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Ⅳ．特記事項 

 １．入学前及び入学後の導入教育 

  ア．本学では、入学予定者全員に対して、入試形態別に入学前教育を実施している。ゆと

り教育の中で、基礎科目を履修しないまま高校を卒業する学生や基礎学力が不足してい

る学生が増加している現状を鑑み、入学までの期間を有効活用する。不得意科目の克服

や未履修科目の学習などを行って学力を養い、基礎科目並びに専門基礎科目の授業にス

ムーズに入っていけるように、下記のようなプログラムで実施している。このプログラ

ムでは、入学予定者は自宅で問題を解き、練習問題を提出して理解度を深めていく。入

学者全員が積極的にこの問題に取り組み、より充実した大学生活に入ることを強く希望

している。 

イ．推薦入試の入学予定者に対しては、12 月下旬に数学・物理・化学・生物・国語・英語

の 6 科目をまとめたテキスト「基礎学力問題と解答」を自宅へ郵送する。入学予定者は

各自テキストを自習し、2 月下旬にその成果を確認する目的で、自宅へ郵送された練習問

題のプリントを解答後に大学へ返送する。そのプリントは採点・添削をして、簡単なコ

メントを付け、本人へ返却している。一般入試・センター試験利用入学予定者(前期・後

期)に対しては、2 月下旬(前期)・3 月下旬(後期)にテキスト「基礎学力問題と解答」を自

宅へ郵送し、自宅での学習を支援している。 

ウ．入学後は、入学オリエンテーション時に基礎学力診断テスト(数学・物理・化学・生物・

国語・英語)を行い入学生の基礎学力を把握し、その結果をもとにそれぞれの科目につい

て不得意とする学生に対し、7～8 コマ程度の補講を行った。更に、平成 23(2011)年度か

らは、全学科ともカリキュラムの基礎分野に「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、「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。 

 

 ２．新入生交流会 

  ア．本学では、入学オリエンテーションの最終日に 1 泊 2 日で学外にて新入生交流会を実

施している。チーム医療の一員として協調性を持ち、優れた業務調整能力、指導力を発

揮できる医療従事者となるため、コミュニケーションスキルを身につけることを目的と

している。また、団体生活を通じて、新たな人間関係を形成するとともに、この研修で

医療人としての心構えを学ぶ。 

  

イ．平成 22(2010)年度は、本学での 3 学科合同講演会終了後各学科に分かれて下記の通り

実施した。 

■保健科学部 衛生技術学科 

  行先：オハヨーサンホテル(岐阜県荘川町) 

  1 日目：3 学科合同講演会(本学) 

      演題：「岐阜県と関市の文化と歴史について」岐阜県民族研究会長 纐纈 充氏 

         「大丈夫忘れた頃に来る災害」関市危機管理課 石原武彦氏 

      世界遺産「白川郷」見学 

      ホテルにて研修(自己紹介・臨床検査技師の仕事とは・レポート作成等) 
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  2 日目：スポーツ交流(ソフトバレーボール) やまと総合センター 

■保健科学部 放射線技術学科 

  行先：長良川スポーツプラザ・岐阜メモリアルセンター(岐阜県岐阜市) 

  1 日目：3 学科合同講演会(本学) 

      演題：「岐阜県と関市の文化と歴史について」岐阜県民族研究会長 纐纈 充氏 

          「大丈夫忘れた頃に来る災害」関市危機管理課 石原武彦氏 

    ホテルにて研修(診療放射線技師の仕事とは・教員紹介・在学生との座談会) 

  2 日目：スポーツ交流(バレーボール)   

■保健科学部 看護学科 

  行先：オハヨーサンホテル(岐阜県荘川町) 

  1 日目：3 学科合同講演会(本学) 

      演題：「岐阜県と関市の文化と歴史について」岐阜県民族研究会長 纐纈 充氏 

          「大丈夫忘れた頃に来る災害」関市危機管理課 石原武彦氏 

世界遺産「白川郷」見学 

      ホテルにて研修(看護師とは・ゲームによる交流) 

  2 日目：スポーツ交流(ソフトバレーボール) やまと総合センター 

 

 ウ．平成 23(2011)年度は名称を「１年生研修会」で統一し、保健科学部３学科合同で下記 

  の通り実施した。 

■保健科学部 衛生技術学科・放射線技術学科・看護学科 

  行先：つま恋（静岡県掛川市） 

  1 日目：３学科合同講演会 

        演題：「自分の未来は、自分で創ろう」 山岡学部長 

       学科別研修会① 

       衛生技術学科(教員紹介、講演) 

        演題：「次世代医療を担う臨床検査技師の仕事、4年間で学ぶこと」 

           「医療現場における臨床検査技師」 

       放射線技術学科(教員紹介、講演) 

        演題：「診療放射線技師の仕事」 

           「大学生活の歩き方」 

       看護学科(教員紹介、学生生活の紹介、ＤＶＤ鑑賞、先輩の体験談)     

        ＤＶＤ：「だから看護のシゴト―人を支え励ましたい―」 

      学科別研修会② 

       衛生技術学科(グループディスカッション、発表会) 

        テーマ：｢卒業までの大学生活での目標、課題、実践｣ 

       放射線技術学科(グループディスカッション、発表会)   

        テーマ：｢私の理想的な大学生生活｣ 

       看護学科(グループワーク) 

        アンゲーム(質問カード・コメントカード) 

  2 日目：3 学科合同交流会(スカベンチャーラリー)（つま恋内）  
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       6 人（各学科 2 人）が１チームになり、チェックポイントでクイズを解きな       

がら、園内を周遊する。 

研修会終了後アンケート調査を行った結果、3 学科合同実施が好評であったので、次

年度以降も 3 学科合同で実施していく。 

 

