と

で継続して実習指導体制作りを行う必要性が合意された。 

  ■助産学専攻科 

  ア．教育目的の達成に向けて、養成所指定規則を中心に、専門職業人を養成する教育課程

を編成している。 

イ．教育方法は、臨地との乖離を最尐にするよう実習施設から専門性を持つ助産師の講義

や演習を組み入れた。また、国家試験の出題傾向として事例問題が多くなっているため、

助産学実習前に技術演習、ペーパーシュミレーションによる個人指導を行い、教育目的

の達成に効果があった。 
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 (3)３－１の改善・向上方策(将来計画) 

  ■保健科学部 衛生技術学科 

  ア．現在のカリキュラムの内容を学科内で検討して 23(2011)年度入学生より新カリキュラ

ムをスタートした。当面は新カリキュラムが適切であるかを検証していく。 

イ．現在、病院ではチーム医療が話題になっていることから、新カリキュラムでは他の学

科と連携してチーム医療に関連する科目も編成している。 

ウ．進級要件においては、特に 1 年次から 2 年次の進級要件が設定されていないため、新

たに進級要件を設定した。 

  ■保健科学部 放射線技術学科 

  ア．現在までに問題となったことを整理し検討することで、教育目的に沿って教育方法が

適切に行われているかを検証していく。 

イ．選択科目数と配置科目、受講率の向上、早期から自覚を高めることなど、これらの点

を含め、さらなる問題点を見出し、学科で充分時間をかけて検討し、改善することでよ

り良いカリキュラムを編成していく。 

  ■保健科学部 看護学科 

  ア．平成 23(2011)年度は、旧カリキュラムと新カリキュラムが同時に進行しているため、

双方の教育課程において適正かつ学習効果の挙がる教育方法を展開し、教育目的を達成

する必要がある。そのために各専門領域の看護学担当教員が日々の講義・演習・実習展

開の教育方法を創意･工夫することを重点課題とし、取り組んでいく。 

イ．学生個々の教育到達レベルを把握するための各専門領域での評価基準を明文化し、教

員間での相互評価を行う。(平成 21(2009)年度からの継続) 

ウ．教員の資質向上を図り、よりよい教育を学生に提供するために、①専門教員による実

習指導レベルアップのための「教育検討会」の開催、②「実習指導者講習会」(実習指導

者とともに実習指導に関する学習会を計画)開催、③新たな実習施設の開拓 ④専門領域

を超えた教員間の授業参観と評価を行うことで、学生への理解度を深める工夫を検討す

る。 

  ■助産学専攻科 

  ア．入学時では学生の母性看護学技術到達度や協調性に差があるため、4 月当初より学生の

学習に対する意欲を高め、人間性を養えるような授業方法の工夫を行う。 

イ．入学時に看護学専門科目の「専門科目学力試験」を実施して個人を把握し、対策を立

てて指導する。また、演習はグループで行うことを多くし、協調性を養う。 

ウ．「助産学概論」の授業では、助産師の専門性、職業倫理を重点に講義する。 

エ．入学時のオリエンテーションの方法を改善し、初日から学生間、教員との交流がとれ

るようにする。また、入学後速やかに個人面接をし、学生生活に対する不安を解消する。

それにより、精神的余裕ができ周囲に対する配慮と自己を高める意識を持たせる。 

オ．養成所指定規則の改正により、助産診断技術学 6 単位→8 単位、助産管理 1 単位→2

単位、臨地実習 9 単位→11 単位となり、合計 23 単位→28 単位となる。当科の教育課程

の変更は、指定規則以外に選択科目の「カウンセリング論」を閉講し、「英語講読」を予

定している。なぜなら、本学の「教育目標」である「学際性」ならびに当科の教育目的

にある「産科医療の高度化」「助産ケアの多様化に対応」できることを考慮したからであ
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る。それにより、修了要件は 35 単位→36 単位を考えている。 

 基準３―２．教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。 

 (1)３－２の事実の説明(現状) 

 ３－２－① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。 

  ■本学全体 

  ア．図３－２－１「カリキュラム構成概念図」にあるように、3 学科共通した教育コンセプ

トのもとに「人間性」、「国際性」、「学際性」を養うため、授業科目の区分を「基礎分野」、

「専門基礎分野」、「専門分野」、「専門分野(総合科目)」に 4 分し、次のように編成してい

る。 

①「基礎分野」では人間、社会、健康の幅広い分野の理解、コミュニケーション力、自

主的学習姿勢を身に付けることを目指す。 

②「専門基礎分野」では専門科目に臨むための基礎的、科学的な知識・技術を身に付け

ることを目的とする。 

③「専門分野」では専門科目の知識と実践能力と、チーム医療のノウハウを身に付ける。 

④「専門分野(総合科目)」では科目横断的理解と実践力、探究心と問題解決姿勢、専門関

連分野の理解を深めることを目的として科目設定を行っている。 

イ．「人間性」、「学際性」を持った医療技術者育成のため、医療分野のみでなく人文・社会

科学等の幅広い知識を有してさらに「専門基礎分野」、「専門分野」を履修し、最後に分

野横断的な展開が出来る力の育成を目指して科目の編成をしている。 

ウ．「国際性」については、開学当初「英語Ⅰ～Ⅵ(Ⅴ、Ⅵは医療場面での英会話)」、「ドイ

ツ語」、「中国語」、「国際医療保健概論」を開設したが、「国際性」を育む科目を充実させ

るため、平成 23(2011)年度より英語科目を「基礎英語」、「英語Ⅰ」、「英語Ⅱ」、「医療英

語」、「英会話Ⅰ(初級)」、「英会話Ⅱ(中級)」に再編成し、その他の語学として「韓国語」、

「ポルトガル語」を新たに開講した。 

図３－２－１「カリキュラム構成概念図」 
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エ．基準 3-1-②項で説明したとおり、本学は放射線技術学科、看護学科、助産学専攻科に

