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基準４．学生 

 基準４－１．アドミッションポリシー(受入れ方針・入学者選抜方針)が明確にされ、適切に運

用されていること。 

 (1)４－１の事実の説明(現状) 

 ４－１－① アドミッションポリシーが明確にされているか。 

  【受入れ方針】 

・本学は、学園の建学の精神を基盤として、「人間性」「国際性」「学際性」を有し、高度な

専門能力を備えた医療人を育成することを「教育目標」としている。この目標を達成す

るために、学部の各学科および専攻科でそれぞれ教育目的を定めている。入学者の選抜

については、各科の教育目的を達成するために、次のような者の受入れを行っている。 

＜求める学生像＞ 

■保健科学部 

・本学は前身校である国際医学総合技術学院、岐阜医療技術短期大学で築かれた医療技術

者育成の実績を基盤とし、上記の「教育目標」を達成するため、学部全体として次のよ

うな学生を求めている。 

①本学の建学の精神と教育理念を理解し、将来、医療人として社会に貢献することへ    

の意欲を持つ人。 

  ②基礎的学力を有し、入学後の勉学に粘り強く努力を続けられる人。 

③明るい性格であらゆる人と積極的にコミュニケーションをとることができる人。さら

に、学科による目指す将来と国家資格の違いから、各学科で次のような学生を特に求

める。 

■衛生技術学科（2012 年 4 月 1 日から「臨床検査学科」へ名称変更予定） 

生命現象に関する生物学や化学が得意で、実験・実習を通した旺盛な探求心と、臨床検

査に関する知識と技術の修得に熱意がある人。 

 ■放射線技術学科 

理数系に関心が高く科学的な究明を求め，医療画像や放射線学に対して興味があり，明

確な意志を持って人間的に成長したい人 

 ■看護学科 

  人間に対する深い愛情と洞察力をもち、看護職になりたいと強く願う人。 

 

■助産学専攻科 

・求める学生は保健科学部と同じであるが、専攻科では特に、専門職業人である助産師と

して実践の場で活躍することを目指し、誠実、明朗で助産師になりたいという強い意志

を持っている人を求めている。 

看護師免許を有していれば(取得見込みを含む)、学士の学位は看護学に限定せずに広

く受け入れる。 

 

【入学者選抜方針】 

・入学者の選抜は、毎年度文部科学省より通知される「大学入学者選抜実施要項」に従っ

て、志願者の多様な能力を判定すべく入試区分、募集人数、出願資格を決定し、校正か



岐阜医療科学大学 

 - 39 - 

つ妥当な選抜方法により実施している。 

 

【アドミッションポリシーの公表】 

・学生の受入れ方針は本学パンフレットおよびホームページに公表している。入学者選抜

方針はホームページ、学生募集要項で公表し、オープンキャンパス、入試相談会などを

通し説明を行っている。 

 

 ４－１－② アドミッションポリシーに沿って、入学者選抜等が適切に運用されているか。 

  【入学者選抜】 

・入学者選抜は各学科の受入れ方針に基づき、推薦、一般等の試験区分ごとに受入れ方針、

出願要件、募集人員、選抜方法を明示して実施する。 

＜試験区分＞ 

■保健科学部 

・出願資格 各試験区分共通 (次の①から⑧号のいずれかに該当する者)   

①高等学校若しくは中等教育学校(後期課程)を卒業した者または平成 24(2012)年 3 月卒

業見込みの者 

②通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに

相当する学校教育を修了した者を含む。)または平成 24(2012)年 3 月までに修了した者 

③外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者または平成 24(2012)年 3

月までに修了見込みの者又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定した者 

④文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施

設の当該課程を修了した者または平成 24(2012)年 3 月までに修了見込みの者 

⑤学校教育法施行規則(昭和 22(1947)年文部省令第 11 号)第 150 条第 3 号に規定する文部

科学大臣の指定した者 

⑥高等学校卒業程度認定試験規則(平成 17 年文部科学省令第 1 号)による高等学校卒業程

度認定試験に合格した者(同規則附則第 2 条の規定による廃止前の大学入学資格検定規

程(昭和 26(1951)年文部省令第 13 号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

または平成 24(2012)年 3 月までに合格見込みの者 

⑦学校教育法第 90 条第 2 項の規定により大学に入学した者であって、大学における教育

を受けるにふさわしい学力があると認めた者 

⑧本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力

があると認めた者で、平成 24(2012)年 3 月までに 18 歳に達した者 

 

１)推薦入学試験(学校推薦)  

ア．受入れ方針 

成績・人物共に優秀であるとして学校長が推薦する志願者に対して、志望動機、基礎学

力およびコミュニケーション能力など本学の求める学生としての適性を評価するため

に、高校時における学業・課外活動などの書類審査、基礎学力評価を含む小論文試験お

よび面接を行う。 

イ．出願要件 
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  次のすべての要件を満たす者 

①高等学校若しくは中等教育学校(後期課程)を平成 23(2011)年 3 月卒業または平成

24(2012)年 3 月卒業見込みの者 

②調査書の「全体の評定平均値」が 3.0 以上の者 

③出身学校長に推薦(推薦書)された者 

④合格した場合、入学が確約できる者。 

 

２)推薦入学試験(自己推薦) 

ア．受け入れ方針 

本学の求める学生像のうち、基礎学力のほか特に医療技術への志望動機が強く、コミュ

ニケーション能力が高い志願者を選抜するために、志望動機を含む自己推薦書などの書

類審査、基礎学力評価を含む小論文試験および面接を行う。 

イ．出願要件 

  次のすべての要件を満たす者 

①高等学校若しくは中等教育学校(後期課程)を平成 23(2011)年 3 月卒業または平成

24(2012)年 3 月卒業見込みの者 

②調査書の「全体の評定平均値」が 3.2 以上の者 

②自己推薦書を提出できる者 

③合格した場合、入学が確約できる者。 

 

