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＊ 備考 

 

 本報告書は、平成 23(2011)年度の自己点検・評価活動として、平成 23(2011)年 5 月 1 日時点

のデータに基づき平成 22(2010)年度の本学について自己点検・評価したものである。 

 本学では平成 22(2010)年度の諸準備を経て平成 23(2011)年 4 月に制度上の変更を行い、「衛生

技術学科」が「医学検査学科」と学科名を改めた。また、各学科に分属する教員からなる「教養

教育運営委員会」は、教員の分属はそのままに「共通教育センター」として組織上の分化を行っ

た。 

 これらの変化のタイムラグが本文中に若干の齟齬を生じているかもしれないが、事情は以上の

通りである。 
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基準１ 建学の精神・大学の基本理念及び使命・目的 

１－１ 建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されていること。 

 

(１)１－１の事実の説明（現状） 

１－１－① 建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されているか。 

熊本保健科学大学は、昭和 34(1959)年に設立した化血研衛生検査技師養成所に源を

発し、専門学校、短期大学と発展してきたが、その伝統を貫いているのは、「優れた医

療技術者の養成を通じて社会に貢献する」という建学の精神であり、平成 15(2003)年

の大学の設立にあたって「熊本保健科学大学 設置の趣旨」として大学設置審議会に

提出した大学の目的を学則第 1 条に定め、また、下記の表 1-1-1 に示すような基本理

念に展開して学内外に示している。 

学内に対しては、毎年大学が発行している刊行物（『学生便覧』、『大学案内』、『シラ

バス』、『学園通信ぎんきょう（年 2 回刊行、6,500 部）』、『入学試験募集要項』など）

を通じてこの基本理念を周知している。これら刊行物は来学者、学生の保護者、同窓

生、またオープンキャンパス時には、高校生や予備校生及びその保護者など、本学に

関心を持つ外部の方々にも配布している。また『規程集』にも掲載している。  

学外に対しては、基準 3 に示す教育目標と併せて本学公式ホームページ

（http://www.kumamoto-hsu.ac.jp/ 以下、「ホームページ」という）上に掲載し、広

く一般からのアクセスに対応し、広報、周知している。 

入学式、公開講演会などでは学長の告辞、あるいは挨拶のなかで、その趣旨が述べ

られている。 

また、本学の理念が盛り込まれている学園歌（表 1-1-2）を毎日午後の講義開始前に

全校舎に放送して、教職員、学生の意識を高めると共に、入学式、卒業式などの行事

でも斉唱し、列席者の認識を深めている。 

平成 21(2009)年は創立 50 周年にあたり、創立記念式典（5 月 15 日 本学アリーナ

開催）において、基本理念を「知識」「技術」「思慮」「仁愛」の四綱領としてまとめた

ことを発表した。今後も、様々な媒体においてこれを掲げる。簡明な表現の制定は、

第 2 次中期計画作成にあたって要請されていたものである。20 年余り歌い継がれた学

園歌のなかに｢医療の礎築かむと知識と技を磨き｣及び「生命を護る真心の智と仁愛を

育み」と謳いこまれた本学の理念を反映するものであり、その意義を平成 21(2009)年

4 月の大学運営協議会及び教授会において確認した。 

平成 22 年度は 3 号館の建設に伴い、「知識」「技術」「思慮」「仁愛」の四綱領を校内

のサインボードにギリシャ語と共に書き込み、広く周知を図った。 
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表 1-1-1 建学の精神、基本理念、教育理念、使命・目的の周知方法 

  内容 周知方法・媒体 対象 

目
的
及
び 

使
命
（
学
部
） 

熊本保健科学大学は、教育基本法及び学校教育法の規定に基づ

き、保健医療に関する学問の教育及び研究を行い、併せて豊かな

教養と人格とを兼ね備え、国民の保健衛生並びに医療に寄与する

人材を育成することを目的及び使命とする。 

学生便覧 平成 22 年度 p.83 学則

第 1 条  
学内 

（学長式辞・告示など） 

目
的
及
び 

使
命
（
大
学
院
） 

熊本保健科学大学大学院は、教育基本法及び学校教育法の規定に

基づき、保健医療に関する学問の教育及び研究を行い、併せて豊

かな教養と人格とを兼ね備え、国民の保健衛生並びに医療に寄与

する高度専門職業人を育成することを目的及び使命とする。  

学生便覧・シラバス 平成 22 年度 

p.47 大学院学則第 2 条  
学内 

（学長式辞・告示など） 

基
本
理
念 

（
学
部
） 

「知識」「技術」「思慮」「仁愛」を四綱領とし、以下の基本理

念を掲げる。 

1.保健医療分野に関する専門知識技術の教育と研究を行う  

2.人間と社会に深い洞察力を持つ人材の育成 

3.高度な知識と技術を有し、保健医療分野に貢献できる人材の  

育成 

4.豊かな人間性を備え、創造性に富む、活力ある人材の育成  

規程集 冒頭部分 学内 

2011 年度大学案内 p.5-6 学内外 

学生便覧 平成 22 年度 冒頭部分 学内 

ホームページ 本学の概要 学内外 

学園通信ぎんきょう No.16(p.1)、

17(p.1)、18（裏表紙）  
学内外 

平成 22 年度入試ガイド p.1 学内外 

教
育
理
念 

（
大
学
院
） 

保健科学分野における先端領域を理解し、豊かな人間性を備えた

資質の高いメディカルスタッフとして、他の専門職と緊密に連

携・協力できる高度専門職及び医療現場で指導的役割を果たすこ

とができる人材、並びに専門領域で技術の改良やその技術を臨床

へ応用できる人材を養成し、活力ある長寿社会の実現に向け貢献

します。 

2010 年度大学院案内パンフレット 学内外 

学生便覧・シラバス 平成 22 年度 p.1 学内 

ホームページ 理念と目標 学内外 

平成 22 年度 学生募集要項 p.1 学内外 

教
育
目
標 

（
学
部
） 

1.生命の尊厳と社会への洞察力を有し、自立できる人材を育てる  

2.広い視野に立ち、課題探求と問題解決力を有する人材を育てる  

3.医療専門職と連携協働し、自己責任の果たせる人材を育てる  

4.多様な価値観、国際的な言語と情報技術を持つ人材を育てる  

規程集 冒頭部分 学内 

2011 年度大学案内 p.5-6 学内外 

学生便覧 平成 22 年度 冒頭部分 学内 

ホームページ 本学の概要 学内外 

学園通信ぎんきょう  No.16(p.1)、

17(p.1) 、18（裏表紙） 
学内外 

教
育
目
標 

（
大
学
院
） 

1.高度な知識・能力を備えた専門職業人の養成  

2.管理実践能力を持ち、医療現場で指導的役割を担える人材の養

成  

3.専門分野における技術の改良やその臨床応用ができる人材の

養成 

4.幅広い視野をもつ人材の養成 

5.社会人に対する大学院教育の門戸の開放 

学生便覧・シラバス 平成 22 年度 p.1 学内 

2010 年度大学院案内パンフレット 学内外 

ホームページ 理念と目標 学内外 

平成 22 年度 学生募集要項 p.1 学内外 

   

表 1-1-2 銀杏学園歌 

 

 

(２)１－１の自己評価 

 上述のように、本学の建学の精神・基本理念は学内外に示されている。また、建学

の精神を謳いこんだ学園歌を行事の折に斉唱し、昼休み終了時学内放送によって流し、

浸透するよう努力している。基本理念は、これまでにも印刷媒体や電子媒体では目に

触れる機会が多様にあったと考えるが、学内への掲示という点では不十分であった。

銀杏学園歌                                      作詞 上野直彦 作曲 出田敬三   

1. 暁告ぐる 阿蘇の峰 

    遥に望む 学舎に 

    医療の礎 築かむと 

    知識と技を 磨きつつ 

2. 夕陽今し 金峰に 

    白堊は映ゆる 学舎に 

    生命を護る 真心の 

    智と仁愛を 育みつ 

3. いざ諸共に 学園の 

    光を永久に 燭さなむ 

    いざ諸共に 学園の 

    誇を永久に 讃へなむ 
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創立 50 周年記念行事と併せて、四綱領の発表、学園創設の由来や「沿革」についての

展示がなされると共に、学内への掲示を実践できた。 

 

(３)１－１の改善・向上方策（将来計画） 

 学園の始まりが衛生検査技師養成所として認可された全国初の 6 施設の一つである

こと、一貫して保健医療分野の専門職育成による社会貢献を志してきたことなど、本

学の特色や沿革を在学生たちにもしっかりと伝え、学ぶ意欲を高めていく工夫を大学

運営協議会で検討する。 

 

１－２ 大学の使命・目的が明確に定められ、かつ学内外に周知されていること。 

 

(１)１－２の事実の説明（現状） 

１－２－① 建学の精神・大学の基本理念を踏まえた、大学の使命・目的が明確に

定められているか。 

本学の目的及び使命は、学則第 1 条に「熊本保健科学大学（以下、「本学」という）

は、教育基本法及び学校教育法の規定に基づき、保健医療に関する学問の教育及び研

究を行い、併せて豊かな教養と人格とを兼ね備え、国民の保健衛生並びに医療に寄与

する人材を育成することを目的及び使命とする。」と明確に定めている。 

さらに、これを踏まえて設置構想に掲げた 4 項目を学部の教育目標として学内外に

示している（上記の表 1-1-1）。 

  

１－２－② 大学の使命・目的が学生及び教職員に周知されているか。 

学生及び教職員に対しては、学内の刊行物を通して、本学の教育目標を周知してい

る。『学生便覧』、『学園通信ぎんきょう』、『大学案内』、ホームページなどに掲載して

いるので、基本理念及び教育目標を容易に確認することができる。また入学式の学長

告辞や理事長による辞令交付式、あるいはその他会議などでの挨拶、講話などでも折

に触れ、周知徹底を図っている。新入生オリエンテーションの際には、『学生便覧』を

使用し、学生への周知を図っている。 

また、「中期目標・中期計画」の前文として大学の基本理念、教育目標を掲げ、教職

員はそれに沿って毎年の部門別ないし委員会別の事業計画を策定している。その他、

学内用電子掲示板、『規程集』などに掲載している。 

 

１－２－③ 大学の使命・目的が学外に公表されているか。 

上記の基本理念・教育目標は、また、学外に対して、『学園通信ぎんきょう』、『大学

案内』、ホームページを通じて、広く公表されている。  

本学の使命・目的を踏まえた教育研究活動の成果は、各専門分野へ発信されている。

また、地域に対して定期的に開講される公開講演プログラムの基調テーマ（本編 

p.91）によっても、生命の尊厳を重んじる本学の個性は発信されていると考える。  
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ホームページ  

本学の概要 

（http://www.kumamoto-hsu.a

c.jp/information/education-phi

losophy.html）  

 

 

 

 

(２)１－２の自己評価 

大学の目的は学則に明確に定められ、それを踏まえた教育目標も『学生便覧』、『学

園通信ぎんきょう』、『大学案内』、ホームページなどを通じて学内に周知されている。

また、ホームページを通じて広く学外にも周知されている。 

大学の使命の一つとして、設置趣旨及び設置構想では医療専門職の生涯学習の拠点

となることを挙げており、実際に現職の臨床検査技師、看護師、保健師、理学療法士、

作業療法士を対象とする諸々の講習会、研究会のなどの活動も行い、図書館の学外者

による利用率も高いが、一般的な周知、公表の点では、やや不十分である。 

 

(３)１－２の改善・向上方策（将来計画） 

今後オリエンテーションや学友会の行事などの様々な学校行事において、学生及び

教職員に周知すると共に、進学相談会、高校訪問、同窓会などの機会を通じて、学外

にも広く周知する。 

医療専門職の生涯学習の拠点となるような教育研修プログラム、学術情報の提供な

どにおいて更に充実した企画を準備すると共に、医療専門職の生涯学習拠点という使

命を明確に表現することに努め定着させるために、継続と広報に努める。 

 

【基準１の自己評価】 

 建学の精神と基本理念、教育目標の周知は、上述のような様々な媒体によって実施

されている点では、ほぼ達成できている。本学が「医療専門職者」の養成を目的とす

る大学である点も、入試広報、就職支援活動の報告などから、開学９年を経て、高等

学校や卒業生の主たる就職先である医療機関に知られてきたと実感される。 

 

【基準１の改善・向上方策（将来計画）】 

平成 21(2009)年度の創立 50 周年の節目で、創立記念日の記念式典及び年間を通し

て展開される記念事業において、改めて本学の基本理念、教育目標について教職員、
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学生共に認識を深めると共に、50 周年記念館設置に伴い、更に四綱領の周知と浸透を

図る。大学の使命にふさわしい生涯学習拠点として機能強化していることを歴史の礎

も含めて、広報・周知する。 
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基準２ 教育研究組織 

２－１ 教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が、大学の使

命・目的を達成するための組織として適切に構成され、かつ、各組織相互の

適切な関連性が保たれていること。 

 

(１) ２－１の事実の説明（現状） 

２－１－① 教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、研究科、附属機

関等の教育研究組織が、適切な規模、構成を有しているか。 

学則第 1 条に掲げる本学の目的は「保健医療に関する学問の教育及び研究を行い、

併せて豊かな教養と人格とを兼ね備え、国民の保健衛生並びに医療に寄与する人材を

育成する」ことである。この目的を達成するために、本学は、保健科学部 1 学部 3 学

科（医学検査学科、看護学科、リハビリテーション学科：理学療法学専攻、作業療法

学専攻）、大学院保健科学研究科（保健科学専攻：臨床検査領域、リハビリテーション

領域）、別科（助産別科）を置いている。また、熊本保健科学大学キャリア教育研修セ

ンターに平成 21(2009)年 10 月から認定看護師教育課程（6 カ月）を開設した。いずれ

も本学がその育成を目指す医療技術者の職域を反映する学科等である。 

医療専門職を育成する多様な学科を設けることは、これからの医療現場に必要とさ

れるチーム医療の現場で有用である。異なる職種の医療職者同士が交流の基盤をもつ

ことは、共有される専門基礎領域の知見が深まり、医療職者にとりわけ求められる社

会的な広い視野と人間に対する理解、人間関係形成力を育成することにも資すると考

えている。大学院及び別科、認定看護師教育課程の設置は、いずれも、保健科学部の

目指す人材育成を更に発展させる高度専門医療職者育成のために構想されており、本

学の教育研究目的に沿うものである。 

本学の学部、大学院及び別科の構成は下記の表 2-1-1 のとおりである。 

 

表 2-1-1 学科等の構成（平成 23(2011)年 5 月 1 日現在） 

 学科等 
修業 

年限 
学位 

入学 

定員 

収容 

定員 

在学 

生数 

専任教員

数 

保健科 

学部 

医学検査学科 4 学士（保健学） 100 400 462 34 

看護学科 4 学士（看護学） 100 400 487 37 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 4 学士（保健学） 120 360 440 32 

保健科学部 計   320 1160 1389 103 

保健科学

研究科 
保健科学専攻 2 修士（保健学） 10 20 22 3 

別科 助産別科 1 － 20 20 20 3 

合 計   350 1200 1,431 109 

 

 

 

それぞれの規模、教員組織について適正な条件を満たしていることは、平成 14(2002)
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年度の大学設置審査、平成 18(2006)年度の完成年度履行状況調査及び平成 21(2009)

年度の日本高等教育評価機構の認証評価において認められている。リハビリテーショ

ン学科設置に関する定員に係る学則の変更は、平成 18(2006)年 7 月認可を受け、9 月

には理学療法士、作業療法士養成施設としての指定を受けた。助産別科設置は、平成

18(2006)年 9 月承認を受け、大学院については平成 20(2008)年 10 月認可を受けた。

また、熊本保健科学大学キャリア教育研修センターに設置される認定看護師教育課程

は、日本看護協会による認定看護師教育機関として平成 20(2008)年 10 月認定された。 

以下に各組織の概要を述べる。 

保健科学部 

平成 15(2003)年の開設時には保健科学部 1 学部 2 学科（衛生技術学科、看護学科）

であったが、平成 19(2007)年度から新たに二つの医療職分野（リハビリテーション学

科：理学療法学専攻、作業療法学専攻）を加え、1 学部 3 学科となった。衛生技術学

科は平成 23(2011)年度から医学検査学科に改称した。 

保健科学部医学検査学科、リハビリテーション学科を卒業した学生は「学士（保健

学）」、看護学科を卒業した学生は「学士（看護学）」の学位を取得する。また、卒業生

は国家試験に合格することによって、医学検査学科では臨床検査技師、看護学科では

看護師、保健師の国家資格及びその他の任用資格などを得ることができる。リハビリ

テーション学科では、専攻に応じて理学療法士または作業療法士の国家資格及びその

他の任用資格などを得ることができる。保健科学部卒業生の殆どは、国家試験を経て

医療専門職につく。  

保健科学研究科 

平成 21(2009)年 4 月より、大学院保健科学研究科を開設した。本研究科を修了した

学生は、「修士（保健学）」の学位を取得する。本課程では主として高度の専門職業人

の養成に重点を置いており、幅広く深い学識と高度の専門的能力を持ち、豊かな人間

性を備えた、先端医療を担う人材、また現場のリーダーの育成を行っている。修了後

は、医療機関の臨床検査やリハビリテーション領域のほか、社会福祉施設等での活躍

が期待される。 

大学院は、大学の教授会に相当する大学院研究科委員会および大学院入学試験委員

会、大学院教務委員会によって運営されているが、研究科長は大学運営協議会の正規

メンバーであり、また、教員の多くは学部教員の兼担である。学生委員会、ハラスメ

ント等防止委員会、図書館運営委員会、FD 推進委員会，自己点検・評価委員会には、

全学的な問題を共有、協議するために委員として参加している。 

助産別科 

本学の助産別科は、学校教育法第 91 条に基づいて設置され、その第 3 項に規定する

大学入学資格を有する者で日本国の看護師免許取得者を対象に開講されている 1 年課

程の別科である。修了生に学位は与えられないが、国家試験に合格することによって

助産師の国家資格を得る。 

保健師助産師看護師学校養成所指定規則（以下「保助看法」）の定めるところにより、

3 人の専任教員を配置している。助産別科は、「助産別科規程」「助産別科会議規程」

に則り運営されている。人事、入試などは学部と別の規定によって運営されているが、
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別科長は大学運営協議会の正規メンバーであり、また、別科の教員は、入学試験委員