 ３．教育の特色 

  ■保健科学部 

  ・本学の保健科学部には、衛生技術学科、放射線技術学科、看護学科の 3 つの学科がある

ことを利点ととらえ、平成 23(2011)年度からのカリキュラムの再編成に伴い、3 学科が

ともに学ぶ「チーム医療論」を取り入れた。これは、近年の医療現場において患者を中

心として、医療従事者が相互に連携する「チーム医療」を行っていることから、1 年次に

開講する。各学科からそれぞれの立場で、役割などを講義して医療の全容を学び、モチ

ベーションンを高める。 

 

  ■保健科学部 衛生技術学科 

  ・衛生技術学科では、将来の臨床検査業務において柔軟な対応できる臨床検査技師を養成

する為に、下記のような特色ある内容の教育を行っている。 

1)電子顕微鏡による教育 

  現在、病院の検査室では電子顕微鏡を使用する機会は尐ないが、病変の種類や目的に

よっては電子顕微鏡診断による微細構造までの観察を必要とし、診断する上で使用され

ていることもある。また、国家試験においても電子顕微鏡に関わる問題も出題されるこ

とがあり、病理検査学での教育には必須と考えられる。本学では透過型および走査型電

子顕微鏡を有しており、実習の中で原理、操作法および試料の作成方法などについての

講義を実施している。 

2)臨床検査技師としての教育支援 

  現在、ほとんどの病院において MRI(核磁気共鳴画像法)検査は放射線技師により行わ

れているが、MRI は放射線を使用しないことから臨床検査技師でも操作は可能である。

従って、臨床検査技師も、将来 MRI 検査に関わることが考えられる。そこで衛生技術学

科では、画像検査学とは別に、講義時間として 30 時間を費やして、病院で働く実務経験

者から測定の原理のみならず実際の正常と異常の画像的特徴を学び、卒業後に従事でき

るような体制を設定している。 

3)検査部におけるリスクマネージメント教育 

病院では種々の医療事故が考えられ、検査室においても医療事故発生の可能性があり、

これらの危険性を未然に防ぐための手法や手順を習得することは重要である。しかし、

病院での医療事故の症例も多く、多岐にわたっている。このため、教科書等での教育で

は非常に難しいことから、衛生技術学科では「検査リスクマネージメント特論」で、臨

床検査に従事している実務経験者から実際の医療現場での起こった事故の内容を聞くこ

と、またその回避のための手法や手順について聞くことにより、リスクマネージメント

の必要性を理解させている。 

4)最新の技術への対処 
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臨床検査分野においては、その進化は日進月歩である。従って、臨床検査の場におけ

る技術や知識は常に新しくなることを想定する必要がある。しかし、現状の大学でのカ

リキュラムだけでは最新の技術や知識における十分な教育は難しいことから、衛生技術

学科では「検査学特論」の科目を配置し、臨床検査に従事している実務経験者による臨

床検査領域の最新の話題についての講義を実施している。これにより実践的な検査領域

での現状の把握が可能となり、将来病院の検査部で働くことへの心構えが養われる。  

 5)医療情報システムの教育 

   現在、医療分野においても情報処理技術の進歩には目覚しいものがあり、臨床検査の

分野においても、検査データの解析を行う上でコンピュータが広く使用されている。衛

生技術学科ではコンピュータを使用した教育において一貫性を持たせるため、①基礎分

野においてはコンピュータの基本的操作法や通常使用されるアプリケーションソフト

(ワード、エクセル、パワーポイント等)や統計処理を、②専門基礎分野では｢医療情報科

学｣の科目において電子カルテを含む医療情報システムを、③専門分野での「検査情報処

理科学」の科目において、実際の臨床検査の現場で使用されている応用例(検査情報と検

体搬送システム、データの標準化とその利点と問題点、データベースとその有効活用法、

検査基準値設定法、検査データの適切な処理方法 等)から医療情報技術を駆使した検査

データの解析方法を学ぶ、段階的な教育システムとなっている。 

6)資格取得への支援 

衛生技術学科のカリキュラムでは、主として人体から直接生命情報を得る生理学的な

検査と、生体から得られた検体の検査を学ぶが、他に生体に影響を及ぼす環境要因や物

質などの性質を分析し解析する内容なども含まれる。これらの幅広い検査に対する知識

と技能の習得は、臨床検査技師のみならずさらに広げて他の資格を得ることで幅広い応

用力のある臨床検査技師を育成することを目指している。 

①食品衛生監視員、食品衛生管理者 

これは任用資格であるが、平成 19(2007)年度からの入学生を対象として行っており厚

生労働省より所定の科目と実習を修了し卒業したものに与えられ、卒業後食品関連の施

設での衛生上の管理に携わることが可能となる。 

②健康食品管理士 

健康食品管理士は、臨床検査技師教育に関わる施設が母体となって平成 17(2005)年 3

月 13 日に発足した NPO 法人の認定協会により認定される。最近、食に対する安全性お

よび健康食品やサプリメントに関しての問題が起きてきており、本学科ではこれら健康

食品やサプリメントの諸問題に対応でき、広く社会で活躍、貢献できる人材の育成を目

指し資格取得に向けた指導を行っている。食品関係の科目を 4 科目 6 単位に設定して、

これらは選択科目であるが卒業要件とし、専任教員が対応している。出題される範囲に

は、臨床検査技師国家試験の範囲と一部内容が同じであることから受験するよう指導し

ており、平成 21(2009)年度 4 年生では 3 年次受験者を併せてほぼ全員が受験した。 

③上級バイオ技術者 

NPO 法人日本バイオ技術教育学会が主催する認定試験である。この認定試験は生物工

学系を初めとした幅広い分野からの受験者がある。臨床検査にはバイオ技術を使用する

ことがあり、研究面でも大いに有効である。従って、この技術の認定資格を有すること
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は、はば広い視野から検査を眺めることに役立つとともに検査技術への応用も期待でき