３)社会人・学士特別入学試験 

ア．受入れ方針 

社会経験あるいは大学などの高等教育機関における勉学修得の知識を基に、本学におけ

る医療技術の修得に熱意があり、学生の規範となりうる学生を選抜するために、提出書

類審査、基礎学力評価を含む小論文試験および面接を行う。 

イ．出願要件 

  次のいずれかの要件を満たす者 

①社会人：大学入学資格を有し、平成 24(2012)年 4 月 1 日において社会経験が 3 年以上

ある者。 

②学士：学士の学位を取得した者、または平成 24(2012)年 3 月取得見込みの者。 

③短期大学士：短期大学士(準学士を含む)の学位を取得した者、または平成 24(2012)年 3

月取得見込みの者。 

 

４)帰国生徒入学試験 

ア．受入れ方針 

我が国とは異なる文化的・教育的環境のなかで多様な価値観に接し、優れた国際的視野と

感覚を身につけた帰国生徒に対して、志望動機を含む自己推薦書などの書類審査、基礎学

力評価を含む小論文試験および面接を行う。 

イ．出願要件 

多様な学生が考えられるため、海外での勉学状況を確認のうえ、出願の可否を審査する。 
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５)特待入学試験 

ア．受入れ方針 

大学生活のための経済的サポートとして 4 年間の授業料を免除し、本学の求める学生像

に近い能力・資質を備えた学生を受入れる。入学後も学業および人間性の面において学

生の模範となりえる学生を選抜するため、調査書の審査、学力試験および面接を行う。 

イ．出願要件 

  次の要件をすべて満たす者 

①本学指定の大学入試センター試験の科目を受験、または受験予定の者 

②合格した場合、入学が確約できる者。 

なお、推薦入学試験（学校推薦）合格者の受験を認める。 

 

６)一般入学試験(前期、後期) 

ア．受入れ方針 

医療技術職を目指す志願者に対し、学科に必要な科目指定により２科目の学力試験を行

い、学科への適性を評価する。 

イ．出願要件 

①出願資格を満たす者 

  ※前期日程に限り入学の意思があれば第 2 志望を認める。 

 

７)センター試験利用入学試験(前期、後期) 

ア．受入れ方針 

医療技術職を目指す志願者に対し、学科に必要な科目指定により 3 教科目の学力試験(大

学センター試験)結果により、学科への適性を評価する。 

イ．出願資格 

①本学指定の大学入試センター試験の科目を受験、または受験予定の者 

※前期日程に限り入学の意思があれば第 2 志望を認める。 

 

■助産学専攻科 

ア．受入れ方針 

誠実、明朗で助産師への強い意志を持っている人を、広く受け入れるため、多様な試験

を行う。また、人間性を重視することから調査書、小論文あるいは学力試験のほか面接

を行う。 

イ．出願資格  各試験共通 

 次の①号に該当し、さらに②から⑧号のいずれかに該当する者(女子)。 

①看護師免許取得者、看護師国家試験受験資格取得者又は平成 24(2012)年 2 月看護師国

家試験受験資格取得見込みの者 

②大学を卒業した者、又は、平成 24(2012)年 3 月卒業見込みの者 

③学校教育法第 104 条第 4 項の規定により学士の学位を授与された者又は平成 24(2012)

年 3 月 31 日までに授与される見込みの者 

④外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者又は平成 24(2012)年 3 月
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31 日までに修了見込みの者 

⑤外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当

該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した者又は平成 24(2012)年 3 月 31 日ま

でに修了見込みの者 

⑥我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における 16 年

の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該

課程を修了した者又は平成 24(2012)年 3 月 31 日までに修了見込みの者。  

⑦専修学校の専門課程(修業年限が 4 年以上であることとその他の文部科学大臣が定める

基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め

る日以後に終了した者又は平成 24(2012)年 3 月 31 日までに修了する見込みの者 

⑧文部科学大臣の指定した者。(昭和 28(1953)年文部省告示第 5 号) 

 

１)推薦入学試験 

(特別推薦) 

・出願要件 

出願資格および次の要件をすべて満たす者 

①岐阜医療科学大学の卒業生(見込み含む)もしくは岐阜医療技術短期大学卒業生(専攻科

地域看護学専攻修了生含む) 

②合格した場合、入学が確約できる者 

③自己推薦書を提出できる者 

 (公募推薦) 

・出願要件 

出願資格および次の要件をすべて満たす者 

①合格した場合、入学が確約できる者 

②自己推薦書を提出できる者 

 

２)一般入学試験(ＡおよびＢ日程共通) 

・出願要件 出願資格を満たす者 

 

３)社会人特別入学試験 

・出願要件 

出願資格および次の要件をすべて満たす者 

①平成 24(2012)年 4 月 1 日において看護師としての臨床経験が 3 年以上ある者。 

②合格した場合は入学が確約できる者。 

 

＜募集人員および選抜方法＞ 

■保健科学部 

１)募集人員(人) 

・試験区分による募集定員は表４－１－１「募集定員」の通りである。 
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表４－１－１「募集定員」 

学科 定員 

推薦入学試験 一般入学試験 
センター試験利用 

入学試験 
特待入学 

試験 

社会人・ 

学士特別

入学試験 
学校 

推薦 

自己  

推薦 

前期  

日程 

後期  

日程 

前期  

日程 

後期  

日程 

衛生技術学科 80 13 2 35 8 18 2 

(6) 

