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基準２．学生の受入れ 

領域：学生受入れ、教育内容・方法、学修及び授業の支援、学修評価 

   教員配置等 

基準２－１．学生の受入れ 

＜基準２－１の視点＞ 

2-1-①.入学者受入れの方針の明確化と周知 

2-1-②入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

 

(1) ２－１の自己判定 

・基準２－１を満たしている。 

 

(2) ２－１の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-①.入学者受入れの方針の明確化と周知 

【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。 

■臨床検査学科 

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。 
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■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。 

【アドミッションポリシーの周知】 

各学科・専攻科別の学生受入れ方針は本学募集要項およびホームページで公表して

いる。また、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。 

 

【エビデンス集・資料編】 

  【資料 2-1-1】2015 年度学生募集要項抜粋【資料 1-3-9 に同じ】 

【資料 2-1-2】学生募集要項ホームページアドミッションポリシー掲示部分 

 

2-1-②入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫】 

ア．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、志願者の本学の教育を受けるのにふさわしい能力を多面的に判定すべくＡＯ、

推薦、一般、大学入試センター試験利用等、様々な選抜方法を取り入れ公正かつ妥当

に実施している。また、それぞれの選抜方法に受入れ方針を明示している。 

 イ．学部の入学者選抜は、高等学校卒業者（高卒認定等含む）に限らず、社会人・学士 

   帰国生徒、外国人留学生を入れるための入試も取り入れている。 

ウ．学生募集および入学試験の実施体制 

・本学の学生募集は入試広報課が主に企画・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、入試ガイドを作成し、

希望者に配布している。また、進学相談会、大学展、オープンキャンパス、高校内

説明会などで入試等の情報を公開している。 

・入学試験は全学体制で行っている。また、「岐阜医療科学大学 入学者選抜規程」

に規定する入試委員会を組織し、募集要項、実施要項の立案、選抜方法（出題科目・

範囲、出題者の決定）・合否判定案の審議、試験の運営については、入試委員会に

委ねている。なお、学生募集要項（試験区分、選抜方法、日程等）･合否判定につ

いては、入試委員会において審議・検討した結果を「教授会」に諮り、学長が決定

している。 

大学入試センター利用試験については岐阜大学との共同実施しており、毎年監督者

を岐阜大学試験場に派遣している。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-1-3】2014 年度学生募集要項抜粋【資料 1-3-9 に同じ】 
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2-1-③入学定員に沿った適切な学生受入れ数の工夫 

ア．平成 27(2015)年 5 月 1 日現在における在学生数を表２－１－③－１「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。助産学専攻科につい

ても、定員を満たしている。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２－１－③－１「入学定員と在学生数」 

学科 定員 １年 ２年 ３年 ４年 計 

臨床検査学科 80 人×4 年=320 人 116 110 84 102 412 

放射線技術学科 80 人×4 年=320 人 113 99 93 99 404 

看護学科 80 人×4 年=320 人 91 91 95 84 361 

 

■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 15 15 

 

イ．学科別の志願者数、合格者数、入学者数の過去５年間の推移を別表「表２－１－③－２」

に示す。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-1-5】表 2-1-③-2 入学者等推移 

 

 (3)２－１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．今年度入学試験からすべての科目が新課程となることから入試科目の設定を見直し 

 特に理科の科目設定については、受験生の負担とならぬよう改善した。 

 また、インターネットによる出願(WEB 出願)が私立大学を中心に拡がりつつある中 

 さらに全国的に拡大傾向が強まっているため、競合する大学に先駆けて、ネット出願

を導入、受験生の利便性(願書を取り寄せなくても出願可能など)図り、志願者増を 

 狙った。 

  看護の新設大学、学部学科のみならず臨床検査・放射線分野においても全国な増加

は、止まることがないことから、地盤の確保と知名度のアップと引き続き努力してい

かなければならない。このため、東海北陸・静岡･長野･滋賀など周辺の県への高校訪
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問、進学ガイダンスへの参加、ローカル媒体への参画等を強化するとともに岐阜県内

の高校へ指定校推薦を推進して行くとともに一般入試を中心とした学生募集環境を維

持する。 

 

■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、新設 4 年制

看護大学卒業生の増加と共に、志願者は増加すると思われる。しかしながら、学費など

経済的な制約も大きく、環境条件は厳しい状況が続くものと予想される。このことから、

本学看護学科との協調および在学生への進学説明を実施し、本学卒業生の進学数を増加

させる活動を強化していく。 

 

基準２－２．教育課程及び教授方法 

＜基準２－２の視点＞ 

2-2-①教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

2-2-②教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

 

(1) ２－２の自己判定 

・基準２－２を満たしている。 

 

(2) ２－２の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-①教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

  各学科及び専攻科は、全学教育目標を基本に教育目的を定めており、この教育目的を 

 達成するために教育課程を編成している。また、教育目的は各学科のシラバス表紙裏 

 に記載し周知を図っている。 

 

■保健科学部 臨床検査学科 

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
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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。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【2-2-1】シラバス表紙裏資料【資料 1-3-7 に同じ】 

 

2-2-②教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

Ａ.教育課程の体系的編成 

■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、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、臨床検査学科については、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。 

エ．医療技術の高度化に伴い、医療機関ではチーム医療が重視されており、これに対処

する目的で、チーム医療を学ぶ科目として「チーム医療論」および「チーム医療演習」

を編成している。この科目はいずれも 3 学科合同で行い、「チーム医療論」は 1 年生、

「チーム医療演習」は 4年生を対象としている。 

 

■保健科学部 臨床検査学科 

臨床検査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
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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、臨床検査に関する検査技術や病態などを学ぶ「検査学」をはじめ、

検査結果の管理を養うための科目や臨床検査の現場での医療事故を未然に防ぐ手段・

方法を養うための科目等を配置し、将来、臨床検査のスペシャリストとして従事して

いくための専門的知識や技能を修得できる編成になっている。 

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、実

際の臨床の現場を体験することで、学内で修得した知識・技術の確認および実践的な

技術や知識の修得を行う。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。 

 

■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

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。 
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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、「基礎セ

ミナー」、「家族援助論」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「母性看護学概論」、「母性看護学方法」、「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 97 単位中 78 単位(「英語文

献購読」、「漢方セミナー」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。（保

健師課程は平成 24(2012)年度入学生から選択制） 

 

■助産学専攻科 

医業分業の中で助産師は、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 36 単位以上である。教育課程は 3 領域で構成していて、「助産学実践領域」25 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

となっている。 

 

Ｂ．教育目的の教育方法への反映 

■保健科学部 臨床検査学科 

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。 

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、特論を配置することで

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 10 回）を実

施している。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
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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、医療現場において

2 ヶ月間の長期間にわたり少人数での実習が行われ、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．臨床現場でのリスク管理に関する科目を配置し、臨床現場の指導者から直接話を聞

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．「基礎分野」において、放射線技術学科として重要な理数系科目は授業時間数を増や

すなどして重点を置いている。また、人文・社会系科目については、医療人としての

人間性教育に力を入れ、レポート等を通して正しい倫理観の確立を行っている。 

イ．「基礎セミナー」は 17 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 12 回の「総合放射線総合演習試験」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。更に

は最近の出題傾向である臨床画像の講義も対策として実施している。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、学内において自習する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Ⅱ・Ⅲ」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。 
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■保健科学部 看護学科 

ア．看護師・保健師養成所指定規則の大きな改正があり、平成 24(2012)年度入学生から

カリキュラムを変更した。主な改正点は、従来、大学での看護師教育においては「統

合カリキュラム」により４年間で看護師教育と保健師教育が必要であったものが、 

それぞれの大学において、特色のある質の高い看護師教育を展開し、また保健師教育

は各大学により選択制にできることとなった。本学としては、この改正にあわせ、 

保健師教育課程を選択制とし、希望者の中から３年次に５０名を選抜、４年次に３０

名を選抜することとし、授業科目内容を新カリキュラムに合わせ変更した。 

  イ.平成 25(2013)年度においては、法令により 4単位として規定されている「老年看護実

習」について「老年看護実習Ⅰ」（2単位）と「老年看護実習Ⅱ」（2単位）として 

   いたが、より高齢者理解を深められるよう学生の理解に応じて授業を進めやすくする 

   ため、この 2科目を統合して「老年看護学実習」4単位とした。 

   （平成 25(2013)年度入学生から適用） 

  ウ．平成 27(2015)年度においては、教育科目名、開講時期の変更を行って名称の統一化 

   並びに、カリキュラム集中時期の偏りを修正した。また、単位数、時間数を変更する

と共に保健師課程を選択しない学生のため、より専門的な新規科目を設定した。 

エ．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。 

オ．「「臨地実習」は、段階的に進めている。2年生は「基礎看護学実習」を行い、看護の

基本を学び、3、4年生では 7領域の専門分野の実習を行う。 

カ．「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 

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、助産師で専門領域の認定を持つ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。 

本年度から実践力を高めるため日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法普及事業

「新生児蘇生法Ｂコース」の認定講習会を学内で開始した。 

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」ため、「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。 
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  Ｃ．教育課程の編成方針に即した授業科目の開設 

■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」、「ボランティア技法」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」、「医療英語」、「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。 

ウ．履修科目の上限について、平成 23 年度に教務規程を改訂し年間最大 50 単位とし 

   単位制度の実質を保つよう配慮している。 

 

■保健科学部 臨床検査学科 

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、「専門科目」へ通ずる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
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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による医療事故に関する講義｢検査リスク

マネージメント特論｣を配置し、最新の臨床現場に対応する教育も実施している。  

 

■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、これまで受けていた講義

内容を実際に体験することで、各専門領域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。
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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。

「人間の理解」では、「人体構造学Ⅰ・Ⅱ」、「人体生理機能学Ⅰ・Ⅱ」、「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Ⅰ・Ⅱ」、「社会福祉学」、

公衆衛生・疫学を含む「保健学Ⅰ・Ⅱ」、「保健統計」の計 8 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「医学概論」、「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」「専門Ⅲ」「専門Ⅳ」「統合看護」の 5 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 8 科目を開講し、全科目必修とし

ている。この領域は、1 年生から 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、看護方法、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。「母性看護学」、「小児看護学」、「成人看護学」、「老年看護学」、「精神

看護学」「在宅看護学」の 6 領域である。この領域の講義は、2 年生から 3 年生にわ

たって開講し、実習は、主に 3 年生後期に開講し、全科目必修としている。「専門Ⅲ」

は、保健師教育であり、公衆衛生看護学概論・活動論・方法論、および演習と実習

という 9 つの内容を行う構成である。「専門Ⅳ」は看護師教育の付加価値をつける目

的で、看護倫理、医療データ分析論など 6 科目が学べる構成としている。「統合看護」

は、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

14 科目を開設している。「チーム医療演習」、「家族援助論」、「医療安全管理学」、「災

害看護論」、「看護管理学」など特性ある 13 科目を必修とし、「国際看護論」は選択

として開講している。中でも、「統合看護実習」は、看護学の集大成として位置づけ

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。
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家族形成の理解は「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。 