る。受験前は対象となる学生に対し、教員が補講を実施して合格支援のための教育を実

施している。 

④食生活アドバイザー 

一般社団法人 FLA ネットワーク協会が主催する認定試験である。社会的に生活習慣病

が増加する中、栄養と疾病との関連性(予防と改善)が指摘されており、また、病院ではチ

ーム医療として栄養サポートチームの中で臨床検査技師が活躍しており、将来臨床検査

での応用も期待できるため、食生活アドバイザーの資格取得を推奨している。 

 

  ■保健科学部 放射線技術学科 

  ・放射線技術学科においては下記の項目について、他校と差別化を図り、本学独自の特色

ある教育を行っている。 

1) e-Learning を利用した教育支援 

2)放射化学実験室の利用 

3)ガンマカメラシステムによる教育・研究 

4)MRI 装置を用いた臨床教育 

5)3次元画像処理装置(ワークステーション)を用いた体験実習 

6)マンモグラフィ装置による実習教育 

7)病院医療情報システムに関する教育 

8)放射線施設研修旅行 

9)放射線取扱主任者試験合格支援教育 

以下に上記項目の概説を述べる 

1)e-Learning を利用した教育支援 

放射線技師にとって、パソコンを用いての画像解析，画像診断技術の習得は必須であ

る。本学科では、教育用サーバを設置し、e-learning による効果的な授業を実施してい

る。本手法は、目の前で臨床画像を観察することで、学生の興味が引き出し、さらにネ

ットワークへの理解が深まることを目的としている。期待される主な効果は、以下の 3

点である。 

①実験に関連する理論や実験方法を掲示することで予習・復習が円滑になる。 

②開発した専用ソフトやデジタル画像の配布が容易にでき、作業の効率化が図れる。 

③2 次元、3 次元のデジタル画像の観察により理解が促進される。 

以上のことから、医療画像に特化した e-learning は、学生が実際の画像を処理・観察す

ることで、医学で使われる画像をより身近な存在として捉えることができる。このよう

な教育支援システムは他大学にはあまり見られず、本学独自の取り組みとして注目され

る。 

2)放射化学実験室の利用 

放射化学実験室は本学科独自に持っている、非密封放射性同位元素の使用施設および

貯蔵施設であり、汚染検査室、排気設備および排水設備が併設されている。本実験室に

はフード、ドラフト、ウェル型シンチレータ、キュリーメータ、液体シンチレーション

カウンタ、ガンマカメラ、ハンドフットクロスモニタ等の機器が設置してある。本実験
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室での使用が許可されている核種は 3H、14C、32P、35S、59Fe、65Zn、67Ga、89Sr、99Mo、

99mTc、111In、123I、124I、131I、201Tl であり、これら非密封放射性同位元素を使用した様々

な実験を行うことができる。学生は 3 年次より放射線業務従事者となり、本実験室にて

行われる「放射化学実験」、「核医学検査学基礎実習」、「放射線安全管理学実習」等の実

習授業で非密封放射性同位元素の取扱い方法について学習する。さらには卒業研究で

様々な放射性核種を用いて研究し、一般的な放射線技師養成学校に比べ、アイソトープ

を使って幅広い分野の研究テーマに取り組むことができる。 

3)ガンマカメラシステムによる教育・研究 

上記②で述べた放射化学実験室にガンマカメラシステムが設置されている。元来、ガ

ンマカメラとは放射線を出す検査薬を体に投与し、その体内の分布を画像として撮像す

るカメラのことを指す。このカメラと様々臨床解析を行う装置と合わせてガンマカメラ

システムという。このシステムは高価なため国立系放射線技師養成校は臨床用の装置と

して大学病院が保有しており、大学自体にガンマカメラシステムを所有しているところ

はほとんどみられない。ガンマカメラを所有している大学が尐ない中、本学にあるこの

システムは e-cam と呼ばれるもので、国内では約 70%の施設で使用されている最新装置

である。そのため、「臨床実習」先の病院や就職先においても導入されている場合が多い

と考えられ、本学学生がスムーズに核医学検査に対応できることは有利である。 

一方、実際の臨床で使用する心臓解析ソフトを始め、脳血流解析など豊富なソフトウ

エァがある解析装置を使って、学生は様々な実験および研究を行っている。一例を挙げ

れば「脳血流検査における定量測定のための頭部血流ファントムの開発」など、これま

で困難であったファントムの開発を本学で研究することが可能となった。これらの成果

は学術学会で発表等を行っており、ガンマカメラシステムを教育機関で所有することは、

学生において非常に有用であり、当大学の大きな特色でもある。 

4)MRI 装置を用いた臨床教育 

MRI検査は、臨床応用の有用性が確立されてから20数年しか経過しておらず、Ｘ線を

使わない新しい検査法として注目を浴びている。当大学もこれに注目し、4年前の大学開

校時に単位として、前期は「磁気共鳴論」30時間でMRIの原理から基礎的な撮像法を勉

強し、後期は「磁気共鳴演習」15時間で高速撮像法と臨床応用を行い全体で45時間の講

義を開講した。さらに全国の医療系学校では数尐ない臨床機のMRI装置を導入し、前期

は基礎的な撮像法から各種撮像法についてファントムを使用して撮像を行い、臨床症例

を交えて画像評価をしている。後期はJIS規格に準じた精度実験により信号強度、空間分

解能、ひずみ等の性能評価を行っている。当大学の臨床機は最新装置の60～70％の撮像

法が可能であり、現在ではMRI装置の有用性が高まりほとんどの臨床病院に導入されて

いるので、就職して直ぐにでも実践が可能な授業計画となっているところに、本学にお

けるMRI教育の特徴がある。 

5)3次元画像処理装置(ワークステーション)を用いた体験実習 

3 次元画像処理装置(ワークステーション)は、X 線 CT(コンピュータ断層撮影)スキャ

ンにより得られた 3 次元データをボリユームレンダリング(VR),仮想内視鏡(VE),多断面

表示(MPR/CPR),Fusion 等の画像作成や画像解析ができ、臨床現場に有益な情報を提供

している。当大学の放射線施設には、AZE 社製 3 次元画像処理装置(Virtual Place 
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Advance Plus)が 2 台設置されている。また、3 次元画像の基礎についての講義の後、ワ