2 

放射線技術学科 80 15 2 35 6 18 2 2 

看護学科 80 15 5 35 8 13 2 2 

※特待入学試験募集人数はセンター試験利用入学試験(前期日程)に含む。 

※帰国生徒入学試験募集人数は各学科１人で、推薦入学試験(自己推薦)枠に含む。 

 

２)試験内容および合否判定方法 

ア．推薦入学試験(学校推薦、自己推薦) 

成績・人物共に優秀であるとして学校長が推薦した志願者(学校推薦)および本学への志

望および医療技術者への意志が強い志願者(自己推薦)に対し、本学の求める学生として

の適正を調査書の審査、小論文および面接により、総合的に判定する。 

①調査書の審査：調査書(推薦書も含む)より高校時代の勉学及び活動を判定する。 

［評定平均、科目評定、出欠状況(欠席の理由は明確か)、教科外活動、取得資格］勉学

に対する姿勢、学習成果、集団での行動、積極性など。 

②小論文：課題文を読み、設問に答える。高校生としての一般常識、基礎的教養につい

ても尋ねる。「医療に適した捉え方・考え方を持っているか」「志望学科への適性を有

しているか」「高校生としての一般常識・知識を有しているか」など。 

③面接：人間性(人柄)、表現能力、目的意識・意欲など。 

イ．社会人・学士特別入学試験 

社会経験あるいは大学などの高等教育機関における知識を基に、本学での医療技術修得

に対する熱意のある志願者に対し、推薦入学試験と同様、書類審査・小論文・面接によ

り総合的に判定する。 

①調査書の審査：調査書(推薦書も含む)より、大学あるいは社会での活動状況。また、

自己推薦書により、志望動機など。 

②小論文：課題文を読み、設問に答える。一般常識、基礎的教養についても尋ねる。 

③面接：人間性(人柄)、表現能力、目的意識・意欲など。 

ウ．帰国生徒入学試験 

推薦入学試験(自己推薦)と同様な方法で判定する。 

エ．一般入学試験(前期、後期共通) 

医療技術職を目指す志願者に対し、学科で必要な科目の学力試験を行い、各科への適正

を総合的に判定する。 

①出題は、基本的な問題を数多く出題し、早く正確に解けること。 

②2 科目・200 点満点(試験時間 120 分)の試験を実施。調査書類も参考とする。 

オ．大学入試センター試験利用入学試験 
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医療技術職を目指す志願者に対し、学科で必要な科目(3 科目)の学力を大学入試センタ

ー試験の結果を利用し、各科への適正を総合的に判定する。 

①本学での個別試験は課さない。試験教科目数を一般入学試験より多くし、より資質の

高い学生を選抜する。大学センター試験の各教科配点を、学科により異なる加重で換

算し、計 400 点満点とする。 

カ．特待入学試験 

大学生活のための経済的なサポートとして４年間の授業料を免除し、本学の求める学生

像に近い能力、資質を備え、入学後も学生の規範となりうる者を選抜する。学力を中心

に調査書の審査および面接で評価し総合的に判定する。 

①学力試験(大学センター利用入学試験前期日程で指定する科目)3 科目・400 点満点 

②調査書の審査：調査書より高校時代の勉学及び活動など。 

③面接：人間性(人柄)、表現能力、目的意識・意欲など。 

 

■助産学専攻科 

１)募集人員(人) 

・試験区分による募集定員は表４－１－２「募集定員」の通りである。 

表４－１－２「募集定員」 

専科 定員 

推薦入学試験 一般入学試験 社会人 

特別入学 験 特別 公募制 Ａ日程 Ｂ日程 

助産学専攻科 20 8 5 4 2 1 

 

ア．推薦入学試験(公募制、特別推薦共通) 

本学への志望および助産師への意志が強い志願者(特別推薦：本学および前進校の卒業生

対象)に対し、本学の求める学生としての適正を出願書類の審査、小論文および面接によ

り、総合的に判定する。 

①書類審査：調査書の成績などを総合的に評価する。 

②小論文：課題文について、理解力、論理的思考能力、国語力を総合的に評価する。 

③面接：複数試験官により「意欲」、「表現力」、「コミュニケーション技術」などを問い、

5 段階評価する。 

イ．一般入学試験 

本学の求める学生としての適正を出願書類の審査、看護師としての学力(Ａ日程)または

小論文(Ｂ日程)および面接により、総合的に判定する。 

(Ａ日程) 

①書類審査：調査書の成績などを総合的に評価する。 

②学力試験：看護学(基礎看護学、母性看護学、小児看護学)の学力により評価する。 

③面接：複数試験官により「意欲」、「表現力」、「コミュニケーション技術」などを問い、

5 段階評価する。 

(Ｂ日程) 

①書類審査：調査書の成績などを総合的に評価する。 
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②小論文：課題文について、理解力、論理的思考能力、国語力を総合的に評価する。 