 

D．教育内容・方法の工夫 

■保健科学部 臨床検査学科 

臨床検査学科では、将来専門科目を学ぶ上で、生物と化学が重要となる。新入生に

よってはこれらの科目を高校時に履修していない学生がいるため、入学直後に実施す

る「基礎学力診断テスト」では学力差が認められる。このため、成績不良者には「基

礎分野」の関連科目の受講を進め、さらに時間外に教育支援センターの支援のもとに、

特別補習（数学、化学、生物）およびオフィスアワーを実施し、学力差を縮める工夫

を行っている。「基礎専門分野」および「専門分野」での実習については、学生が実習

内容を十分に理解できるように実習室にプラズマディスプレイ、プロジェクター、及

びデスクトップ PC を設置し、画面を通した講義も行っている。また、3 年生では、「検

査情報処理科学」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

検査結果から総合的に疾病が判断できる学生の育成を行っている。なお、選択科目で

あるが病院でのリスクマネージメントを学ぶ「検査リスクマネージメント特論」を配

置し、現場の指導者から病院のリスク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も行っている。 

 

■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、教育支援センターを開設し「基礎分野」関連科目の

受講指導、特別補習等を実施し、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「放射線医学概論」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

義を後期で開講しているが、毎日 4 時間の国家試験科目を講義し、個々の苦手科目の

対応については 5 時間目以降に専門分野の先生に国試問題の解説・質問等に対応して

いただき、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記録・分

析させた上で各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達
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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、実習記録を使用したペーパーシミュレーション、臨地の事例を用い

たシミュレーションによる学内演習を実施している。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。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-2-2】各学科・専攻科シラバス【資料 F-5-1～F-5-4 に同じ】 

【資料 2-2-3】入学案内の保健科学部各学科教育紹介抜粋 

 
 

(3) ２－２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いることから「教育支援センター」を設置し、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っ

ていて、これを強化していく。また、この「教育支援センター」において国家試験対

策を強化して、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。 



30 

 

 ■保健科学部 臨床検査学科 

 現在は「専門基礎分野」に「専門分野」へ繋がる科目を配して 1 年次から 4 年次ま

で一貫性を持たせた科目編成になっている。臨床の現場では臨床検査技師について業

務拡大も検討されており、内容によっては教育に取り入れることも必要であることか

ら、最新の情報をもとにカリキュラムの改善も含め検討していく。 

 

 ■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。学生自身の取り組み方について具体的な方法を教員が示

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 

 ①授業科目の順序性についてのカリキュラム改正、科目名称変更、開講時期の変更並

びに保健師を選択しない学生への科目を強化したことによって、学生の理解を促進

できる方向となった。今後は更に、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。 

②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。 

③1 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 

 ①「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。 

②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。 

③「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。具体的には、実習後に終了試験を実施し、知識の強化をさせている。また、

実習評価においてできなかった技術は演習で補習させている。 

④「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２－３．学修及び授業の支援 

＜基準２－３の視点＞ 

2-3-①教員と職員の協働並びにＴＡ(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及び授業 

   支援の充実 
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(1) ２－３の自己判定 

・基準２－３を満たしている。 

 

(2) ２－３の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-3-①教員と職員の協働並びにＴＡ(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及び授業 

   支援の充実 

 ■本学全体 

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．学長、学部長、各部科館長そして事務部門の各課長を含めた「部科長会」を原則月

1 回開催し、教員と事務員の間で、業務遂行及び運営検討、議論を行なっている。 

ウ．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ている。入学予定者に対し「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配布し、入学前

の課題としている。平成 23(2011)年度からは、全学科とも「基礎分野」のカリキュ

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、

入学オリエンテーション時に行う「基礎学力診断テスト」の結果を参考に履修指導を

行っている。また、国語関連は新たに「アカデミック技法」として、全学科の必修科

目となっている。平成 25(2013)年度からは本テストの結果から、基礎学力不足の学

生を対象に「数学」「物理」「化学」「生物」について学内教員による特別補習授業を

実施している。 

エ．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。 

これにより、オフィスアワー制度は導入していないが、常に教員が学生からの相談

に対応できるようにしている。 

また、中途退学者や休学者、留年者等に対して担任から本人や保護者と十分な相談 

   を行なっている。 

オ．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。 

カ．国家試験対策用教室の開放 
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    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 27(2015)年 11 月 1 日～

平成 28(2016)2 月 21 日の間、平日は 20：00 まで、土曜、日曜、祝日は 9：30～17：

00 の間、当番教員を配置して 5 号館を開放した。 

キ．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。 

ク．ポータルサイトの運用 

学内の「学務システム」に連動した学内ポータルサイトを稼働させている。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、履修科目の担当教員

と Web 上でのやりとりが可能である。教員からは授業で利用する配布資料データな

どをポータルサイト上にアップロードしたり、レポート課題を出したりすることが可

能であり、予習復習などの教育支援ツールとして活用されている。 

また、補講や休講、その他学内連絡などは、学生課をはじめ事務局各課からも情報

発信が可能であり、個人ＰＣメールや学生個人携帯電話での受信が可能、更に緊急連

絡手段としても有効に活用されており、年々その運用効果は上がっている。 

アンケート機能では「授業評価アンケート」は学期ごとに、「学生生活アンケート」

「情報処理センターアンケート」は毎年実施され、学生からの評価・意見のフィード

バックに活用されている。その他「就職」「実習」など必要に応じたアンケートなど

も逐次実施され、就職対策、授業準備などに活用されている。 

新任の教職員に対しては新人オリエンテーションを行い、ポータルサイトの利用促

進に務めている。 

  ケ．教育支援情報サービスの提供 

   平成 25 年 12 月より、教育支援情報サービスとして医療情報データベースである 

エルゼビア・ジャパン株式会社が提供するクラウドサービス「今日の臨床サポート」を

保健科学部（臨床検査学科、放射線技術学科、看護学科）、助産学専攻科、大学院に提

供している。このサービスは学生だけでなく、教員の利用も可能である。このサービス

を利用して授業内の資料や課題に対する参考資料として利用されている。 

  ケ．無線 LAN エリアの設定 

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、校内各所にアクセス

ポイントを設置している。 

コ．パソコン自習室について 

1 号館 3 階にあるパソコン自習室には学生が自由に利用できる端末が 72 台設置さ 

れている。プリンター・コピー複合機は 2 台設置されており、各端末からプリントが

可能である。利用時間は平日 9:00～19:30、土曜日 9:00～16:30 の時間内で学生は自

由に利用できる。入退室は IC カード化した学生証にて行っている。 

サ．プラズマＴＶ設置による教育環境整備について 

  100名に近い学生を収容する教室には全て天吊りの 42インチ～55インチのプラズ
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マ・液晶ディスプレイを各 2～6 台設置し、教育環境を整備している。 

シ．MT 実験室教育環境の整備 

  平成 25(2013)年度に 1号館 4階 MT1～4実験室(4教室)にプラズマディスプレイ 

プロジェクター、及びデスクトップ PC を設置した。これにより学生は教員の実験 

手技、高解像度画像などを各プラズマディスプレイで確認することが可能となった。 

 特に教員専用の電子顕微鏡画像などを学生が一斉に確認ができ、より教育の質の 

 向上が期待できる。 

ス．プロジェクター設備更新等による教育環境の整備 

  平成23(2011)年度から、大学内の教室設置済プロジェクターを順次更新してきた。 

学内の主要教室には高輝度ルーメンのプロジェクターが設置された。 

またプラズマ・液晶ディスプレイの併用教室においては、更なる教育環境が整い、よ

り良い授業、特に画像を必要とする授業には効果が発揮されることとなった。 

平成 27(2015)年度には教室内の各機器の配線ケーブルを整理し、教室の景観を改

善した。また教卓の一箇所に AV 機器スイッチ、コンセントを集中させ、教室の AV

機器を簡単に利用出来るようにしたとともに、教室によって異なっていた AV 機器を

統一し、どの教室でも同様の操作方法で利用できるようした。 

セ．保護者懇談会の実施 

平成 27(2015)年度は 4 月に 2 年生、4 年生対象を対象として、本学において教員と

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。 

ソ．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。 

タ．各教員の研究費を表２－３－①－１に示す。研究費は物品費、旅費等、幅広い使用

を可能としている。 

表２－３－①－１「個人研究費一覧」      （単位：円） 

  職位 教授 准教授 講師 助教 助手   

  年額上限 600,000 500,000 400,000 300,000 300,000   

チ．個人研究費以外に学内特別研究費が在り、申請のあった研究を「教育・研究推進

委員会」が審査し「教授会」で承認を得た後、学長から交付される。なお交付を受

けた教員は研究内容の進捗状況を学内で行われる学内学術セミナーにて発表を行な

っている。 

ツ．他には文部科学省の科学研究補助金や研究助成財団などからの研究助成金を含め

た外部資金の申請による採択としている。 

テ．学内特別研究費（予算 350 万円）は、学内公募により研究を募り、「教育・研究推

進委員会」にて審議し、「教授会」の承認を得て表２－３－①－２「平成 27(2015)

年度特別研究費交付一覧」の通り交付した。 
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表２－３－①－２「平成 27(2015)年度特別研究費交付一覧」 

研究代表

者名 

所属 職位 研究課題 交付金額 

(円) 

下郷智弘 放射線技術

学科 

准教授 放射線治療計画に搭載されている線量

計算アルゴリズムと汎用モンテカルロ

コードによる線量計算の比較 

1,772,000 

永井慎 臨床検査学

科 

准教授 ラットの各臓器における CYP3A 発現上

流域のエピジェティクス変化と CYP3A

発現量との関係に関する研究 

227,000 

林佐代子 臨床検査学

科 

助手 核酸クロマトグラフィを用いたノロウ

イルス迅速検査法の開発 

300,000 

安田成臣 放射線技術

学科 

講師 新 型 プ ラ ス チ ッ ク シ ン チ レ ー タ

SCINTIREX の蛍光検出の試み 

261,000 

杉浦明弘 放射線技術

学科 

助教 視覚情報と体平衡情報の差異が生み出

す身体への影響 

212,000 

肥 後 恵 美

子 

看護学科 講師 施設入所認知症高齢者に対する芳香浴

の作用機序 

363,000 

坂野久美 看護学科 助教 パズルを用いた高齢者の認知機能の改

善効果に関する研究：RCT による介入研

究 

365,000 

 