会、ハラスメント等防止委員会、教務委員会、図書館運営委員会に、全学的な問題を

共有、協議するために委員として参加している。 

キャリア教育研修センター（認定看護師教育課程） 

 本学の教育研究目的に沿う教育研究施設として、平成 21(2009)年 4 月より、熊本保

健科学大学キャリア教育研修センターを開設した。同年 10 月より認定看護師教育課程

を開設し、脳卒中リハビリテーション看護認定看護師の育成を開始した。センター長

は学長が兼任し、課程長は看護学科教授が兼任している。研修生は定員 20 人で、専任

教員は 2 人（うち 1 人は主任教員）である。 

 

２－１－② 教育研究の基本的な組織（学部、学科、研究科、附属機関等）が教育研

究上の目的に照らして、それぞれ相互に適切な関連性を保っているか。 

本学の教育研究上の目的は、保健医療分野の専門職業人として社会に貢献できる質

の高い人材を育成すること、また知的営為を通じて社会に貢献できるような研究活動

を持続的に実践することである。その点で学部、研究科、別科、認定看護師教育課程

は、基本理念を共有し、教育研究上の目的を同じくしている。  

大学院（保健科学研究科）は、保健科学部医学検査学科及びリハビリテーション学

科を「基礎となる学部」として設置され、その専門科目は臨床検査領域、リハビリテ

ーション領域として構成されている。助産別科及び認定看護師教育課程は、それぞれ

異なる分野であるが、いずれも看護師資格取得者を対象として開設される教育課程で

あり、保健科学部看護学科の教育課程と密接に関わる。大学院生や研修生の多くは医

療専門職として社会人経験もあり、学部生にとってのロールモデルを提供できる。ま

た、教学側のスタッフの交流も本学の基本理念に沿うものである。  

上記の基本的な組織は、下記の図 2-1-1 に示すような会議体を構成して、教育研究

上の目的達成のために、必要な事項について情報の共有、協議、審議をなすなど適切

な関連性を保っている。 

 

図 2-1-1 各種会議体の組織図 
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学長は本学を代表し、教育研究を統括する。本学の会議体組織はその担当するとこ

ろに応じて、教育、研究、運営・管理の三つに大別される。全体的な関連について以

下に述べ、教育研究に関わる学内意思決定については、2-3-①以下で述べる。 

大学運営協議会 

大学全体の教育研究、管理運営に関する会議体として、学則第 8 条に定める大学運

営協議会がある。学長が議長となり、「熊本保健科学大学 大学運営協議会規程」に基

づいて、全学的な必要事項を審議する。会議の構成員は、学長、副学長（教育担当副

学長、研究担当副学長）、学部長、学術研究部長、図書館長、各学科長（医学検査学科

長、看護学科長、リハビリテーション学科長）、研究科長、別科長、事務局長、総務部

長、その他学長が必要と認める者である。大学運営に関わるそれぞれの責任部署の代

表であり、全体的な視野の下で協議できる体制となっている。平成 22(2010)年度は学

長が学部長を、研究担当副学長が学術研究部長を、教育担当副学長が図書館長をそれ

ぞれ兼ねていたが、平成 23(2011)年度は学部長、学術研究部長が新たに選任され、よ

り機能的に運営できる体制が整った。 

大学運営協議会の下には図 2-1-1 が示すように、自己点検・評価委員会、教員人事

委員会など 11 委員会が置かれている。  

 大学運営協議会には理事 4 人及び評議員 2 人が含まれており、理事会との間で意思

決定に齟齬をきたさない配慮がなされている。 

学部教授会 

教授会の議決権を持つ正規構成員は全学科の専任教授（特任を除く）であり、学部

に所属する助教以上の専任教員によって選出された学部長が議長を務める。また、教

授会には、報告や意見を述べるが議決権のない準構成員も出席するが、準構成員は各

学科の代表である准教授各 1 人、助産別科 1 人、例外的に委員会の長を担当している

准教授である。事務局側からは、事務局長、総務部長、各課長、及び記録担当の学務

課員が出席する。 

教授会は、月 1 回の定例会議及び臨時会議によって、教育の基本方針、教育課程の

編成、学年暦、学生募集、入学試験、学籍異動、進級判定、卒業及び学位の認定、課

外活動及び学生の福利厚生などに関し、「熊本保健科学大学 教授会規程」に則って審

議している。 

教授会の下には、図 2-1-1 が示すように、入試委員会、教務委員会、学生委員会、

FD(Faculty Development)推進委員会などの全学的な会議体と、各学科会議及び教養

教育運営委員会などの、教育課程運営組織上の区別に従った会議体がある。各種委員

会などの目的、構成、審議事項などについてはそれぞれ委員会規程が定められ、これ

によって業務遂行されている。委員会で討議された案件については教授会に報告され、

承認ないし必要に応じて審議決定される。また特に教授会から付託される事項につい

ても委員会は審議し、答申する仕組みである。各委員会のメンバーは、特定の学科に

関与するなどの特別な理由のない限り、ほぼ同数の各学科の教員及び職員で構成され

ており、学科間の意思疎通や認識の共有に利している。 

加算定員の約半数を主として教養科目を担当する教員として位置づけ、教養教育運
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営委員会の固定構成員としている。リハビリテーション学科を除き、各学科ほぼ同数

の配置となっている。 

学科における専門教育課程の実践については、各学科所属の専任教員によって専任

教授の中から選出された学科長の主宰する各学科会議がその運営にあたる。各学科の

教育課程はそれぞれ長期の臨地実習を含むことから、実習先の実習指導者との連絡協

議会を学科別に実施している。 

学術研究会議 

 研究に関することについては、学長の指名による学術研究部長が「熊本保健科学大

学 学術研究会議運営規程」に則り、学術研究会議を主宰している。学術研究会議では、

研究に関わる各種規程案の策定、審議、学内共同研究費の配分、学内研究発表会の開

催、学外からの共同研究計画などの受け入れ可否等の審議、若手研究者の支援などを

行う。委員は学術研究部長が各学科の教授から指名する。学術研究会議は、研究誌委

員会、ライフサイエンス倫理審査委員会、動物実験委員会等との組織上の関係を有し

て、本学が関与する研究について、適切な運営がなされるよう図っている。学術研究

会議は年間ほぼ 6 回定例会議を開催し、上記の案件について審議決定し、必要に応じ

て大学運営協議会への上申を行う。 

大学院研究科委員会 

大学院研究科委員会は、平成 21(2009)年 4 月の大学院の開設と共に発足した、大学

の教授会に相当する組織であり、研究科の教授から選出された研究科委員長が議長を

務める。大学院研究科委員会では、研究科における教育及び研究、学籍、学位論文の

審査、認定及び授与、試験、教員選考などについて「熊本保健科学大学 大学院研究

科委員会規程」に従って審議している。また、研究科委員会のもとに、大学院入学試

験委員会、大学院教務委員会が置かれている。その他の委員会活動については、大学

運営協議会、学術研究会議、学部教授会の下にある委員会に委員枠をもち、研究科の

円滑な運営に努めている。 

 

 以上で言及した各組織及び会議体は、それぞれが前年度末に作成した事業計画に基

づいて当該年度の事業報告を作成する。この事業報告書によって、単年度の運営が中

期計画に基づいて計画され、また実施されたことを、統合的な視点から、教授会、大

学運営協議会において検討、承認し、また点検、評価する仕組みになっている。いず

れも学内用電子掲示板から教職員はいつでも閲覧でき、互いの活動を視野に入れ、全

体として効果的に運営できる体制になっている。平成 23(2011)年度の計画書は前年度

にあたる平成 22(2010)年度 2 月教授会、大学運営協議会などを経てまとめられ、3 月

の定例理事会に報告され審議承認された。平成 22(2010)年度の報告書は次年度にあた

る平成 23(2011)年度の 4 月の教授会、大学運営協議会などを経てまとめられ、5 月の

定例理事会に報告され審議承認されている。 

 

(２)２－１の自己評価 

本学の教育研究上の目的を達成するために、教育現場に求められる時代の要請をく

みとり、対応しようと努力してきており、平成 23(2011)年度からはリハビリテーショ
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ン学科に言語聴覚学専攻も増設した。現在の教育研究組織としては、適切な規模、構

成を有し、全体として小規模な大学のなかで、相互に適切な関連性を保っている。平

成 21(2009)年度には大学院及び認定看護師教育課程（脳卒中リハビリテーション看護）

を加え、各学科の育成する人材の生涯学習の拠点としての機能も充実しつつある。 

また、学長の主宰する大学運営協議会のもとに既存学科の改組を視野に入れて立ち

上げられた将来構想委員会では、看護学科の定員増と認定看護師教育課程の充実を目

指して活動中であり、このために 3 号館も建設した（竣工平成 23 年 3 月）。 

平成 22(2010)年度には、大学運営協議会のもとに、国際交流、地域連携に関する事

項に対応する組織として国際交流委員会、地域連携委員会を設置し、国際交流、地域

連携を大学の使命と捉え、力を注いでいる。 

 

 (３)２－１の改善・向上方策（将来計画） 

医療分野の進展はとりわけ急速であり、人材育成に関する社会的なニーズの変容に

も著しいものがある。将来構想委員会のもとに設置した実働部門を適切に運営し、看

護学科の定員増と認定看護師教育課程（慢性心不全看護）の増設に向けて活動する。 

教育研究上の目的を共有している各学科が関連性を適切に保つ基盤となる人的交流

については、FD 活動をより活発化させ、学内セミナー、シンポジウムなどによる学科

横断的交流を更に盛んにする。 

 

２－２ 人間形成のための教養教育が十分できるような組織上の措置がとられている

こと。 

 

(１)２－２の事実の説明（現状） 

２－２－① 教養教育が十分できるような組織上の措置がとられているか。 

人間形成のための教養教育は、学士課程教育の全般を通じて実施されるべきもので

あり、学士課程における専門分野の教育を通じても、様々な仕方で、人間や社会、環

境、文化に対する洞察力や批判力、協調性、課題探求能力などが訓練されていく。そ

の限りでは、教養科目のみが教養教育を担当するものではないが、本学の教養教育は、

学士課程教育への導入としての初年次教育を担当すると共に、体系的に構築される専

門分野の諸科目と相補的に、現代社会が求める「21 世紀型市民」としての幅広く深い

教養、汎用的技能、自律し他者と協働できる社会性と生涯学習の基盤を備えた人材を

育成する、総合的な学士課程教育の一環を担うものと位置づけられている。 

 本学における教育全体のなかに教養教育を、組織上、明文化して位置づけている箇

所は以下のとおりである。本学の目的及び使命を規定する学則第 1 条には「豊かな教

養と人格とを兼ね備え」た人材を育成することが明記されており、これを承けて保健

科学部の「基本理念」には「2.人間と社会に深い洞察力を持つ人材の育成」「4.豊かな

人間性を備え、創造性に富む、活力ある人材の育成」が明記され、更に「教育目標」

では「生命の尊厳と社会への洞察力を有し、自立できる」「広い視野に立ち、課題探求

と問題解決力を有する」「連携協働し、自己責任の果たせる」「多様な価値観、国際的

な言語と情報技術を持つ」人材の育成を目ざしていることが明記されている（表 1-1-1
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本編 p.6）。 

本学の学士課程では、5 中区分からなる教養科目を配置している。本学の教育目的

や臨地実習期間との関係など、授業の展開状況を考慮したものである。卒業要件総単

位数に占める教養科目の量的配分とその適切性、妥当性については、保健医療分野の

専門職者育成を目指す他大学の平均的な単位数と大幅に異ならない範囲で配置してい

る。カリキュラム改訂を挟んで、平成 18(2006)年度以前入学生と 3 学科体制となった

平成 19(2007)年度入学生では若干の相違があるが（基準 3 参照）、いずれの教育課程

編成も、設置審査、学科設置届出において承認された。平成 22(2010)年度入学生の例

では、26 科目が開講され、必修 9 単位、選択 17 単位以上、計 26 単位以上の取得が卒

業要件となっている。 

 

２－２－② 教養教育の運営上の責任体制が確立されているか。 

教養教育の実施、運営のための責任体制を明確にし、また円滑な運営を行うために、

教養教育運営委員会を置いている。本委員会は、教養科目を主として担当する専任教

員（以下、「教養教員」と呼ぶ。平成 22(2010)年度時点では 7 人）及び学務課長から

構成されている。 

教養教員は加算定員の半数を目処に設定され、各学科に分属して学科ごとの職務も

有するが、上記委員会メンバーとして教養教育担当の年間実施計画（年間予定表、授

業時間割、非常勤講師の任用計画、クラス編成、教室割り振り、成績表のとりまとめ

など）の策定及び作成、教養教育に関わる施設、設備の利用計画、教養教育の自己点

検・評価及びこれに基づく見直し、教養教育における学科間の協力及び連絡調整、教

養教育に関わる広報活動、教養教育に関する予算及び決算などについて、「熊本保健科

学大学 教養教育運営委員会規程」に則り、必要な事項を審議、運営また実施してい

る。また、初年次教育、高等学校教育課程との接続に関わることが多く、入学試験か

らリメディアル教育に至る、正課外の業務についての責任も担当している。 

この他に、専門基礎科目のうち学科共通の開講となっている「保健科学基幹科目」

の調整についても、時間割運営上の近似性があることなどから調整担当となっている。 

毎月 1 回、審議及び議決を行う定例会議を開催する。その前週に定例会議のプレミ

ーティングを開催し、課題や問題点の共有、意見交換など、議決を行わないことを前

提に、自由討議を行って、委員間の意思疎通を図っている。また必要に応じて臨時会

議、メール審議によって、カリキュラムの運営及びリメディアル教育などの業務を担

当している。委員会議事録は、委員確認の上で教授会に報告され、その後学内全教職

員の閲覧できる学内用電子掲示板に公開されるが、必要に応じて、それ以前にも委員

長から全学にメール配信される。 

委員が学科に分属していることから、各学科会議との連絡は十分に取れる体制であ

るが、学年進行中のリハビリテーション学科に教員配置がなく、この点に配慮が必要

である。その対応として平成 22(2010)年度には平成 21(2009)年度に引き続き、リハビ

リテーション学科代表の教員 1 人を連絡窓口として、上記プレミーティングに参加を

求め、委員会活動の内容と状況について認識を共有する体制をとっている。 

また、入試委員会、教務委員会、FD 推進委員会、研究誌委員会などに教養教育運営
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委員会からの委員枠をもち、全学的な視点でバランスの取れた教養教育を運営できる

ような体制としている。 

 教養科目は専門科目に比べて非常勤講師の比率が高い。このため、概ね中区分に応

じて各科目のコーディネート担当者を決めており、本学の教育方針の説明や教育内容

の協議などについても、学務課と共に対応している。多人数の専任教員配置が必要な

初年次の「基礎セミナー」については、専任教員の職務として位置づけられ、全学の

協力を得ることができている。 

 

(２)２－２の自己評価 

 教養教育は学士課程教育全体のなかに位置づけられ、組織上の措置として、明文化

され、運営上の責任体制も確立されている。 

教養科目の実施は、学外での長期臨地実習先の都合を勘案しながら、1 年次から 4

年次まで展開されている。卒業要件単位数としては尐なめであるが、初年次教育の側

面と「幅広い学び」の担保も含め、順序性のある体系的な教育課程のなかで、できる

だけ有効に機能する時期や内容について考慮している。「多様な学問分野の俯瞰を可能

にする教育課程を工夫」できるよう、人文科学、社会科学、自然科学、外国語教育、

情報リテラシーの各領域に専任教員を配置し、非常勤科目を含めて領域の科目配置の

バランスなどに配慮できる体制としている。教養教育運営委員会の委員は学科分属と

いう形態であるが、プレミーティングと定例会議を通じて、教養教育運営の責任体制

が確立されている。本学の初年次教育の一環である「基礎セミナー」については、全

学の専任教員が交替制で担当することも含め、組織上の措置はとれている。但し、専

門科目の臨地実習を担当する教員などの場合、実習施設との関係から時間割調整が困

難なケースもあり、教員の全員参加を可能とする時間割編成の工夫が求められる。 

 

(３)２－２の改善・向上方策（将来計画） 

 教養教育運営委員会は教育課程の実質的な改善を目指しているが、本学の場合、教

養科目は全学科共通科目であり、学校養成所指定規則（文部科学省令、厚生労働省令）

指定校としての変更申請期限が 8 月に設定されている学科を含んでいることから、学

科目名に関わる変更は、一般的な大学とは異なって、大幅に前倒しとなる。このこと

は、実質的に、改善計画の実施を翌々年度以降にしか果たし得ないということであり、

柔軟な対応ができるような科目名を設定するなど、運営上の工夫をなお一層検討する。 

平成 22(2010)年度にはリハビリテーション学科が完成年度を迎えたことから、教員

評価体制導入も視野に入れ、平成 23(2011)年度には保健科学部に共通教育センターを

設置し、教養教育運営委員会を改組する。共通教育センターを学科と並立させること

により、教養教員が学科に分属する二重構造を実質的に解消し、事務処理の一元化と

業務の拡大を図る。この共通教育センター構想の実現によって、とりわけ学習支援に

おける組織的な活動を目指す。 

 