③面接：複数試験官により「意欲」、「表現力」、「コミュニケーション技術」などを問い、

5 段階評価する。 

ウ．社会人特別入学試験 

看護師としての臨床経験を基に、助産師への志望意志が強い者に対し、出願書類の審査、

小論文および面接により、総合的に判定する。 

①書類審査：調査書の成績などを総合的に評価する。 

②小論文：課題文について、理解力、論理的思考能力、国語力を総合的に評価する。 

③面接：複数試験官により「意欲」、「表現力」、「コミュニケーション技術」などを問い、

5 段階評価する。 

＜学生募集および入学試験の実施体制＞ 

ア．本学の学生募集は入試広報課で主に企画・活動している。募集活動は全学科より選ば

れた教員および入試広報課職員で行い、各種パンフレット、データブック、進学相談会、

大学展、オープンキャンパス、高校模擬授業・説明会などで行っている。 

イ．入学試験は学長を委員長とし、学部長、各科長、学生部長、入試広報部長および事務

局長から構成された「入試委員会」において選抜方法および実施案が検討され、「教授会」

での審議・承認により、全教職員で実施している。なお、大学入試センター利用試験は

岐阜大学との共同実施として行っており、岐阜大学会場での監督業務に本学教員を派遣

している。すべての入学試験合否判定も「入試委員会」において審議・検討した結果を

「教授会」で審議・承認し、適切に処理されている。 

 ４－１－③ 教育にふさわしい環境の確保のため、収容定員と入学定員及び在籍学生数並びに

授業を行う学生数が適切に管理されているか。 

  ア．平成 23(2011)年 5 月 1 日現在における在学生数を表４－１－３「入学定員と在学生数」

に示す。保健科学部では各学科とも一般入学試験における入学率が平成 21 年度から高く

なり、受入れ数の予想を上回る結果となった。一方、助産学専攻科では学位取得が入学

の条件となっていることもあり、定員に達していない。入学後の教室、実習室などの教

育環境について問題はなく適正に管理している。 

■保健科学部 

表４－１－３「入学定員と在学生数」 

学科 定員 １年 ２年 ３年 ４年 計 

衛生技術学科 80 人×4 年=320 人 90 109 106 76 381 

放射線技術学科 80 人×4 年=320 人 111 113 86 82 392 

看護学科 80 人×4 年=320 人 97 98 103 82 380 

■助産学専攻科 

学科 定員 １年 計 

助産学専攻科 20 人×1 年=20 人 18 18 

 

イ．学生数の管理についてはデータ編「表 F-4 学部・学科の学生定員及び在籍学生数」の

通りである。 
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 (2)４－１の自己評価 

  ア．入学者選抜方針は「入試委員会」で原案を検討・作成し、「教授会」にて決定する。こ

れに基き、入試説明会、ホームページ、オープンキャンパス、各種パンフレットにより

志願者に周知している。 

イ．入試実施業務は学長を統括責任者として全教職員で行い(専攻科は受験者が尐なく、一

部教職員で実施)、適切に行われている。 

ウ．学部の志願者動向は、衛生技術学科では減尐、放射線技術学科では増加、看護学科で

は微減したが学部全体で 1220 人であり、前年比 96.4%であった。 

エ．助産学専攻科の入学者 17 人と、定員にわずかに満たなかった。 

 

 (3)４－１の改善・向上方策(将来計画) 

  ■保健科学部 

ア．前年度からの志願および入学者の動向を検討し、試験区分、募集人員および試験日の

日程を決定する。 

イ．受入れ方針および受験資格の検討を行い、入学生の入学後の追跡調査により本年度よ

り導入した推薦入学試験における受験資格における評定基準について検証をする。 

ウ．現在、定員は確保できているが、志願者数は伸び悩んでおり、特に衛生技術学科志願

者数は減尐している。また、志願者の愛知県や岐阜県等近隣への集中化が進んでいるこ

とから、将来の就職への影響も懸念される。今後、本学全体や各学科が持つ特長を再度

見直し、学校案内やホームページの改訂、東海・北陸地方の高校訪問強化などの広報活

動を強化し、本学の魅力をアピールし志願者増加に努めていく。 

■助産学専攻科 

・「学位(学士)を有する者」という出願資格が大きな障壁となっているが、4 年制看護大学

の増加と共に、志願者は増加すると思われる。ただ、暫くは厳しい状況が続くものと予

想されることから、本学看護学科との協調および在学生への進学への興味を大きくする

活動(説明会など)を実施し、本学卒業生の進学数を増加させる活動も強化していく。 

 

 基準４－２．学生への学習支援の体制が整備され、適切に運営されていること。 

 (1)４－２の事実の説明(現状) 

 ４－２－① 学生への学習支援体制が整備され、適切に運営されているか。 

  ア．「教務委員会」、「学生委員会」を月 1 回開催して、学生の学習に関する諸問題について、

迅速に対応して改善に努めている。 

イ．基礎学力向上対策 

入学時に学力レベルの差が顕著に見られ、基礎学力の向上が必要不可欠となっている。

それを補うためにリメディアル教育を実施した。入学者に対して、基礎科目(数学・物理・

化学・生物・国語・英語)のオリジナルテキストを作成し、入学予定者全員に郵送し、入

学までの課題とした。また、推薦入試による入学者には、加えて模擬テストの添削を行

った。この取組みは入学後教育へ連動させ、平成 21(2009)年度より衛生技術学科は数学・

生物、放射線技術学科は数学、看護学科は国語・生物の補習授業を実施した。受講生は

「基礎学力診断テスト」の結果と希望者を対象とし、各科目 90 分で 7 コマずつ 5 時限目
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を利用して行った。更に、平成 23(2011)年度からは、全学科とも基礎分野カリキュラム