ト．「研究倫理委員会」、「紀要委員会」を置き、倫理面の審査、研究発表の機会を作

り、研究の活性化、倫理面の公正化への努力をしている。 

ナ．下記のとおり教育研究支援のための事務体制を構築し適切に機能している。 

   事務体制は、建学の精神や「教育目標」を達成するための組織となっており、各課

が有機的に協力して教育研究活動支援業務を行なっている。 

①．庶務課は、教員人事管理、帳票・規程等の学内運営管理、教員の国内・海外出

張管理、文部科学省等の公的機関対応、科研費予算の申請や管理、教授会等の運

営管理、実習病院管理、教育研究施設・設備等に関する補助金申請等を行ってい

る。 

②．学生課は、教務業務と学生業務を行っている。教務業務では、教育課程の編成

及び運営、履修管理等を行い、学生業務では学生の修学指導、厚生補導、奨学金、

課外活動支援等の業務を行っている。 

③．会計課では、学内予算の管理運営、教育研究予算管理、購入品の支払い等の業

務を行っている。 

④．入試広報課では、入試業務、大学入試センター関連業務、オープンキャンパス

や進学相談会等の学生募集業務、学校案内やホームページ等の作成を通じてのパ

ブリシティ活動、高校への出張講義の管理等を行っている。 
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⑤．就職課では求人情報の把握と学生への紹介、学生指導を行っている。また講習

会、模擬試験、模擬面接等早い学年からの就職支援を行っている。 

    ⑥．施設課では、教育研究施設・設備の手配や維持管理業務等を行っている。 

    ⑦．情報システム課では、学内ネットワークを中心とした各種機器の保守・維持管

利用における各種補助業務等を行っている。 

 

■保健科学部 臨床検査学科 

ア．学生の成績表は個人ごとにファイルし、担任による定期的な面談も行われている。

面談した内容は学生個人ファイルの担任所見として記載され、次年度に担任が変わ

っても学生の状況が把握できる体制になっている。また、学生の講義の出席状況お

よび健康面や精神面等に問題があれば「担任会議」および「学科会議」で報告され

るため、担任以外の各教員においても学生の状況が把握できている。 

イ．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 10 回）

を実施している。その成績についてはグラフ表示等で簡単にわかるようにシステム

化され、特に成績不良者について面談等の資料として使用されている。、 

ウ．国家試験については、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

次の学生の学習状況も把握できる。 

    エ．模擬試験、対策講義を行う一方、成績不良者に対する補講や面談による指導に 

より、国家試験の合格率は 90.5％であった。 

 

■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、学生一人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

持たせるためにポイント制を利用したことで、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る。 

ウ．学科独自に実施する卒業時の「総合演習学習調査」では、6 割以上の学生が「満

足」「やや満足」と回答していた。 

エ．学科目標に沿って教育・指導した結果、平成 27 年度国家試験の合格率は 98％，

就職については本年 5 月末において 100％であった。 

 

■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
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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

27(2015)年度看護師国家試験は 100％合格となった。 

 

■助産学専攻科 

ア．入学時に「専門科目学力試験（母性看護学、小児看護学）」を実施し、正答率の低い内

容を講義の開始時に復習を入れ、専門科目のレベルを統一させた。その後、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 6 回、教員が作成した模擬試験を 2 回実施した。

模擬試験で学生全員が正答率 60％になるよう、国家試験直前まで到達できない学生には

個人的に学習指導を行った。その結果、合格率 100％であった。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-3-1】部科長会議事録抜粋 

【資料 2-3-2】基礎科目テキスト表紙 

【資料 2-3-3】ポータルサイト画面例 

 

(3) ２－３の改善・向上方策（将来計画） 

ア．学生満足度調査は、学生生活アンケートの結果を「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．学内外ネットワークが重要な情報基盤として安定化・高速化が求められおり、ネッ

トワークの充実・整備を図っていく。 

学内 PC の老朽化が進んでおり、2 年後を目途に学内の PC 環境を一新し時代に即し

た環境整備を行っていく。 

  エ．「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。 

カ．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。 
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  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。 

キ．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。 

 

基準２－４．単位認定、卒業・修了認定等 

＜基準２－４の視点＞ 

2-4-①単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な運用 

 

(1) 自己判定 

・基準２－４を満たしている。 

 

(2) 自己判定の理由 

2-4-①単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な運用 

■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 27(2015)年 4 月入学生) 

臨床検査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 年次及び 4 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」、「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
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たす単位の取得が必要である。 

 オ．履修科目の上限 

  平成 24(2012)年度から「各年次において 1 年間に履修できる単位数は 50 単位を上限 

  とする。」条文を教務規程に加え実行している。 

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２－４－①－１「卒業・修了要件」(平成 27(2015)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 

臨床 検査 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 78 単位以上 

合 計 126 単位以上 125 単位以上 124 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 25 単位 

助産学関連領域 4 単位以上 

合 計 36 単位以上 
 

 

■保健科学部 臨床検査学科(平成 27(2015)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 27(2015)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 20 単位以上の修得、および必修科目（1

年次までの開講分)の未修得が専門基礎分野 2 科目以下、専門分野の科目はすべて修得す

ること。」、3 年次進級要件として「2 年次終了時に基礎分野の卒業要件を満たすこと（基

礎分野の必修はすべてと選択 13 単位以上の修得）、および必修科目（2 年次までの開講

分）の未修得が専門基礎分野 1 科目以下、専門科目 2 科目以下であること。」、4 年次進
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級要件として「3 年次終了時に必修科目（3 年次までの開講分）のすべてを修得すること。

および専門基礎分野の選択 6 単位以上の修得、専門分野の選択 2 単位以上を修得するこ

と。」と規定している。 

 

■保健科学部 看護学科(平成 27(2015)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」及び「4 年次 

進級要件」を設けており、「3 年次進級要件」は「2 年次終了時に基礎分野 18 単位以上・専

門基礎分野および専門分野の必修科目をすべて修得すること。」、「4 年進級要件」は、「3 年

次終了時に 3 年次後期に行われるすべての臨地実習を修得していること。」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Ⅰ・看護

学概論Ⅱ・基礎看護学方法Ⅰを修得していること。2 年次後期の基礎看護学実習Ⅱまでに、

基礎看護学方法Ⅱ・基礎看護学方法Ⅲ・基礎看護学実習Ⅰを修得していること、3 年次後期

からの臨地実習までに、3 年次前期の専門基礎分野（4 単位）および専門分野（14 単位）

の必修科目をすべて修得していること。 

 

■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。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-4-1】保健科学部教務規程 

 

(3) 改善・向上方策（将来計画） 

 ア．本学は卒業認定が国家試験受験資格（※注 保健師・看護師、診療放射線技師の場合 

  臨床検査技師は受験資格必要科目を修了が条件）であることから、厳格な単位認定を 

  行っている。また、進級要件においても同様である。今後も、同様な運用を行っていく 

  が教育課程の変更時或いは、より教育効果が高いと思われる場合、学科会議、教務委員 

  会、教授会での審議を経て、進級要件等は見直していく。 

 イ．また、看護学科においては、平成 24 年度より保健師選択制導入に伴い、卒業要件 

  単位を修正したが、今後も同様な場合、或いは教育課程見直しの場合には、同様に卒業

要件等を見直していく。 

 

基準２－５．キャリアガイダンス 

＜基準２－５の視点＞ 

2-5-①教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制整備 

(1) 自己判定 

・基準２－５を満たしている。 
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(2) 自己判定の理由 

2-5-①教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制整備 

ア．事務局に、就職課を置き、「就職委員会」として各学科教員 8 人と就職課職員 2 人の

計１０名で構成されている。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．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。 

ウ．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。 

エ．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て求人情報を集めている。また、親身になった

きめ細かな学生指導も行っている。 

オ．就職支援として約 5,000 通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 2,000 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 6 月、11 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、2・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、3 年生全学科対象に「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・技師長等が講演を行い、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学力を向上させている。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就職担当の教職員と専門員が行い、内定までの就職活動にお

けるきめ細かな指導をおこなっている。 

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 
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   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。 

カ．このような活動の結果、平成28(2016)年3月卒業生の求職(進学)志望者の就職率は、

平成 28 年(2016 年)5 月 1 日現在で保健科学部 98.8％、助産学専攻科は 100％であっ

た。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-5-1】就職支援スケジュール（学生説明用資料） 

【資料 2-5-2】就職支援 WEB システム説明資料表紙 

 

(3) 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、意識と行動を同調させる。 

イ．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。 

ウ．情報システムの強化を行い、また就職先の新規開拓を進める。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させると同時に、社会人としての素養も身に付け

るよう指導を続ける。 

 

基準２－６．教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

＜基準２－６の視点＞ 

2-6-①教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

2-6-②教育内容・方法及び学修指導等への改善へ向けての評価結果のフィードバック 

(1) 自己判定 

・基準２－６を満たしている。 

(2) 自己判定の理由 

2-6-①教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

■保健科学部 臨床検査学科 

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、教員はこの一覧表をもとに面談を行うこ

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
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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

度と比較し臨床検査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。 ま

た、月 1 回実施される模擬試験については、学生個人ごとに集計され、レーダーチャー

トを利用した個人ファイルを作成して、各個人に成績の推移を把握させるとともに、面

談等の個人指導のための資料としても利用されている。 

ウ．学生の意識調査については大学全体で学生生活アンケートを行っており、その資料は

学科教員にも公表されている。 

エ．教員の授業評価については、大学全体で学生の授業アンケートが実施されており、結

果は各教員に配布されている。人事評価の大学目標にも授業評価は取り上げられており、

各教員による授業改善・工夫等を促している。 

オ．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。 

カ．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．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．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る。 

エ．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 10 回＋定期試験 1 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キャリアアップセミナーの実施。 

⑥模擬試験の得点によるポイント制の導入。 

⑦卒研担当教員と担任による対話型セミナーによる個別学習指導の強化。 

オ．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。 

カ．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
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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

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。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、1 か月後、実習前後に個人面談を行い、学習や生活に対する学生の不安や

希望を聴取している。また、実習グループの編成は、学生の個性と希望を考慮している。 

イ．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。 

ウ．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。また、教員が実習指導方法について講義をし、学生の理解を深めるよ

う臨地に働きかけている。 

エ．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。 

 

2-6-②教育内容・方法及び学修指導等への改善へ向けての評価結果のフィードバック 

大学全体で授業アンケートを行っており、その結果をもとに前年度までは教員各自の「自
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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。今後は新たに導入した教員業績システムの中で行っていく。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-6-1】授業評価アンケート平成 26(2014)年度前期・後期 

【資料 2-6-2】教員自己評価報告書抜粋 

 

(3) 改善・向上方策（将来計画） 

■保健科学部 臨床検査学科 

ア．学修状況については、今後とも「担任会議」および「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って行く。学内実習では、実習室に