おけるそれぞれの国家資格技術者の養成校として文部科学省から指定を受け、また衛生

技術学科は臨床検査技師国家試験受験資格要件を基本として指定規則に沿った教育科目

を展開しており、法令により必要教育課程及び単位数が定められている。このため、こ

の必要教育課程を基本とし、更に「教育目標」、教育目的を達成するための教育課程を設

定している。 

オ．学科の「専門基礎分野」、「専門分野」の科目は、「教育目標」に基づき学科長、教務担

当教員が中心となり、「学科会議」で検討している。 

  ■保健科学部 衛生技術学科 

  ア．衛生技術学科の教育課程は、臨床検査技師養成に関わる指定規則に則った諸科目を主

軸として関連科目を加えて体系的に編成している。 

イ．1 年生では「基礎分野」として人間形成、自己形成のための教養科目に専門を理解する

ための「専門基礎分野」の科目が加わっている。 

ウ．2 年次では「専門基礎分野」の科目に「専門分野」の科目が加わり、前期では 1 年生

で履修した科目の実習、後期には「専門分野」の科目の実習が行われている。 

エ．3 年次では「専門分野」の科目の講義と実習および演習から編成されている。 

オ．4 年次では「臨地実習」を始めとした総合的な科目が主体となる。 

カ．初期の人間形成、自己形成から段階的に「基礎分野」から「専門分野」へと積み上げ

ていくことで理解しやすい体系的なカリキュラムとなっている。 

キ．「基礎分野」の人文科学、社会科学およびコミュニュケーションは 4 年生まで受講可能

とし、人間形成、自己形成にも考慮したカリキュラムになっている。 

  ■保健科学部 放射線技術学科 

  ア．放射線技術学科では、1 年次は「基礎分野」である教養科目が主体である。 

イ．2 年次では「専門基礎分野」がかなりの割合を占めるようになり、さらに「専門分野」

として 1 年次で実施した「診療画像学基礎実習」、画像関係の講義に加え「臨床基礎実習」

を行っている。 

ウ．3 年次では一部の「基礎分野」「専門基礎分野」に加え、多数の「専門分野」の交誼・

実験・実習を行っている。 

エ．4 年次においては、「専門分野」はもとより、「臨床実習」ならびに国家試験に向けての

特別講義や自主学習を積極的に推進し、医療人としての自覚を兼備するよう努めている。 

オ．楔形の 4 年一貫教育を行うことにより、人間性の形成に加えて専門に対する興味を持

たせるよう編成している。 

  ■保健科学部 看護学科 

  ア．看護師・保健師養成所指定規則の改正があり、平成 21 年度入学生からカリキュラムを

変更した。主な改正点は、「基礎看護分野」の知識を学んだ上で具体的な「基礎看護技術」

の内容の展開をめざし、初学者の理解を促進できるよう「専門基礎分野」では「医学概

論」、「微生物学」を、「専門分野」では「ふれあい実習」を行うこととした。これにより、

医療人、看護者としての自覚を促し、看護への関心を高める効果があった。 

イ．2 年生では主に「専門基礎分野」の学習を行ない「専門分野」へと移行する。 

ウ．「臨地実習」は、段階的に進めている。1 年生は看護の対象者をより具体的に理解する



岐阜医療科学大学 

 - 24 - 

ために、ライフサイクルの異なる人々と接する「ふれあい実習」を、2 年生は「基礎看護

学実習」を、3、4 年生では 7 領域の専門分野の実習を行う。 

エ．「臨地実習」は患者中心の援助で、理論と実践を統合する重要な学習であり、看護学科

全カリキュラムの 3 分の 1 を占める重要な学習であるため「臨地実習」の履修要件を設

けている。 

  ■助産学専攻科 

  ・助産師の業務となる妊娠・分娩・産褥・新生児期の助産診断ができ、これらの過程が安

全にかつ対象の満足度のある支援ができる知識と技術を修得するため、教育課程は 3 領

域で構築している。3 角形の頂点を「助産学実践領域」とし、修了要件 35 単位中 24 単

位であり、教育課程の 70％を占めている。助産師としての専門性・自立性を活用した助

産師の活動ができるよう構成している。助産学実践を支える知識である「助産学基礎領

域」7 単位、「助産学関連領域」4 単位で 30％を占めている。「助産学基礎領域」は、女

性のライフサイクルにおける健康問題とリプロダクティブヘルス／ライツ(性と生殖に

関する健康と権利)、家族関係形成に必要な知識の習得ができるようにしている。「助産

学関連領域」は、対象の人権を尊重した支援ができる知識の習得ができるようにしてい

る。 

 

 ３－２－② 教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。 

  ■本学全体 

  ア．本学で開講されている各授業科目の具体的な学習教育の内容は、シラバスに明記され、

シラバスは学生全員に配布されている。 

イ．基礎分野では 6 つの領域に分かれ、 

①人文科学では「生命倫理学」、「医療心理学」等で医療人としての基礎を学ぶ。 

②社会科学では「社会学」、「法学」等を通して一般社会人としての教養を身に付ける。 

③コミュニケーションでは「カウンセリング技法」、「ボランテｲア技法」等でコミュニケ

ーション能力の向上を図る。特に「基礎セミナー」では学生が自分自身でテーマを考

え議論を通して作り上げ、発表することで問題解決能力を育成する。 

④自然科学では「専門基礎分野」へのスムーズな移行ができるよう学力の底上げを目的

として、「基礎数学」「基礎物理学」「基礎化学」「基礎生物学」を配し、３学科の学生

が共通して選択できる。 

⑤外国語では「基礎英語」、「英語Ⅰ・Ⅱ」、「医学英語」、「英会話Ⅰ・Ⅱ」を配し英語能

力の向上をはかるとともに、「ドイツ語」、「中国語」、「韓国語」、「ポルトガル語」を開

講し、国際化の進む医療界や近年著しく増加する在日外国人への対応力を育成する。 

⑥健康と保健科学では健康な心と体やチームワークの育成を目指して、「健康科学概論」、

「チーム医療論」、「体育実技」等を開講している。 

  ■保健科学部 衛生技術学科 

  ア．｢専門基礎分野｣の科目は 1 年次から 2 年次にかけて実施される。その中の「生命科学

の基礎」の領域では生命現象の理解と、基本的な化学実験から生体試料を使用する実験

を行うことにより、基礎的分析技術の習得を目指している。「人体の構造と機能」および

「医学検査の基礎と疾病との関連」の領域では「専門分野」への理解を深めるため、人
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体の構造、機能について理解させるとともに顕微鏡による観察能力を養う教育となって