に「基礎数学」「基礎物理学」「基礎化学」「基礎生物学」を選択科目として配し、「基礎

学力診断テスト」の結果を参考に履修指導を行った。また、国語は新たに「アカデミッ

ク技法」として、全学科の必修科目とした。 

 ウ．担任制の実施 

学科学年毎に 2 クラス編成にし、各クラスに複数の担任を配し、学生の学習、生活等に

対する種々の問題について相談、助言、指導等を行い、学生支援を行っている。また担

任は学生の窓口に加えて、前後期の成績の傾向、変化をみて助言を与えると共に、成績

表にコメントを記して本人と保護者に送付し、その状況で相談事、仔細について保護者

との情報交換を行う。学生との接触をきめ細かに行う方針で学生支援を行なっている。 

 エ．国家試験対策 

特に 4 年生の国家試験対策の為、補講、模擬試験、課題提出と採点、模擬試験結果によ

る居残り学習の指示を行い、国家試験合格への支援を行っている。また、試験時には、 

  前日泊による教員の引率を行い、学生の支援を行っている。 

 オ．国家試験対策用教室の開放 

  国家試験の直前学習を学内で自習したい学生のため、平成 22(2010)年 1 月 15 日～2 月

20 日の土曜、日曜、祝日の 9：30～17：00 の間、教員が交替で担当し 6 号館を開放し

た。 

 カ．資格取得支援 

  放射線作業主任者、食品衛生管理者、健康食品管理士、上級バイオ技術者等関連資格の 

  学習指導を講習会や個人指導により行い、また受験場の学校使用により取得支援を 

行っている。 

 キ．ポータルサイトの運用開始 

  平成 22(2010)年度より「学務システム」に連動した学内にポータルサイトをオープンし

た。  学生は、それぞれの ID を持ちログインすることにより個人の履修科目、週間ス

ケジュ－ルが表示され、履修科目の担当教員と Web 上でのやりとりが可能である。また、

補講や休講、その他学内連絡などが学生課から発信でき、携帯でも受信が可能である。

運用開始にあたり全教職員に「使用研修会」を行い、一部の授業や「授業評価アンケー

ト」に活用され始めている。また学生への連絡ツールとして活発に利用され効果をあげ

ている。 

ク．無線 LAN エリアの拡充 

  学内のどこにいても学生がインターネットを活用できるようアクセスポイントの拡充を 

  行った。 

ケ．パソコン自習室の利便性拡充 

  現在 68 台が設置されていて、学生が自由に利用できる。従来、入室には学生課で入室 

  証を借りなければならず、また利用時間も 18 時までであり時間延長要望が出ていた。 

  このため、学生証を IC カード化して、入口に入退出システムを設けることで、入室証 

  を借りる手間がなくなり、また利用時間も 19 時 30 分まで延長した。 

コ．保護者懇談会の実施 

 平成 22(2010)年度は 4 月に 4 年生を対象に(平成 23 年度からは 2 年生、4 年生対象)、本
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学において教員と保護者、学生の 3 者面談を行い、学修状況の説明や指導、就職相談等

を行っている。 

 

 ４－２－② 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実施している場

合には、学習支援・教育相談を行うための適切な組織を設けているか。 

  ・該当なし。 

 

 ４－２－③ 学生への学習支援に対する学生の意見等を汲み上げる仕組みが適切に整備されて

いるか。 

  ア．年 2 回授業評価アンケートを実施し、その結果をもとに学科長は各教員と面談し、授

業改善に取り組んでいる。更に、教員は年度末に担当授業の自己点検評価を行っており、

教員間で自由に閲覧できる。また、「神野学園研修会」では導入教育がテーマとされ、よ

り良い授業が展開されるように努めている。 

イ．学生と教員のコミュニケーションを密にするため、各クラスに担任を数人配置し、入

学後、半期ごと、必要に応じて面談、助言を行ない就学への支援を行なっている。 

ウ．「学科会議」で学生に関する情報交換を行い、指導の必要な学生については共通の支援

姿勢で対応し、受講姿勢、勉学意欲の向上を図っている。 

エ．ポータルサイトを通じ、科目担当教員と学生が Web 上でやりとりできる体制になって

いる。 

 

 (2)４－２の自己評価 

  ア．本学は入学した学生全員の国家試験合格が使命となっており、1 年次から 4 年次まで   

きめ細かい学習指導を行っている。特に最近は基礎学力が低下してきており、補講等を

通し学力の引き上げを図った。 

イ．ポータルサイトの運用開始、無線 LAN ポイントの充実、パソコン自習室の利便性向

上等により学生の学習環境整備を行った。 

ウ．国家試験対策を充実させ、平成 22(2010)年度の合格率は各学科とも全国平均を上回っ

た。 

 

 (3)４－２の改善・向上方策(将来計画) 

  ア．学生満足度調査は「教授会」、「学生委員会」等で内部公表しており、指摘事項の内容

について教職員及び関連部署が協力改善する。授業アンケート結果への対応状況を学生

に知らせる事については、「FD・SD 委員会」で議論を進める。 

イ．4 年生の国家試験対策について、その年次の学生の資質を把握して補講、居残り学習を

行う。 

ウ．ポータルサイトについては、教員のパソコンのスペックが老朽化等により不足してお

り、一部の授業での使用に留まっている。しかしながら、利用した授業においては大き

な効果をあげており、また、平成 23(2011)年度において教員パソコンの整備を行う計画

であることから、使用している授業の事例を紹介する等、引き続き教員へ研修会等を行

い、利用の拡大を図っていく。 
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 エ．平成 23(2011)年度に設置した「教育支援センター」を活用し、1 年生の基礎教育、4

年生の国家試験対策の充実を図っていく。 

 

 基準４－３．学生サービスの体制が整備され、適切に運営されていること。 

 (1)４－３の事実の説明(現状) 

 ４－３－① 学生サービス、厚生補導のための組織が設置され、適切に機能しているか。 

  ア．学生部(1 階玄関窓口)では、就学相談及び厚生補助に関する業務の窓口として、適宜相

談内容により教職員と連絡を密にしている。また、「学生相談室」を設け、臨床心理士の

資格を持つ教員が対応している。 

イ．「学生委員会」を組織し、月 1 回定期的に委員会を開催して、学生に関する諸問題につ

いて迅速に対応している。年間を通じて「交通指導」、「マナー指導」、「禁煙指導」等を

学生委員、その他教職員を含めて実施しており、医療従事者を目指す学生の日常生活面

での教育にも力を入れている。 

 