プラズマディスプレイ、プロジェクター、及びデスクトップ PC が設置されており、今

後も実験方法から結果までを幅広く画面を通した説明により、学生一人一人への理解度

を深める教育を実践していく。 

イ．国家試験対策では、昨年同様に模擬試験を約月一回のペースで行い、全体の成績につ

いては過去 3 年間の比較をすることで状況を把握している。また、学生個人においては、

レーダーチャートを利用した個人ファイルを作成して各個人に成績の推移を把握させる

とともに、個人指導のための資料として利用しているが、今後も行って行く。 

ウ．今後も「臨地実習連絡会議」や実習先訪問等に、実習生は勿論のこと卒業生の評判等

を聞くことで教育の現状を把握しながら、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。 
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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。 

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２－７．学生サービス 

＜基準２－７の視点＞ 

2-7-①学生生活の安定のための支援 

2-7-②学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

 

(1) 自己判定 

・基準２－７を満たしている。 

 

(2) 自己判定の理由 

2-7-①学生生活の安定のための支援 

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。 

ウ．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 27(2015)年度は、日本学生支援機構

496 人、その他の各種団体 5 人、合計 501 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。 

エ．「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２～３人、

計 6 人の経済的支援を実施した。 
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オ．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 27(2015)年

度は 11 人が合格し 4 人が入学している。(募集定員は保健科学部で 6 人まで) 

カ．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 25(2012)年度：延納者 3 人、分納者：9 人) 

キ．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 25(2013)年度：利用者延 22 人) 

ク．平成 27(2015)年度より、岐阜駅から本学までの通学定期代の全学補助並びに名鉄犬山

駅、美濃加茂駅ら本学までのスクールバス費用の無償化を行った。平成 27 年度における

本制度の利用者は通学定期代補助制度利用者 237 名、スクールバス利用者は約 150 名で

あり、修学費用の軽減に大きく寄与している。 

ケ．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 27(2015)年度、クラブ、サークルは体育

系 16(バスケットボール部、バレーボール部、バトミントン部、硬式テニス部、サッカー

部、野球部、剣道部、卓球部、ソフトテニス部、ソフトボールサークル、弓道部、アー

チェリー部、山楽部、合気道部、ダンス部、ボルダリングサークル)、文科系 11(軽音楽

部、茶道部、書道部、PAS(英会話)、臨床検査研究部、微生物研究部、clubX、吹奏楽部、

アカペラサークル、わくわくサークル、GUMS イベントサークル)であり、授業時間数の

多い中、また施設が少ない中、同好の学生が集い、課外活動を行っている。平成 27(2015)

年 11 月に行った 1 年生、3 年生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 83.3％、3 年生は 56.5％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) 

コ．クラブ・サークル活動を支援するため、6 号館を開放し、間仕切り壁の撤去、フロアの

クッション材化を行ってスポーツ等に自由に利用できるようにした。これにより、ダン

ス系サークルや卓球、合気道等の練習に利用されている。また、同時に防音室を 2 部屋

設置し軽音楽や吹奏楽の練習に使用できるようにしたことで、活発に利用されている。 

サ．更に文化系サークルの活動支援、運動系サークルの更衣室として 7 号館の西半分を改

造して、学生専用施設とし同時に同窓会室も設置した。 

シ．「学生相談室」は 8 年目を迎え、随時学生からの相談を受付けている。平成 26(2014)

年度は 19 人、延べ 70 件の相談が行なわれた。内訳は、平成 25(2013)年度からの継続学

生が 2 人、再来学生が 5 人、新規学生が 12 人であった。 

・今年度はどの科もほぼ同数であった(表 2－７－①－１) 

・学年別では、例年に比べ１年生の利用が少なかった。 

(表２－７－①－２) 

・回数別で見ると今までと同様、1～2 回の単発利用者が多かった。(表２－７－①－３) 

・相談内容は例年のようにメンタル面に関する相談が最も多く、次いで対人関係の相談

であった。（表２－７－①－４） 
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表２－７－①－１「学科別利用者数」(人) 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

臨床検査学科 12 7 5 6 4 5 

放射線技術学科 3 8 9 6 9 7 

看護学科 14 10 10 12 7 7 

助産学専攻科 0 0 0 1 1 0 

 

表２－７－①－２「学年別利用者数」(人) 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

1 年生 16 4 3 7 6 1 

2 年生 5 12 8 6 3 8 

3 年生 5 6 7 7 8 8 

4 年生 3 3 6 4 3 2 

 

表２－７－①－３「回数別利用者数」(人) 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

1～2 回 10 14 13 17 15 11 

3～5 回 9 5 5 1 2 3 

6 回以上 10 6 6 7 4 5 

 

表２－７－①－４「相談内容別面接件数」(件)(重複含む) 

 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 

学修 37 33 23 10 12 12 

進路 6 4 8 6 2 2 

対人関係 24 39 28 19 22 21 

学生生活 5 4 5 3 0 2 

メンタル 71 36 39 51 36 32 

ハラスメント － － 3 － 2 － 

性格・その他 26 15 13 12 8 6 

ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ 9 2 8 8 7 2 

・平成 26(2014)年度は例年に比べ利用者数および面接件数が減少していた。１年生の利用が

少なかったことが一因と考えられる。一方、保健室からの紹介によりスムーズに面接につ

ながった学生やメンタルクリニック（精神科医）との連携がスムーズに行われ、適応的に

変化する学生が増えてきたことが良い点としてあげられる。 

 

2-7-②学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

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 
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【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-7-1】平成 26(2014)年度学生生活アンケート集計結果抜粋 

 

(3) 改善・向上方策（将来計画） 

ア．本年度から通学バス費用の無償化や定期代全学補助を行って学生負担は大幅に軽減さ

れたが、今後も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．クラブ、サークル活動についても学内施設整備を行って活動環境は各段に向上した。

今後もクラブ活動の活発化を促し支援する。 

ウ．学生相談室の認知度は高まっているが、積極的な利用にはつながっていないと考えら

れる。 悩みをかかえた学生の利用を促進するために、担任からの案内、保健室との連携

に加え、学生相談室から情報を発信することで、学生相談室が学生にとってより身近な

ものになるよう努力する。 

 

基準２－８．教員の配置・職能開発等 

＜基準２－８の視点＞ 

2-8-①教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

2-8-②教員の採用・昇任等、教員評価、研修、ＦＤ(Faculty Development)をはじめとする 

 教員の資質・能力向上への取組み 

2-8-③教養教育実施のための体制の整備 

 

(1) 自己判定 

・基準２－８を満たしている。 

 

(2) 自己判定の理由 

2-8-①教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

ア．平成 28(2016)年 5 月 1 日現在の保健科学部の教員数は、大学設置基準に定める必要専

任教員数 34 人を上回る 68 人を配置しており、基準を満たしている。 

(表２－８－①－１「科別教員数一覧」、表２－８－①－２「教員年齢構成一覧」) 
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表２－８－①－１「科別教員数一覧」          (平成 28 年 5 月 1 日現在) 

 

学部 

 

学科 

専任教員 

助手 計 
教授 

設置 

基準 
准教授 講師 助教 計 

設置

基準 

保
健
科
学
部 

臨床 

検査 

8 4 6 2 2 
18 

8 
4 22 

44.4% +4 33.3% 11.1% 11.1% +10 

放射線 

技術 

8 4 8 4 1 
21 

8 
0 21 

38.0% +4 38.0% 19.0% 5.0% +13 

看護 
10 6 3 9 7 

29 
12 

4 33 
34.4% +4 10.3% 31.0% 24.1% +17 

*学部計* 
26 14 17 15 10 

68 
28 

8 76 
38.2% +12 25.0% 22.0% 14.7% +40 

助産学専攻科 
1  0 0 2 

3  1 4 
33.3%  0.0% 0.0% 66.6% 

計(全体) 
27  17 15 12 

71  9 80 
38.0%  23.9% 21.1% 16.9% 

 

表２－８－①－２「教員年齢構成一覧」(助手を除く)     (平成 28 年 5 月 1 日現在) 

年齢 
保健科学部 保健科学部 

合  計 

助産学 

専攻科 臨床検査 放射線技術 看護 

66 歳以上 0 0.0% 2 9.5% 0 0.0% 2 2.9% 0 0.0% 

56～65 歳 5 27.7% 6 28.5% 3 10.3% 14 20.5% 1 33.3% 

46～55 歳 5 27.7% 6 28.5% 15 51.7% 26 38.2% 0 0.0% 

36～45 歳 5 27.7% 6 28.5% 10 34.4% 21 30.8% 2 66.7% 

～35 歳 3 16.6% 1 4.7% 1 3.4% 5 7.3% 0 0.0% 

計 18 21 29 68 3 
 

イ．専任・兼任の教員比率は別表 2-8-①-3 のとおりであった。 

①臨床検査学科 ：専兼比率は｢基礎分野｣42.4%、｢専門基礎分野｣85.8％、｢専門分野｣81.5％ 

②放射線技術学科：専兼比率は｢基礎分野｣36.7%、｢専門基礎分野｣87.2％、｢専門分野｣79.2％ 

③看護学科   ：専兼比率は｢基礎分野｣41.2%、｢専門基礎分野｣47.8％、｢専門分野｣84.0％ 

 全体として「基礎分野」が 40％程度なのは、本学が医療技術系学校のため教養系教員を

非常勤とせざるを得ないことである。また、看護学科の「専門基礎分野」の専兼比率が

47.8％なのは、医学系科目を多く配しているためである。全体としては、「専門基礎分野」、

「専門分野」は 80％以上を専任教員で担当して、質の高い教育を展開している。 

ウ．年齢バランスは表２－８－①－２のとおりである。全体として各年齢分野にバランス

良く教員を配している。 

エ．専門分野については、80％以上を専任教員で担当していることからわかるように 

 必要な専門分野にバランス良く配置しているる。 

 

2-8-②教員の採用・昇任等、教員評価、研修、ＦＤ(Faculty Development)をはじめとする 

 教員の資質・能力向上への取組み 
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ア．教員の採用・昇任等 