ークステーションの取説として、起動方法，操作アイコン(ウインド選定、カッティング

処理、マルチレイヤー表示等)、カラーマップの編集操作等基本操作を説明する。 

次に学生達がワークステーションに登録された40症例について、心臓(冠状動脈)、気管，

胃・大腸の仮想内視鏡、膵管のcurved planarreform ation(CPR)等の画像処理を学び、

最後に脳動脈瘤、腹部大動脈の2症例について、骨、血管、臓器のウインド選定による閾

値画像抽出し、カッティング処理、サブトラクション、色付けし、マルチプレイヤー表

示による3次元画像を作成し、実習レポートとして提出を義務づけている。このようなこ

とは、最新のワークステーションを所有しているため可能であり、本学学生にとっては

様々なCT解析処理を大学において学べることは非常に有利である。 

6)マンモグラフィ装置による実習教育 

当大学には、放射線技師養成学校では数尐ないマンモグラフィ装置が設備されている

ので、この装置を用いた実験や実習が可能である。現在マンモグラフィは世間一般でも

大きく注目されており、この技術習得には臨床現場でも急務とされている。 

本学における授業科目の「診療画像学実習Ⅱ」では、放射線技師トレーニング用ベス

ト(トーラストファントム)を着用して、女子学生のみならず男子学生も撮影技術の実習を

行っている。また、「医用画像機器工学実験Ⅱ」では各種画像診断装置の性能維持に不可

欠な精度管理方法の習得を主として行っている。特にマンモグラフィ装置精度管理は、

マンモグラフィガイドラインに沿った品質管理を実験に取り入れている。そのため本学

学生は、日常的な品質管理の方法である RMI156 型ファントムを撮影し、視覚評価とデ

ジタル評価を行う画像評価を、大学時代から学んでいる。その他にも、定期的な品質管

理として胸壁端付近の画像欠損確認を行っており、臨床に則した実習教育となっている。 

一方、実験においては乳腺散在、不均一高濃度、高濃度の3種類のマンモグラフィ画像

を用いて、臨床画像評価も行っている。この評価はマンモグラフィ検診精度管理委員会

の施設画像評価で認定を取る際に行われるもので、この実験で習得した知識や技術は、

検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師の認定やマンモグラフィ検診施設画像認定

施設の認定習得に役立てることができる。このように当大学では卒業後の早い時期に資

格習得ができるように指導しており、臨床現場に生かされるマンモグラフィの教育は、

本学おける大きい特徴の一つである。 

7)病院医療情報システムに関する教育 

本学は医療情報教育充実のため、臨床施設において実際に使用されているものと同等

の放射線情報システム及び画像サーバが設置されている。それらのシステムとCR等の

DICOM(Digital Imaging and COmmunication in Medicine)規格に準拠した診療機器は

放射線実験室内の専用ネットワークで接続さており、臨床施設と同等のデータフローが

実現されている。これにより実際にシステムを用いて、システム管理，セキュリティ管

理，データベース管理などのハード面に関する実務教育が可能である。さらにこのシス

テムを用いて、主に患者の登録，検査項目の設定，検査受付・実施・終了さらに画像の

確認等の一般的な放射線科検査のワークフローを体験することが可能であり、学生が臨

床実習を実施するまでに、予め診療放射線技師の業務を擬似体験することが可能となっ

ている。 
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8)放射線施設研修旅行 

放射線関連施設の 2 ヶ所、放射線画像診断機器や放射性医薬品の製造されている現場

を見学することで、放射線分野に対する理解を深め、国家試験に向けての意欲を向上さ

せる目的で実施している。昨年は京都府にある島津製作所と兵庫県の日本メジフィジッ

クスの工場を見学した。前者では、X 線管、X 線テレビ装置などの製造工程の見学を通

し、品質管理、精度試験などを理解し、各種画像診断機器の歴史を実物や文献を通して

学習した。また、後者においては、放射性医薬品の製造過程を見ることで、サイクロト

ロンの原理や医薬品としての厳しい品質管理のあり方を学んだ。学生にとってはこれら

の見学を通して、授業でしか知らなかった実際の医療装置や薬品が、より身近な存在と

なり講義の内容が具象化でき、大学を離れて製造現場を直に接することは大きな刺激と

なる。このような学外での体験学習は、他では見られない本学の大きな特徴である。 

9)放射線取扱主任者試験合格支援教育 

放射線取扱主任者は、放射性同位元素等の取扱いによる放射線障害の発生を防止する

ために法令上求められている監督者である。該当する放射性同位元素等を取り扱う事業

所では、必ず 1 人以上の放射線取扱主任者を選任することが義務づけられている。従っ

て、上述した施設(主として病院)では、診療放射線技師および第Ⅰ種放射線取扱主任者の