 ４－３－② 学生に対する経済的な支援が適切になされているか。 

  ア．日本学生支援機構及びその他の奨学金を積極的に紹介して、学生の勉学環境整備の面

で重要な、経済的支援に関して努力している。平成 22(2010)年度は、日本学生支援機構

481 人、その他の各種団体 22 人、合計 503 人であった。全学生のうち 43.0 %の学生が

奨学金を利用した。 

イ．「特待生制度」(年間授業料 35 万円免除)により 4 年次生を対象に、各学科 3 人、計 9

人の経済的支援を実施した。 

ウ．平成 22(2010)年度入学生より「特待入学生制度」を設け「特待入学試験」を行い、合

格者には入学後 4 年間に渡り年間授業料全額(70 万円)を免除している。平成 23(2011)年

度は 6 人が合格し入学している。(募集定員は保健科学部で 6 人まで) 

エ．学納金は、「授業料等の徴収猶予規程」により、徴収猶予及び半期で最大 3 回まで分納

の申請ができ、利用されている。(平成 23(2011)年度前期：延納者 12 人、分納者：9 人) 

オ．平成 22(2010)年度から株式会社オリエントコーポレーションと提携し奨学ローンの取

扱いを開始した。原則として連帯保証人がいらず、また金利も銀行金利並であることか

ら利用されている。(平成 23(2011)年度前期：利用者 5 人) 

  

 ４－３－③ 学生の課外活動への支援が適切になされているか。 

  ア．クラブ･サークル活動に関してはすべての部に顧問を配し、他には活動援助金(自治会

費より拠出)により積極的に支援している。平成 22(2010)年度、クラブ、サークルは体育

系 15(バスケットボール部、バレーボール部、バトミントン部、テニス部、フットサル、

サッカー部、野球部、剣道部、卓球部、軟式テニス部、球技サークル、弓道部、山岳サ

ークル、よさこいサークル、ダンスサークル)、文科系 13(ボランティアサークルピュア、

軽音楽部、茶道部、地域活性化サークル、現代視聴覚研究会、看護学科ボランティアサ

ークル、文学研究会、書道同好会、PAS(英会話)、芸術部、ダーツ同好会、臨床検査研究

同好会、微生物検査を楽しむ会)であり、授業時間数の多い中、また施設が尐ない中、同

好の学生が集い、課外活動を行っている。平成 22(2010)年 7 月に行った 1 年生、3 年生
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対象のアンケート調査によると、学生のクラブ・サークル参加率は、1 年生で 62.4％、3

年生は 35.9％となっている。(3 年になると専門教育、病院実習等で多忙になり参加率は

下がる) 

イ．学内施設として、6 号館教室の一つを学生に開放し、昼休みや放課後に自由に利用でき

るようにした。ダンス系サークルや卓球等の練習に利用されている。 

ウ．軟式野球部は岐阜県学生軟式野球連盟の代表として、全日本学生軟式野球選手権大会 

(於広島)に出場し、また東日本学生軟式野球選抜大会では優勝を果たした。その際に選手

達の旅費の一部を学生自治会及び教育後援会より支援した。 

 

 ４－３－④ 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等が適切に行われているか。 

  ア．「学生相談室」は 5 年目を迎え、随時学生からの相談を受付けている。平成 22(2010)

年 4 月より平成 23(2011)年 3 月までに 25 人、延べ 108 件の相談が行なわれた。内訳は、

平成 21(2009)年度からの継続学生が 4 人、再来学生が 8 人、新規が 13 人であった。 

イ．今年度は放射線技術学科の利用者が増え、3 学科の利用状況がほぼ同じであった。助産

学専攻科の学生の利用が尐ない傾向は変わらなかった。(表４－３－１) 

ウ．学年別では 1 年生の利用が減った。(表４－３－２) 

エ．回数別で見ると今までと同様、1～2 回の単発利用者が多く、今年度は過半数を占めた。

(表４－３－３) 

オ．例年のようにメンタル面に関する相談は多いが、今年度は対人関係の相談が 3 割近く

を占め、最も多かった。それらに次いで学修面に関する相談が多かった。(表４－３－４) 

表４－３－１「科別利用者数」(人) 

 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

衛生技術学科 10 6 12 7 

放射線技術学科 2 3 3 8 

看護学科 12 14 14 10 

助産学専攻科 0 0 0 0 

 

表４－３－２「学年別利用者数」(人) 

 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

1 年生 8 7 16 4 

2 年生 11 11 5 12 

3 年生 5 5 5 6 

4 年生 0 0 3 3 

 

表４－３－３「回数別利用者数」(人) 

 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

1～2 回 14 10 10 14 

3～5 回 5 6 9 5 

6 回以上 5 7 10 6 
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表４－３－４「相談内容別面接件数」(件)(重複含む) 

 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

学修 27 28 37 33 

進路 1 1 6 4 

対人関係 15 16 24 39 

学生生活 1 4 5 4 

メンタル 61 36 71 36 

性格・その他 14 18 26 15 

ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ － － 9 2 

 

カ．平成 22(2010)年度の相談室利用が昨年度に比べて減尐したのは、1 年生の利用が尐な

かったためだと考えられる。平成 22(2010)年度は「FD・SD 研修会」で 2 回、学生のメ

ンタルケアに関する話題が取り上げられ、内 1 回は、カウンセラーが本学における相談

室を利用した学生の状況を報告した。次年度以降、教職員との連携をスムーズに行うた

めの地ならしができた。 

 

 ４－３－⑤ 学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げる仕組みが適切に整備されている

か。 

  ア．学生生活アンケートを実施し、生活面での要望を聞くことで、改善の参考としている。 

イ．1 学年に複数の担任を配し、学生との接触の中で意見を聞き、改善につなげている。 

 