いる。 

イ．｢専門分野｣の科目は 2 年次から 4 年次にかけて実施される。2 年次から 3 年次にかけ

ては臨床検査技師が実際に関わる検査項目の種類と検査法および疾病との関連性を学

び、正常と異常との違いを理解させるとともに、グループ実習により検査法の理解と技

術を習得させ、実際の臨床現場に精通した臨床検査技師教育を目指している。｢臨床病態

学｣領域では臨床医学の基礎、疾病の原因、各器官での病態を学び、検査項目と疾患の関

連性や基準値について理解をさせる。｢形態検査学｣領域では各組織・臓器や種々の細胞

の特徴および病変を形態的側面から捉える。｢生物化学分析検査学｣領域では血液や尿な

ど生体から採取した試料についての分析法や生理的、意義、臨床的意義を学ぶ。｢病因・

生体防御検査学｣領域では微生物の性質、特徴を学ぶとともに、その取り扱いを習得する。

また、生体の防御機構を理解し、免疫検査技術を習得する。｢生理機能検査学｣領域では

医療現場で実際に使用される機器を用いた実習で、生理機能検査の理論や応用を理解し

技術を習得する。 

ウ．4 年次では臨床現場での体験を目的とした「臨地実習」を 2 ヶ月間実施している。学

内実習で習得した技術・能力を実践的に経験する。そして、「卒業研究」では与えられた

課題に対し授業・実習で得た知識や手技を駆使して結論を導き出す過程を実践する。ま

た、臨床の現場での実務経験者から検査に関わるトピックスや最新の情報の講義｢検査学

特論｣や医療事故に関する講義｢検査学特論｣を配置し、最新の臨床現場に対応する教育も

実施する。  

  ■保健科学部 放射線技術学科 

  ア．専門基礎分野では、「人体の構造・機能・疾病」「保健医療における理工学的基礎」「放

射線の科学・技術」の 3 領域に分類されている。「人体の構造・機能・疾病」は「解剖学」

や「生理学」の他、「病理病態学」、「看護学」等を学び、医学的な基礎を学習する。「保

健医療における理工学的基礎」では「医用統計」や「積分変換」等が開設されており高

度な数学的知識を養う一方で、「医用電気・電子工学」等で放射線に関連する機器工学の

基礎を習得している。「放射線の科学・技術」は「放射線物理学」、「放射化学」、「放射線

生物学」、「放射線計測学」等が開講されており、放射線の理論的な学識を習得しながら、

それら科目の演習や実習を通して放射線の基本的性質を学ぶ。 

イ．専門分野は大きく 5 つの専門領域と「臨床実習」「総合放射線学」に区分されている。

5 つの専門領域は「診療画像学」「核医学検査学」「放射線治療学」「医用画像情報学」「放

射線安全管理学」に類別され、それぞれが放射線技師としての幅広い知識と深い専門性

を学べるように開設されている。臨床実習は学内で行われる「臨床基礎実習」と実際の

病院で研修する「臨床実習」に分かれ、これまで教授を受けていた内容を実際に体験す

ることで、講義内容の理解をより深める。特に「臨床実習」は単なる撮影技術だけでは

なく、臨床現場を経験することで患者の接遇やチーム医療についても学び、医療人とし

ての自覚を促している。また、「総合放射線学」は「放射線学特論」等が開講されており、

より深い専門知識を学ぶため各領域の専門家を招聘して最新知識を習熟している。特に、

「総合放射線学演習」では 4 年次の後期に開設され、これまでの総決算として「専門分

野」の全領域をカバーした演習を行い、放射線技師として立派に社会に巣立つように学
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習している。 

  ■保健科学部 看護学科 

  ア．授業科目は、教育課程の編成にそって組まれ、授業の内容はシラバスに明示している。

看護学科の教育課程は、看護師、保健師の統合カリキュラムとして位置づけ、「基礎分野」、

「専門基礎分野」、「専門分野」の 3 分野になっている。 

イ．「専門基礎分野」は、3 区分「人間の理解」「環境の理解」「健康の理解」である。この

分野は、「専門分野」への基礎的知識を学習する授業科目として位置づけている。人の発

生にはじまり「人体構造学」、「人体生理機能学」、「発達心理学」、「人間関係論」等 7 科

目を配している。「環境の理解」では医療・看護を取り巻く環境として「医学概論」、「食

生活論」、「保健医療福祉制度論」、「社会福祉原論」、公衆衛生・疫学を含む「保健学Ⅰ・

Ⅱ」、「保健統」の計 7 科目を開講している。「健康の理解」では健康を支える医学的知識

の基本となる「生化学」、「免疫学」等の 11 科目を開設している。 

ウ．「専門分野」は、「専門Ⅰ」「専門Ⅱ」「統合看護」「総合看護」の４区分である。「専門

Ⅰ」では看護学の基礎を養うことを目的として「看護学概論」をはじめ、看護の技術を

修得する科目として、実習を含めた 9 科目を開講し、全科目必須としている。この領域

は、2 年生を中心に開講し看護の基礎を履修する。「専門Ⅱ」は概論、臨床看護、実習の

組立を基本とし、発達段階を中心とした授業科目の構成である。「女性の健康看護学概論」

(周産期、母性)、「小児看護学」、「成人看護学」、「老年看護学」、「精神看護学」の 5 領域

である。この領域の講義は、2 年生から 3 年生前期にわたって開講し、実習は、3 年生後

期から 4 年生前期に開講し、全科目必須としている。「統合看護」は概論、看護論、臨床

看護、実習の組み立てを基本とし、看護を必要としている場の特性と対象に対応する内

容として地区・学校・組織・在宅、災害等の看護に関連する 11 科目を開設している。ま

た看護全般にかかわる「医療安全管理学」、「災害看護論」、「看護管理学」など特性ある 6

科目を開講している。中でも、「ふれあい実習」は 1 年次に開講し看護への関心を促して

いる。地区・学校・組織・在宅に関連する実習は、3 年生後期から 4 年生に履修する。「統

合看護実習」は 4 年次に開講し看護学の集大成として位置づけている。「総合看護」は「家

族援助論」、「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」は必修としているが、「ターミナルケア論」、「英語文献講

読」、「漢方セミナー」、「国際看護論」は選択科目として開講している。これらの 3 分野

の授業科目・内容は、概ね各学年次の教育課程にそって進行している。 

  ■助産学専攻科 

  ア．「助産学実践領域」は、助産師の基礎的知識・技術として「助産診断・技術学」を対象

の経過に応じて 3 期(妊娠期・分娩期・産褥期)に分類している。特に助産学実習の中で最

もウエイトの高い分娩期は、2 単位(60 時間)としている。助産師の業務の実際、法的業

務と責任については「助産管理論」で基礎的知識の習得をし、「助産管理実習」で実践し

ている。また、「助産診断・技術学」の専門性を深め、対象に応じたケアの実践を行うた

め「東洋医学」「マタニティースポーツ」「乳房管理」を授業科目としている。講義は臨

地を想定した授業科目であり、「助産学実習Ⅰ・Ⅱ」と関連づけている。 

イ．「助産学基礎領域」は、助産師の身分、業務の法的根拠、職業倫理、国際活動について

「助産学概論」、女性のライフサイクルにおける健康問題は「ライフサイクルとウイメン

ズヘルス」、ハイリスク妊産褥婦の基礎知識は「周産期の生殖」で習得する。家族形成の
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理解は「家族心理学」で習得する。 