両資格取得者の求人が増加しつつある。放射線取扱主任者試験(Ⅰ、Ⅱ種)は、診療放射線

技師国家試験の一部科目と重複していることから、その関係の養成教育機関において、

また、放射線研究施設および病院においては、その業務上の必要性から多くの施設で受

験を勧めている。本学放射線技術学科でも尐なくとも 10 年前(短期大学時代)から診療放

射線技師国家試験および放射線取扱主任者試験の対策として以下のように目標を設定

し、合格支援教育を実施している。 

①教育目標の設定 

本学科では、放射線取扱主任者Ⅰ種試験をプレ診療放射線技師国家試験と位置づけて

いる。放射線取扱主任者Ⅰ種試験は診療放射線技師国家試験 200 点満点中 50 点分の科目

が出題され、後者より前者のほうが難易度が高い。そのため、次項の授業科目の編成が

整い次第、全員がⅠ種試験を受験するよう指導している。図１－１のように 3 年次及び

4 年次と 2 度の受験の機会があり、その合格者数の増加を目指すとともに国家試験の準

備とする。(在学生で 1 種試験合格者は全て診療放射線技師国家試験に合格している。) 

図１－１「3 年次-4 年次スケジュール」 

３年次

４年次
放射線取扱
主任者試験

８月

８月

２月

技師国家試験

①

②

講習

実習

５０点 １５０点

主任者試験科目 その他・臨床科目

講習

講習

 

②試験対策講習会 

3 月(春季休暇中)は 2、3 年生対象、8 月(夏季休暇中)は全学年対象とし直前に集中講義

形式の講習会を年 2 回開催している。教員 6 人により 3 月は放射線に関する物理、化学、
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生物および計測を、また 8 月は化学の一部、放射線管理、法令を科目としてそれぞれ 3

コマ(６時間)の講義・演習を行っている。 

 

  ■保健科学部 看護学科 

  ・看護学科では、以下のような特色ある教育を行い、他大学の看護学科との差別化を図っ

ている。 

1)専門科目の内容、展開方法等 

①平成 23(2011)年度から開講された初年次の導入科目である「アカデミック技法」におい

て、新たな試みとして、図書館と連携した教育を実施している。アカデミック技法の講

義の中で司書が「大学図書館における情報収集の仕方」について講義を行い、その後、

図書館を利用した演習を行った。このような取り組みの成果として、学生はレポート作

成課題で、自発的に図書館を利用した情報収集を行っており、今後も図書館を活用した

学びが推進されると期待できる。 

「アカデミック技法」は大学教育を行う上で、教員側も共通の理解をしておく必要が

ある。そこで、看護学科全教員に講義で用いた「知のステップ」を配布するとともに、

助手の教員には継続した授業参観を実施した。今後教育に携わることになる助手が、「ア

カデミック技法」を身につけるとともに、講義方法を学習する機会ともなっており、学

科内 FD の取り組みのひとつとして期待できる。 

 ②平成 23(2011)年度の新カリキュラムでの科目「チーム医療論」、「チーム医療演習」は、

本学の「教育目標」である「人間性」、「学際性」、「国際性」の向上を目的とした独自の

教育プログラムである。チーム医療における協調性、責任感、コミュニケーション能力

の習得を目指して、本学における 3 学科（衛生技術学科、放射線技術学科、看護学科）

がそれぞれの学科の特徴を生かし、協同でカリキュラムを構築し、授業を展開している。

1 年次には「チーム医療論」の授業で、チーム医療の歴史や臨床検査技師、診療放射線。

看護師のチーム医療における役割を学ぶ。また、先進国におけるチーム医療も紹介し、

学科を越えた「国際性」、「学際性」を身につけ、今日の医療のあり方を考える。さらに、

4 年次に計画されている「チーム医療演習」では 3 学科協同での「チーム医療の実際」

を演習形式で展開する予定である。 

③「基礎看護学Ⅰ」、「基礎看護学Ⅱ」の演習授業において、本学の関連施設である実習病

院から臨床指導者の参加を得て、演習の指導に加わっていただくという新たな取り組み

を行っている。このことにより、臨床現場で行われている新しい技術や知識を学ぶこと

ができる利点があり、さらに臨床指導者と関わることで、学生の病院実習に対する不安

軽減にもつながるものと期待している。 

④「基礎看護技術Ⅰ」、「基礎看護技術Ⅱ」では新たな試みとして、本学の看護学実習施設

病院の看護職員スタッフの協力を得て、演習指導および演習時の模擬患者役の導入を企

画している。今回の取り組みのねらいは実践の科学としての看護技術教育の充実および

教育の場と実践の場の連携をはかることにある。   

上記の取り組みの成果として、看護基礎教育から臨床看護実践への移行が円滑に進み、

さらに看護基礎教育と臨床看護教育の協働意識と役割意識の充実による取り組みの具現

化が期待できる。 
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⑤「小児臨床看護学」においては臨地実習に向けて学内演習に力を入れている。その一つ