２－３ 教育方針等を形成する組織と意思決定過程が、大学の使命・目的及び学習者

の要求に対応できるよう整備され、十分に機能していること。 
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(１)２－３の事実の説明（現状） 

２－３－① 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が適切に整備されているか。 

2-1 で述べたように、本学の教育研究に関する審議と決定は、教育部門は教授会、研

究部門は学術研究会議がそれぞれ担当している。これらを、大学の使命・目的に則し

た教育研究上の目的を達成するための全体的な視点から統合して管理運営するための

意思決定は、学長が主宰する大学運営協議会が担当している。自己点検・評価委員会、

教員人事委員会、ハラスメント等防止委員会などの委員会が直属しているのはこのよ

うな視点からである。教授会及び学術研究会議は、それぞれの会議において重要な審

議事項に関して、議事録を作成し、大学運営協議会に提出しなければならないと規定

されている。実際は、いずれの会議体も、毎回議事録を作成し学内開示しており、大

学運営協議会の議事内容は教授会に報告されている。教授会規程と学術研究会議規程

の改廃は大学運営協議会の議を経なければならない。 

大学運営協議会は、「熊本保健科学大学 大学運営協議会規程」に則り、本学の組織、

運営の基本方針、学則、その他の学内諸規程の制定及び改廃、全学的な教育研究目標・

計画の策定、本学の予算に関する事項などを審議決定する。大学運営協議会で審議、

承認、決定された重要な事項は、理事会に報告される。また将来構想などの重要事項

については、更に評議員会及び理事会で審議され、決定される。 

学長は校務を掌り、所属職員を統督し、大学を代表し、学校法人の最高責任者の理

事長と相互に職務を区分し分割している。また学長は大学において計画立案され審議

された事項を理事会に提出する立場と、理事として法人の意思決定に加わり、法人の

経営管理の責任を分担し、法人と大学間の合意形成の役割を果たす立場にある。 

 教授会は学則第 9 条に規定される教学関係の意思決定機関として「熊本保健科学大

学 教授会規程」に則って運営され、機能している。 

教授会には下部組織として、入学試験、教務、学生、教養教育運営、FD 推進、情報

ネットワーク管理、研究誌の各委員会が設けられている。それぞれの委員会は本学の

当該委員会規程に則って、教授会に付託される事項あるいは当該委員会の議題を協議

し、その結果を教授会に報告する。教授会は委員会からの報告を受け、承認、決定し

ている。内容に問題があれば教授会で再審議するか、委員会に差し戻し、再審議を求

める。教授会で承認あるいは決定した事項のうち重要なものは大学運営協議会に報告

され、ときに再審議を受ける。各委員会は議事録などを教授会報告後に学内開示して

いる。それぞれは、年次事業計画と事業報告を行うと共に、これを教授会、大学運営

協議会、理事会に報告し、また学内に開示している。教授会の管轄下にある委員会と

その主な業務を資料編の資料 2-2（編集部注：本年度版では資料編は割愛）に示す。  

学術研究会議は、学則第 10 条に規定されており、「熊本保健科学大学 学術研究会

議運営規程」に則って大学にふさわしい学術研究に関する重要な事項を協議決定する。

学術研究会議には下部組織として、ライフサイエンス倫理審査委員会（臨床研究審査

分科会、疫学・行動科学研究審査分科会）、バイオセーフティ委員会、遺伝子組換え等

使用安全委員会、動物実験委員会、発明委員会が設けられ、当該委員会規程に則って、

活動している。それぞれは、年次事業計画と事業報告を行うと共に、これを教授会、
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大学運営協議会、理事会に報告し、また学内に開示している。学術研究会議の管轄下

にある委員会とその主な業務を資料編の資料 2-2（編集部：同上）に示す。 

教育全般に関わる各種委員会の多くには、議決権を持つ委員として、教員以外の職

員を 1 人加えている（研究に関する審議機関である学術研究会議を除く）。このことは

教育研究機関で協働するスタッフとしての認識を共有することと共に、諸々の行事そ

の他運営事項について、事務部門の知見を反映した実際的で効率的な討議に資するこ

とを期待するものである。事務部門からの陪席という形態よりも、具体的な発言や責

任の明確化などの点で適切であると考えている。  

 

２－３－② 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が大学の使命・目的及び学習

者の要求に対応できるよう十分に機能しているか。 

 上記の本学の教育研究に関わる各意思決定機関は、それぞれの規程に従って活動し、

適切に機能している。 

平成 19(2007)年度より、第 2 期中期計画の策定と併せ、「全学的な教育実施体制を

整備するための具体的方策」として、(1)教育に関わる意思決定機関である教授会を主

宰する学部長を学長が兼ね、教育の実施体制の改善、充実の方策に関する 1 学部 3 学

科のより効果的で強力な審議システムとした。また、(2)学長、教育担当副学長、各学

科長、別科長からなる教育部門会議を発足させ、教育の具体的実施体制について、教

授会のもとにある諸委員会の活動を踏まえつつ、教育活動の評価結果を教育の質の改

善につなげることとした。全学的な検討課題を学科会議等で検討・審議するための事

前調整等、教育部門会議が学科横断の連絡協議会的な性格を持つことによって、学科

会議、教授会、各種委員会など、それぞれの課題を担当する適切な学内意思決定機関

が担当事項の審議・決定に機能的に対応できるような体制が構築された。 

学生からの教育研究に関する要求については、尐人数担任制度による担任教員や、

関連する授業の担当教員、学年担任、学科長などが相談を受け、必要に応じて個別的

ないし関連する委員会などに提言して組織的に対応している。また、セメスターごと

に実施される FD アンケート結果などから関連部署に対応を求めるラインも定着して

きた。学習者の意思については、その他に、「意見箱（学長直行便）」「学生相談室」「卒

業生アンケート」などで発言を求めており、それらに対しては、担当委員会など組織

を通じて学内関係部署への問題提起がなされ、掲示板などでの学生への回答を含め、

フィードバックも実施している。 

 

(２)２－３の自己評価 

本学において、教育研究に関わる意思決定機関の組織と意思決定過程についてはほ

ぼ整備されてきたと考えるが、各組織が学習者の要求にどの程度対応できてきたかに

ついて、更に点検を要する。本学では在学中のアンケート調査を適宜実施し、かなり

高い回収率を得てフィードバックの材料としている。施設の使用時間延長や学習環境

の改善などを含め、各種委員会などへ伝えられ、改善されたケースもあるが、施設新

設などについては十分ではない。教育研究環境の適正な維持運営を、ハード、ソフト

の両面から点検評価していかなければならない。 
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(３)２－３の改善・向上方策（将来計画） 

学習者の要求に応えられるよう、学習環境、教育環境のソフト、ハード両面にわた

る具体的な改善案策定に各委員会などの組織は意識的に取り組む。 

卒業生対象アンケートは、回収日の改善により充実したものとなった。今後、これ

をフィードバックしていく。 

 

 

【基準２の自己評価】 

4 年制大学として歴史の浅い、1 学部 1 研究科及び 1 別科の小規模大学であるが、教

育、研究の基本的な組織は適切に構築されてきた。さらに、教育研究組織全体の充実

を目指して将来構想を検討している。 

教育研究に関わる意思決定機関は、会議体などの組織ごとに、大学の使命・目的を

達成するための措置を掲げた中期計画を視野に入れて年次事業計画を立案しており、

また年次事業報告によって評価・改善を図っている。そのような組織的に活動する年

次サイクルが定着してきた点は評価できる。 

教養教育の担保は、運営委員会形態によって、組織上の措置からも責任体制からも、

本学の規模においては一定の機能を果たしてきたと考える。時代の求める初年次教育

等の充実を目指し、新たに共通教育センター構想を学内に発信し、実現に向けて活動

を開始した。 

卒業生を含む学習者の要求を、より効果的に受信し、組織内で具体的に対応する部

署に引き継ぎ、結果について一定の回答を示すというサイクルは、卒業初年度の同期

会の支援とともに、成果を上げつつある。 

 

【基準２の改善・向上方策（将来計画）】 

完成年度を迎えた学科（リハビリテーション学科）及び大学院（保健科学研究科）

の「アフターケア」審査に対応する。また、キャリア教育研修センターに平成 21(2009)

年 10 月開講した認定看護師教育課程を適切に運営し、高度医療専門職に関わる人材を

育成する。 
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基準３ 教育課程 

３－１ 教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。 

 

(１)３－１の事実の説明（現状） 

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

学部、学科又は課程、研究科又は専攻ごとの教育目的が設定され、学則

等に定められ、かつ公表されているか。 

熊本保健科学大学の基本理念と教育目標は、基準 1 で述べたように、医療技術者養

成を通じて社会貢献することを目指してきた学校法人銀杏学園の伝統を反映している。

また、保健医療分野の専門職に関して、人材と質の確保は社会の要請するところであ

る。本学設置に先立って実施された高校生や医療施設対象の意識調査及び関連する職

能団体からの設立の要請など、本学はその社会的需要を把握し、設置趣旨に反映させ

ると共に「熊本保健科学大学の目的」として学則に位置づけた。基準 1 に示した基本

理念と教育目標はこれを展開したものである。 

さらに、各学科等は、それぞれが育成を目指す医療専門職像を念頭に、下記の表 3-1-1

に示す学科等ごとの教育目標を立てている。保健科学部、医学検査学科及び看護学科

の教育目標は平成 14(2002)年大学設置申請に際して最高意思決定機関であった「熊本

保健科学大学設置準備委員会」の審議を通じて決定された設置趣旨の文言に基づく。

平成 17(2005)年度からは、『学生便覧』の冒頭に掲載することとなり、文言の整理を経

て、現在のように規定されている。リハビリテーション学科、助産別科の教育目標は、

平成 18(2006)年に、大学院保健科学研究科の教育目標は平成 20(2008)年に、それぞれ、

学内の準備委員会の議を経て大学運営協議会において規定されたものである。 

『学生便覧』の他に、本学ホームページなどの媒体を通じて公表されている。  

   

表 3-1-1 学部、学科、研究科、別科の教育目標 
保健科学部 

（学生便覧 冒頭部
分、大学案内、ホー

ムページ） 

1.生命の尊厳と社会への洞察力を有し、自立できる人材を育てる  

2.広い視野に立ち、課題探求と問題解決力を有する人材を育てる  

3.医療専門職と連携協働し、自己責任の果たせる人材を育てる  

4.多様な価値観、国際的な言語と情報技術をもつ人材を育てる  

医学検査学科 

（学生便覧 冒頭部

分、ホームページ） 

1.人間の健康・身体構造、機能、障害をもたらす疾患及び生活環境などの基本的な知識
を十分身に付ける 

2.今日の科学技術の革新に対応した遺伝子検査および画像検査などの高度な検査を含め

た臨床検査についての専門的な知識と技術を習得する  

3.疾患と検査値を理解し、医師の良きパートナーとして的確な臨床支援のできる臨床検

査技師をめざす 

4.食品の安全に関する科学的知識を身につけ、食品衛生管理に携わることのできる臨床
検査技師をめざす 

看護学科 

（学生便覧 冒頭部

分、ホームページ） 

看護の専門職として高い理想に向かって成長し続ける人間を育成する。  

1.いのちの尊厳を基盤に人としての権利を尊重し調和の取れた豊かな人間性を養う 

2.人々の健康を科学的・系統的に理解し、生活の質の向上に取り組む能力を養う  

3.対象の個別性を尊重した優しいケアを提供する姿勢を養う  

4.保健・医療・福祉に関わる専門職としての知識・技術・態度をはぐくみ、チームの中  

で連携協働できる能力を養う 

5.看護における創造性を培い、個人、家族、地域に対し、主体的に看護活動ができる基  

盤を養う 

6.地球規模の視野で社会のニーズに注目し、生涯を通じて自己の資質の向上に努める  



熊本保健科学大学 

18 

 

リハビリテーション

学科 

（学生便覧 冒頭部
分、ホームページ） 

1.対象者の立場に立って QOL の向上をはかるための、科学的な思考力と判断力を培う  

2.広い視野から課題を探求し、自立的に問題の解決を図る力を育成する  

3.保健・医療・福祉に関わる様々な専門職と連携協働し、自己の役割を主体的に責任を
持ってはたすことのできる人材を育成する  

4.人間および社会に対する深い洞察力をもち、社会の一員として幅広い視点から柔軟総

合的な判断のできる自立した人材を育成する  

保健科学研究科 

（大学院  学生便覧 

p.1、ホームページ） 

1.高度な専門的知識・能力を備えた専門職業人の養成 

2.管理実践能力を持ち、医療現場で指導的役割を担える人材の養成  

3.専門分野における技術の改良やその臨床応用ができる人材の養成 

4.幅広い視野をもつ人材の養成 

5.社会人に対する大学院教育の門戸の開放  

助産別科 

（学生便覧 冒頭部
分、ホームページ） 

妊娠・出産・育児への援助に必要な専門知識・技術を深め、母子への安全・安心・快適

ケアを目指し、専門職として主体的に助産ケアを実践できる基礎的能力を習得し、母子
保健の向上に寄与できる助産師を育成する。  

1.生命の尊厳と人権の尊重を基盤として、助産師として多様な価値観を受け入れ、対象 

 を尊重できる能力を養う 

2.助産師が持つべき実践能力と責任範囲から、周産期医療に対応し、主体的に実践でき  

る基盤を養う 

3.母子の健康水準を診断し、科学的根拠に基づいた援助が実践できる能力を養う  

4.女性の一生における性と生殖の健康生活について教育的、支持的に援助できる能力を  

養う 

5.保健・医療チームの一員として助産師の役割を認識し、リーダーシップを発揮できる  

能力を養う 

6.助産の実践者として、専門職としての認識を深め、実践能力を維持するために、生涯  

を通じて資質の向上に努める 

 

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

れているか。 

「大学設置基準第 19 条 2」によって、大学の教育課程編成にあたっては、「専門の

学芸を教授する」と共に「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い豊かな人間性を

涵養する」配慮が求められている。本学の学士教育課程において求められるべきは、

それぞれの学科及び専攻に応じた医療専門職育成のために必要な専門科目を教授し修

得せしめると共に、また、現代社会が求める「21 世紀型市民」としての幅広く深い教

養、汎用的技能、自律し他者と協働できる社会性と生涯学習の基盤を備えた人材を育

成する、そのような学士教育課程の編成である。 

以上の観点から、本学では、教育目的とする医療専門職者の育成について定めた学

校養成所指定規則（文部科学省令、厚生労働省令）の基準に従いつつ、本学の編成方

針のもとで教育課程を構想している。その編成方針は、平成 14(2002)年の大学設置申

請の折に「大学等の設置の趣旨及び特に設置を必要とする理由を記載した書類」とし

て提出した「教育課程の編成方針」5 項目を継承しており、学科の設置やカリキュラ

ムの改訂に際しても、これを踏まえて展開している。 

教育課程を構成する科目は、教養科目群と専門科目群（保健科学基幹科目、専門基

礎科目、専門科目）で編成し、教養科目群と保健科学基幹科目を全学科共通科目と位

置づけている。保健科学基幹科目は、指定規則の分類上は専門基礎科目に含まれる。

それぞれの開講科目のバランスは、下記の表 3-1-2 に示すとおりである。 
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表 3-1-2 平成 22(2010)年度 保健科学部教育課程の編成 （開講科目の単位数） 

カリキュラム 必 /選  教養科目 
保健科学 

基幹科目 

専門基礎 

科目 
専門科目 合計 総計 

医学検査学科 

必修 9 4 27 47 87 
152 

選択 30 1 8 26 65 

卒業要件 26 以上 36 以上 64 以上 126 以上  

看護学科 

必修 9 4 19 76 108 
151 

選択 30 1 5 7 43 

卒業要件 26 以上 26 以上 76 以上 128 以上  

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

（理学療法学専攻） 

必修 9 4 30 60 103 
147 

選択 30 1 7 6 44 

卒業要件 26 以上 36 以上 64 以上 126 以上  

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

（作業療法学専攻） 

必修 9 4 30 54 97 
149 

選択 30 1 7 14 52 

卒業要件 26 以上 36 以上 64 以上 126 以上  

 

以下に学部全体に共通する教養教育及び保健科学基幹科目の編成方針、学科及び専

攻別の専門科目の編成方針について述べる。 

 