ウ．「助産学関連領域」は、対象となる女性を取り巻く社会情勢を「女性と社会学」、思春

期教育から成人期のリプロダクティブを「性科学」、対象の人権の尊重、リプロダクティ

ブヘルス／ライツについて「生殖の生命倫理」、助産学研究を通して生涯教育、自己研鑽

できるよう「保健統計」を授業科目に入れている。 

 

 ３－２－③ 年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。 

  ■本学全体 

  ・1 年生はガイダンス実施時、2～4 年生はオリエンテーションにおいて年間学事予定表を

配布、説明し、その予定の通り各種学事を行なっている。 

 

 ３－２－④ 単位の認定、進級及び卒業・修了の要件が適切に定められ、厳正に適用されてい

るか。 

  ■本学全体 

  ア．授業と単位 

①本学では授業時間を 90 分とし、予習、復習時間を含めて、単位換算における 2 時間と

している。 

②講義及び演習は、15 時間から 30 時間までの範囲で、本学が定める時間をもって１単

位としている。 

③実験実習及び実技は、30 時間から 45 時間までの範囲で本学が定める時間の授業をも

って 1 単位としている。 

④前期、後期の授業は 15 週から 16 週の期間にわたって行われる。 

イ．修業年限と在学期間 

①学年は前期(4 月～9 月)と後期(10 月～3 月)に分けている。 

②保健科学部の修業年限は 4 年であり、在学できる期間は 8 年である。 

③助産学専攻科の修業年限 1 年であり、在学できる期間は 2 年である。 

ウ．進級(平成 23(2011)年 4 月入学生) 

衛生技術学科と放射線技術学科では、2 年次、3 年次及び 4 年次への進級に関して要件

を設けている。看護学科では 3 年次進級と臨地実習の履修要件を設定している。また、

助産学専攻科では臨地実習の履修要件を設定している。その内容は学生便覧に記載して

あると共に、学年始めの全体及び学科毎のオリエンテーションの場で教務関連事項の中

で説明され、学生全員への周知及び教員自身の確認がなされている。「教授会」、「教務委

員会」、「学科会議」、でその要件の判定は慎重に行なわれる。 

エ．卒業・修了要件と単位数 

卒業するためには表３－２－１「卒業・修了要件」に示した「必要修得単位数」を充

たす単位の取得が必要である。 

 オ．履修科目の上限 

本学のカリキュラムは指定規則に定められている必須科目が多く、各学科における国

家試験の受験資格を得ることが目標で卒業要件でもあるため、これにより単位制度の実

質は担保されていると考え、履修科目の上限を設定していない。 
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カ．単位認定 

①単位は、授業科目を履修し、その試験に合格した者に与えられる。 

②評価は 100 点満点で、A(80 点以上)、B(79～70 点)、C(69～60 点)、D(59 点以下)に分

かれ、A、B 及び C を合格としている。 

表３－２－１「卒業・修了要件」(平成 23(2011)年 4 月入学生) 

A.保健科学部(卒業要件) 

授業科目の区分 
必要修得単位数 

衛生技術学科 放射線技術学科 看 護 学 科 

基礎分野 23 単位以上 22 単位以上 18 単位以上 

専門基礎分野 26 単位以上 33 単位以上 28 単位以上 

専門分野 77 単位以上 70 単位以上 82 単位以上 

合 計 126 単位以上 125 単位以上 128 単位以上 

 

B.助産学専攻科(修了要件) 

科目の区分 必要修得単位数 

助産学基礎領域 7 単位 

助産学実践領域 24 単位 

助産学関連領域 4 単位以上 

合 計 35 単位以上 
 

   

  ■保健科学部 衛生技術学科(平成 23(2011)年 4 月入学生) 

  ・2 年次進級要件として「1 年次終了時に必修科目のうち未修得が 3 科目以下であること」、

3 年次進級要件として｢2 年次終了時に必修科目のうち未修得が 3 科目であること。さら

に、選択科目が基礎分野および専門基礎分野の卒業要件を満たすこと。｣、また 4 年次進

級要件として｢3年次終了時に基礎分野 23単位以上および専門基礎分野 26単位以上を取

得し卒業要件を満たすこと。さらに、3 年次までに開講された専門分野の必修科目をすべ

て習得していること。｣と規定している。 

  ■保健科学部 放射線技術学科(平成 23(2011)年 4 月入学生) 

  ・2 年次進級要件として「1 年次終了時に基礎分野 18 単位以上(必修含む)の修得。」、3 年次

進級要件として「2 年次終了時に基礎分野 20 単位以上(必修全て)の修得および専門基礎

分野・専門分野の必修科目未修得がそれぞれ 3 科目 4 単位以下であること。」、4 年次進

級要件として「3 年次終了時に基礎分野 30 単位以上の修得および専門基礎分野・専門分

野の必修科目未修得がそれぞれ 2 科目以下であること。」と規定している。 

  ■保健科学部 看護学科(平成 23(2011)年 4 月入学生) 

  ・進級要件は、1 年次生から 2 年次生では設けていないが「3 年次進級要件」を設けており、

「2 年次終了時に基礎分野 18 単位以上・専門基礎分野 24 単位以上、専門分野 36 単位以

上修得していること」としている。また、「臨地実習履修の要件」を、「2 年次前期の基礎

看護学実習Ⅰまでに、看護学概論、看護理論、臨床看護学総論、基礎看護技術Ⅰ、基礎

看護学技術Ⅱを履修していること、2 年次後期の基礎看護学実習Ⅱまでに、基礎看護技術
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Ⅲ、看護過程演習、家族援助概論を履修していること、3 年次後期からの臨地実習までに、

専門分野の 3 年次前期必修科目をすべて修得していること」としている。 

  ■助産学専攻科 

  ・臨地実習の要件として、「助産学実習Ⅰは助産診断・技術学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを修得しているこ

と、助産学実習Ⅱは助産学実習Ⅰ(4単位)を修得していること」としている。 

 

 ３－２－⑤ 履修登録単位数の上限の適切な設定など、単位制度の実質を保つための工夫が行

われているか。 

  ■保健科学部 

  ・履修科目の上限は特に定めていない。各学科における国家試験の受験資格を得ることが

目標で卒業要件でもあり、これにより単位制度の実質は担保されていると考えている。

このため、本学においては、過剰な単位取得による教育の質低下を招くとは考えていな

い。卒業要件の単位数を超える場合は、各学科において、それ以外の資格(衛生技術学科：

健康食品管理士など、放射線技術学科：放射線取扱主任など、看護学科：第 2 種養護教

員などの認定資格)を習得することを奨励しているためである。 

  ■助産学専攻科 

  ・履修単位は 35 単位以上であり、必修 33 単位、選択 2 単位である。上限単位数は 37 単

位であり、過密すぎない適切な単位数の設定をしている。 

 