 (2)４－３の自己評価 

  ア．学生への厚生補導においては、学生課と「学生委員会」が連携し、きめ細かい対応を 

行っている。 

イ．学内全面禁煙を実施後 5 年が経過し、その間学内巡回やポスター掲示による「禁煙指

導」を全学挙げて推進した。健康への影響や受動喫煙の害を説明し、新たに喫煙をしな

いような支援を行っている。 

ウ．「学生相談室」は、各学年に新年度のオリエンテーション、及び保護者懇談会で保護者

も含めて相談可能の説明をしたためか、利用者が多くあり学生の心的面への支援になっ

ている。 

エ．学生への経済的支援に関しても、クラス担任を通じた相談を行い、またできる限り納

入期限を延長するなど努力している。 

 

 (3)４－３の改善・向上方策(将来計画) 

  ア．敷地面積や経費増大等の問題によりスクールバスの増便や駐車場拡大等が難しい面は   

あるが、土地の購入等による駐車場拡大や施設整備を検討しており、できる限り学生サ

ービスの向上を図っていく。 

イ．「国際性」を高めるために平成 23(2011)年 3 月には「ハワイ短期留学」で語学研修(ハ
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ワイ大学カピオラニコミュニティカレッジ)、病院見学(クイーンズメディカルセンター)、

異文化体験を実施し、41 人の学生が 14 日間の海外研修を行った。また、平成 22(2010)

年 3 月には「ヨーロッパ研修旅行」(ドイツ･フランス)を実施し、18 人の学生が海外研修

を行った。 

ウ．クラブ、サークル活動については、今後も新規のクラブ活動を促し、活動の活発化を

支援する。 

エ．「学生相談室」は開設して 5 年が経過し、学生の認知度は高まっている。次年度以降、

悩みをかかえた学生の利用を促進するために、担任からの積極的な案内を含めて、自ら

は躊躇する学生に対して、利用が高まる方向に努力する。 

 

 基準４－４．就職・進学支援等の体制が整備され、適切に運営されていること。 

 (1)４－４の事実の説明(現状) 

 ４－４－① 就職・進学に対する相談・助言体制が整備され、適切に運営されているか。 

  ア．事務局に、就職課を置き、「就職委員会」として各学科教員 10 人と就職課職員 2 人で

構成されている。また、各学科には就職担当者(学生の希望の把握、内定状況把握)が置か

れている。 

イ．求職情報およびアンケート結果を元に各学科の就職担当者と就職委員が、学生と円滑

なコミュニケーションをとりながら、就職・進路に関するアドバイスをおこない、個々

における指導を行っている。 

 

 ４－４－② キャリア教育のための支援体制が整備されているか。 

  ・就職支援として 15,000 通弱の求人依頼を発送し、各担当者への情報提供に加え、就職

資料コーナーの充実(求人票 1,900 件弱)を図り、各種の講座・ガイダンス・セミナー等を

企画・運営している。内容としては、下記のとおりである。 

①外部講師を招いて、マナー身だしなみの実技(本科 2 年生 3 コマ･3 年生 1 コマ･4 年 2

コマ･専攻科 1 コマ計 7 コマ)、自己分析・面接ロールプレーイング講座(本科 3 年対象

3 コマ)、就職支援講座 5 月、9 月、2 月(3 年生対象・計 18 コマ)、4 月(4 年生対象 6

コマ) の年 4 回、を開催。 

②就職活動での基礎知識の学習として、就職ガイダンス(これからの就職活動について 2

年生対象 3 コマ・ワンポイントアドバイス、3 年対象 3 コマ・ワンポイントアドバイ

ス、3 年対象 3 コマと専攻科対象 1 コマ)を開催し、その時期における具体的な就職活

動の説明を実施。 

③全学科対象の就職セミナーとして「求められる医療技術者とは」の演題により各施設・

病院の局長・技師長が講演を行い、学生の意識向上に役立つセミナーを開催している。

また、卒業生を招き、各学科単位の就職セミナーも開催している。卒業生から最新の

現場の情報を聞くことが出来、職業と就業のイメージと意識の確立に役立てている 

④基礎学力判定模試および公務員試験過去問題配布を対象学年に対し実施し、学生の学

力を客観的に確認させると共に向上させている。 SPI(Synthetic Personality 

Inventory)模試も各学科(3～4 年生対象)に実施。模擬面接・履歴書・エントリーシー

ト等の添削を就職担当の教職員が行い、内定までの就職活動におけるきめ細かな指導
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をおこなっている。 

⑤ポータルサイトを通じ、学生が個人の希望にあった求人情報を検索できるようシステ

ム導入を行った。このため、全対象学生に対し、情報処理教室において、実際に 

 本就職システムを操作しながら、テキストに基づきガイダンスを行った。 

 

 (2)４－４の自己評価 

  ア．アンケート調査等を行い学生の動向をつかみ、「就職委員会」で指導方針・スケジュー

ル等を検討・決定し、各学科の実務担当者と協力して指導を行なっている。2 年生には 7

月にアンケートと 1 月の就職課ガイダンスで就職意識導入を行い、早期の就職に対する

意識を持たせている。また、学生には、就職に必要な社会人としての行動と教養が身に

付くよう、様々なセミナー・講座を実施している。 

イ．模擬面接の実施時や履歴書等の添削時に学生の意見などを直接聞いて、要望等を反映

させながら指導を行っている。 

ウ．国際医学総合技術学院や岐阜医療技術短期大学時代を含めた本学卒業生や教員の個人

的関係による紹介などを最大限に利用し、親身になったきめ細かな学生指導を行ってい

る。 

エ．このような活動の結果、平成 23(2011)年 3 月卒業生の求職(進学)志望者の就職率は、5

月1日現在で衛生技術学科95.9(97.2)％、放射線技術学科90.3(96.8)％、看護学科100.0％、

助産学専攻科 33.3(86.7)％であった。(なお、( )内は 6 月 10 日現在) 