共通科目（教養科目、保健科学基幹科目） 

教養科目は、以下の編成方針のもとで 5 中区分によって構想されている。  

（ｲ）人文科学、社会科学、自然科学の基礎に相当する、3 中区分からなる諸科目を設

定し、中区分ごとに最低 1 科目は修得させ、それぞれの科目を通じて伝統的な学問が

培ってきた基本的な問題の捉え方を学ばせる。 

（ﾛ）学生が、尐なくとも一つの外国語科目の実践的な力と、現代社会の要請する情報

リテラシーを備えて、学習や研究に総合的に活用できることを目指す。いずれも、本

学が育成を目指す医療専門職者として必要な汎用的技能である。 

（ﾊ）学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施  

と初年次教育の充実を図る。また、全学年を通じて、多様な形態とケースに応じたコ

ミュニケーション能力の育成を図り、教養科目を全学年に配置する。 

保健科学基幹科目は、将来医療分野で協働することを念頭に、本学保健科学部の学

生に共有されるべき学びとして構想され、予防医学を含む保健医療をめぐる概論、健

康障害とヘルスプロモーション、現代の医療現場を視野に入れた倫理観、チームワー

ク及びリーダーシップに関する知見と思索を深化させることを編成方針としている。 

以上の共通科目は、開講科目数として低学年に偏重してはいるが、全学年に何らか

開講されている。とりわけ 4 年次後期に開講される全学科対象の「チームワーク論」

（選択）と医学検査学科及び看護学科の「生命と倫理」（必修）は、専門分野に学んだ

学生が、再度、領域を超えて、学士課程という視点から大学での学びの意味を総合的

にふりかえり、生涯学習の起点とする機会となることを目指すものである。 

 

学科別専門科目（専門基礎科目、専門科目） 

学科別の課程は、学生がそれぞれの専門分野に応じた国家資格試験の受験資格を得

て卒業できるよう、「臨床検査技師等に関する法律施行令において厚生労働大臣が指定

する科目の履修に該当することを認められた承認校」「保健師助産師看護師養成所指定
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規則による指定学校」「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則による指定学校」

であることを踏まえ、編成している（医学検査学科では臨床検査技師、看護学科では

看護師・保健師、リハビリテーション学科では理学療法士、作業療法士）。  

看護学科及びリハビリテーション学科では、上記受験資格取得の条件は卒業要件に

含まれる。卒業後の進路が多様である医学検査学科では、上記受験資格を得ないで卒

業することも可能な教育課程としているが、殆どの学生は受験資格を得て卒業する。 

医学検査学科 

主として 1 年次に開講される専門基礎科目では、臨床検査学における基本的な知識

と思考方法を習得させる。保健・医療・福祉の実践の場で、保健医療チームの専門職

種として自らの役割を果たすことができる臨床検査技師を養成するための科目を配置

する。専門科目の殆どは 2 年次以降に配置している。臨床検査技師として、また食品

衛生管理者として有すべき専門知識と技術の習得に必要な科目を、『形態検査学』『生

物化学分析検査学』『病因・生体防御検査学』『生理機能検査学』『検査総合管理学』『臨

床検査学』『食品科学』、及び臨地実習や課題探求能力の育成を目的とした『特別科目』

の 8 中区分で配置している。専門科目に配置した科目は、平成 19(2007)年度入学生以

降に適用する新カリキュラムでは 58 科目（うち 24 科目は選択）である。4 年次には

課題探求能力と問題解決能力の展開の一助として卒業研究が学生全員に課されている。 

平成 19 年度のカリキュラム改訂時には、専門基礎科目の一つである「化学」を選択

科目として位置づけたが、受講学生の数が殆ど必修科目と変わらず、また食品衛生管

理者資格申請のための科目の一つであったため、平成 22 年度からは必修科目に変更し

た。 

看護学科 

1 年次では専門基礎科目を主に配置し（9 単位）、共通科目とも相俟って看護の対象

である人間及びその生活について多方面から理解させ、医療・看護を学ぶ基礎作りを

行う。また、看護専門科目（看護学概論等）も配置し、これから学ぶ看護学の方向性

を示し、動機づけを行う。2 年次では専門基礎科目（9 単位）と専門科目（36 単位）

を主に配置し、様々な健康レベルや状態にある人々の看護を、1 年次の学習をもとに

知識として理解できるように配置している。さらに、3 年次では 2 年次で学んだ知識

を活用・統合し、具体的な対象（人間）に対して、必要な看護を判断し、計画・実践・

評価する臨地実習（18 単位）を配置している。ここでは、単に知識・技術の活用のみ

ならず、問題解決能力、対人関係能力、倫理観、責任感、自己管理能力など看護専門

職として必要な能力を身に付けることも求められている。実習終了後、その学びを更

に地域、社会に応用展開し、地域住民（集団）の健康問題の解決について学びを深め

させるために地域看護関連の科目を配置している。4 年次では 3 年次での学びを具体

的に実践するため、地域看護実習を配置している。併せて、最終学年でもあり、全て

の領域に共通する看護論等の科目や研究等の科目を配置し、自分の興味や関心によっ

て選択し、特定の内容について深め、将来への足がかりとする。  

リハビリテーション学科 

専門基礎科目は、理学療法学専攻、作業療法学専攻に共通開講し、リハビリテーシ

ョン学の理論の理解に必要となる科学的な思考力と判断力を養う。広くリハビリテー



熊本保健科学大学 

21 

 

ション学に共通する基本的知識と考え方を学ばせ、専門職者としての意識形成を図る

33 科目を配置する。『人体の構造と機能及び心身の発達』『疾病と障害の成り立ち及び

回復過程の促進』『保健医療福祉とリハビリテーションの理念』の 3 中区分から構成さ

れる。選択科目に、他学科及び他専攻の概論を設定し、将来医療現場で協働する他職

種との相互理解を深めるものとする。 

専門科目は、専攻ごとに、理学療法学、作業療法学に関わる専門科目それぞれ 64 単

位以上を配置、理学療法士又は作業療法士として必要なそれぞれの専門知識と技術の

習得を目的とする。理学療法学専攻は、5 中区分（『基礎理学療法学』『理学療法評価

学』『理学療法治療学』『地域理学療法学』『臨床実習』）からなる 44 科目及び卒業研究

によって構成される。作業療法学専攻は 5 中区分（『基礎作業療法学』『作業療法評価

学』『作業治療学』『地域作業療法学』『臨床実習』）からなる 38 科目及び卒業研究によ

って構成される。「義肢装具学総論」は、両専攻に共通しているが内容は異なる。  

専攻別の専門科目を 1 年次から開講し、入門実習を取り入れることで、学生に専門

職となる自覚を促すと共に、明確な学習目的意識と学問的興味・関心を抱くことがで

きるようにしている。 

大学院研究科 

教育課程は、共通科目と、専門科目の臨床検査領域及びリハビリテーション領域の 3

区分とし、共通科目では、2 領域の基礎となるべき知識や考え方を身に付けさせ、生

命の尊厳と保健・医療に対する倫理観・責任感を持ち、他の医療専門職と緊密に連携・

協力ができる人材を養成する。また高度の保健・医療・福祉の分野の専門知識・技能

を持ち、適切で効果的な研究手法を身に付けた人材を養成するための教育科目を配置

している。 

臨床検査領域専門科目では、検査結果から初期の段階で病気の兆候を把握し、疾患

の予測ができる能力を持ち、病気の予防及び早期の治療開始に寄与できる医療人を養

成するため、病因・病態の検査科学、細胞分子生命科学の 2 分野を設置し、必要な講

義及び臨床検査施設での実習並びに研究指導を配置している。 

リハビリテーション領域専門科目では、リハビリテーションに関する知識・技術能

力を高め、身体機能回復の促進のみならず、健康保持・増進や QOL 向上のための幅広

い学識と高度な専門性、倫理性を身に付けた人材の養成を目指し、更に地域リハビリ

テーションの概念やシステム、方法等を系統的に教育して地域リハビリテーションの

充実を図る指導者を養成するため、生体情報解析科学、臨床理学療法学及び地域リハ

ビリテーション学の 3 分野を設置し、必要な講義及び臨床施設での実習並びに研究指

導を配置している。 

 

３－１－③ 教育目的が教育方法等に十分反映されているか。 

教育目的を達成するために、教養科目、保健科学基幹科目、専門基礎科目、専門科

目を開講している。各授業科目は、必修科目、選択科目からなる。自由科目は設定し

ていない。選択科目のうち、国家試験受験のために必要となる科目や他学科概論を選

択必修科目として位置づけ、特定の観点から修得が必要となると指導している。 

医療専門職の育成という教育目的を達成するために、授業形態も、講義、演習、実
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習を組み合わせ、段階的に学べるように授業科目を配置している。実習は更に、学内

実習と臨地実習に分けられる。臨地実習は、医療機関や各種施設で実施している。 

授業科目のうち、講義及び演習については 15 時間から 30 時間の授業をもって 1 単

位とし、実習については 30 時間から 45 時間の授業をもって 1 単位としている。定期

試験やオリエンテーション期間を加え、年間 34～35 週にわたって対面的な教育を行っ

ている。 

講義は、内容によって様態は異なるが、いずれも各種映像・音響設備の配備された

講義室で行われ、また、講義のなかで、現職の専門家（臨床検査に携わる技師など）

や患者、患者家族を招き、急速に進展する専門分野の現場や患者の側からの視点を伝

える工夫をしている。 

学内での演習や実習は、クラス規模は大きいが、複数の教員が尐人数グループを分

担して指導する形態が組み入れられ、実質的な尐人数対応となっているものが多い。 

医学検査学科の学内実習・演習は、一部の科目を除き、原則的には 100 人を 4 グル

ープ程度に分け、そのグループごとに 1～2 人の教員が指導にあたっている。科目の特

性上細かい指導が要求される実習では更にグループを小さくし、5～6 人の学生ごとに

指導が受けられる。また、実習における教育内容が確実に学生の技術として習得され

ているかどうかを確認するため、多くの実習科目で終了時に実技試験を課し、知識の

確認である定期試験と合わせて評価を行っている。 

看護学科 1、2 年次の基礎看護学学内演習では 9 人の教員が常時担当し、事前、事後

の指導や実技試験も含め、確実な技術習得を図っている。また、臨地の現状に近づけ

て教育効果を高めるために、模擬患者の活用、臨地実習施設の実習指導者の参加を求

めるなどの工夫をしている。また、細やかな指導が必要な技術（例えば注射、採血）

の演習の場合は、学生を大きく 2 つのグループに分けて指導をしている。  

リハビリテーション学科の学内演習・実習は他学科に比べクラス規模も小さいが、3

～4 人以上の教員が担当し指導している。このように学生一人ひとりに目の届く実習・

演習を実施する工夫は、開学以来継続している。 

臨地実習は学外で各学科固有の形態でなされる。医療機関や各種施設で実施してお

り、それら学外施設の適切性は学校養成所指定規則に基づくものであり、医療専門職

の育成に必要な期間と内容を確保している。 

医学検査学科の臨地実習では、毎年、実習受入施設との反省会を終了後開催してい

る。受入施設の意見を臨地実習前教育に反映し、施設での検査業務との乖離を小さく

している。新たに電話対応や患者接遇、チーム医療などを取り入れた臨地実習前教育

を行い、受入施設の検査現場からも高評価を得ている。  

看護学科の臨地実習は看護教育の中核をなすもので、知識・技術のみならず、観察

力・判断力・責任感・問題解決能力・対人関係能力・自己管理能力など統合した能力

が求められる。したがって、実習受け入れ先の臨床指導者を含め、教員同士や指導者

との間で何重にも連携を深める体制がとられている。また、長期の臨地実習が開始さ

れる前に、看護学科では、実習に必要な科目の単位修得ができた学生に対して「認定

式」を執り行い、看護専門職として患者の前に立つ覚悟と責任感、自覚を高めるため、

学生自身が考えた「誓詞」を読み上げている。助産別科では、前期開講科目全ての単
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位を修得した学生に「臨地実習適格認定書授与式」を執り行い、臨地実習に対する認

識を高めて臨む。平成 23 年度から臨地実習施設の確保や調整を円滑に進めるために、

事務部門に実習支援センターを設置している。 

リハビリテーション学科の学外実習は、初年次から「理学療法入門実習Ⅰ、Ⅱ」及

び「作業療法学入門実習Ⅰ、Ⅱ」において施設実習を早期体験させ、適性の確認や職

業イメージの確立、学習意欲の向上を図っている。3 年次に理学療法専攻では、「臨床

実習Ⅰ、Ⅱ」、作業療法専攻では「評価実習」として比較的短期間の臨地実習を実施し、

最終段階として理学療法学専攻では 4 年次に「臨床実習Ⅲ、Ⅳ」、作業療法学専攻では

3 年次に「臨床実習Ⅰ」、4 年次に「臨床実習Ⅱ」の長期臨床実習を実施し、学内で学

んだ理学療法および作業療法の知識・技術を臨床の場で応用する。両専攻とも臨地実

習開始前に実習指導者との連絡会議を開催し、学生、実習指導者、教員の 3 者間の連

携を図っている。 

 

(２)３－１の自己評価 

本学では、学部、学科、研究科、別科ごとに教育目標を設定しており、それらは、

建学の精神、大学の基本理念、社会的需要に基づくものである。いずれも『学生便覧』

やホームページを通じて、学内外に公表されている。 

完成年度を経て、平成 19(2007)年度に導入した新しい教育課程の編成は、学校教育

法並びに大学設置基準、関係法規などの法を遵守したものであり、本学の基本理念、

教育目標などに照らしても、それを反映しており適切に設定されている。教養科目に

よって、本学の目指す人間形成を図ると共に、専門科目においても医療人教育の一環

としてコミュニケーション能力の育成を視野に入れた教育課程編成を心がけている

（他学科概論の必修や「チームワーク論」など）。 

本学は、教育目的に沿って講義、演習、実習を組み合わせた教育課程を編成し、教

育目的を達成するに欠かせない、専門職としての基盤を培う教育方法として、学生ひ

とりひとりに目の届く実習・演習を実施する工夫を重ねている。また、「生命の尊厳」

への敬意を教育目標に掲げていることは、授業内容に反映されると共に、実験、実習

に供された動物の慰霊祭の執行など、教育課程外のところにも反映されている。 

 

(３)３－１の改善・向上方策（将来計画） 

臨床検査技師養成の教育は、その職務の専門性の深まりと多様性から、4 年制大学

及び大学院教育へと移行しつつある。臨床検査の学問的基盤や新しい職務を新たに開

拓していく。高度化し専門化する医療現場を反映して、各種資格認定制度も次々と開

始されてきており、細胞検査士をはじめとして、糖尿病療法指導士、NST 専門臨床検

査技師、治験コーディネーター、救急救命士、社会福祉士、診療情報管理士、健康食

品管理者、認定輸血検査技師、認定微生物検査技師、などその専門性は広汎多伎にわ

たっており、また、これらの資格取得に対する学生の意識を高める教育を行う。平成

19 年度から新カリキュラムを設定し、平成 22 年度完了をもって一通りの実施ができ

たが、さらに改良すべき点の洗い出しを早急に実施する。 

看護学科の教育課程は、保助看法改正を受けて平現在 2 種類（留年生含む）のカリ
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キュラムが並行実施している。「新しいカリキュラム」の実施にあたり、新たな授業科

目（3 年次「看護総合実習」など）の運営に関して施設側と内容調整のための部会を

重ね具体的なシラバスの提示を実習施設に行う。 

 完成年度を迎えたリハビリテーション学科は、平成 23(2011)年度からの新カリキュ

ラムの検討を重ね、全体的な統合を目指す。 

 

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

こと。 

 

(１)３－２の事実の説明（現状） 

３－２－① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。 

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

全学科共通科目（教養科目、保健科学基幹科目）と学科別専門科目（専門基礎科目、

専門科目）は、学士課程教育全般を通じて教育目標の達成を分担し補完するものと位

置づけられている。共通科目の多くは、主として 1、2 年次に開講されるが、4 年次ま

での全学年で何らかの科目が開講されており、看護学科と医学検査学科では 4 年次に

「生命と倫理」を必修として、開講時期の臨地実習による制約のなかで楔形カリキュ

ラムの意義を実現しようとしている。一部科目で単学科開講となるものもあるが、多

くは学科混成クラスとなる形で開講している。 

教養科目 

編成方針に即して、教養科目は 5 つの中区分からなる計 26 科目（40 単位）が開講

され、26 単位以上を卒業要件（必修 9 単位、選択 17 単位以上）としている。中区分

の全てに関して尐なくとも 1 単位を修得することを義務づけている。 

中区分『コモン・ベーシックス』には、全学科共通である教養科目のなかでも、特

に横断的な視点を強調し、学びの多様化を支える基盤となる科目を必修科目として配

置している。大学の授業に対応する基本的な学習方法、技術のトレーニングを兼ねた

入門講義（人文、社会、自然科学担当の専任教員を主体とし、介護の現場で高齢者と

向き合う非常勤講師を加えたオムニバス形式の「ライフサイエンス入門」）、尐人数編

成で問題解決能力の育成を目指す「基礎セミナー」、情報社会に対応する実践的な能力

の習得を目指す「情報科学」及び「現代情報リテラシー」がこれに相当する。1 年次

前期に「基礎セミナー」を開講し、13 人程度の演習を通じて、新入生に大学での学び

に対応できる態勢を整える支援をすると共に、1 年次後期で「ライフサイエンス入門」

を必修科目として配置し、その準備学習として夏期休暇を前提とした課題を課してい

る。 

中区分『人文科学』には、人間とその営みである文化を対象として、普遍的な問題

とその現代的な様相を扱う人文科学系諸科目を配置している。「哲学」「芸術と人間」「文

学入門」及び「心理学」がこれに相当する。 

中区分『社会科学』には、現代の人間が置かれている世界のあり方を社会科学的方

法によって理解し、社会と人間の関わりについて理解を深める諸科目を配置している。

「社会学」「教育学」「法と人間」「環境と経済」及び「文化と経済」がこれに相当する。 
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中区分『自然科学』では、数学的考え方を扱う「統計学入門」、生物学を扱う「生命