 ３－２－⑥ 教育内容・方法に、特色ある工夫がなされているか。 

  ■保健科学部 衛生技術学科 

  ・衛生技術学科では、高校で学習する生物と化学が基礎科目として重要である。新入生に

よってはこれらの科目を高校時に学習していない学生がいるため、入学直後に実施した

「基礎学力診断テスト」では学力差が認められる。このため、「専門基礎分野」の関連科

目を受講するように進め、さらに時間外に高校教育経験者の非常勤による特別補習を設

定して受講させて学力差を縮めるようにした。「専門分野」の実習を修得するための基礎

となる「基礎実習」(形態・病原)をグループに分けて行い、基本的技術を身につけさせた。

「専門分野」では演習科目を配置し、検査結果と病態との関連性を習得させ技術のみで

なく総合的に判断できる学生の育成を行っている。また、選択科目であるが病院でのリ

スクマネージメントおよび最新技術を学ぶ「検査学特論」を配置し、現場のスタッフか

ら病院の管理および技術の話を聞くことで、病院で働く臨床検査技師としての自覚を持

たせる教育を行っている。 

  ■保健科学部 放射線技術学科 

  ・放射線技術学科は学科の性格上、数学・物理学は重要な基礎科目であるが、入学時に実

施する「基礎学力診断テスト」の結果では大きな開きが認められる。全体の学力を一定

水準まで引き上げるため、補講を実施し、また学力別クラス編成により高校程度の基礎

レベルから講義する等の努力を行っている。「基礎セミナー」では 6、7 人の小グループ

編成とし、各グループに教員が 1 人につき、要所々々で指摘は行いつつ、問題発掘・調

査・まとめ・発表という主体的に問題解決を図る能力の育成を図っている。また、入学

しても目的が見えず希望を失う学生を減らすため、入学時の研修会に加えて 1 年後期に
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「臨床画像学基礎実習」を取り入れ、専門への興味を抱かせている。授業では高学年に

おいて「専門分野」が重要となり、特に画像などの正確な理解のために担当教員が教科

書に加えてプリント、スライド、PC による動画像などを活用している。また、4 年次に

対しては国家試験対策講義を開講しているが、自主学習を促すため、学生本人が充分理

解している科目については出席を強要せず、苦手な科目について参加するよう指導した。

選択的な受講をすることで、本人の学習についての自覚を促進し、学力向上を目指した。

その他にも学生自身に模擬試験毎の成績を分析させた上で「学習計画書」を提出し、そ

れを基に教員とコミュニケーションをとることで、次回試験に向けての目標、目標達成

にむけた具体的な対策を明確にすることで学習意欲を高めた。 

  ■保健科学部 看護学科 

  ・看護学科では基礎的知識として高校で生物を履修していることが望ましいが、新入生の

中には高校で修得していない者もおり、入学時の「基礎学力診断テスト」では学力差が

認められる。学力の強化を図るために「専門基礎分野」の関連科目の受講を奨め、時間

外に該当教科の教員への支援を依頼した。「基礎セミナー」では 6、7 人の小グループ編

成とし、各グループに教員 1 人を配置し、問題発見・検索・まとめ・発表のプロセスを

通して、主体的な学習を進めながら、アカデミックスキルの育成に努めた。専門科目の

臨床看護に関連する授業は、看護の技術を習得するために、学生 5 人で 1 ベッドを提供

し、教員複数人で実技の実際を個々に指導して臨地実習に備え、教科書のみでなく、VTR、

DVD、スライド、シミュレーション、演習等を用いできるだけ看護現場がイメージしや

すく学生の関心や興味を促す工夫をしている。「臨地実習」では 5、6 人を 1 グループと

して領域担当教員が 1 人を配し、実習現場できめ細かく指導し、根拠に基づいた総合的

な看護判断ができる学生の育成を図っている。4 年生の「卒業研究」は、学生 2～5 人に

教員 1 人を配し、学生の関心あるテーマにそって主体的な学習を支援している。文献検

索・文献読解、研究計画立案・概要作成・発表会を通して研究的態度の育成を図ってい

る。   

  ■助産学専攻科 

  ・対象の満足度を得るケア、助産師業務の遂行に役立つ教育内容となるよう授業計画をし

ている。実践領域は、基礎理論の講義→演習→討議の形態をとっている。「助産診断・技

術学」は、ペーパーシュミレーションを用いて、実習記録を用いて助産過程の展開をさ

せている。また、「東洋医学」「マタニティースポーツ」「乳房管理」を助産過程に取り入

れ、より対象に応じた臨地の模擬演習をしている。 

 

 ３－２－⑦ 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を行っている場合

には、それぞれの添削等による指導を含む印刷教材等による授業、添削等による

指導を含む放送授業、面接授業もしくはメディアを利用して行う授業の実施方法

が適切に整備されているか。 

  ・本学では通信教育を行っていない。 
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 (2)３－２の自己評価 

  ■本学全体 

  ア．国家資格技術者養成所として指定規則に定められる教育課程を基本とし、「教育目標」、

教育目的を達成する教育課程を設定している。単位認定に関しても認定要件に加え国家

試験合格ラインであることを重要な目安として厳格な運用を行っている。 

イ．平成 22(2010)年度においては「教育目標」を一層具現化し、また自主的な学習姿勢を

育成する初年次教育の充実と「専門分野」へのスムーズな移行を目的として、「基礎分野」

のカリキュラムを中心にしたカリキュラムの変更申請を文部科学省に行い認可された。

(平成 23(2011)年度入学生から適用) 