・教員の採用・昇任については、手続きを「岐阜医療科学大学 教員採用及び昇任規程」

に定め、審査を「岐阜医療科学大学教員選考基準」「岐阜医療科学大学教員選考委員会

規程」に定め、厳格な運用を行っている。 

・教員の採用・昇任についての運用は、候補者の教育・研究業績、教育経験、臨床経験な

どを本学の職位に対する規程「岐阜医療科学大学教員選考基準」に準じて、「岐阜医療

科学大学教員選考委員会規程」に基づく「教員選考委員会」(学長、学部長、当該者に

係わる学科若干名)で総合的に判断し、「教授会」、「理事会」承認を経て行っている。 

 イ．教育研究活動の活性化のための評価 

・学内において「特別研究費」を設置、各教員の研究内容を教育・研究推進委員会で審査

して配分している。また、研究費を獲得した研究は研究結果を学内で発表している。 

・年度毎に自己の担当科目に対する教員の「自己評価」、改善点そして「授業評価アンケ

ート」に対する取り組みに関して点検および報告を行い、教員間相互での授業参観を実

施することにより授業改善に取り組んでいる。また、研修会では大学での FD 活動の情

報も取り入れ、教員の教育活動の活性化を図っている。 

 ・「学校法人神野学園人事評価規程」を平成 24(2012)年度より導入し、半期毎に「目標設

定」、「目標達成度評価」を行って、教育研究活動評価を行っている。 

 ウ．ＦＤ等教員の資質・能力向上への取組み 

・FD 活動は教員のみが推進することで解決する内容ではなく、事務職員特に学生課を中心

とする職員も重要な役割を担っているとの観点に立ち、「FD・SD 委員会」として取り組

んでいる。平成 27(2015)年度の委員会構成は前年度と同じで、3 学科各 2 人の委員に学

生課長を加えた構成となっている。 

①授業アンケート調査 

前期、後期の定期試験終了後、全学生に対し科目ごとに授業に対するアンケートを実施

している。実施項目は「FD・SD 委員会」で協議した内容になっている。結果は各教員

に配布し、授業の改善に努めている。 

②「FD・SD 研修会」 

毎年 2 回実施しているが、平成 27(2015)年度は 12 月と翌年の 3 月に開催した。いずれ

も他の委員会との協賛で実施した。12 月の研修会は (株)進研アド 教育情報センターの

神田裕子先生から「高大接続の課題 －明日の入学生に最適な教育を－」についての講

演を頂いた。また、3 月の研修会では国立大学法人静岡大学大学院事業開発マネージメ

ント教授の舘岡康雄先生から「SHIEN による新しい働き方と組織力」についてのの講演

を頂いた。 

③FD 推進活動 

学外研修会への教職員の派遣についても実施している。平成 27(2015)年度は山形大学主

催の FD 合宿セミナーに教員 3 名が出席し、12 月の研修会で報告された。 

④授業参観 

平成27(2015)年度は新任の教員に対して4月～12月に開講される授業を対象として実施
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した。3 学科がお互いに授業を自由に参観できるように行い、昨年と同様な内容でアン

ケート調査を実施した。 

 ⑤「FD・SD 委員会」 

平成 27(2015)年 5 月、6 月、11 月および平成 28 年(2016) 2 月の４回開催し、研修会の

内容等について検討し実施した。 

⑥神野学園「FD 委員会」 

神野学園全体での FD 委員会を設置し、他の設置校と FD に対する情報の共有を 

計っている。各大学 2～3 人の代表で構成されており、委員会は平成 27（2015)年 7 月、

平成 27(2015)年 11 月の 2 回開催された。委員会では各校の授業アンケートや授業参観

についての現状および他校において実施している FD 活動の報告を行い、神野学園全体

の FD の活発な活動に向けての意見交換の場としている。 

 

2-8-③教養教育実施のための体制の整備 

ア．本学ではカリキュラム変更を行う場合、文部科学省大学設置室への「学則」変更の届

出とともに、文部科学省医学教育課に対し看護師・保健師及び診療放射線技師指定養成

所学校として「学則」(教育課程)の変更承認申請を前年 8 月までに行う必要があり、また

臨床検査技師養成課程については、厚生労働省に対し授業科目が国家試験受験資格に合

致しているか協議書を提出する必要があるため、「専門科目」及び「専門基礎科目」変更

の自由度は少ない。 

このような中、大学設置後 4 年間のアフターケア期間が終了した後の平成 22(2010)年

度に、特に基礎科目を中心としたカリキュラムの見直し、改正の変更承認申請を行うべ

く検討を続けてきた。教養教育についての意見交換をするため、教養教育担当教員は開

学初年度より会合を持ち教養教育のあり方について議論を続けた。平成 21(2009)年度よ

り副学長を長とする「新カリキュラム検討プロジェクト」が編成(各学科 2 人、教養科目

担当教授 2 人含む)され、教養及び専門との関連等を議論した。この結果、平成 22(2010)

年度に文部科学省に変更承認申請を、厚生労働省に協議書を提出し承認許可された。 

 イ．この基礎分野課程の変更においては、本学の教育理念である「人間性」、「国際性」、「学

際性」をより一層具現化するため、各学科共通科目の基に下記変更を行った。 

①人文科学、社会科学に関しては、できる限りスリム化して専任教員が担えるスタンダ

ードな科目を中心に再編成した。 

②自然科学に関しては専門基礎へのスムーズな移行が出来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」を専門基礎科目から基礎

科目に移行した。 

③外国語に関して実用的な「英会話Ⅰ・Ⅱ」を設け、更に「ポルトガル語」、「韓国語」

を新たに設けた。 

④健康と保健科学に関しては新たに「チーム医療論」、「体育実技」を設けた。 

  このように、教養教育の充実において組織的連携を図っている。 

ウ．新カリキュラムの検討にあたっては副学長を長とする「新カリキュラム検討プロジェ
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クト」が主導となり、各学科教養教員の意見を十分に汲み上げてまとめ、「教授会」で審

議を行った。 

エ．カリキュラム編成等日常の教養教育運営にあたっては、「教務委員会」が担当して各学

科を調整し「教授会」に上申しており運営上の責任体制は確立されている。 

オ．現在「教育支援センター」を設置している。センター員は各学科の基礎分野の教員及

び専門分野における国家試験対策関係の教員となっており、活動内容としては、基礎教

育の充実、国家試験対策教育の充実を目指している。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-8-1】表 2-8-①-3 学部、学科の開設授業科目における専兼比率 

【資料 2-8-2】岐阜医療科学大学 教員採用及び昇任規程 

【資料 2-8-3】岐阜医療科学大学 教員選考基準 

【資料 2-8-4】岐阜医療科学大学 教員選考委員会規程 

 

(3) 改善・向上方策（将来計画） 

 ア．今後も、大学設置基準、養成所指定規則に定められる教員を配置し、また教員の職位、

専門教科、年齢のバランスを考慮しながら採用・昇任を実施していく。 

 イ．昇任に関しては平成 24(2012)年度より「学校法人神野学園人事評価規程」に基づき実

施している。 

 ウ．専任教員、特に若手教員の大学院入学、修士及び博士の学位取得を推奨するとともに、

学内研究費の配分で支援を継続する。 

エ．教員の教育能力については、現在、学生による「授業評価アンケート」や教員間相互の

授業参観および FD・SD 研修会等の活動により向上を目指している。 

オ．「授業評価アンケート」の結果は、各教員へポータルサイトにより返却している。各教

員による教授方法の自己評価や授業改善点については、ポータルサイト内での教員業績シ

ステムの中で行っている。授業参観については教員間で討論を行うなうなども検討し、授

業への工夫・改善へ教員全体で取り組んで行く。 

カ．FD・SD 研修会について 27 年度は他の委員会との協賛によりで実施した。①入学後の

学生をどのように教育していくかをテーマとし「高大接続の課題と入学生に最適な教育」

についてのの話題を、②大学という組織の中での個人のあり方をテーマに「SHIEN によ

る新しい働き方と組織力」についての話題を取り上げた。第 2 回目の研修については教職

員の共通の話題でもあることから、FD・SD 委員会の研修会に即した内容となった。今後

も、教員および職員が共有できる話題を FD・SD 研修会で取り上げていきたい。学生の

授業アンケート実施、教員の学外研修会への参加支援、学内での研修会の定期的開催など、

積極的な FD・SD 活動による教職員の能力向上を目指して行く。 
 

キ．「教育支援センター」の施設として、常時学生が相談でき、指導が受けられる環境を

5 号館に設置している。今後は、「教育支援センター」を中心に学生及び社会の要請に

あった教養教育体制について充実を図っていく。 
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基準２－９．教育環境の整備 

＜基準２－９の視点＞ 

2-9-①校地、校舎、学修設備、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

2-9-②授業を行う学生数の適切な管理 

(1) 自己判定 

・基準２－９を満たしている。 

(2) 自己判定の理由 

2-9-①校地、校舎、学修設備、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

ア．教育環境の整備 

①．本学の校地面積は 30,366.50 ㎡であり、その内運動場面積は 7,950.00 ㎡である。(駐

車場、寮等の付帯施設面積を除く) 

②．校舎面積は 15,745.09 ㎡であり、講義室：22 室、演習室：2 室、実験実習室：31 室

情報処理学習室：1 室、語学学習施設：1 室(情報処理学習室と共用)を有している。な

お、図書館は 3 号館 2 階に設置され、面積は 726.73 ㎡となっている。 

③．従来の第三駐車場は路地の場所であったが、年々自宅通学生の増加もあり、アスファ

ルト化により区画整備を行い、57 台の駐車スペースを確保し、学生用には総数 204 台

（従来 161 台）の駐車スペースが提供可能となり、学内で実施される学会や市民マラ

ソンの駐車場なの催事にも提供し、運用している。 

④．本学は登校後、ロッカーにて学内履きに履き替え下校時まで継続する。このため、学

生全員分の個人ロッカーを用意しているが、1年次男子と2～4年次用ロッカー室が別々

にあり、また荷物の収容力も小さくて不便であった。このため、3 号館 1 階にあった 2

～4 年次用ロッカー室を拡張し、全ての学年が利用できるようにした。また同時に個人

の荷物収容力を増やし利便性を高めた。更に、入口を自動ドアにして防犯性を高めると

ともに女子用ロッカー室にはパウダールームも設置し、実習前後の身だしなみ準備など

に大いに活用されている。 

⑤．クラブ・サークル活動、学生自治活動等の活発化を目的として次のような施設整備 

 を行った。 

 ・5 号館の 1 年生男子ロッカールームを移設して（上述）、学生自治会室を設置。 

 ・6 号館の教育支援相談室を移設し、更に床を体育館用クッション材にして、6 号館全

体を体育室として学生が利用できるようにした。また、防音室を 2 部屋設置。 

 ・7 号館の西半分に文化系サークル室や体育系サークルの更衣室を設け、利用できるよ

うにした。 

⑥．1 号館及び 3 号館の非常階段には、不審者などが屋上への侵入を防止するための防護

壁を設置した。 

⑦．2 号館 4 階にある基礎看護学演習室及び成人看護学演習室において、教育上の不便、

非合理性などの意見から、設置済の一部設備を改修し、特に両領域において必要不可欠

である近代臨床ベットを増設。これにより、基礎、成人の両領域における演習室の拡充

化を行った。 
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⑧．大学院の開設も鑑み、今後の大学教育には必要不可欠な施設でもある飼育室を 7号館