と進化」、生態系や地球環境の視点から環境科学を扱う「環境と生命」、健康と運動生

理に関する理解をひろげる「健康スポーツ科学」がこれに相当する。 

中区分『コミュニケーションの技法』には、広義のコミュニケーションに関わる諸

科目を配置している。個人のコミュニケーション能力を涵養する「カウンセリング技

法」、医療場面におけるレクリエーション活動を想定した「レクリエーション技法」、

英語力を向上させると共に医療現場での使用を念頭にしたプログラムで展開される

「英語Ⅰ」～「英語Ⅶ」がこれに相当する。 

入学時の学生の英語力は多様であり、プレイスメントテストによる能力別クラス編

成をとると共に、CALL(Computer Assisted Language Learning)システムを積極的に

利用して、一人ひとりの到達度に応じ自主的な自己学習を進めることができるように

支援している。同システムは学内 LAN を通じて、学内の各所からアクセスでき、卒業

までの間、進度に応じて個人学習ができるよう設定されている。1 年次の必修英語で

は総合的な基礎英語力の育成を目標とし、2 年次では医療英語の基礎として、ネイテ

ィブ教員による医療現場における英語による口頭コミュニケーション力の養成と、医

療をテーマとした英文の読解力養成又は口頭コミュニケーション力養成を図る。選択

科目である「英語Ⅴ」～「英語Ⅶ」では、医療英語、TOEIC 対策などいくつか異なる

テーマを設定し学生の興味に合わせて選択できるようになっている。 

 

保健科学基幹科目 

それぞれの学科、専攻の専門科目を学習する上で共通に基盤となる知識や考え方を

身に付ける科目として、「保健医療概論」「生活保健論」「生命と倫理」の 3 科目が必修

科目に位置づけられている。選択科目の「チームワーク論」は、それぞれの学科が臨

地実習を経験した後の 4 年次後期に開講される。日本及び世界の保健医療の歴史、各

段階の予防医学の基本となる事項を認識させ、学生自身の生活に密着した健康障害の

要因、健康の保持増進、健康障害の予防方策などを考えさせ、生活環境の拡大に伴う

国際的視点をも身に付けさせる。さらに保健医療や我々の生活のなかにおける生命の

尊厳と個人の意思の尊重を常に考える姿勢を養い、保健医療の分野における様々な専

門職間のチームワークに必要な意識や態度を身に付けさせる。また選択必修として所

属学科以外の学科の概論が開講されている。たとえば医学検査学科では「看護学概論」

「リハビリテーション概論」である。 

 

専門基礎科目・専門科目 

医学検査学科 

《専門基礎科目》 

医学検査学科の専門基礎科目は、臨床検査学における基本的な知識と思考方法を習

得させることを目的とし、『生命科学の基礎』『人体の構造と機能』『医学検査の基礎』

『保健医療福祉と医学検査』及び『医療工学・情報科学』の 5 中区分からなる 29 科目

を学ばせる。1 年次の『保健医療福祉と医学検査』では、保健医療チームの一員とし

ての理解を深めさせる目的で、「リハビリテーション概論」あるいは「看護学概論」の
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尐なくともいずれか一方を選択させている｡2 年次には、遺伝子検査技術の基礎となる

「分子生物学」を必修科目として学ばせている｡ 

《専門科目》 

平成 18(2006)年度以前に入学した 4 年次生は、8 中区分 53 科目を配置した旧カリキ

ュラムに従い、平成 19(2007)年度入学の 3 年次生からは、8 中区分からなる 58 科目で

構成される新カリキュラムに従って、最新の知識と技術の習得を目指す。4 年次生は

中区分の『特別科目』に配置した「薬物治療学」「薬物動態学と剤形概論」「治験学概

論」「専門英語」及び「卒業研究」などの科目を履修することによって、医薬情報担当

者(MR)、治験コーディネーター(CRC)など、卒業後の多様な職業選択と大学院進学へ

の可能性を拡げている。 

チーム医療の進展と共に、他医療職種との連携や患者との直接的な関わりが益々重

要になってきている。学内の実習・演習の形態は、基礎的な知識や技術を学ぶだけで

なく、このようなチームワーク医療に関する卒前教育も必要となってきたことからこ

のために実習終了時にプレゼンテーションを課して、発表力を高めるなどの努力を行

っている。 

 

看護学科 

《専門基礎科目》 

看護学科の専門基礎科目は、4 中区分で構成し、看護学の理論と実践の展開に必要

な医学や保健医療の基礎となる科目について学ばせ、その過程で人間科学としての保

健、医療の考え方を習得させる。 

中区分『生命現象の基礎』では人体の構造と機能について、中区分『健康障害の成

り立ち』では疾病の成り立ちについて、中区分『回復の援助技術』では疾病の回復に

ついての基礎的な知識を養う。中区分『社会生活と健康』では、社会保障制度と生活

者の健康を理解する能力を養う。 

平成 19(2007)年度入学生から適用の新カリキュラムにおいては、内容の重複を整理

し、また教育効果の点から理解しやすく学びやすいことを重点に再編成した上で、20

科目を配置している。平成 21(2009)年度の保健師助産師看護師学校養成所指定規則等

の一部改正に伴う変更については、専門基礎科目においては科目名として新設したも

のはない。平成 24(2012)年度からの保健師選択制に伴うカリキュラム変更を見据えて

カリキュラム検討ワーキンググループを立ち上げ検討を始めている。 

《専門科目》 

看護学科の専門科目は、看護師及び保健師として有すべき専門知識、技術及び態度

を習得させることを目的に構成している。平成 19(2007)年度入学生からの新カリキュ

ラムにおいては、理解しやすく学びやすいよう、教育効果の点から中区分を含めて再

編成し、4 中区分からなる 49 科目を配置している。 

中区分『看護の基礎』では、看護学の基礎となる理論、知識、技術、態度の習得を

目指す。中区分『社会と健康』では、地域及び国際保健の理論と実践について、中区

分『健康と看護』では、各領域別に看護援助の理論と実践について知識と技術の習得

を目指す。中区分『看護の展開』では、専門性の高い看護に関連する領域の知識の習



熊本保健科学大学 

27 

 

得と研究能力の涵養を目指す。旧カリキュラムの中区分『成長発達と保健』に配置さ

れていた科目は、上記の 4 区分に再配置している。 

さらに、保健師助産師看護師学校養成所指定規則等の一部改正による教育課程の変

更により、平成 21(2009)年度入学生からは、また新たなカリキュラム（新々カリキュ

ラム）を作成し運用することとなった。平成 19(2007)年度入学生から適用の新カリキ

ュラムは平成 19(2007)年度、平成 20(2008)年度の入学生のみを対象とすることになる。 

平成 21(2009)年度からの新々カリキュラムにおける専門科目のカリキュラム編成に

ついては、中区分数はそのままとして、中区分『社会と健康』の地域看護実習内容の

再編成、及び『看護の展開』に今回の指定規則一部改正の意図を反映した新たな科目

「看護の統合演習」や「看護総合実習」を配置し、4 中区分 50 科目で構成している。 

 平成 24(2012)年度入学生からは、保健師選択制導入の新たなカリキュラムを作成し

運用することになるので、平成 21(2009)年度入学生から適用の新々カリキュラムは平

成 21(2009)年度、平成 22(2010)年度、平成 23(2011)年度の入学生の身を対象とするこ

とになる。 

 

リハビリテーション学科 

《専門基礎科目（2 専攻共通）》 

リハビリテーション学科の専門基礎科目は、3 中区分からなる 33 科目を配置し、広

くリハビリテーション学に共通する基本的知識と考え方を学ばせ、専門職者としての

意識形成を図る。中区分『人体の構造と機能及び心身の発達』では、人体構造や機能

解剖学、生命現象の基礎、身体運動の科学的分析などについて、中区分『疾病と障害

の成り立ち及び回復過程の促進』では、病理学や臨床医学、リハビリテーションの対

象として代表的な疾病である整形外科、神経内科、小児科、精神科疾患について、中

区分『保健医療福祉とリハビリテーションの理念』では、障害の考え方に関する歴史

的変遷、個人や集団と環境や社会との関係、社会福祉、保健行政などについて学ばせ

る。 

《専門科目》 

専門科目は専攻別に異なる。いずれもそれぞれの教育目的に応じて、初年次に入門

実習を取り入れている。前期では比較的大きい集団で、後期では 1～2 人で施設見学実

習を行って、徐々に臨床現場への理解を深めている。 

理学療法学専攻：中区分『基礎理学療法学』には理学療法に対する理解と関心を深

め、将来理学療法士として働く医療・福祉・保健の分野で求められる専門知識、技術

及び態度を習得させる 7 科目を配置する。中区分『理学療法評価学』には理学療法を

効果的に施行するために、理学療法の対象となる障害を正確かつ客観的に評価する技

術を習得させる 3 科目を配置する。中区分『理学療法治療学』には 24 科目を配置して

いる。必修として、疾患別に 8 科目、更に理学療法関連治療として 10 科目を配置し、

選択科目として 6 科目を取り入れている。中区分『地域理学療法学』には地域あるい

は在宅におけるリハビリテーション及び理学療法の目的、位置づけ、現状、今後の方

向性を学習させる 4 科目を配置した。『臨床実習』は、学内で学んだ理学療法の理論と

技能を学外の臨床実習施設で実際の障害を持った対象者に実践することで、広くリハ
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ビリテーション学に共通する基本的知識と考え方を学ばせ、専門職者としての意識形

成を図ると共に、将来医療現場で協働する他職種との相互理解を深める重要な課程で

ある。 

作業療法学専攻：中区分『基礎作業療法学』には、作業療法の基本的概念を形成

する作業活動について学ばせる 8 科目を配置する。中区分『作業療法評価学』では、

身体障害及び精神障害を評価するための面接、検査法、観察に関する理論、技術を

教授する 4 科目を配置すると共に、障害と環境を関連づけて考察させるための「生

活環境学」を配置する。中区分『作業療法治療学』は、作業療法実践の理論と技術

について障害の区分に応じた講義と演習を組み合わせている 10 科目と、補装具に関

して理解させ、適用・作成の理論と技術を教授する 4 科目を配置する。中区分『地

域作業療法学』では、障害を持つ対象者が地域社会で生活するための援助法、ケア

システム、福祉機器について学習する。『臨床実習』では、学内で習得した教養科目、

保健科学基幹科目、専門基礎科目及び専門科目の知識並びに技術を応用展開し、対

象者を把握し、作業療法の必要性を判断しながら、対象者の生活再建を支援できる

実践能力と態度を涵養させる。実習科目を講義の進行に合わせることにより、理論

と実践が結びつき、実習効果の上がるよう段階的に組み立てている。 

 

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

1 年間の授業期間は、学則第 28 条において「定期試験等の期間も含め、原則 35 週

にわたることを原則とする」と定めている。授業回数については、前・後期共に 15 回

（定期試験を含まない）を確保し、振替休日の多い月曜日や祝日については補講日を

設けて対応している。 

年間学事予定、授業期間については、教務委員会、教授会を経て決定し、学内用電

子掲示板などを通じて明示すると共に、年度初めの学年別オリエンテーションにおい

ても周知している。また、全学生及び全教員に年度初めに配付するシラバス集『履修

ガイダンス Syllabus』に「授業暦」として明示している。また、学内限定のイントラ

ページにも PDF ファイルの授業暦を掲載している。 

授業は概ねシラバスに沿って展開されている。シラバス集は開学年度より作成され

ており、平成 22(2010)年度版は、1 科目あたり 15 項目の情報と授業回数に応じた授業

計画書からなる。新旧カリキュラム並行実施を背景に、平成 22(2010)年度には、学部

だけで 4 種のシラバス集が併存しているが、平成 20(2008)年度より本学ホームページ

上でも公表しており、学生は全体を見ることができる。 

平成 22(2010)年度には養護教諭 2 種免許申請の要件に対応して、選択科目の「法と

人間」「健康スポーツ科学」の 2 科目を看護学科 4 年次後期にも開講している。 

 

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

されているか。 

単位の認定、進級・卒業・修了要件については、学則及び「熊本保健科学大学 授

業科目の履修の認定方法及び学修の評価・進級に関する規程」平成 23 年度より熊本保

健科学大学学修規程に名称変更（以下、「履修進級規程」という）に定めており、よ
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り明解なものに改善するため、各学科会議、教務委員会などで毎年見直しを行い、必

要に応じて教授会の議を経て改訂している。 

単位の認定は、「履修進級規程」第 2～12 条の定めに従い、科目の履修と試験によ

って行われる。 

進級については、「履修進級規程」第 13 条に定められている。平成 19(2007)年の

カリキュラム改編時に、それまで 3 年次進級にのみ適用されていた進級要件を学年ご

とに定めた。年度末に上述の規程に従って進級判定に関わる教授会が開催され、各学

科会議で審議された進級判定案を審議検討して決定する。 

卒業要件については、学則第 44 条、「履修進級規程」第 15 条によって定められて

いる。卒業要件単位数は 3 学科共に 126 単位であったが、看護学科では平成 21(2009)

年度入学生より、法令上の変更に基づくカリキュラム改訂の対象となるため、平成

21(2009)年度入学生から卒業要件は 128 単位となった。 

本学入学前に、大学又は短大等において修得した単位は、学則の定めるところに従

い、教育上有益と認められるとき、60 単位を超えない範囲で、本学における授業科目

の履修により取得したものとみなすことができる。所定の手続きを経て教務委員会で

審議され教授会で認定される。医療専門職育成の教育課程であることから、専門科目

の認定に至る事例は尐なく、1 人あたりの平均認定単位数も多くない。  

平成 22 年度まで単位互換協定に基づく単位認定の事例はない。単位互換協定以外に

よる他大学等における学修の認定については、毎年数件が対象となる。平成 22(2010)

年度の対象者は計 2 人であった。また、平成 19(2007)年度より TOEIC による単位認

定の制度を導入することを教授会で承認している。スコア 500 点以上を獲得した希望

者に 1 年次開講の「英語Ⅰ」又は「英語Ⅱ」（必修 1 単位）として認定する。平成 20(2008)

年度の単位認定は 1 人であった。平成 21(2009)年度及び平成 22(2010)年度は TOEIC

による単位認定はない。 

 

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

工夫が行われているか。 

年次別登録単位数の上限は一律に 48 単位としている。この数字は大きいが、臨地

実習を組み込むカリキュラムの年次偏向を反映しているためである。卒業時の単位取

得状況は、平均で医学検査学科は 128 単位程度、看護学科は 135 単位程度に止まって

いる。医療職者養成校としての性格上、本学では必修科目が多く、単位の実質を損な

うほど多くの科目を履修することは現実的にできない。 

授業科目の学習結果の評価は、試験その他の方法により行う。評価方法は授業科目

により異なり、授業内容、形態に応じて、筆記試験、実技テスト、レポート、出席状

況、実習記録などを組み合わせて、多面的から評価している。同一科目を複数教員が

担当する場合は、当該科目の責任者が全体を統括する。「履修進級規程」に沿って、科

目担当教員が評価方法をシラバスに明記し、また初回の授業で言及するなど、学生に

周知している。 

授業科目の成績評価のための試験は、定期試験、追試験、再試験及び終了試験とす

ることを「履修進級規程」第 8 条に規定している。各セメスターの期末に定期試験を
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行い、やむを得ない理由により定期試験を受験できなかった場合には、追試験が受け

られるよう配慮している。定期試験不合格者に対しては、当該授業科目の担当教員が

必要と認めた場合、再試験を行うことができる。また、試験は、各セメスターの期末

に設定される定期試験期間のほかに、講義（演習を含む）、実習などの終了時に、当該

科目担当教員の判断で適宜行うこともある（終了試験）。 

成績の評価は 100 点満点とし、AA（90 点以上）、A（89～80 点）、B（79～70 点）、

C（69～60 点）、D（59 点以下）の評語をもって表し、AA、A、B 及び C を合格とす

る（学則第 32 条）。  

評点と共に、セメスターごとの GPA が出され、学習意欲を喚起させる制度として学

習指導の資料となっている。担任のほかに学科長、学部長との面談による学習指導、

生活指導も組み込まれ、連続して 3 セメスターにわたって改善が認められない場合は、

学部長が退学を勧告する。他方、優秀者は、卒業時の学長賞の対象となる。また、平

成 22(2010)年度からは「熊本保健科学大学 成績優秀者表彰規程」（以下、「成績優秀

者表彰規程」という）を定め、前年度の成績優秀者を表彰し奨励金を給付している。 

成績評価結果は、尐人数担任制度のもとで、セメスターごとに学生個々に通知する

と共に、担任による簡単な所見と共に保護者へも郵送により通知している。学生が自

身の学習における課題を認識し、学習意欲を向上させるよう、成績は個人指導の資料

としている。保護者への送付に関しては入学時に個人情報利用についての了解を得て

実施している。 

 

３－２－⑥ 教育内容・方法に、特色ある工夫がなされているか。 

（ｲ）チーム医療を視野に入れたクラス編成 

専門分野の先進化に伴って医療専門職育成カリキュラムは実質的に時間的膨張を強

いられており、専門教育 1 単位あたりの授業で扱うべき内容は増大を続けている。で

きるだけ学生の負担にならない形で通常の教育課程にプラスアルファの機能を持たせ

る仕組みとして、チームワーク・トレーニングの側面を取り入れた。学生が将来、互

いに医療専門職者として協働することを念頭に、チームワークの基盤となる相互理解

を築く目的で、開学以来、全学科共通開講科目（教養科目、保健科学基幹科目）では、

学科混成のクラス編成を心がけている。とりわけ、入学直後の第 1 セメスターで開講

する「基礎セミナー」は、学科の枠を超えた人間関係の形成に主眼を置いており、そ

の効果はアンケート結果でも顕著に示されている、所属学科以外の学科の概論を受講

することを義務づけており（例えば医学検査学科の学生を対象として開講される「看

護学概論」「リハビリテーション概論」）、チーム医療の担い手としての素地を培う方法

としている。 

（ﾛ）実践能力を強化する臨地実習の取り組み 

医学検査学科 

臨地実習においては、医学検査学科 3 年次の学生を対象に 5 月に臨地実習施設希望

調査を実施し、学科会議で学生の実習先を最終決定する。臨地実習期間は、47 日間の

日程で、平成 22(2010)年度では、九州全県 33 施設と九州外 1 施設の計 34 施設に臨地

実習をお願いした。臨地実習開始前に、約 1 週間の日程で、マナー教育、服装チェッ
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ク、専門科目実習の復習を行い、意識を高めて実習に送り出す。また、各施設担当の