ウ．各学科、専攻科においては教育目的を達成し、また国家試験合格率向上を目指し、   

教育内容の充実を図っている。 

エ．単位数の上限は定めていないが、国家試験受験資格の取得、その他資格取得の観点   

から単位制度の実質は保たれている。 

  ■保健科学部 衛生技術学科 

  ・今年度の国家試験の合格率は 90.2％(全国平均：67.0％)であり、全国平均を大きく上回

っていることから概ね適切な教育指導がなされたと考えられる。しかし、100 ％を目指

すには国家試験で出題される臨床検査の基本的な知識に対する理解度が不十分である学

生も尐数であるが見受けられるため、3 年次から国家試験形式の模擬試験も取り入れ、

早い段階からの国家試験への意識付けを行うことで勉強意欲を高めるように図ってい

る。 

  ■保健科学部 放射線技術学科 

  ・国家試験験の合格率は 92.8％(全国平均：71.1％)であり、全国平均を大きく上回り概ね

成功したと考えられる。また、難関である放射線取扱主任者 1 種の取得も 10 人近く合格

し、教育内容においては一定の効果があった。これに満足せず、早い段階から個別指導

を徹底することで、更なる勉学や医療職の仕事に対するモチベーションを上げることが

必要である。 

  ■保健科学部 看護学科 

  ア．平成 21(2009)年度入学生から新カリキュラムの教育課程で進行し、3 年生、4 年生は

これまでのカリキュラムの教育課程で進行した。 

イ．旧カリキュラムの課題であった教授科目の順序が逆になっていた「基礎看護学」は「人

体構造学」「人体生理機能学」を理解しその知識を根拠として、看護技術の授業を展開で

きるようなカリキュラムの改正によって進行できるようになった。 

ウ．初学者にとっては「専門基礎分野」の科目の理解を深めるには、繰り返し教授するこ

とも重要であり、機会を得てきめ細かい指導を意図的に行った。 

エ．「基礎セミナー」「ふれあい実習」は、学生間の交流もあり、主体的に学習に取り組み

大学生としての自覚が生まれたことが学生の記録からも伺がわれた。 

オ．国家試験合格率は、看護師 100％(全国平均：96.4％)、保健師 85.3％(全国平均：89.7％)

であり看護師は全国平均を上回ったが、保健師は全国平均に至らなかった。しかし、段

階的に目標を示し担任をはじめ教員が一丸となってきめ細かく指導に当たった結果と考

える。 
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  ■助産学専攻科 

  ア．講義は過密傾向ではあるが、「助産学実習」とは密接な関係にあり活用できた。 

イ．実習施設は県内かつ大学に近く、実習の分娩介助に支障がない施設の開拓ができた。 

ウ．国家試験の合格率は 86.7％であり、全国平均 98.2％に至らなかった。分娩介助が予定

より遅れ、「助産学実習Ⅰ」と「助産学実習Ⅱ」の間を 1～2 週間あけることができなか

った。そのため学習の成果と課題学習の時間が十分とれなかったためと考える。 

 

 (3)３－２の改善・向上方策(将来計画) 

  ■本学全体 

  ・学生の学力の低下が問題視されており、平成 23(2011)年度より「教育支援センター」を

立ち上げ、入学前教育及び入学後の基礎科目教育(数学・物理・化学・生物)を強化し、学

生の未履修科目や不得意科目を克服させ、「専門基礎分野」をより理解出来るよう学習基

盤を作る。また、国家試験対策を担い、4 年生へ一元化した支援を行い国家試験合格率

の向上を図る。 

  ■保健科学部 衛生技術学科 

  ・現在は「専門基礎分野」に「専門分野」へ繋がる科目を配して一貫性を持たせた科目編

成になっている。本学科も大学開学後、完成年度も経過したことから現行の一貫性を持

たせた科目編成は基本路線として堅持し、カリキュラムの内容を学科内で検討していく。

平成 23(2011)年度入学生より新カリキュラムをスタートするため、当面は新カリキュラ

ムが適切であるかを検証していく。 

  ■保健科学部 放射線技術学科 

  ・国家試験合格という目的を達成するために日々の行動に関して計画、実行、反省のサイ

クルを用いて指導する。具体的には、月間テーマ、週間目標(具体的に)と進捗状況並びに

自己評価、教員(担任)評価を記述する計画書および報告書をそれぞれ作成することによっ

て、学生自身の取り組み方について具体的な方法を示し、一層きめの細かい教示を行う

計画を立案している。 

  ■保健科学部 看護学科 

  ア．授業科目の順序性について平成 21(2009)年度カリキュラムを改正したことによって、

学生の理解を促進できる方向となり、現在の教育課程の問題点、改善点についても定期

的に検討を進めている。 

イ．本年度は、実習指導についての学習会をもち、大学の実習指導について臨床の理解を

得るとともに種々の要望もあり、学校と臨床の双方での学習の機会を設ける。 

ウ．1 期生、2 期生の教育が終了したので教育成果を分析し、さらによい学習環境を整える

必要がある。国家試験科目で学生の苦手科目については、他学科の協力を得て学力強化

を図る。 

  ■助産学専攻科 

  ア．「助産学実習Ⅰ」から「助産学実習Ⅱ」までの期間を空け過ぎず、学生が段階的に技術

到達でき、学習が深まる実習計画を立案する。 

イ．講義で助産師の仕事を十分理解させ、心身の健康保持、誠実な対人関係が形成できる

授業内容を考える。 
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ウ．「助産学実習Ⅰ」と「助産学実習Ⅱ」の履修要件を明確にし、学習目標を明確にさせる。 

エ．「助産学実習期間」内に単位認定基準をクリアできるよう臨地指導者と綿密に連絡・調

整を行う。 

 

 基準３―３．教育目的の達成状況を点検・評価するための努力が行われていること 

 (1)３－３の事実の説明(現状) 