 

 (3)４－４の改善・向上方策(将来計画) 

  ア．就職に対する意識を高めるため、セミナー・講座等の開講を増加・工夫しているが、

就職し社会人となるための意識・意欲のなさが学生に見受けられる。また、有資格職種

への就職のため、国家試験合格が当然最優先され、学生は国家試験合格の意識が強く、

就職活動時期が遅れてしまう傾向が依然としてある。また、就職活動時期と、臨地(床)

実習が同一時期のため、求人時期のタイミングを逃さぬよう学生に指導するとともに、3

年次 2 月末までに学生のメール登録をおこない、実習中や夏期休暇期間には、学生と就

職課間でのメール配信による情報の提供を週 2～3 回の頻度で行えるよう整備して、より

身近な情報の取得を可能にし、意識と行動を同期させる。 

イ．4 年制大学になって以降、入学者は岐阜、愛知等の近隣出身者の割合が増加している。

このため、学生が地元での就職を希望した場合、近隣の病院等の医療機関への就職が飽

和する恐れがある。今後、新規の近隣医療機関の開拓や東海、北陸といった近県地域の

医療機関の開拓ならびに実習先との関係強化による就職対策に努めていく。 

ウ．ポータルサイト、就職システムの充実により、学生の就職情報の検索・収集が容易に

なったことから、見学会・インターンシップ等を学生に勧めて、よく考えた上での応募

先の決定を促す。 

 

 ［基準４の自己評価] 

  ア．アドミッションポリシーは明確化されており、入学者選抜は適切に運用されている。   

適切な選抜により学部においては募集定員を確実に確保している。専攻科はやや募集   
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定員を下回っており課題となっている。 

イ．入学人員は適切に管理され、留年・退学・休学等も尐なく在学生数は適正である。デ

ータ編表4-7の通り平成22(2010)年度の4年間卒業率は87.6％と高い数字となっている。

適正な在学生数であることから「臨地実習」なども円滑に行われ、効果的な学習が実施

されている。 

ウ．学生の学習支援には、基礎学力向上対策を行い、またクラス制により担任が出席情報、

成績等の情報を把握して、学生個々に助言指導を繰り返している。国家試験対策も綿密  

に行われ、全国平均に比べ高い合格率[平成 22(2010)年度結果 臨床検査技師：90.2％ 

(全国平均 67.0％)診療放射線技師：92.8％(全国平均：71.1％)看護師：100％(全国平均：

96.4％)保健師：85.3％(全国平均 89.7％)となった。 

エ．授業改善については、「神野学園研修会」や、教員へ「授業評価アンケート」の結果を

配布する等により、授業の反省、改善につながるよう情報を提供している。更に学科の

他の教員の評価も提示し、個人の評価基準の参考にするようにしている。 

オ．学生サービス、経済的支援についても、きめ細かい体制をとっており、また「学生生

活アンケート」を通じた改善に努めている。課外活動については、本学の性格上、正規

授業の負担が大きく時間的余裕が尐ないこと、実習に多くの時間を費やすこと等から 

制限も多いが、できる限りの支援を行っている。このような中、野球部は東日本学生軟

式野球大会で優勝という快挙を遂げた。 

カ．就職支援体制は「就職委員会」、就職課そして各学科の就職担当教員の連携の下、「就

職支援講座」、「採用側講演」、「卒業生講演」と座談会、模擬面接等を含めきめ細かに対

応している。このような活動の結果、平成 22(2010)年度卒業生の就職(進学)希望者の就

職率は保健科学部全体で 95.6.％(平成 23(2011)年 5 月 1 日現在)であった。(※医療機関の

場合、例年これから就職率が上がっていき 8 月末には 100％に近くなる。)また、医療従

事者の就職には資格取得が必要なため、国家試験合格を待って就職活動をする学生もお

り、卒業と国家試験終了後も情報を個人宛に送り、助言を続け就職決定まで支援してい

る。 

 

 ［基準４の改善・向上方策(将来計画)]  

  ア．志願者数は定員の 5 倍程あるが、他大学との併願が多く、合格しても入学する割合が

低く実質倍率は 2 倍ほどとなっている。現状では適切な入学人員を確保しているが、入

学後の国家試験合格までの学習指導を勘案し、また社会に貢献できる医療技術者を養成

するため、できる限り高い意思で医療技術者目指し、また基礎能力を有する学生を確保

したい。そのためには、建学の精神、「教育目標」に沿って受験者にとりメリットのある

入試方式を検討し実施する。同時に学生育成における実績を上げ、学校としての知名度、

ブランド力をあげていく必要がある。 

イ．本学が伝統として培ってきた、学生、保護者、教員との密な接触で情報交換を継続し

て行い、人間力と知力を有する学生の輩出のために、教職員が努力を続ける。 

 また、メンタル面でもサポートが必要な学生が増加していることから、教職員研修等を

強化し細かいサポートを行っていく。 

ウ．学生が自学自習の姿勢を付けるべく、担任を始めとして「基礎分野」担当教員及び「基
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礎セミナー」担当教員が意識して助言、指導を行なう。また、ポータルサイトの活用や

ICT (Information and Communication Technology)を活用した情報教育システムの整

備を進め自主学習を活発化していく。 

エ．中期計画の中で施設整備計画を展開し、学生にとって充実したサービスを提供できる 

よう順次実行していく。 

オ．就職については、情報システムの強化を行い、また新規就職先の開拓を進める。更に、

就職試験を突破できる実力と対応力を低学年から意識して身に付けるよう指導を続け

る。 

 