教員を決めて、施設の実習責任者と本学教員との相互連絡を密に行える体制を整えて

いる。各施設での実習科目（7 単位）の構成は、一般検査、病理学的検査、生化学的

検査（RI 検査を含む）、血液学的検査、微生物的検査、免疫・血清学的検査（輸血検

査を含む）、生理機能検査の 7 部門となっている。RI 検査は、日常検査として実施し

ていない施設もあることから、RI 検査の実習ができなかった学生は、別途追加実習を

行う。臨地実習終了後は、施設側指導者と合同の臨地実習連絡会議を開催し、学生の

実習状況について意見交換を行う。 

看護学科 

3 年次の臨地実習期間中に学生自身が看護技術の卒業時の到達目標を視野に入れて

自己管理できるよう「看護技術の経験状況表」を作成している。学生は、この表を用

いて自己管理しつつ看護技術の習得を意欲的に目指していけるようになった。4 年次

では卒業前に「看護技術項目の卒業時到達目標と達成状況」を各学生に自己評価させ、

達成状況を把握している。結果については年度末の臨地実習合同会議で実習施設に報

告している。臨地実習については、基礎看護実習では、学生を 4～6 人のグループに分

けて実施している。領域別実習では、学生を大きく 6 つのグループに分け、その中を

さらに 2～5 名ずつに分けて実施し、他の実習科目とローテーションしながら約 6 カ月

間実施する。附属する実習施設を有していないため、国公立及び私立の施設に実習の

受け入れを依頼している。実習科目ごとに、実習担当教員と臨地指導者とで学生の実

習指導上必要な事項については事前の打ち合わせと事後の振り返りを行い、互いに情

報を交換し、双方の立場から実習環境をよりよくするための努力がなされている。ま

た、施設によっては年間計画のもとに大学と施設側合同の実習指導委員会を定期的に

実施し、実習時における諸問題の検討を行っている。大学全体としての施設側との実

習指導については①「臨地実習合同会議」（年 1 回）、②看護学教員と臨地指導者によ

る「臨地実習合同研修会」（年 1 回）として位置づけ、臨地側との連携を深め実習環境

を更に充実させることとした。平成 20(2008)年度から大学の教員、実習指導者の指導

力向上を目的に研修会（年 5 回）を熊本県看護教員継続教育研究会に参加することを

中心に行っている。 

リハビリテーション学科 

リハビリテーション学科では、第 1 段階として、チームアプローチの理解，医療・

保健・福祉領域の認識を目的に、1 年次に、「理学療法入門実習Ⅰ、Ⅱ」及び「作業療

法学入門実習Ⅰ、Ⅱ」を行う。ここでは、臨床場面を早期体験させ、適性の確認や職

業イメージの確立、学習意欲の向上を図っている。いずれの専攻も宿泊を伴う見学研

修旅行を組み込んでいる。 

「理学療法入門実習Ⅰ」「作業療法学入門実習Ⅰ」は、1 年次前期で、比較的多人数

での半日単位の施設見学実習を 9 回程度行う。各施設・病院の社会的役割を理解し、

リハビリテーション関連部門の業務内容を把握し、チームアプローチを理解すること

を目的とする。「作業療法学入門実習Ⅰ」は更に、専攻学生の自主的行動及び社会性の

育成も兼ねて福祉施設のボランティア実習を組み込んでいる。 

「理学療法入門実習Ⅱ」では、後期に 5 日間、1 施設に実習学生 1～2 人が赴き、28
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施設（内訳：病院 26、老健施設 1、発達医療センター1）において、リハビリテーショ

ン関連施設の目的と役割、リハビリテーション対象者の抱える問題の多様性、理学療

法士の役割を学ぶ。 

「作業療法学入門実習Ⅱ」では後期に 5 日間、老人保健施設及び特別養護老人ホー

ムを中心に 28 施設において、介護体験実習を実施する。対象者の介護体験を通して施

設の特性と対象者の抱える問題から作業療法士の役割を考えると共に、対象者を全人

間的に理解することが目的である。 

第 2 段階として理学療法および理学療法士への理解と自己の将来像の形成を目的に、

3 年次に理学療法学専攻では「臨床実習Ⅰ」および「臨床実習Ⅱ」、作業療法学専攻で

は、「評価実習」を配置する。「臨床実習Ⅰ」では，学内で履修した検査測定技術を実

習先の病院・施設で実際の対象者に実践し、各検査の技術習得とともにその臨床的意

義について考える。「臨床実習Ⅱ」では、検査測定技法の実際的な実施から客観的視点

での問題点の抽出と分析、加えて基本的治療プログラムの考え方まで理解する。作業

療法学専攻では「評価実習」で、疾患および個々の背景を踏まえた対象者の理解、基

本的治療プログラムの考え方まで理解する。また，地域リハビリテーションにおける

専門職としての役割を学ばせるために、理学療法学専攻では「地域理学療法学実習」

を 3 年次に、作業療法学専攻では「臨床実習Ⅲ」を 4 年次に配置し、医療施設から地

域へ，地域から保健福祉施設へと継続するリハビリテーションの特徴を学ばせ，家族

を含めた他職種との連携について修得させる。 

第 3 段階として障害をもつ対象者への個別的療法の実践を目的に、理学療法学専攻

では、4 年次に「臨床実習Ⅲ」および「臨床実習Ⅳ」を配置し、作業療法学専攻では、

3 年次後期と 4 年次に「臨床実習Ⅰ」「臨床実習Ⅱ」を配置する。総合的臨床教育とし

て具体的な治療計画の立案から治療実施に至るまでの一貫した理学療法および作業療

法プロセスを総括的に理解できる臨床実習を実践させる。この実習を通して理学療

法・作業療法の臨床的意義を考えさせ、理学療法士・作業療法士の役割と機能を学ば

せるとともに、今後進むべき方向や研究テーマについて考えさせる。 

保障制度 

実習を行うにあたり、学生の保護あるいは学生が接触する人々の健康の保障という

面から、また医療機関をはじめとする一部の実習施設からの要請もあり、小児感染症、

B 型肝炎、結核、インフルエンザについて、必要な学生に保護者の承諾のもとにワク

チン接種などを指導している。また、本学では、全ての学科、別科の学生、実習に関

与する教員は、実習中の傷害、賠償事故に備えて、「総合補償制度  Will 2」に加入して

いる。 

 

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

いる場合には、それぞれの添削等による指導を含む印刷教材等による授

業、添削等による指導を含む放送授業、面接授業もしくはメディアを利

用して行う授業の実施方法が適切に整備されているか。 

 本学では通信教育を実施していない。 
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(２)３－２の自己評価 

上述のように本学では現在 3 版（留年者含む）ものカリキュラムが並行している。

完成年度に際しての移行の適切性については、リハビリテーション学科新設に伴う「収

容定員に係る学則変更」の条件、すなわち、「教育課程・教育方法・履修指導方法の変

更の説明において、変更前の内容と比較して同等以上の内容が担保されていることの

説明」が認められたことによって示されたと考えている。 

教育課程の編成方針は、｢大学設置基準」第 19 条（教育課程の編成方針）及び第 20

条（教育課程の編成方法）の規定を遵守するものであり、それに即した授業科目、内

容となっている点で、一定の評価に耐えるものと考える。また、授業内容・方法にお

いては、チーム医療を視野に入れて、対人関係形成力、コミュニケーション能力を付

ける工夫を重ねていることは評価できる。  

年間学事予定及び授業期間は、教務委員会、教授会を経て決定され、学内用電子掲

示板などを通じて明示される。また、全学生、全教員に年度初めに配付されるシラバ

スにも明示されている。シラバスに沿った授業運営を開学より行い、シラバスのより

一層の充実と質の向上を目指し、学生に分かりやすい表記になるよう標準化に努めて

いる。進級及び卒業・修了の要件は毎年見直しを行って厳正に適用し、単位制度の実

質を保つ工夫をしている。 

 

(３)３－２の改善・向上方策（将来計画） 

体系的教育の実施のために、入学時点で多様な学習歴をもつ学生に対して、円滑に

専門教育へ移行するための効果的な導入教育を更に工夫する。リメディアル教育、教

養科目、保健科学基幹科目、専門基礎科目、専門科目の内容、時間数、科目配置の妥

当性を検証する。また、臨地実習連絡会議などを通じて実習施設との連携を強化し、

科目ごとに学内実習との関連性を検討する。 

 入学時及び学年ごとのガイダンスにおいて、基本理念、教育目的をより明確に示す

と共に、教育課程との関連をより分かりやすく説明する。教員は、専門的知識や技術

を教授するだけでなく、医療人としての知性、感性を育てることを更に意識して教育

にあたる。 

 放送大学との間で平成 23(2011)年度には単位互換協定を締結する方向で、検討・調

整を進める。 

 単位の認定、進級・卒業・修了要件などについて「履修進級規程」の記載を全面的

に見直し、平成 23(2011)年度からは「熊本保健科学大学 学修規程」に改訂して運用

する。 

３－３ 教育目的の達成状況を点検・評価するための努力が行われていること。 

 

(１)３－３の事実の説明（現状） 

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

の企業アンケートなどにより、教育目的の達成状況を点検・評価するた

めの努力が行われているか。 

本学の教育目的の達成は、第 2 次中期目標・中期計画において、教育の成果・効果
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の検証に関する具体的システムの継続的な活性化のための措置として「教育の成果・

効果の検証については、自己点検・評価の一環として行うこと」と位置づけられてい

る。各科目については、一般目標(GIO)、個別到達目標(SBO)と成績評価の方法をシラ

バスに明示し、それに即して評価された結果である「成績」が、科目ごとの到達度を

示す評点や GPA の平均値などから検証される。シラバスには、達成状況を意識させる

ための SBO を平成 17(2005)年度から導入している。 

学生の意識調査は、FD 推進委員会によって毎年ほぼ全科目について実施されている

「学生による授業改善アンケート」の分析や、学外の組織による本学学生のアンケー

ト（「全国大学生調査（第 3 次）」2008 年東京大学大学院 大学経営・政策研究センタ

ー、「新入生調査(JFS2009)」新入生調査研究プロジェクト同志社大学・教育開発セン

ターなど）の分析結果を学内で共有し、問題点の解明に努力している。 

また、医療職者の育成を教育目的として掲げていることから、基準 4 に示すように、

国家試験の合格率、専門分野に関連する資格の取得状況、専門職就業率などについて

大学は十分関心を持っており、就職委員会、就職支援センター、国家試験対策委員会

による分析が行われ、大学運営協議会、教授会に報告されると共に、関係部署に対応

が求められる。 

2 学科 4 期生までが卒業した状況のなかで、2 期生以降の就職先への組織的なアンケ

ートを実施し、分析結果は学内で共有されている。前身である短期大学卒業生が職場

の先輩として勤務している医療施設も多く、また、卒業生の就職した実習先病院など

を通じて、率直な評価や情報を得る機会が尐なくない。  

 以上は、自己点検・評価活動の一環として、教務委員会、FD 推進委員会、国家試験

対策委員会、就職委員会などの活動を通じて、教授会、大学運営協議会に報告され、

点検・評価のデータとしても位置づけられている。 

成績不振者による休学、退学の状況と背景について入学試験区分の関係等も含めて

特命 PJ（学習支援基本調査プロジェクト）による基本的な調査を実施中である。 

 

(２)３－３の自己評価 

教育目標達成状況を点検・評価するため、様々な観点から努力が重ねられている。 

開学 9 年目に入り、基本的なデータも蓄積されてきたことから、更に細やかな分析を

行うべき時期に至っている。 

成績不振者による休学、退学の状況と背景について入学試験区分の関係等も含めて

学長特命による基本的な調査が開始された。FD の一環として、学内専任教員に中間報

告を兼ねたデータを開示し、考察の資料とした。情報の共有が促進されている。 

 

(３)３－３の改善・向上方策（将来計画） 

成績不振者による休学、退学の状況と背景について入学試験区分の関係等も含めた

基本的な調査を継続実施する。結果は大学運営協議会、教授会に報告し、検討の上で、

関連委員会などに必要な対応を求める。 
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【基準３の自己評価】 

本学は、学部、学科、研究科、別科ごとに教育目標を設定しており、それらは、建

学の精神、大学の基本理念、社会的需要に基づく。いずれも『学生便覧』やホームペ

ージを通じて、学内外に公表している。 

平成 19(2007)年度から完成年度後の新体制のもとで本学の基本理念、教育目標に沿

った教育課程を体系的に編成し、適切に実施している。新しい教育課程の編成（新カ

リキュラムの導入）は、高度化し専門化する医療現場を反映してより専門的な知識と

技術の習得が求められるなかで、「学士力」として提言された基本的な学士課程教育の

質を担保する工夫を探るものとして位置づけられる。 

チーム医療への参画と貢献が求められるなかで、チームワークの素地を培う教育方

法の工夫は評価できる。 

全ての学科でシラバスが作成され、それに沿った授業運営が行われている。シラバ

スに基づく教育の実践と評価が担保されなければならないことから、シラバスの読み

方など学生に対する周知は、学年別の説明会（新入生オリエンテーション、学年別オ

リエンテーションなど）によって組織的になされた。履修条件、進級基準などの説明

は、尐人数担任制度によっても制度的に補われる。『学生便覧』への掲載及び学則別表

のほぼ完全実施を達成した（医学検査学科旧カリ 4 年次開講の選択 1 科目を除く）。 

 

【基準３の改善・向上方策（将来計画）】 

教育課程の編成と実施の適切性は、教育研究組織、学生支援、教員配置とも密接に

関わる多様な視点から絶えず検証、点検され改善されなければならない。カリキュラ

ムの体系化、深化を目指す点検を FD 研修会などの全学的な取り組みとして位置づけ

る。 

教育の成果、効果に関しては、シラバスに基づいて具体的目標の達成（GIO、SBO）、

専門基礎科目と専門科目の一貫性、整合性、初年次教育、「学士力」育成、教養教育の

課題を継続的に検証し、改善する。 

医療職者育成という観点からは、コミュニケーション能力の育成を全学的かつ入学

から卒業までの継続的な課題として新たに位置づけ、その教育成果を求める。平成

23(2011)年度から、一部の学科では社会人としてのマナー講座を課外で行う。 

尐人数編成の「基礎セミナー」を、高等学校からの転換教育及び人間関係形成力育

成プログラムとして更に充実させる。 

全学的な教育実施体制を整備するため教育部門会議を機動的に運営すると共に、各

学科長のもとに置かれた実習担当総括責任者を中心に、施設、教員、臨床指導者など、

実習体制の継続的な安定確保を実現する。 
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基準４ 学生 

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。 

 本学の入学者受入方針は、本学の掲げる「基本理念」「教育目標」の実現を目指す観

点から、それにふさわしい資質をもつ学生の入学を志向するものである。 

「基本理念」「教育目標」は､『大学案内』に明確に記載し周知している。本学入学

志望者にとって最も直接的な資料となる『入試ガイド』『入学試験募集要項』には「基

本理念」に加えて、下記の表 4-1-1 に示すような各学科の「アドミッションポリシー」

を掲載し周知している。また、ホームページでも公示している。 

 

表 4-1-1 基本理念とアドミッションポリシー 

基
本
理
念 

本学は、「知識」「技術」「思慮」「仁愛」を四綱領とし、以下の基本理念を掲げる。  

1.保健医療分野に関する専門知識技術の教育と研究を行う  

2.人間と社会に深い洞察力を持つ人材の育成 

3.高度な知識と技術を有し、医療分野に貢献できる人材の育成  

4.豊かな人間性を備え、創造性に富む、活力ある人材の育成  

ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ポ
リ
シ
ー 

医療の専門家を目指し、保健科学部への入学を希望される皆さんは、まず高等学校の主要教科について教科

書レベルの知識と学習習慣をしっかりと身につけて下さい。加えて各学科では次のような資質を持った人た

ちに来ていただきたいと願っています。 

医
学
検

査
学
科 

1.基礎医学分野や検査業務の意義について関心をもてる人  

2.生活環境の衛生面や管理の意義について関心をもち、社会に貢献する意欲のある人 

3.医療職者として求められる、協調性と柔軟性をもつ人  

看
護
学

科 

1.人間・健康・社会に関心を寄せることのできる人  

 

2.人との関わりを大切にし、だれもが尊厳をもつ存在であることを理解できる人  

3.自分の考えをもって、それを表現でき、人の意見を聴くことのできる人  

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ

ン
学
科 

1.対象者の心身の痛みや多様な価値観に共感できる心のゆとりと優しさをもつ人  

2.理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を目指すしっかりとした動機と意欲がある人  

3.他者との良好なコミュニケーションをとることで信頼関係を築くことができる人 

 