 ３－３－① 学生の学習状況・資格取得・就職状況の調査、学生の意識調査、就職先の企業ア

ンケートなどにより、教育目的の達成状況を点検・評価するための努力が行われ

ているか。 

  ■保健科学部 衛生技術学科 

  ア．学生の学習状況については前期後期ごとの履修科目成績(100 点満点表示)の一覧表が各

個人ごとに作成され担任に配布される。毎年、教員はこの一覧表と面談を行うことで学

生の学習状況から教育目的の達成状況を点検・評価している。 

イ．臨床検査のスペシャリストを目標としていることから国家試験合格が重要な課題とな

り、4 年次に実施される国家試験の模擬試験での各学生の成績および全体の成績を前年

度と比較し衛生技術学科教員に公開することで学生の学習状況の把握に努めている。  

ウ．学生の意識調査については大学全体で授業アンケートを行っており、その結果をもと

に教員各自の「自己点検・評価」、「年次報告」の中で、授業方法の自己評価を行い授業

の改善について報告している。 

エ．就職先の施設とは臨地実習に関する会議や巡回指導での病院訪問等で常にコンタクト

をとっており、学生に対する評判や要望等を聴き、学科内で共有することで教育目的の

達成状況を評価している。 

  ■保健科学部 放射線技術学科 

  ア．放射線技術学科の教育目的の達成状況や就職状況は、以下に示すとおり、学生の学修

状況、「総合放射線学演習」、学生へのアンケート等で点検・評価している。 

イ．授業科目の成績評価は、授業態度(出欠含む)、授業中の小テスト、「実習・実験レポー

ト」などの平常の成績を重用視した上で、定期試験の結果と合わせて判定を行っている。 

ウ．総合放射線学演習は、次の 8 項目により総合的に教育目的の達成状況を評価している。 

①模擬試験・中間試験の実施 全 7 回＋定期試験 2 回。 

②将来像に関するアンケートの実施。 

③国家試験出題基準の配布。 

④自主学習用の学習図書を指定。 

⑤自己学習計画の提出。 

⑥学習計画の実施状況確認。 

⑦卒研担当教員と担任による学習指導。 

エ．学生の意識調査として、最終学年に学科独自の「大学生活調査」を実施し、これまで

の大学生活，授業理解度，病院実習，国家試験対応などについて調査を行い、学科内で

点検・評価をしている。 

オ．就職状況は学科の就職担当教員、「就職委員会」、就職課が連動して求人情報を共有し

て、学生への各種助言、対策(模擬面接、試験対策、模擬試験等)を行っている。病院から
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の要望、評価については就職担当教員の病院訪問、実習担当教員の病院巡回、病院実習

打ち合わせ会等で教育課程、内容、人間性教育について情報収集している。それらの情

報を基に「学科会議」、各種委員会で議論、改善を行っている。 

 

  ■保健科学部 看護学科 

  ア．学修状況は、前・後期ごとに履修科目の成績表が個人別に作成され、担任に配布して

いる。成績表は担任のコメントを記載の上、保護者に送付し、成績状況が芳しくない学

生については、担任が面談指導を行っている。2 年次と 4 年次の 4 月に保護者懇談会を

実施し、学校の動向を知らせるとともに、学生および保護者と教員の 3 者面談を行い、

学修状況の情報交換および学生の学習状況を点検評価し、それらの結果から学生にとっ

てより適切な学習が進行していくよう努力している。 

イ．看護学科では保健師・看護師国家試験の受験準備として 3 年後期から 4 年後期にわた

ってほぼ月に 1 回程度の模擬試験を実施している。結果は学生に知らせ、自己の成績を

管理させるとともに、担任からも助言、指導を行っている。学生の不得意科目について

は補講を行い、授業後教室を開放し自主学習の環境を提供している。学習効果の向上が

振るわない学生に対しては担任が面接し助言をしている。また質問等に対処する体制を

とっている。 

ウ．学生の意識調査は「学生生活アンケート」を実施し、学生生活の満足，通学便、学習

環境、クラス担任制，充実を希望するサービス等について調査を行い、大学及び学科内

で点検・評価をしている。 

エ．病院実習中は常時、教員が現地で学生への実習指導を行っており、また実習連絡会等

において実習中の学生の学習姿勢や教育内容に関する要望、評価を受けている。これら

は、「学科会議」や委員会等で取り上げ、教育内容の点検・評価につなげている。 

  ■助産学専攻科 

  ア．入学後 1 週間に個人面談を行い、学習や生活に対する学生の不安や希望を聴取し、学

生の個性を考慮した実習グループ編成を行っている。 

イ．1 年に 2 回実施する「助産学実習連絡会議」において、臨地から学生や就職した修了

生の評価を聴取している。 

ウ．学生を対象に授業評価アンケートを実施し、その結果を基に「学科会議」で講義、実

習方法、学習指導について検討している。 

 

 (2)３－３の自己評価 

  ■保健科学部 衛生技術学科 

  ア．学生の成績表は個人ごとにファイルし、各学年で面談した内容は担任所見として記載

されていることから、次年度担任が変わっても学生の状況が把握でき、学生の講義の出

席状況および健康面や精神面等の問題点が「学科会議」で報告されるため、各教員が学

生の状況を把握できた。 

 イ．国家試験の受験資格については、4 年次だけでなく 3 年次においても模擬試験を 2 回

実施し国家試験の問題形式を体験させることで意識を高めさせる指導を行っており、3

年次の学生の学修状況も把握できた。 
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 ウ．就職においては「臨地実習」の連絡会議や巡廻指導等で病院を訪問した際は施設責任

者と面談することで就職状況を調査している。また、施設責任者との面談で就職後の卒

業生の評判等を聞くことで教育目的達成状況の評価、改善につなげている。 

 

  ■保健科学部 放射線技術学科 

  ア．授業科目の成績評価は、担当の教員がそれぞれ個人別に管理しており、成績に応じて

個別面談を行った。テストの単なる評価だけではなく、学生の日常における生活態度も

含めて指導しており、その状況は「学科会議」で報告され、学科教員全員が共有してい

る。このことにより、学生ひとり一人の状況が把握できた。 

イ．国家資格取得に向けては、模擬試験等の実施や自主的な学習時間の確保によって本人

の進捗状況と合わせてきめ細やかに管理をしている。また、自ら明確な目的を持たせる

ために自己学習計画を利用したことで、達成できる自信がつき、学生自身のモチベーシ

ョンをあげることができた。 

ウ．学科独自に実施する卒業時の「大学生活調査」では、6 割以上の学生が「満足」「やや

満足」と回答しており、また教員とのコミュニケーションについては、63％の学生が「取

れた」と回答し、大学満足度ならびに教員と学生の関係は良好であった。 

エ．学科目標に沿って教育・指導した結果、国家試験の合格率は 92.8％，就職については

本年 6 月において 97％であり、両者とも全国平均と比較し約 20 ポイント高かった。 

  ■保健科学部 看護学科 

  ア．学修状況は個別ファイルとして作成して、担任教員によって管理している。担任が変

更しても、引継ぎが容易であり学生指導がスムーズにできる状況である。学生の健康面

や精神面等の課題についても授業の出席状況等について各教員が学生の状況を把握し、

指導上の配慮が必要な学生については「学科会議」で情報交換しながら学習環境を整え

る努力をしている。「臨地実習」における学習状況では、実習態度や言葉遣いなどについ

て実習施設からの意見やコメントを活かし、望ましい看護師像の育成に努力した結果、

患者から苦情が来ることはなかった。 

イ．資格取得については 3 年次後期から月 1 回の割合で模擬試験を実施し、その結果の推

移を自己評価・管理し、学習への動機付けとしている。また模擬試験結果の推移は、担

任と共有し、面接指導など通して学生の学習意欲を高める努力をし、平成 22(2010)年度

看護師国家試験は 100％合格を達成することができた。 

ウ．実習先において教員が常に同行し、学生への実習指導を行っている。また「実習連絡

会議」や病院訪問等で実習指導者との意見交換をすることで、学生の実習期間中の学習

内容に関する情報を得ており、教育目的の達成状況を評価している。 

  ■助産学専攻科 

  ア．入学時に「専門科目学力試験」を実施し、正答率の低い内容を講義に反映させた。専

門科目のレベルを統一させ、助産学の講義を開始することにより学習到達度の達成に努

力した。 

 イ．国家試験対策は、業者の模擬試験を 4 回、教員が作成した模擬試験を 2 回実施した。

しかし、一部の学生の成績が伸びず、2 年連続で国家試験全員合格は達成できなかった。  

ウ．助産学実習は、教員が学生に付き添い助産計画指導・技術指導をしている。また「実
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習連絡会議」や病院訪問時に意見交換を行い、教育目的の達成状況を評価している。 