の一角に設置した。この飼育室は、当然であるが常に温度、湿度が一定に保たれており、

異常発生時には施設課に通報されるなど常に監視状態下の環境を整備した。 

⑨．大学院の開設に合わせ、大学全般のセキュリティ体制を見直した。その結果、夜間な

どの不審者侵入を防止するため、全館の入口を時間制御し、認証カード保有者以外は入

館不可能とした。その認証カードは、セコム専用カード（フェリカカード）とし、教職

員証、学生証として運用。さらに、各証による各制御室（事務局、MT1など）への入室

許可も個人個々に制御を行うことにより、より防犯の制御が可能となった。 

 一方では、複数（多数）で利用する部屋には電磁ロックを導入し、電子制御でのコント

ロールにより、個々による鍵の貸与、運用、管理、回収などの運用の内、紛失などによ

るリスクを解消した。 

 

表２－９－①－１ 主要施設一覧 

名称 建築名 構造 延面積 

(m2) 

登記年月日 主要施設 

1 号

館 

本館・臨

床検査学

科棟 

鉄筋コンクリート

造陸屋根 5 階建 
6,579.14 平成 13 年 8 月 20 日 

事務室・学長室・

学部長室・講義

室・コンピュータ

ー室・演習室・実

習室・研究室 

2 号

館 

看護学科

棟 

鉄筋コンクリート

造陸屋根 4 階建 
1,625.77 

平成 3 年 3 月 4 日 

平成 12 年 2 月 10 日移記 

講義室・演習室・

研究室 

3 号

館 

放射線技

術 学 科

棟・図書

館 

鉄筋コンクリート

造陸屋根 4 階建 
4,068.34 平成 18 年 2 月 24 日 

駐輪場・ロッカー

室・図書館・講義

室・放射線実験

室・研究室 

 

4 号

館 

 

講堂 

鉄 筋 コ ン ク リ ー

ト・鉄骨造 亜鉛メ

ッキ鋼板葺 平屋 7 

628.52 平成 13 年 8 月 20 日 講義室・講堂 

5 号

館 

旧 R2 号

館 

鉄筋コンクリート

造陸屋根 4 階建 
1,301.86 

昭和 60 年 11 月 21 日 

平成 2 年 4 月 4 日 

平成 5 年 10 月 21 日移記 

 

学生ホール・リニア

アクセラレーター

室・放射線実験室・

講義室・研究室 

6 号

館 
旧図書館 

鉄骨造 亜鉛メッキ

鋼板葺 平屋建 
419.08 平成 7 年 11 月 28 日 

講義室・教育支援

センター 

7 号

館 

旧 R1 号

館 

軽量鉄骨造 亜鉛メ

ッキ鋼板葺 平屋建 
975.80 

昭和 52 年 7 月 25 日 

平成 12 年 2 月 10 日移記 

助手室・自治会

室・同窓会室・ゼ

ミ室・倉庫 

寄 宿

舎 
清心寮 

鉄筋コンクリート

造スレート陸屋根 4

階建 

2,687.53 
昭和 60 年 5 月 10 日 

平成 5 年 10 月 21 日移記 

食堂・売店・寄宿

舎 

車庫 車庫 
軽量鉄骨造 亜鉛メ

ッキ鋼板葺 平屋建 
43.42 平成 15 年 1 月 27 日 

 

 

 

倉庫 
庶務課倉

庫 

軽量鉄骨造 亜鉛メ

ッキ鋼板葺 平屋建 
50.76 平成 15 年 1 月 27 日 
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倉庫 
施設課倉

庫 

軽量鉄骨造 亜鉛メ

ッキ鋼板葺 平屋建 
40.70 平成 15 年 1 月 27 日 

 

集 積

場 

寮ゴミ置

場 

軽量鉄骨造 亜鉛メ

ッキ鋼板葺 平屋建 
7.20 平成 15 年 1 月 27 日 

 

 

■図書館 

①．現在の図書館は、平成 18(2006)年 4 月に岐阜医療科学大学開学に合わせて新築され

た鉄筋 4 階建の放射線技術学科棟 2 階に、新図書館として開館したものである。床面

積は 728 ㎡で旧図書館(床面積 419 ㎡)より 1.7 倍以上の広さとなった。平成 22(2010)

年度より学生証の IC カード化に伴い、自動入館管理システムを導入した。このシステ

ムを使って入館者数の管理ができるため、入館時に学生証を提示する必要がなくなった。

退館ゲートではブックディティクションシステム(平成 11(1999)年度導入)により、資料

の無断持出による紛失を防止している。 

②．館内 2 ヶ所に掲示板を設置し、新刊案内や休館日の連絡など利用者への種々の案内が

スムーズにできるようになっている。 

③．閲覧スペースは 278 ㎡で座席数は 132 席ある。 

④．書庫スペースは 329 ㎡あり収容能力は約 8 万冊である。書架側面の蔵書分類パネル

の文字を大きく見やすくし、館内に日本十進分類法網目表を掲示することで、利用者に

資料の所在が分かりやすいようになっている。 

⑤．AV コーナーは 70 ㎡のスペースに検索用パソコン 7 台と AV 機器 2 台を設置し、資

料検索や視聴覚資料の利用が容易にできるようになっている。使用目的が資料・文献の

検索であれば、来館者は誰でも自由にパソコンを利用することができる。平成 26(2014)

年 1 月より AV 機器 5 台のうち 3 台を撤去し、試行的に学生の個人パソコンを利用可能

なスペースとしている。また、文献複写用にカラー対応のコピー機設置されている。 

⑥．新聞は平成 21(2009)年度より毎日・読売新聞の購読を開始し、岐阜・中日・朝日・

日本経済新聞、AsahiWeekly と合わせて全部で 7 紙を購読している。 

⑦．平成 27(2015)年度の蔵書数は、図書 58,389 冊(製本雑誌・紀要含む)、視聴覚 2,083

点である。そのうち 46 冊が電子書籍である。看護学・臨床検査学・放射線学などの医

療関係の専門資料が揃っている。雑誌も医療関係を中心に、和雑誌 91 種類、洋雑誌 45

種類を定期購読しており、電子ジャーナルは約 1,200 種類が利用できる。また、平成

24 年度より大学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE)に参加し、購読料金の抑制を図

っている。 

⑧．データベースは、「医学中央雑誌 Web 版」、「最新看護索引 Web」、「メディカルオン

ライン」、「JDreamⅢ」と「CiNii」の機関定額制での利用が可能である。電子ジャー

ナルは「ScienceDirect」と「Journalweb」が利用できる。 

⑨．学生のニーズに応えるために、館内にアンケート箱を設置するとともに、平成 23 年

度より学生選書ツアーを実施している。平成 27(2015)年度は 2 回実施し、計 130 冊の

選書があった。これらの図書は、学生が作成したポップと共に、特設コーナーに一定期

間展示をしている。 
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⑩．初年次教育と連携した図書館職員による授業の実施や、希望者制の図書館ガイダンス

を行うなどして、図書館の利用促進を図っている。 

⑪．図書館で収集している資料は、一般市民にも広く開放しており、医療関係者を中心に

利用されている。利用希望者には、身分証明証(運転免許証など住所が確認できるもの)

を提示してもらい、図書館利用カードを作成している。 

 

表２－９－①－２ 蔵書冊数  (平成 28(2016)年 3 月 31 日現在) 

和書 洋書 視聴覚資料 合計 

49,165 9,224 2,083 60,472 

  ※製本雑誌・製本紀要含む 

 

表２－９－①－３ 図書受入冊数・雑誌受入種類数 (平成 28(2016)年 3 月 31 日現在) 

区分 
和 洋 

総合計 
購入 寄贈 製本 合計 購入 寄贈 製本 合計 

図書 1,797 99 165 2,061 69 3 104 176 2,237 

雑誌 91 18  109 33 5  37 147 

※視聴覚資料除く 

⑪．平成 27 (2015)年度の開館日数は 272 日であり、利用者数は学内 43,549 人、学外 432

人の計 43,981 人であった。貸出資料数は 6,922 点、文献複写使用件数は 452 件であっ

た。 

 

表２－９－①－４ 図書館開館時間 

平日(月～金) 土曜日 
日曜・祝日 

授業期間 長期休暇 授業期間 長期休暇 

9:20～ 

19:00 

9:20～

16:30 

9:20～

12:00 

9:20～

12:00 
休館 

⑫．協議会関係では、東海地区大学図書館協議会、私立大学図書館協会西地区部会、私立

大学図書館協会西地区部会東海地区協議会、岐阜県大学図書館協議会に加盟している。 

 

■体育施設 

①．7 号館北にグランド、正面入り口通路西側にバスケットコートを設置しており、これ

らの施設は体育授業及び学生の課外活動の場として利用している。 

②．6 号館を体育室として運用し、体育の授業や課外時間には学生のレクリエーションや

卓球、ダンス、合気道等の練習に活用されている。 

③．大学祭の体育大会の折には、車で 10 分弱の位置にある関市の中池スポーツ施設(陸上

トラック、テニスコート、野球場、体育館、多目的広場等)を利用する。 

④．体育館は神野学園内の一校で、近隣に所在する中日本自動車短期大学との共有施設と

なっている。 
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■情報サービス施設 

①．1 号館 2 階コンピュータ教室には 111 台のパソコン(教員用 1 台、学生用 110 台)が設

置され、授業、演習及びオリエンテーション、さらに各種アンケート(授業評価アンケ

ート・学生生活アンケート)実施時に利用されている。 

また 1 号館 3 階コンピュータ自習室には 72 台のパソコンが配置され、自習、基礎ゼ

ミ、各種レポート作成、卒業研究等に利用されていて、学生証 IC カードにより自由に

入室可能となっている。 

 更に、大学院開設に伴い、1 号館 3 階大学院室には院生専用パソコン 13 台、プリン

ター・コピー複合機 1 台を設置した.。 

②．学内には 43 ケ所の無線 LAN アクセスポイントを設置してあり、学生は自由にイン

ターネット接続が可能である。自由な接続環境であり、昨今のウイルス事情を考慮し、

また学内におけるウイルス感染の予防を目的とし、より安全な接続環境の提供を行うた

めに専用外部回線及び専用ファイヤウォールを設置した。 

③．「学務システム（Campus Plan）」と学務システムと連動したポータルサイト

「dotcampus」を導入している。教員と学生が履修している科目において、ポータルサ

イト Web 上で授業教材の配信や課題提出、質問のやりとり等を行っている。 

また、聴講生に対してポータルサイト上一部科目を開放していて、卒業後の国家試験

対策支援等に活用されている。さらに、平成 27(2015)年度からは学務システムに WEB

履修申請システムを追加導入し、従来の登録用紙を窓口へ提出する方法から PC 登録の

申請方法に切替え、インターネット環境さえあれば、どこからでも履修申請が出来るよ

うにさせ、学生へのサービス提供の一環とした。 

  ④．平成 27(2015)年度に学内基幹サーバー、ストレージを更新し、サーバー内で利用さ 

れている各種サービスの動作速度が高速化された。また教職員と学生それぞれに共有フ 

ァイルサーバーを構築した。 

⑤．メールサービスとしてマイクロソフトのクラウドサービス Office365 を導入し、メ

ールサーバーをクラウド化することにより、学外やスマートフォンでのメール送受信

を可能とさせた。 

 