の単元である「小児看護を支える基本技術」においては、｢バイタルサイン測定｣｢身体計

測｣｢与薬｣｢輸液管理・安全｣｢検査・処置時の看護｣など 6 つの演習項目について、臨地実

習病院で小児看護に携わる看護師（臨床指導者）の協力を得て演習を行っている。臨床

指導者には臨床現場で行なっている看護の実際や体験などを学生に分かりやすく教授し

て頂いている。開学から続けているこの試みは、臨床と教育をつなぐ架け橋となってお

り、相互理解を図ることができている。学生にとっては「臨地実習」で出会う指導者が

顔なじみでもあり、非常に緊張する臨床現場で学生に安心感を与えている。また臨床指

導者にとっても同様である。今後もこの試みを継続し、教育と臨床が協働して社会に求

められる看護師育成に努力することが求められる。 

⑥最終学年の「卒業研究」では、1 年次より 3 年次に培った看護学に関する知識・技術・

心を基盤にして、教員の個別指導の下で研究計画書を作成する。研究への導入として、

上級生の「卒業研究発表会」に参加し、「臨地実習」などの経験を通して、身近なところ

からテーマを発見できるように動機付ける。さらに、研究に取り掛かる準備段階として、

研究に関する基本的な事項を講義するとともに、演習を行い、研究活動の基盤を形成す

る。講義は「看護研究とは」、「研究テーマの発見の仕方」、「実験研究とは」、「質的研究

とは」、「研究倫理について」、「研究計画の活用、論文構成と発表」、「研究計画の立て方」

からなる。演習は「研究テーマの発見」、「文献検索」、「文献カード・文献要約作成」、「研

究計画書作成」からなる。これら 30 時間にわたる一連の準備学習を経て、個別の研究計

画に着手している。 

上記の結果として、学生の研究レベルを一定以上に担保することができる。また、学

生は研究の意義を理解し、倫理的配慮をしながら、自立的に文献検討を行い、考えをま

とめることができるようになっている。卒業後の臨床現場では研究的な取り組みが求め

られるが、「卒業研究」で培った力を活用し、自ら発見したテーマを深めていくことが期

待できる。 

2)研究の取り組みに関すること 

研究においては、患者の QOL(Quality of Life) 向上にむけて、さまざまな看護ケアの

根拠を明らかにするための検討を行っている。具体的な事例を紹介すると、例えば足浴

や洗髪といった日々のケアに対するリラクゼーション効果を、被験者の生体情報を測定

し検証し、基礎看護教育の質の向上に向けた研究を行う予定である。これにより、「患者

にとって最も安全で安楽なケアの提供」を実践することができる。こういった実証的な

研究結果を講義や演習のなかに活かすことにより、学生が、根拠に基づいた看護(EB ナ

ーシング)の重要性を学び取ってくれるものと考えている。 

3)保健師免許による養護教諭 2 種免許状取得に関すること 

保健師免許を有する者は、都道府県教育委員会に申請する場合、教育職員免許法施行

規則第 66 条の 6 に定める「4 科目 8 単位の修得」が必要である。本学が 1 年次前期に開

講する「法学」（選択科目）について未修得の学生を把握し、夏季休暇中に臨時に当該科

目を開講し、希望する者について本科目の単位修得に配慮を行なっている。 

4)国家試験対策について 

   国家試験合格に向けて「支援の 3 つの柱」を設けて行なっている。その柱は、国家試
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験模擬試験の実施と国家試験特別講義の実施および学習支援（担任教員による支援、教

室環境の整備、「教育支援センター」による支援）である。特に夏季休暇前の特別講義（「解

剖学」、「生理学」、「病態学」、「薬理学」等の「専門基礎分野」）にあっては、学科の枠を

超えて学部全体の教員の支援を受け講義を実施しており、学生の理解度を深めている。 

 

  ■助産学専攻科 

  ・大学専攻科の特色ある教育として以下の点について他校と差異がある。 

  1)地域における性教育の実施(小学校高学年対象) 

  2)東洋医学を活用した助産学実習 

  3)講義と助産学実習を乖離させない実践中心の教育 

  4)学会参加、国際活動した助産師の講義による専門職業人としての動機づけ 

1)地域における性教育の実施 

小学校 5 年生・6 年生を対象に性教育の出前講義を行った。 (表１－１) 

出前講義は、「保健指導技術」の中の「学級活動」に位置付けている。思春期に入る前

の小学校高学年の子どもに「自分と異性の身体の変化を知る」、「生命の誕生について知

り、命の大切さがわかる」、「自分も相手も大切な存在であることがわかる」の 3 点を指

導目標とし、指導案の作成、媒体の作成を行い、学生の創造性を育成している。また、

助産師として小学生に対する性教育のありかた、専門家として「いのちの大切さ」をど

のように伝えることができるのかを考えさせている。 

小学生に対する性教育は、学生が地域における助産師の役割を学ぶことができ、かつ

大学としては地域に貢献している。 

 

表１－１「助産学専攻科出前講義」 

年月日 実施校 対象者 

H22.7.9 関市立小金田中学校 3 年 34 人 

H22.7.16 関市立小金田中学校 3 年 34 人 

H22.11.4 関市立旭ヶ丘中学校 1 年 79 人 

H22.11.11 関市立小金田中学校 3 年 97 人 

H22.11.26 下有知中学校 1 年 79 人 

H22.12.1 関市立富岡小学校 5 年 82 人 

H22,12.15 関市立武芸川中学校 3 年 80 人 

H23.1.17. 関市立旭ヶ丘小学校 5 年 77 人 

H23.1.18 関市立南ヶ丘小学校 5・6 年 37 人 

H23.1.20 関市立洞戸小学校 4・5 年 40 人 

 

2)東洋医学を活用した助産学実習 

講義に東洋医学を入れ、妊産褥期の各期で助産ケアに活用している。講義では基礎理

論を聴講後、マッサージ、つぼ、灸の演習を行う。東洋医学は助産師独自のケアとして

実践できる。特に、分娩期の産痛緩和ケアは、産婦の満足度が高い。さらに、学生が計
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画・実践することにより臨地の活性化をもたらす効果がある。 