 

 (3)３－３の改善・向上方策(将来計画) 

  ■保健科学部 衛生技術学科 

  ア．学修状況については、今後とも「学科会議」等で教員間の情報交換を密にし、学生と

の面談のなかで適切な指導を行うことが必要である。「専門分野」の理解度においては学

生間で差が見られることから、今年度カリキュラムの見直しを行い平成 23(2011)年度新

入生より新カリキュラムがスタートした。当面は新カリキュラムでの学修状況を検証し

ていく。 

イ．昨年は 4 年次における国家試験対策が「臨地実習」、「卒業研究」等で遅くなったため

今年度は卒業研究のスタートを早めた。今後この編成で良いかを検証していく。 

ウ．今後も「臨地実習連絡会議」や実習先訪問等により就職先の卒業生の評判等を聞くこ

とで教育目的の達成状況を点検・評価していく。 

  ■保健科学部 放射線技術学科 

  ア．成績評価の結果、近年の学力レベルの低下から、一般教養科目の履修や理解度に差が

見られる。そのため、1 年次における「基礎分野」の指導について教員間で議論し、学

力別クラス等の導入を検討している。 

イ．国家試験に向けては、「専門分野」における各年次の前倒しを検討しており、4 年次の

後期は資格取得に向けた講義および模擬試験等を中心とした対策を行う。 

ウ．学生生活について満足度は比較的高いものの、学内設備等については検討する必要が

あるため、学科内で検討し大学として取り組んでいく。 

エ．今後も「臨床実習連絡会議」や実習病院訪問等により、教育目的の達成状況を点検・

評価していく。 

  ■保健科学部 看護学科 

  ア．学習状況については、今後とも「学科会議」等で教員間の情報交換を密に行い、学生

との面談のなかできめ細かく適切な指導を行うことが必要である。そのために学生の個

人ファイルの形式を創意工夫し活用していく。また、「専門基礎分野」や「専門分野」の

理解度について学生間・科目間で差が見られることから、講義時間の見直しも含め「学

科会議」等で議論していく。 

イ．4 年次では臨地実習、卒業研究等で国家試験の対応が遅くなることも考えられるため、

卒業研究のスタートを早めるカリキュラムの編成も必要である。 

ウ．今後も、「臨地実習」、「実習連絡会議」、病院訪問等における実習先との意見交換を通

じ、教育目的の達成状況を評価していく。 

  ■助産学専攻科 

  ア．学生の学習に関する心身の準備状態の把握、入学当初より資格取得の目標を明確にさ

せるため、授業進度の節目には個人面談を行う。 

 イ．実習前に国家試験出題基準による模擬試験を教員が作成し実施する。結果を個人面談

で伝え、できない科目の強化をはかるため学習方法について指導をする。 

ウ．国家試験模擬試験の結果を分析し、学生の理解度を明確にする。実習で基礎知識の復

習をさせ、状況のアセスメントの強化をはかる。 
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エ、「助産学実習連絡会議」での臨地指導者との意見交換、就職セミナーを継続させ、教育

目的の達成状況を点検・評価していく。 

 ［基準３の自己評価］ 

  ア．各学科、専攻科では建学の精神、「教育目標」に沿って学科毎の教育目的を設定し、シ

ラバス及びホームページにより公表し、その活動を積極的に行っている。  

イ．各学科、専攻科においてそれぞれの教育目的に沿い、また各国家試験受験資格の取得

及び合格を目指し法令に準拠した教育課程を基本として、学習効果を高める教育方法を

設定している。平成 22(2010)年度においては、「教育目標」をより具現化し、教育効果

の向上を目指し、「基礎分野」を中心にした教育課程の変更申請を行い文部科学省に行い

認可された。また、国家試験受験資格取得の観点からも教育の質は担保されている。 

ウ．年間行事予定表、卒業要件、進級要件を設定している。成績評価については厳正な評

価に努めている。 

エ．教育目的の達成状況は学修状況や「学生アンケート」により点検・評価している。ま

た、 最終的には各学科、専攻科とも国家試験合格という形で教育目的の達成状況が評

価されることから、それぞれが懸命な努力を行っている。 

オ．病院実習先とは、病院での自習指導、「実習連絡会議」、病院訪問等により常にコンタ

クトしており、要望や学生評価の中で教育目的の達成状況を点検・評価している。 

 ［基準３の改善・向上方策(将来計画)］ 

  ア．「学際性」を身につけさせるため、極力選択科目の受講を尐なくする学生を対象とし

て、取得すべき単位数を検討し、多くの科目受講でもって、広い視野を身に付ける教育

課程を考える。総単位数を増やせない中で、教養科目の単位数を 1 単位にするなど検討

をする。その一つに、「チーム医療論」の科目を新しく設けた。(平成 23(2011)年度より

開講) 

イ．「国際性」を充実させるために、「基礎分野」の英語教育を明確化し、「基礎英語」から

「医療英語」、「英会話」へと展開させ、新たに「韓国語」、「ポルトガル語」を開設した。

(平成 23(2011)年度より開講)また、学生だけが実施していた、国際交流(短期留学など)

を教員の研究分野にも展開する。 

 ウ．「基礎教育指導」及び「国家試験学習指導」の強化を目指し、平成 23(2011)年度より「教

育支援センター」を立ち上げた。本センターの活動を強化し、「教育目標」、教育目的の

達成を図っていく。 

エ．自学自習の姿勢を持つ学生とそうでない学生が混在し、新入生の教養科目を履修する

姿勢、成績においても差が生じている。「専門基礎分野」、「専門分野」と進むほど力の差

が出るため、学習意欲と姿勢において初期の頃から指導を強くする。 

オ．教員が今以上に学生の基礎能力をしっかり捕らえ、授業展開、補講、個別指導を繰り

返す。 

 