『入学試験募集要項』では全ての試験の出願資格の冒頭に「医療人としての適性と

明確な目的意識を有する者」という文言を掲げている。いずれの学科においても、医

療専門職者の育成を目指すことから、専門教育を受けるに必要な基礎学力、目的意識、

柔軟な理解力とコミュニケーション能力、更には社会人としての基本的生活習慣の素

養を求めている。オープンキャンパスでは、本学志望の学生と保護者に対する全体説

明で、学長が毎回入学者受入方針を説明している。また､高等学校の進路指導教員を対

象とする本学説明会（年 1 回開催）においても、求める学生像と入学者受入方針を説

明している。入学後、授業について行けず意欲を喪失する学生、大学生活や職業に対
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する入学前の想像と現実との乖離に悩む学生などが生じないよう、医療系大学の現実

を事前に的確に理解してもらえる広報や説明に努めている。高等学校低学年のうちか

ら職業理解を深め、入学後にミスマッチなどを起こさないよう、医療系の職業に興味

を示す高校生に対してはガイダンスや出前授業を実施している。平成 22(2010)年度の

高等学校への出前授業は 26 件、進学説明会は 70 件に参加した。 

平成 20(2008)年度はドラマ仕立ての職業理解ビデオ『Smile』を引き続き高校生へ

の説明に活用している。 

 現行のアドミッションポリシーは、以前のものを文科省高等教育局長通知（20 高大

振第 89 号）に対応する、より具体的な表記に改訂したものであり、平成 23(2011)年

度入試から採用されている。 

  

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。 

 本学では、選考基準などの異なる多様な入学試験を実施して、本学の求める学生像

に合致する入学者を選抜している。平成 23(2011)年度入試には更なる多様化を図るた

めリハビリテーション学科で社会人入試を導入した。 

学力把握については、基本的に学力試験を課している。例外は、入学者全体の 12～

15%が相当する「指定校推薦入試」であるが、毎年相当数の入学実績のある高等学校

の学校長による推薦制であること、一定の評定平均値を推薦基準としていることから、

学力把握の機能は備わっていると考えている。リハビリテーション学科の社会人入試

では小論文によって理解力、思考力、表現力などを把握している。 

｢一般推薦入試｣｢一般入試｣｢センター試験利用入試｣では、学科試験により学力を把

握している。また、医学検査学科では募集要項に「化学を履修していることが望まし

い」と記しており、入学後のカリキュラムに対応していく上での必要性を示している。  

 目的意識、適性については、出願基準に示し、推薦書、出願書類、面接試験による

選考を行っている。 

 平成 23(2011)年度選抜試験（以下、「平成 23(2011)年度入試」）の入学試験区分と募

集人数は下記の表 4-1-2 のとおりである。 

 

表 4-1-2 23(2011)年度入試区分と募集人数 

試験区分 医 学 検 査 学 科 看護学科 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

合計 
理学療法学専攻 作業療法学専攻 言語聴覚学専攻 

指 定 校 推 薦  15 人  15 人   5 人   5 人 -   40 人 

一 般 推 薦  35 人  32 人  15 人  15 人  20 人  117 人 

一 般  40 人  43 人  15 人  15 人  20 人  133 人 

センター利用（前期）   5 人   5 人   3 人   3 人 -    16 人 

センター利用（後期）   5 人   5 人   2 人   2 人 -    14 人 

社会人   若干名 若干名 - 若干名 

合  計  100 人  100 人  40 人   40 人 40 人  320 人 

 

試験科目の詳細は『入試ガイド』p. 4 に示すとおりである。全学科共通の教育目標
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として掲げている「多様な価値観、国際的な言語と情報技術を持つ人材を育てる」を

反映して、指定校推薦以外の試験では英語を必須科目としている。 

入試区分による特色など 

＜指定校推薦入試＞ 

 過去に志願者及び入学者が多い特定の高等学校については、「保健医療の分野に関心

を持つ生徒が多く在籍しており、本学の基本理念、教育目標も理解されている」との

判断から、特別な学校長推薦枠である指定校推薦入試を設けている。指定校に推薦要

件を届け、要件に適う生徒の推薦を受けた場合には志願者（推薦時に高等学校 3 年に

在籍する者）の調査書、推薦書、面接試験結果から総合的に合否を判定している。  

＜一般推薦入試＞ 

高等学校卒業予定者及び前年度卒業者を対象に公募している。高等学校教育の多様

化を考慮し、在学中の成績などに関する要件は設定していないが、人物・学力ともに

優秀で且つ医療人としての適性と明瞭な目的意識を有し、出身高等学校長の推薦を得

た、本学への専願者を対象としている。「国語（古典を除く）」「数学Ⅰ・A」「英語Ⅰ・

Ⅱ」の 3 科目からなる学力試験、面接試験及び書類審査により選抜する。これは基礎

学力及びコミュニケーション能力の評価を意図するものである。面接試験では、本学

のアドミッションポリシーに即した面接を実施し、質問内容の理解力、自ら考え質問

に答えようとする力、面接を受ける態度、保健医療分野の専門職を目指す意欲などを

評価している。 

＜一般入試＞ 

志願者は一般公募とし、学力試験を重視し、書類審査を含めて総合的に合否を判定

している。試験科目は学科の特性により異なる。 

＜大学入試センター試験利用入試（前期日程）＞ 

志願者の受験機会を増やし、基礎学力を備えた学生を幅広く募集するため、大学入

試センター試験を利用し、本学が指定する教科・科目の成績によって合否を判定して

いる。 

＜大学入試センター試験利用入試（後期日程）＞ 

選考方法は前期日程と異なり、大学入試センター試験を利用し、本学が指定する教

科・科目の成績の他に、本学独自の面接試験を行って、総合的に合否を判定している。

学科によっては、受験生の選択の幅を広げ受験機会を増やす意図で、前期日程とは異

なる試験科目を指定している。 

＜入試業務＞ 

 入試制度の運用は、「熊本保健科学大学 入学者選抜規程」に則り、熊本保健科学大

学入学試験委員会（入試委員会）が担当している。委員長は教授会のなかから学部長

が指名する。志願者の増加を図り、そのなかから本学の求める人材を得るために、入

試区分ごとの定員や試験科目、推薦入試における出願要件、志願者募集の時期及び募

集期間、入学試験の実施日程及び実施場所、試験問題の作成と評価のありかた、面接

試験の適正化などについて、毎年検討している。 

合否判定は、入試区分ごとに臨時教授会を開催し、教授会の審議を経て学長が合格

者を決定している。 
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入試に関わる業務は、合否判定資料作成及び入試委員会の事務局業務も含め、入試

広報課が担当している。入試の実施にあたっては事前に説明会を定期に開催し、入試

委員会が作成した試験実施要領、試験監督要領、面接試験マニュアル、入試トラブル

対処マニュアルを基に、計画通り実施できるよう教職員に周知徹底している。 

筆記試験および面接試験の採点においては、採点業務や合否判定のミスを防止する

目的で、採点室の入退室管理、出題者による複数回の採点を行っているほか、記録と

監査でも重複のない各 2 人以上による点検を実施している。  

面接試験については研修会を毎年度定期に開催してスキルアップを図っている。平

成 22(2010)年度の研修会では、入試委員が講師を務め、前年度からの変更点である段

階評価法などを研修内容に盛り込み、面接者となる可能性がある教員はほぼ全員が参

加して実施された。面接担当者のスキルアップのほか、評価基準の明確化と平準化、

面接担当者グループの適正な組み合わせを図っている。 

 

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。 

収容定員、入学定員、在学生数を下記の表 4-1-3 に示す。定員の適切性は、教員、

施設、設備と共に大学設置審査会によって認められている。各学科の定員超過率は、

入学年度によって異なるが、概ね 1.2 倍未満である。平成 22(2010)年度の退学者は全

学で 40 人であった。そのうち 35 人が 1 年次生と 2 年次生である。 

クラス規模については、共通科目の講義の一部で 170 人超のクラスが生じる（講義

全体の約 2%）が、講義の多くは 150 人が 47%、60 人未満が 50%である。演習、実習

では尐人数対応の体制がとられている。 

 

表 4-1-3 収容定員・入学定員・在学生数（平成 23(2011)年 5 月 1 日現在） 

学部 学 科 入学定員 収容定員 在籍学生総数 超過率 

保健科 

学部 

医学検査学科 100 400 462 1.16 

看護学科 100  400 487 1.22 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 120 360 440 1.22 

保健科学部 計 320 1,160 1,389 1.20 

合  計 320 1,160 1,389 1.20 

＊1)看護学科は編入学制度廃止の反映。 

 

(２)４－１の自己評価 

アドミッションポリシーは、明文化され、『入試ガイド』、『入学試験募集要項』、ホ

ームページなど、各種広報媒体に明記されると共に、学生募集活動などを通じて発信

されている。それらの資料は、高等学校訪問や進学説明会、オープンキャンパス等で

配布されるなどして、周知されている。学生募集のための企画に参加した高校生のな

かから多くの受験生を得ていることから、相応の浸透をうかがうことができる。また、

地域のイベントや一般市民公開講座、大学の施設を利用した研修会等でパンフレット

の配付や大学について説明機会を積極的に設けており、幅広く社会への広告活動をお
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こなっている。 

平成 22(2010)年度入試において受験生の入学動向の読みとりが難しく、収容定員を

予想以上に上回る入学者数となった。今後更に受験生の併願率などのデータを蓄積し

つつ、受験者動向を適確に捉えるための検討が必要である。予想以上の入学者数に対

応するための施設設備の補充を行ったが、当該学年の 2 年次以降の実習等についてな

お一層の準備を進め、また３号館による教育環境の充実をはかる。 

十分な情報に基づく志願を期待したいため、医療系の職業に興味を示す高校生に対

してはガイダンスや出前授業を更に実施していく。 

 

(３)４－１の改善・向上方策（将来計画） 

各学科のアドミッションポリシーをより具体的に明確にし、周知を図っていく。 

指定校推薦入試の対象校は、本学への志願状況や入学状況を加味して決定している

が、対象校の状況も年々変化しており、定期的に見直しを行う。高校統合や高大連携

も背景に、キャリア教育、キャリア形成支援を、文部科学省、経済産業省も積極的に

推奨しており、本学も高大連携として進路学習を担っている。今後も、高学年以外の

高校生対象のキャリア教育推進を図る取組を行い、質の高い学生の確保につなげてい

く。 

入学者の基礎学力の確保と補充が重要である。入学前及び入学後のリメディアル教

育を充実させると共に、高等学校との連携を強化し、基礎学力の必要性を志願者に認

識させるよう努める。また、入学者の意思を尊重しつつも、リメディアル教育の受講

及び自己学習の必要性を認識させるよう努める。 

 

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。 

本学の学習支援は、教授会のもとにある教務委員会、教養教育運営委員会、学生委

員会、国家試験対策委員会などとその担当課が、全学的な尐人数担任制度（本学では、

「スモールグループ担任制」と呼ぶ）のもとで各教員と連携しながら、以下のような

支援を実施している。 

（ｲ）スモールグループ担任制などによる学習支援 

本学では、全ての学科、別科において、学生一人ひとりをきめ細かく指導できるよ

う、スモールグループ担任制を採用している。また、学年担任が置かれ、各年次のオ

リエンテーションなど行事の調整を担当している。 

スモールグループの基本的な形態は、専任教員 2 人がペアとなって、各学年につき

6～7 人の学生を担任する。学士課程においては原則として 3 年次進級の際に編成と担

任が替わる。 

スモールグループ担任は学生の成績を把握し、学業に関する指導と助言を行う。具

体的には、選択科目の履修指導、学習の動機づけ、学習状況の把握、GPA に基づくセ

メスターごとの面談、国家試験への助言、そのほか学生生活全般について相談に応じ
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助言する。就職、進学活動に伴う相談や助言、必要であれば推薦書など提出書類の作

成等も担当する。また、本学ではセメスターごとに担任から保護者へ学生の成績を通

知しており、成績表には担任がコメントを付している。3 年次生、4 年次生の保護者を

対象とする年 2 回開催の保護者会では、希望に応じて個人面談も行う。いずれについ

ても、各委員会との連携が前提であり、委員会及びその担当課との協働による支援が

なされている。 

食事会などのためのスモールグループ活動予算も年度ごとに整えられている。教員

の業務としてガイドラインを示している。 

（ﾛ）リメディアル教育（入学前、入学後） 

高等学校における理科系科目の履修状況が多様化し、入学者に対して相応の支援が

必要な状況にあることから、本学では通信型と講義型の 2 種類のリメディアル教育を

カリキュラム外で実施している。 

指定校推薦及び一般推薦の入学予定者は例年 11 月末頃に確定する。入学までの期間

を利用して、在学中の生徒については当該高等学校長の許可を得た上で、通信型リメ

ディアル教育による入学前学習を支援している。自習テキストと自習範囲を指定し、

一定期間ごとに課題を送付し、返送を求める（各科目 3 回程度）。実施科目は、高等学

校で履修しなかった又は履修はしたが理解が不十分と生徒自身が判断する理科科目

（「化学」「物理」「生物」）及び「英語」である。平成 22(2010)年度には、平成 23(2011)

年度よりリハビリテーション学科に新設される言語聴覚学専攻の入学者向けに、読書

課題も用意した。課題作成及び添削は本学の専任教員が担当している。平成 22(2010)

年度入学者への事後のアンケート調査では、科目によって若干の違いはあるものの、

この通信添削については「役に立った」「尐しは役に立った」という肯定的な回答が 7

割から 9 割を占めた。 

入学後は、一般入試による入学者も対象に加え、理科科目について、1 年次前期の

放課後に課外授業を実施している。講師は学外の高等学校教育経験者などに依頼して

いる。リメディアルの開講科目は、各学科における専門基礎科目及び専門科目との接

続を考慮し、各学科の意向を確認して毎年見直しを行っている。平成 22(2010)年度は

「化学」（60 分×10 回）を医学検査学科と看護学科、「生物」（60 分×10 回）を看

護学科とリハビリテーション学科、「物理」（60 分×10 回）をリハビリテーション学

科に対して開講している。調整等の業務担当は教養教育運営委員会と学務課である。

各科目の最終回に実施したアンケート調査では、「役に立った」「ある程度役に立っ

た」の合計は、各科目で 9 割から 10 割を占めた。 

（ﾊ）学習相談室 

平成 20(2008)年度から毎年 1 年次生全員を対象に実施しているアンケートでは、専

門基礎科目・専門科目が理解できない理由として「勉強の方法が分からない」という

回答が目立つ。教員に具体的な相談や質問をする以前の段階で躓いている学生もいる

と推測できる。初年次教育のカリキュラムを充実させると共に、このような漠然とし

た学習困難に陥っている学生の支援までを含めた、「学習相談室」を構想し、平成

21(2009)年度より試行し、分野特化型として、「物理・数学」及び「情報」の相談室を

試験開室した。平成 22(2010)年度は総合的な窓口（「スタディ・サポート・カフェ」通
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称｢スタサ｣）として試行を継続し、前期に週 1 回、後期に週 2 回開室した。学生の要

望に応じて就職支援センターとも連携している。 

（ﾆ）オフィスアワー明示 

教員は、教員室入口にオフィスアワーを明示し、学生の質問、相談などに応じてい

る。現実には、それ以外の時間帯に訪問する学生が多く、大学が小規模であることも

あって、教員と学生の間で面会時間の調整をすることは容易である。 

（ﾎ）進学支援 

大学院や専攻科などへの進学を支援するため、課外の学習支援組織が平成 16(2004)

年度より（「スタサ」としての活動は平成 22(2010)年度から）している。希望者の規模

と要望によって活動は異なるが英文講読や文献講読、小論文指導などを実施している。 

（ﾍ）学習施設の整備 

本学では、学内 LAN とインターネットに接続した PC（パーソナルコンピュータ）

を学習用に開放している。利用者アカウント（ID とパスワード）は新入生オリエンテ

ーション期間中に交付し、専任教員が使用方法を説明している。アカウントは個人別

であり、どの PC も自動的に当該学生のデスクトップ設定を保持する設定になってい

る。ドキュメント類の保存先はファイルサーバの個人別フォルダであり、リムーバブ

ルメディアで持ち歩かなくても、そのまま別の PC で作業を継続することができる。 

学生には入学と同時に Web メールのアカウントも交付している。このシステムはイ

ンターネットに接続した PC であれば学外でも使用できる。これにより、プライベー

トなメールアドレスを使用することなく、教員への連絡や課題提出、就職活動などが

可能である。 

LL/PC 室（デスクトップ 65 台（データ変換用 1 台を含む））、S3 講義室（ノート 60

台）、S205 講義室（デスクトップ 48 台）の 3 教室は、授業で使用する時間以外は自由

に PC を利用できる。教室以外では、1 号館に PC15 台を設置した「オープンスペース」

を用意している。2 号館では「コミュニティスペース」に PC17 台を設置している。

これらの PC からは、ネットワーク接続しているプリンタを利用することが可能であ

る。学習用であるという前提から、プリンタ利用に制限は設けていない。上記のほか、

図書館に併設されている LL 学習室には PC4 台を設置している。平成 22(2010)年度時

点では学生 6～7 人に対し PC1 台の割合である。LL/PC 室では、平成 20(2008)年度に

PC のリプレースを実施して快適な動作環境を実現している。 

学生用 PC は一部を除いて共通のインターフェースであり、Web ブラウザの学生専

用トップページから学内及び学外の各種サービスを選択できるように設定している。

これにより、附属図書館の蔵書検索、Web メールの送受信、CALL システムでの英語

学習などが、常時可能である。 

PC 利用以外の学習にも対応できるよう、1 号館の「オープンスペース」（上記以外

の 3 カ所）及び 2 号館の「コミュニティスペース」には、自由に使用できる広机と椅

子を設置している。また、教員による予約を通じて、セミナー室の利用が可能である。

図書館にはセミナー室と同程度の広さをもつ学習室を 2 室備えている。以上のように、

学生が自由に利用できる PC 設備と空間を複数用意している。  
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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。 