3)講義と助産学実習を乖離させない実践中心の教育 

講義で習得したことを実践し修得できるよう、実践教育の科目は臨地指導者を非常勤

講師として招いている。妊娠期はマタニティスポーツ、ヨーガ、産褥期はベビーマッサ

ージ、BFH(赤ちゃんにやさしい病院)のラクテーションコンサルタントによる乳房管理

である。すべて助産師かつインストラクターの認定者である。教員と臨地指導者が事前

に教育目標を到達できる講義内容か確認している。そのため、講義内容はすべて臨地で

実践できるため、学生が学習しやすい実習環境が提供できている。 

学内演習は、教員全員が個別指導を行い、絶対到達をさせている。演習グループは、

助産学実習と同一のメンバーとし、協調性を育成している。授業担当教員が個人指導し、

チェック後、実習担当教員に情報提供をする。実習担当教員は、申し送られたチェック

リストにより、到達できるまで技術チェックを実施している。その後、技術の試験を行

い、合格するまで指導をしている。技術試験に合格しないと、助産学実習はできない教

育方法にしている。 

実習連絡会議では、学生の持つ基礎知識を説明し、実習方法について臨地指導者に講

義をしている。臨地指導者に大学の教育方針と学生の学習内容について理解を求め、根

拠のある実践の指導を依頼している。また、実習上起こりうる問題点の討議を行い、指

導の統一を図っている。 

4)学会参加、国際活動した助産師の講義による専門職業人としての動機づけ 

「助産学研究」を一人一題で指導している。過密カリキュラムのため、研究の種類は

調査か事例にしている。研究について講義を 6 時間行い、1 ヶ月間で文献探索をする。

その後、研究計画書を提出し、担当教員が個別指導をする。研究論文は 6,000 字とし、

学会誌投稿程度の文字数である。「助産学研究発表」は学会形式でパワーポイントを用い

たプレゼンテーションで発表 10 分、質疑応答 5 分である。発表後、研究集録を作成し学

内教員、実習施設に贈呈している。学生は 9 ヶ月間研究に取り組むことで、助産師とし

て臨地で問題意識を持って、常に学習しながら働くことの大切さを痛感している。 

 

 ４．国家試験対策 

  ・本学では臨床検査技師、診療放射線技師、看護師、保健師、助産師の養成機関として、

専門教育を行っている。卒業時には国家試験の受験資格が得られ、学生は国家試験合格

を目指し勉学に励んでいる。平成 22(2010)年度卒業生の国家試験合格率は表４－１の通

りである。 

 表４－１「平成 22(2010)年度卒業生国家試験合格率」 

学科名 本学（合格者／受験者数） 全国 

衛生技術学科(臨床検査技師) 90.2％ 74 人／82 人 67.0％ 

放射線技術学科(診療放射線技師) 92.8％ 64 人／69 人 71.1％ 

看護学科(看護師) 100％ 75 人／75 人 96.4％ 

看護学科(保健師) 85.3％ 64 人／75 人 89.7％ 

助産学専攻科(助産師) 86.7％ 13 人／15 人 98.2％ 
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本学は国家試験対策として、通常のカリキュラムのほかに補講を行い、基礎知識や専

門知識を修得させている。また、平成 22(2010)年度は国家試験の模擬試験を、衛生技術

学科では 11 回(内業者模試 3 回)、放射線技術学科では 9 回(業者模試なし)、看護学科で

は、看護師の試験を 8 回(内業者模試 7 回)、保健師の試験を 4 回(内業者模試 3 回)、助産

学科では、4 回(内業者模試 3 回)実施した。各学科とも模擬試験の結果を基に学生個人の

成績を分析し、学生との個別面談や補習等を行っている。教員は学生からの質問に対応

すべく、交代で常時数名が指導出来る体制を整えている。さらに平成 22(2010)年 11 月

から平成 23(2011)年 2 月までの土曜日、日曜日および祝日も 6 号館を開放して、自主学

習の場を提供するとともに、各学科の教員が当番制をもって学生の質問などの要望に対

処した。 

 ５．就職支援 

  ア．就職課および「就職委員会」では、2 年次生から各種セミナーや就職対策講座を開催し

て、質の高い就職をめざして支援活動を行っている。 

イ．平成 22(2010)年度の支援事業として、 

2 年生：就職・進路希望調査①・②(全学科)、就職ガイダンス①(全学科)、 

就職活動支援マナー講座 1(全学科) 

3 年生：合同就職セミナー(全学科)、各学科就職セミナー(看護学科)、 

就職ガイダンス②・③(全学科)、アカデミー講座Ⅰ・Ⅱ(全学科)、 

      アカデミー就職模擬試験(全学科)、SPI-Ⅱ模擬試験(全学科)、 

基礎学力判定模擬試験(全学科)、就職活動支援マナー講座 2(看護学科)、 

ハローワーク講座、キャンパスプラン登録説明会 

4 年生：各学科就職セミナー(衛生技術学科、放射線技術学科)、  

アカデミー講座Ⅲ・Ⅳ(全学科)、アカデミー就職模擬試験(全学科)、 

就職活動支援マナー講座 2(衛生技術学科、放射線技術学科)、 

      就職ガイダンス(衛生技術学科、放射線技術学科)、ローワーク登録 

助産学専攻科：就職ガイダンス、就職活動支援マナー講座、就職セミナー 

 

といった各種就職ガイダンスや就職支援講座の開講を行った。また各病院や施設に対し

て、求人票の発送(7 月：約 1 万件，1 月：約 5 千件)を行い、面接試験への対応として、

模擬面接(延べ 48 回実施)を行っている。また大学に直接来校する求人要請施設の対応

(152 件：2 月末)等を行っている。また様々な対応を協議するため、平成 22(2010)年度は

8 回の「就職委員会」を行った。また関市ハローワークと共同で、就職支援相談コーナ

ーを設置し、相談員と共に就職未定の学生に対して相談を行った。 

その結果、3 月末までの求人件数・求人数は、前年度対比で看護学科・助産師専攻科

以外で増員している。 

ウ．月別累計求人件数・累計求人数(平成 23(2011)年 3 月末現在)((  )内は前年度対比) 