■学生寮 

 ①．全国から集まる学生に対して、女子学生に限定して個室タイプの女子学生寮を大学構

内に設置し、寮管理人 2 人が常在して管理に当たっている。定員は 96 人である。 

 ②．平成 22(2010)年度に居室内家具を一新し、また防音及び塗替えの居室壁工事を行い

平成 23(2011)年度にはトイレを改装して居住環境の改善を図った。 

 ③．非常時における緊急対策として、廊下などの非常照明をＬＥＤ照明に交換を行った。

従来の直管式照明に比べ、明るさ、耐用年数など総合的に現在の仕様とは異なり、学生

の住環境の改善を図った。 
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■実習施設・設備 

 ①．各学科には下記のような実習施設・設備を備え、高度な医療教育を行っている。また、

卒業研究用、教員研究用としても活用している。 

 ②．設備投資については、平成 21(2009)年度までは、大学設置計画予算に基づき厳格な

運用を図ってきたが(故障等の緊急投資は設置計画変更協議で対応)、学生の実習上、近

年の病院医療設備に対応する必要があり、平成 22(2010)年度からは積極的な設備投資

を行っている。 

 ○平成 25(2013)年度設置主要設備投資 

・ｵｰｼﾞｵﾒｰﾀｰ AA-74 

・ﾏｲｸﾛｱﾚｲ分析機器一式 (GeneChip Scanner 3000 7G System 一式 他 5 点) 

・次世代ｼｰｹﾝｻｰ分析機器一式 (Ion Proton ｼｽﾃﾑ一式 他 2 点) 

・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ一般用Ｘ線撮影装置一式  

・乳房 X 線撮影装置 一式 （MAMMOREX Peruru MGU-1000A/J) 

・ｶﾞﾗｽ線量計小型素子ｼｽﾃﾑ 

・骨波形測定器 ”骨ｳｪｰﾌﾞ” 

・ﾒｶﾆｶﾙ･ﾏﾆﾋﾟｭﾚｰﾀ (MN-151) 一式  

・新お年寄り体験ｽｰﾂ一式 

・胎盤ﾓﾃﾞﾙ LM-0634 

・ｺｰｹﾝﾍﾞﾋﾞｰ（男の子、女の子） 

   

  ③各学科・専攻科主要設備 

■保健科学部 臨床検査学科 

  ・1 号館 4 階が実習室となっており、臨床検査実習室(4 室)、心電図検査実習室、脳波 

   検査実習室、超音波検査実習室、筋電図検査実習室、呼吸機能検査実習室、病態解析 

   実習室を有し、また 1 号館 3 階には電子顕微鏡実習室を有している。 

  ○主な設備（（ ）内は所有台数） 

   電子顕微鏡(2)、凍結組織切片作成装置(1)、密閉式自動固定包埋装置(1)、包埋ブロッ

ク作成装置(1)、呼吸機能検査装置(2)、超音波検査装置(3)、誘発電位・筋電図検査装

置(1)、心電図計(3)、脳波計(1)、生化学自動分析装置(1)、全自動電気泳動装置(1)、

多項目自動血球分析装置(1)、全自動化学発光酵素免疫測定装置(1)、EIA プレートリ

ーダー(1)、指尖脈波検査装置(1)、DNA マイクロアレイ機器システム(1)、DNA シー

クエンサー(1)、実習室用画像システム備品一式(4) その他 

 

■保健科学部 放射線技術学科 

  ・3 号館 3 階が実習室、4 階が講義室・実験室となっており、X 線室×3 室、CT 室 

   MRI 室、X 線 TV 室、超音波実験室、放射線計測室、電気・電子実験室、一般実験 

   室を有している。また 5 号館 2 階には放射化学実験室、放射線計測学実験室を有し

ている。 
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  ○主な設備（（ ）内は所有台数） 

   一般Ｘ線撮影装置(5)、フラットパネル型一般Ｘ線撮影装置(2),断層撮影装置(1)、マン

モグラフィ撮影装置(1)、無散瞳眼底カメラ装置(1)、CT 装置(1)、MRI 装置(1)、X 線

TV 装置(2)、ポータブル撮影装置(2)、SPECT 装置(1)、超音波診断装置(3)、CR 装置

(1)、画像処理装置(2)、レーザーイメージャー装置(1)、ドライイメージャー装置(1)、

自動現像機(2)、リニアアクセラレータ(1)、血液照射装置(1)、ハンドフットクロスモ

ニター(2)、X 線アナライザ(1)、画像ワークステーション(2)その他 

 

■保健科学部 看護学科 

  ・2 号館 3 階及び 4 階に母性・小児看護学演習室、在宅・精神・地域看護演習室、基礎・

成人演習室、1 号館 2 階に栄養学実習室を有している。 

 ○主な設備（（ ）内は所有台数） 

・母性・小児看護演習室：小児：小児用ベッド(4)、輸液ポンプ (1)、レサシベビー(2)、

保育器(1)、バイタルサインベビー(2)、乳児看護実習モデル人形(3)、幼児看護実習モ

デル人形(2)、母性：助産演習モデル(1)、妊婦触診モデル(1)、多目的実習用新生児モ

デル(10)、乳房ﾏｯｻｰｼﾞﾓﾃﾞﾙ(19)、胎児発育順序模型(1)、受胎調節指導模型(1)、乳がん

教育用視触診モデル(1 )、その他 

・在宅・精神・地域看護学演習室：家庭用ベッドセット(1)、入浴室・シャワー室(1)、

洗面・トイレ(1)、その他 

・多目的演習室：家庭用訪問指導用具(44)、訪問用乳児体重計・体重台セット(バネ秤)(43)、

訪問用乳児身長計(42)、レーザー粉塵計(1)、沐浴人形“柔”桃子 B 型(1)、デジタル塩

分計(4)、パルスコーチ(5)、FAT.O.METER(4)、デジタル血圧計(2)、オーガンズモデ

ル(子宮モデル)(1)、乳がん触診モデル(1)、歯模型(14)、その他 

  ・基礎・成人・老年看護演習室：成人：ICU 用ベッド(1)、成人用ベッド(1)、手術台(1)、

集中監視モニターセット(1)、ベッドサイドモニター(2)、心電計(2)、救急蘇生人形(2)、

輸液ポンプ(2)、蘇生訓練用生体シミュレーター(1)、人工呼吸器(1)、AED レサアン

トニートレーニング M(1)気管内挿管練習人形(1)、気管内シミュレーター(1)、成人用

ベッド(17)、床頭台(20)、ワゴン(22)、オーバーヘッドテーブル (20)、車椅子(9)、入

浴介護モデル(1)、看護実習モデル(10)、静脈採血モデル(13)、体圧測定器(3)、装着式

上腕筋肉注射シミュレーター(1)、グリッターバグ(4)、装着式浣腸・導尿モデル(14)、

ストレッチャー(5)、殿部筋肉内注射モデル(5)、洗髪車(3)、CPS 実習ユニット(2)、

老齢者体験セット(7) 、装着型男性導尿シミュレーター(4)、口腔ケアモデル(5) 、 

臀部筋肉注射シミュレータ、その他 

 

■助産学専攻科 

  ・助産学実習室、多目的演習を持っている。臨地実習に対応できるよう病院・診療所の分

娩、助産所・自宅分娩、家庭訪問演習用の畳部屋を設置している。養成所指定規則の物

品のほかに、リアルに演習ができるよう分娩介助助産モデルを有している。 
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   さらに、助産に関連するマタニィティスポーツ、東洋医学の演習ができるよう多目的演習

室を有している。 

○主な設備（（ ）内は所有台数） 

・妊婦用：超音波診断装置(1)、母体総合シミュレーター(1)、フードモデル(1)、妊婦ジャケ

ット(1)、受胎調節指導摸型(5)、電動診察台(2)、診察台(1)、胎児ファントム 23 週(1)、胎

児ファントム 34 週(1)、その他 

・分娩用：分娩台(1)、助産演習総合モデルセット(1)、内診模型ファントーム(6)、ワゴン(11)、

分娩監視装置(2)、吸引機(2)、アクティブチェアー(1)、その他 

・褥婦用：乳房マッサージ練習模型(1)、受胎調節指導器具(1)、乳房解剖模型(3)、骨盤底筋

肉模型(1)、胎盤模型(1)、児頭付き透明婦人骨盤模型(1)、乳がん触診モデル(1)、その他 

・新生児用：酸素マスク(6)、蘇生バッグ(6)、新生児ベビー(6)、乳児ベビー(1)、挿管ベビー 

(3)、ベビーベッド 1、内診バーチャルリアリティモデル(1)、その他 

 

イ．施設設備の維持 

①．上記施設、設備についての維持、管理は、施設課が担っており適切に維持管理してい

る。個々の実習設備は各学科で管理しており、問題があれば施設課と協議して対応する。 

 ②．通常の学内日常清掃は、平成 25（2013）年 3 月から坂祝クリーンサービスに委託し

た。エレベーター、空調、消防設備、電話機器等の専門機器類の保守点検は、専門業者

と委託契約を結び、関係法令を遵守し適切に維持、管理している。 

 ③．図書館は 2 人の女性司書職員及び 1 人の男性職員で日常運営しており、平日は 19 時

30 分、土曜は 12 時までの開館時間に対応している。また、「岐阜医療科学大学図書館

規程」に基づき「図書委員会」を設置し、図書館長が統括して管理運営に係る重要事項

を審議している。 

 ④．情報サービスについては、「情報処理センター」を組織し管理運営に関する重要事項

を審議している。 

 

ウ．施設設備の安全性（耐震等）及び利便性（バリアフリー等） 

①．全部で 8 棟ある建物の耐震は、建築士の診断により、全て耐震基準を満たしている。

内 3 棟は平屋建てのため除外していたが、7 号館については、サークル室等として今後

も活用していくこととなったことから改めて耐震調査を行った。この結果、耐震につい

て強度不足となったことから耐震工事を着工し着工し、2016 年春に完了した。なお、

アスベストの使用についても、全ての建物において不使用である。(双方とも文部科学

省調査において報告済) 

②．バリアフリー等については、表２－９－①－５「バリアフリー設置一覧」の通りであ

るが各建物の出入口について見直し、平成 23(2011)年度に改修工事を行った。 

 

 

 



61 

 

表２－９－①－５ バリアフリー設置一覧 

棟 名 玄関スロープ エレベーター 身障者トイレ 階段手摺 誘導用ブロック 摘 要 

1 号館 ○※ ○ 
○ 

(共用) 

○ ○ 5 階建て 

2 号館 ×※ × ○ × 4 階建て 

3 号館 ○ ○ ○ ○ 4 階建て 

4 号館 ×※  ×  × 平屋建て 

5 号館 ×※ × × ○ × 3 階建て 

6 号館 ×※  ×  × 平屋建て 

7 号館 ×※  ×  × 平屋建て 

寮 ×※ × × ○ × 4 階建て 

※印は平成 23(2011)年度工事で実施済 

③．薬品安全管理・廃棄物処理については「薬品安全管理・廃棄物処理委員会」を設け、

「岐阜医療科学大学薬品安全管理・廃棄物処理要領」に基づき、安全管理、処理チェッ

クを行なっている。 

④．放射線管理については、「放射線安全管理委員会」を設け、「岐阜医療科学大学放射線

障害予防規程」に基づき安全管理を行っている。なお、年一回放射線管理状況報告書を

文部科学省に届け出ている。 

 ⑤．施設設備の保守点検は次の通りである。 

a.受変電設備 

4箇所ある受変電設備及び各棟の分電盤等の点検を保守管理会社に委託し毎月 1度の

点検を行っている。又、3 年に一度は学内を全停にして、高圧機器設備等の点検を行

っている。 

b.空調機器 

   G.H.P(ガス式エアコン)1,3 号館(屋外機 33 台)については空調機メンテナンス会社と

委託契約を結び、オンコールサービス(故障時対応)はもとより、年 1 回全ての機器の

運転状況をチェックし、不具合が見つかれば部品交換等対処している。 

   4 号館(講堂棟)の吸収式冷温水機については、G.H.P 同様にメンテナンス契約を結び

冷暖房切替え時 2 回、冷暖房運転中に 2 回、年に計 4 回の点検を行っている。 

その他の棟のエアコン(電気式)については、メンテナンス会社に都度修理を依頼して

いる。 

c.消防設備 

  全 8 棟について、年 2 回消防設備点検業者と委託契約を結び点検を実施している。

内 1 回は感知器の動作確認、消火器の点検、受信機盤等の目視点検を行い、1 回は感

知器の動作確認、消火器の点検並びに屋内消火栓の実放水試験、非常放送設備の確認

等総合試験を実施している。 

d.井水濾過装置 

  本学の井水は飲用には使用せず、雑排水(トイレ用)として使用しているが、保守点検

は濾過機メーカーと業務委託契約を締結し6回/年の点検を実施し不純物等を取除き、
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P.H も 7 に保って市水の基準をクリアしている。 

e.中和処理槽 

  本装置は実験用排水を中和し希釈して下水に放流する設備であり、処理槽のメーカー

と委託契約を結び 6 回／年の点検を実施している。P.H センサー、ブロアー装置、薬

注ポンプ等の点検、硫酸、水酸化ナトリウムの補充等を行い、酸、アルカリ性の排水

が流出しないように、中和処理を行って排水している。 

f.バルク設備(集中ガス供給設備) 

  7,000ℓ のバルク(タンク)を 2 基所有しており、ガス納入業者と保守点検契約を結び、

毎月 1 回のバルク点検と定期自主検査を年 1 回(夏休み)実施し、尚且つ 4 年毎に細密

点検(蒸発器、弁類)を実施している。 

g.エレベーター設備 

  1 号館及び 3 号館に 3 基のエレベーター設備を有し、エレベーターメーカーとの業務

委託契約を締結し、閉じ込め故障、着床不良、使用不能故障等の故障対応と 4 回／年

定期点検、毎月 1 回のリモート点検(専用電話回線による遠隔点検)を実施している。 

h.集中監視盤 

  本装置は、4 号館(講堂棟)空調機遠隔制御、及び学内各所から夫々の故障警報(電源断、

水槽水位異常、ガスバルク故障等)を表示、警報するシステムで、ビルメンテナンス

会社と業務委託契約を結び、年 2 回保守点検を実施している。 

i.正門ゲート・大型車輌入退出システム 

  正門からの構内道路が坂道でカーブしており、また幅員が狭く大型車輌(バス等)との

すれ違いが困難であることから信号機を設置して、大型車輌入退場時は片側通行とし

ている。又、正門から車道への飛び出しを防ぐため、遮断機(ゲート)と交通指導員（守

衛）を配して学生、教職員の安全確保に努めている。この信号及び遮断機システムに

関して、システムメーカーと業務委託契約を結び年 4 回の保守点検を実施している。 

j.自動ドア 

   1 号館（8 台）2 号館（1 台）3 号館（1 台）食堂（3 台）合計 16 台の自動ドアが設

置されている。ドアエンジンなどを中心に、メーカーと委託契約を結び 4 回／年の点

検を実施している。 

k.４号館（早緑ホール）の 間仕切りパネル、一体型机・イス 

   早緑ホールは講堂 A・講堂 B として 2 分割が可能であり、その間仕切りパネルは移

動（手動）式である。入学式、卒業式、後援会、オリエンテーションなどの大規模人

数の場合は、ホールとして利用するためパネルを開き、授業など小規模人数の場合は、

講堂として利用するためパネルを閉じる。この開閉作業は年間に十数回実行されてい

るが、天井からの吊り下げ式パネルであること、本来は年に数回の見込みで設置され

たものであることから、安全性確保のためメーカーと委託契約を結び 1 回／年の点検

を実施している。 

また、ホール全体には専用の一体型机・イスが常設されている。こちらも上記同様に

利用率が高いため、メーカーと委託契約を結び 1 回／年の点検を実施している。 
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⑥．飲料水について 

 飲料水は関市の上水を使用している。市水の貯水槽は全部で６基あり、年１回(夏休み)

水槽清掃業者による清掃・点検を行っている。又、自主的に月に１度水槽周り(ポンプ 

設備も含む)の点検を実施している。薬注ポンプによる薬剤(次亜塩素酸ソーダ)の自動

注入を実施して、市水の残留塩素濃度が下がらない様管理している。 

⑦．図書館内はバリアフリー対応となっている。 

⑧．一部の書架を除く 13 台の書架と高層書架、移動書架には耐震対策が施され、万一の

災害に備えた整備がされている。また、足元誘導灯の設置など避難時の対策も講じてい

る。 

 

エ．施設設備に対する学生意見の吸い上げ、施設設備の改善 

①．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。 

②．1 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。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-9-1】校内旧バリアフリー箇所 

【資料 2-9-2】バリアフリー工事個所(H23(2011)年度工事) 

【資料 2-9-3】校内設備関係定期点検一覧表 

【資料 2-9-4】平成 24(2012)年度学生生活アンケート集計結果抜粋【資料 2-7-1 に同じ】 

 

2-9-②授業を行う学生数の適切な管理 

 ・本学では各学科を 50 名程度の２クラスに分け、複数の担任をつけている。授業単位 

  は、この 50 名程度のクラスを基本としている。更に、病院実習については数名程度の 

  単位で病院毎に振り分けている。 

(3) 改善・向上方策（将来計画） 

ア．体育施設の充実は今後も重要事項であるが、校地も手狭な状況であることから、校地   

取得や施設整備予算化について、神野学園本部と調整しながら中期計画に盛り込んでい

く。 

イ．教育・研究設備については、医療技術の発展は目覚ましいものがあることから、老朽

化対応、新規設備導入等を中期計画の中で予算化していく。 

ウ．施設整備に関しては、適切に維持、運営されているが、経年変化を考慮しながら整備

計画を年次計画化していく。 

エ．図書館では電子ジャーナルの普及に伴い、洋雑誌から順にオンライン契約にシフトし

ていく方針である。 

 

基準２全体 

(1) 基準 2 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。   
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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   

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・休学等も少なく在学生数は適正である。 

資料 2-9-5 の通り平成 24(2012)年度入学生の 4 年間卒業率は 82.7％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．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。  

エ．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。 

オ．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 26(2014)年度結果 臨床検査技師：97.3％ 

(全国平均 82.1％) 診療放射線技師：89.0％(全国平均：73.8％) 看護師：98.9％(全国平

均：90.0％) 保健師：100％(全国平均 99.4％)となった。 

カ．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。 

キ．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・就職模試等を含めき

め細かに対応している。このような活動の結果、平成 26 (2014)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 97.0.％(平成 27(2015)年 5 月 1 日現在)であった。

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。 

ク．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。 

ケ．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。 

コ．授業改善については、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。 

サ．国家試験の全員合格を目指していることから学生の理解度が上がるよう授業改善努力

を常に行っており、FD 活動も積極的に実施している。 

シ．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
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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少ないこと、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。 

ス．教員組織は大学設置基準及び各学科が属する養成所指定規則(看護師・保健師、助産

師、診療放射線技師)を満たし、また臨床検査学科は養成所として指定はないが指定規

則に準拠し、適切である。 

セ．臨床検査学科及び放射線技術学科は 1 学年 1 クラス(約 50 人)に 2 人、看護学科は 1

学年 4、5 人 1 グループに 1 人、担任として配置する担任制や細かい指導が必要な実習

教員配置等を考慮しており、教員構成は適切である。 

ソ．専任教員の採用・昇任の方針は明示され、規程の下に適切に運用されている。 

 タ．教員の教育担当時間数、教員研究費の配分も適切である。 

 チ．教育施設は大学設置基準及び各学科・専攻科の教育内容に照らし、問題ない。また、

施設設備は適切に維持管理されている。施設の安全性についても、耐震性、アスベスト

等問題はなく、放射線、薬品安全管理上の措置も適格に行われている。 

 ツ．アメニティの向上対策は情報化サービスや寮・食堂整備等を進めてきており、学生の 

  満足度も向上してきている。 

テ．積極的な整備により、現在の教育環境施設は整えられ、また適切な保守管理が行われ

ている。しかしながら短期大学時代からの校舎の老朽化、駐車場の拡張など解決すべき

課題も多くある。これらは多額の予算が必要なこと、校地の拡張問題等があり、すぐに

対応できない問題も多いが、学園本部との調整や中期計画を通じ実現していく。 

ト．教育施設の面からは多くの実習用施設設備が必要であり、老朽化や修繕対応に加え、 

技術革新が進む医療現場で使われている機器を整備していく必要がある。各学科で設備 

導入計画をまとめ中期計画に盛り込みながら充実していく。 

 

【エビデンス集・資料編】 

【資料 2-9-5】4 年間卒業率（H27 年度卒業まで） 