衛生技術学科  (臨床検査技師)   604 件(＋183 件)、1,297 人(＋285 人)     

放射線技術学科 (診療放射線技師) 698 件(＋211 件)、1,127 人(＋303 人)                          

看護学科    (看護師)      985 件(－36 件) 、27,080 人(－1,703 人)         

(保健師)      482 件(＋46 件) 、4,039 人(＋448 人)                   
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助産学専攻科  (助産師)         359 件(－4 件)、13,342 人(－49 人) 

  上記の通り高い求人件数と求人数を計上している。平成 23 年(2011)年 5 月 1 日の就職者

数は、衛生技術学科 70 人(95.9%)、放射線技術学科 56 人(90.3%)、護学科 69 人(100%)

である。前年同時期は、衛生技術学科 84％、放射線技術学科 79％、看護学科 100％であ

ったのに比べると高い就職内定数となっている。 

 ６．国際交流活動 

  ・本学では教育理念の一つである「国際性」を育むため、下記の取り組みを行っている。 

海外研修(ハワイとヨーロッパを隔年実施) 

①ハワイ短期留学   

ハワイ大学カピオラニコミュニティカレッジと提携合意書調印 

内容：語学研修、プレゼンテーション、病院見学、異文化体験 

    語学研修場所：カピオラニコミュニティカレッジ 

    第 2 回を平成 23(2011)年 3 月 9 日～22 日(14 日間)で実施した 

    参加人員：学生 41 人、教員 2 人、職員 1 人        

②ヨーロッパ研修旅行 

内容：パスツール研究所見学、世界遺産見学、異文化体験など               

(フランス、ドイツ) 

   次回実施予定：平成 24(2012)年 3 月(8 日間) 

 

 ７．地域連携活動 

  ア．本学が立地する岐阜県関市は糖尿病の指標である HbA1C(ヘモグロビン・エイワンシ

ー)の値が全国平均を上回り、岐阜県の中でも最も高い地域である。そこで、国が取り組

んでいるメタボリックシンドローム対策を基に、関市民の健康状態の改善を目的として、

平成 20 年度(2008)より関市と協働で「せき健康の郷（さと）づくり」事業を行っている。 

イ．事業は 5 ヶ年で計画され、3 年目である平成 22(2010)年度は、関市内のスーパーや関

市開催イベントなどの人の集まる場所で「健康チェック」を開催した。 

ウ．今年度の「健康チェック」は天皇皇后両陛下ご臨席いただいた第 30 回全国豊かな海づ

くり大会を皮切りに約 2 ケ月に 1 度の開催を目途に全 7 回実施した。（表１－２参照） 

表１－２平成 22(2010)年度「健康チェック」開催日程 

開催 実 施 場 所 主催関係 

第１回（ 6/12） せき海づくりフェスタ ※1 関市 

第２回（ 6/13） せき海づくりフェスタ ※1 関市 

第３回（ 7/10） サンサンシティ マーゴ（ＪＵＳＣＯ） 協働事業 

第４回（ 8/21） サンサンシティ マーゴ（ＪＵＳＣＯ） 協働事業 

第５回（10/30） 岐阜医療科学大学 大学祭 ※2 協働事業 

第６回（11/27） サンサンシティ マーゴ（ＪＵＳＣＯ） 協働事業 

第７回（ 1/15） サンサンシティ マーゴ（ＪＵＳＣＯ） 協働事業 

※1 第 30 回全国豊かな海づくり大会の一環イベント ※2 講演会も実施 

エ．主な実施内容 
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①各種測定の実施（第 1 回から第 7 回までの全てが対象） 

   体年齢、腹囲、骨密度、脳年齢、血管年齢、血圧、肺年齢 

②健康相談の実施（第 1 回から第 7 回までの全てが対象） 

③市民公開講座の実施（第 5 回のみ） 

地域住民の健康意識向上のため、本学大学祭において「市民公開講座」を開催した。

本公開講座では①関市との協働事業の活動報告、②関市保健センターによる「メタボ

健診からわかった市民の健康状態」、③本学教員による「健康のためのスポーツの勧め」

を実施した。当日は台風の影響もあったが、一般市民からの質問等もあり概ね好評で

あった。 

オ．評価 

①全実施には本学教職員（委員を中心として毎回 10 数人）および補助学生（3 学科から

毎回 25 人程度）が携わり、年間の延べ人数として教職員 94 人、学生 156 人が関与し、

大学の事業として多くの人員が地域のために貢献している。 

  ②参加した学生にとっては、将来の医療技術者としてのインシデントや対患者様を想定

した接遇教育の場所として実体験でき、ボランティア意識の向上が見られ、医療人と

しての自覚が芽生えた。 

  ③「健康チェック」に参加した市民は毎回 200 人前後を数え、年間の延べ人数でも 1339

人となった。 

④参加者からの評判も良く、回を重ねる度に再来者も増え、市民を中心とした健康づく

りの認識が浸透している。 

 カ．平成 23(2011)年度の目標 

「健康チェック」の参加者層に関市民の増加を目指すため、平成 23(2011)年度は下記の

検討事項を踏まえて開催を予定している。 

①関市保健センターとの連絡を密にし、国民健康保険対象者への開催案内のダイレクト

メールなどを実施し、告知を徹底する。 

②同様に、関市の特定健診受診率向上のために、専用相談窓口（臨時予約受付も可能）

を「健康チェック」会場に設置し、参加者の意識改革に努める。 

③関市主催イベントなどへの参画も検討し、地域住民の健康意識改革に取り組む。 

上記を実施することにより、関市のメタボリックシンドローム対策に寄与し、市民の

健康に対する理解を深める。そして、本事業を通して地域と連携することにより、社会

に貢献する。 

 