本学では通信教育を実施していない。 

 

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。 

学生の学習支援、学習環境の改善の要望は、FD 推進委員会が実施するアンケートに

よって汲み上げている。科目別に実施するアンケートとは別に、「全般型」アンケート

を年 1 回、1、2 年次生を対象に実施している。集計結果は学内用電子掲示板と紙媒体

により開示している。学生から挙げられた要望は、その内容に関連する委員会などが

案件として扱う。 

一般に、学習支援に対する学生の意見は、スモールグループ担任などを通じて関係

部署に伝達され、教授会や学科会議、学生委員会などで検討される。これ以外に、「学

長直行便」と呼ぶ意見箱を通しても要望は汲み上げられる。意見箱への投書に対して

は、学長名で回答を掲示している。 

学生が相談しやすいように、教員の研究室入口にはオフィスアワーを明記している。

特に 1 号館の教員室は学生が日常的に利用する空間に隣接しており、ドアはガラス張

りで、学生が訪問しやすい設計となっている。また、小規模大学であることから事務

カウンターが集中的かつ開放的であるため、事務職員と学生のコミュニケーションも

比較的密接である。 

国家試験に向けた学習についても要望に応じて支援している。参考図書、問題集を

配備したり、夜間に教室を開放、売店での軽食販売、お湯、お茶の設置などの対応を

行い、学生からの補習要望があれば可能な限り応えている。 

 

(２)４－２の自己評価 

学生の学習支援体制について、ほぼ整備されている。2 種類のリメディアル教育や

スモールグループ担任制による学習支援体制、意欲的な学生を支援する課外クラスな

どは、それなりに機能しているため、継続し更に充実させるのが適当である。個々の

学科目についての質問などを受ける体制なども、オフィスアワーをはじめとして機能

していると考える。しかし、より全般的な、学習方法や習慣などを含めての支援、成

績不振者の話しやすい相談相手などを提供できる「学習相談室」の仕組みが必要であ

ると考えるところから、平成 21(2009)年度に試行的に実施した「学習相談室」(特化型・

一般型)は平成 22(2010)年度から、「スタディ・サポート・カフェ（スタサ）」として、

なおも試行的ながら、開室に至った。未だ部分試行状態にあり、体制づくりの途上に

あるが、定期開室により徐々にではあるが浸透しつつある。 

学生の学習環境の改善の要望を汲み上げるシステムは、単一でなく複線的、多重的

に構成されており、一定の機能を果たしていると考えられる。要望のうち機器整備な

どには可能な限り対応しているが、スペースの拡充など対応が難しい件もあった。 

 学習支援は、学習の動機づけが弱い学生のみならず、積極的で学習意欲の高い学生
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に対しても考慮されるべきである。この点を踏まえて、より広範な教育プログラムの

提供も必要である。 

 

(３)４－２の改善・向上方策（将来計画） 

「学習相談室（スタサ）」の仕組みを平成 23(2011)年度にはより具体的な体制として

整えるために、運営主体の組織的な明確化（教養教育運営委員会の改組による共通教

育センターでの運営）と学内協力体制の確立を目指す体制を導入する。担当者のロー

テーションを検討し、年間の開室日数も増やす。学生への周知も幅広く実施する。 

学生数が増え、卒業研究その他で学習内容が高度化するにつれ、要望も増えると予

測される。教室の広さや学生の学習研究スペース、あるいは利用可能時間など、進学

希望者への支援という観点からも検討を要する。ことに LL/PC 室、図書館などの利用

時間延長の要求が高まると予想される。教育、研究の実態に即して柔軟に対応し、自

由化が必要な場合にはそれに応じたセキュリティの強化を図っていく。3 号館および

大教室の増設を前提に、PC の増設、自習室の確保など、学内全体を視野に入れた学習

支援体制を再構築する。 

 

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。 

学生生活の支援としては前述のスモールグループ担任制が機能しているほか、事務

部門では学務課が学生生活支援に関する業務全般を行っている。学務課が窓口となる

事項は、履修登録、定期試験、学籍、証明書、通学手段、奨学金、保険、クラブ活動、

掲示、事故、トラブルなどであり、学生生活のほぼ全般にわたっている。学生に対し

ては、『学生便覧』の冒頭に「手続・相談窓口」の一覧を掲載するなどして周知してい

る。また、平成 22(2010)年 4 月には『教職員のための学生サポートガイドブック』～

学生相談・メンタルヘルスの立場から～を作成、全教職員に配付。周知を促し、ガイ

ドブックを参考に教職員全員の問題として認識していく。 

学生支援に関わる全学組織は学生委員会である。学生委員会は学長の指名する委員

長（教員）、各学科・教養教育運営委員会選出の教員、学生相談室選出の相談員、事務

局長、学務課長によって構成され、学生の福利厚生、課外活動、賞罰、その他学生指

導及び学生生活に関することを協議、審議する。学生委員会は、学生の代表である学

友会との意見交換などを行い、学生から寄せられた要望、意見についても検討し、学

習環境の改善なども審議する。また、レストランなど厚生施設の利用に関する調査も

行っている。平成 19(2007)年度には禁煙ワーキンググループと共に禁煙教育を本格的

に開始し、平成 22(2010)年 4 月から大学敷地内全面禁煙を展開している。 

 

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。 

本学における経済的な学生支援の制度として、以下を運用している。 
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（ｲ）学費免除奨学金制度（特待生制度） 

本学では優秀な学生の入学を期待し、独自の特待生制度を設けている。特待生は学

納金の全額が免除される。特待生は希望する者のなかから一般入試の成績が優秀な者

を選抜している。指定校推薦及び一般推薦入学者で特待生を希望する場合は、一般入

試受験を義務づけている。平成 22 (2010)年度入学者からは 6 人が選抜され、全学では

18 人が制度を利用した。 

（ﾛ）化血研奨学金制度 

本学には設立母体である化血研による独自の奨学金制度（化血研奨学生）がある。

給付額は月額 3 万円で、返済の義務を負わない。人物、学業、共に優秀であり、学費

の支弁が困難と認められた者を対象としている。給付期間は 2 年間としているが、経

済的状況が変わらず、優秀な成績を維持している者には、審議の上継続して給付する。

平成 22 (2010)年度は、各学科、各学年に 1 人、計 12 人に給付している。 

（ﾊ）学外奨学金制度 

日本学生支援機構奨学金、地方自治体の奨学金及び民間団体の奨学金制度への積極

的応募を奨励している。日本学生支援機構へは学生本人が申請することになっており、

学務課が手続きの詳細を指導している。また、地方自治体と民間団体奨学金について

は制度の趣旨に沿った学生を推薦している。平成 22 (2010)年度は、日本学生支援機構

766 人、その他の奨学生 36 人、合計 802 人（学生総数の約 6 割）が学外奨学金制度を

利用している。 

以上の奨学金制度は、『大学案内』、『学生便覧』などに収載し、入学時のオリエンテ

ーションで説明を行うと共に、募集の掲示を行っている。 

（ﾆ）学納金延納制度 

本学の学納金は前期と後期の分納制としている。前期は 3 月 31 日までに、後期は 9

月 30 日までに納入しなければならない。各期の期限内に学納金の納入がない場合、学

則上は除籍となるが、昨今の社会全体の経済的不況による学費納入者の経済的事情を

考慮し、「学納金延納願い」の提出があった場合には一定の期間（前期は 6 月 30 日、

後期は 12 月 26 日まで）、学納金の延納を認めている。平成 22(2010)年度の対象者は

延べ 47 件であった。 

（ﾎ）その他 

 学生向けのアルバイト求人情報を掲示している。大学周辺地域から寄せられる求人

情報のうち、学生にふさわしくない業種（危険職種業務、深夜早朝勤務、出来高歩合

制、風俗など）でないかを学務課で精査し、修学に影響が尐ないと認められる情報の

みを提供している。学内のアルバイトとして、図書館のカウンター業務や Student 

Assistant（SA）制度などを設け、学生の支援として役立っている。今後、大学院生に

対する学内アルバイト制度設計を計画することで、大学院生の経済的支援体制を一層

整え、授業料検討とともに学生確保に努める必要がある。 

 

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。 

本学学生の課外活動は学友会の下で運営されている。学友会は本学の全学生が所属

する組織で、本学の基本理念の実現及び学生間の親睦を図ることを目的としている。
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下部組織は約 40 の体育系及び文化系のクラブで構成されており、その代表 2 人が学友

会の運営に参加している。学友会は、役員会を自主的に運営し、各種の行事には実行

委員会を結成して、学園祭、球技大会などを執り行っている。  

学友会には顧問として学長及び学生委員会委員長が位置づけられており、平成

22(2010)年度は学生委員会が主体となり学友会役員の 1 日研修を企画し、リーダーシ

ップのトレーニングなどを通じての人材養成も行っている。さらに、学友会に属する

クラブは教職員が顧問となる。こうした教職員によるサポートのほか、資金援助も行

っている。学務課では毎年 2 月、各クラブに「収支決算報告書」を提出させ、経費支

出などの指導、その他、活動に際しての許可（施設許可など）や届出手続きの管理を

行っている。また、九州地区体育大会に参加するクラブの支援金申請、活動中の怪我

に対する保険適用の申請なども担当している。 

 

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。 

学生からの相談、問題提起を受ける窓口として、スモールグループ担任制、学生相

談室、ハラスメント相談窓口、保健室、オフィスアワー及び学務課が機能している。 

スモールグループ担任は、学業に限らず学生生活全般について継続的な相談相手と

なり助言を与える。スモールグループには活動のための予算も用意しており、年に数

回、学内外において食事を兼ねたミーティングをするなどして親睦を深めている。 

学生相談室は、学生生活のなかで抱く悩みの相談に対応する目的で、週 2 日、昼休

み時間に開室している。この定期開室時間以外にも予約による相談に対応しており、

実質的には定期開室時間以外の相談の方が多い。相談室は事務ゾーンのはずれにあり、

講義室や教員室とは一定の距離があって訪問しやすい位置である。学生相談員は、教

育経験豊富で、教育課程など学内の事情も十分理解した各科の専任教員 3 人と、保健

室勤務の看護師 1 人の合計 4 人で構成している。相談員には公費による研修が認めら

れている。相談事例が多様化していることから、教員のストレスを軽減するためにも、

教員をサポートする体制の整備や外部の視点からの専門家による学習環境整備を視野

にいれて、平成 20(2008)年度には外部臨床心理士とメンタルヘルス・コンサルタント

としての業務委託契約を結んだ。スモールグループ担任は担当学生の背景をある程度

把握しているため多様な相談に応じるが、学生相談員は、担任以外の教員に相談した

い場合や、心身に関するやや専門的知識を必要とする相談に対応することが多い。そ

の点で、学生相談室とスモールグループ担任制とは相補的に機能している。経験と知

識を積んだ相談室教員の対応は、青尐年期に現れやすい精神障害などの早期発見に繋

がり、また他方、最近増えている悪徳商法や宗教の強引な勧誘などから学生を守る役

割も果たしている。相談件数は年々増加し、平成 22(2010)年度の延べ相談件数は 657

件であった。 

セクシュアル・ハラスメントに対しては、開学以来「セクシュアル・ハラスメント

は絶対に許さない」という姿勢を表明してきたが、平成 20(2008)年度には、アカデミ

ック・ハラスメント、パワー・ハラスメントを視野に入れ、ハラスメント全般を対象

とする防止組織への改編を図った。「熊本保健科学大学 ハラスメント防止委員会規

程」に基づいて、学長、事務局長を含む委員会を設置すると共に、相談員として 5 人
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を任命している。相談には「ハラスメント防止等に関するガイドライン」及び「ハラ

スメントに対する相談マニュアル」に則り対応している。相談員には守秘義務が課さ

れており、相談内容及びその対応については厳重に管理される。また、ハラスメント

防止の関連資料は、学内用電子掲示板に開示し、学内からいつでも参照できるように

している。説明会などの際に配付する啓発資料などは紛失しがちであるための措置で

ある。 

学生には入学時のオリエンテーションのほか、臨地実習の前などに防止委員会委員

から周知活動を行っている。本学ではカリキュラムに臨地実習等の学外実習があるた

め、学外での防止も視野に入れる必要がある。施設によって認識の程度に相違もあり、

例年の実習依頼に際しては、事例を挙げて防止活動への協力を要請している。平成

21(2009)年度に作成した 3 種類のリーフレット（学生用、教職員用、実習施設用）は、

高く評価された。 

保健室には学医と看護師が各 1 人配属されて、学生の健康管理を担当している。学

内での負傷や急な発病時の応急処置、定期健康診断、健康相談、ワクチンの接種指導

（B 型肝炎、インフルエンザ、麻疹等）などを行っている。保健室には救急措置に必

要な薬剤や機器を常備し、安静、休養ができるように 3 台のベッドを設置している。

また、専門科ごとに外部の委託病院と連携し、重症な学生は必要な治療が受けられる

体制としている。平成 22(2010)年度の保健室利用件数は 3,600 件であった。臨地実習

に際しては学生が実習先機関から肝炎あるいは小児感染症（麻疹、風疹、水痘、ムン

プス）ワクチンの接種を求められることがあり、それらも保健室で対応している。 

傷害・賠償保険の加入は入学時に学生全員に求めている。この保険は正課（講義、

実験、実習、実技）中に発生する傷害事故や感染症、大学行事での事故、大学施設移

動間の事故について補償される。この種の保険に学生が既に家族と共に加入している

場合には強制しない。いずれにしても、重大な事故の発生時に学生が安心して対応で

きるよう配慮されている。また、学内外における「感染予防及び危険防止マニュアル」

を作成し注意喚起も行っている。  

 

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。 

学生の意見は、スモールグループ担任、クラブの顧問、学生相談員、学務課員など

を通じて関係部署に伝達され、学生委員会や学科会議、教授会などで検討される。要

望、意見を汲み上げるシステムとしては、学生から教職員に対面的に伝える以外に、「学

長直行便」と呼ぶ意見箱への投書がある。意見箱は開学時に設置し、投書は定期的に

回収している。類似の意見にはまとめて回答するため、回答数は投書数よりも尐なく

なる。また、平成 20(2008)年度からは、学友会が毎月一回開催する役員会に学生委員

会委員も参加し学生からの要望や意見を直接聴く機会を設け、改善を進めている。要

望・意見の件数は 31 件なお、アカデミック・ハラスメントに類する問題が生じた場合、

学生相談室やハラスメント相談窓口に相談できる体制としている。 

学務課に学生担当職員を配置していること、事務カウンターがオープンな構造とな

っていることもあって、職員と学生のコミュニケーションは比較的密接である。その
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ため、学生サービスに対する学生の意見も届きやすくなっている。 

 

(２)４－３の自己評価 

学生サービス体制は整備されている。学生の勉学条件を保証し、また学生の安心と

安全を確保するために、学務課員及び学生委員会委員、学生相談員、各スモールグル

ープ担任は、それぞれの持ち場で常に気を配り、学生を多面的に支援する体制を整え

ている。こうした、学生と教職員を連携させるシステムが、本学のような小規模の大

学で相互補完的に機能している点は優れた点であるといえる。しかし、このシステム

は関係者の不断の努力によって維持されているものであり、注意や努力を怠れば形骸

化してしまう可能性があることを常に認識しておかなければならない。 

昨今の経済事情を反映して、各種奨学金を希望する学生は多い。延納の制度は学生

の経済的事情を勘案して弾力的に運用されている。学内のアルバイトとして、図書館

のカウンター業務や Student Assistant(SA)制度などを設けた。学内でのアルバイトは

学習環境に近くいところでの業務として学生にとってメリットがあり、さらに制度設

計を計画したい考えている。 

クラブ活動においては、本学では講義、実習が 5 時限目まで設定されている日も多く、

実習レポートなどの課題も多い。また、臨地実習などで一定期間大学から離れること

もあり、高学年になってからの活動継続は困難な面もある。そのため、培った経験が

下級生に伝わりにくい状況であるが、意欲的に取り組むことでこの問題を克服してい

るクラブも見られ、2 つのクラブが学外 2 組織（財団法人ソロプチミスト日本財団、

熊本市青尐年問題協議会）より表彰を受けることができた。学園祭も年を重ねるごと

に内容が充実してきており、これは実行委員会の経験の積み重ねが活かされている一

つの事例である。当面、教職員の支援は必要と考えられるが、徐々に自立した学友会、

クラブ活動へ向かっていることは間違いない。大学としては、学生の自主性を育てる

観点から、見守りながら必要に応じて援助することが重要である。 

平成 22(2010)年度の学生相談室の相談回数は延べ 657 回であった。本学ではスモー

ルグループ担任制をとっているので、担任が対応し解決していることも多いが、女子

学生は担任が男性の場合には相談室に相談するケースが多い。その意味では相談室は

スモールグループ担任制と相まって、学生がより相談し易い環境を作っていると考え

られる。 

 ハラスメント防止委員会は、防止に関する各議事事項については十分検討し、決定

した事項については、確実に実施した。ハラスメント防止については、学生及び職員

を対象とした説明会を実施した。また、2011 年 1 月～3 月に掛けて、ハラスメントに

関する実態調査(アンケート)を全学生及び教職員を対象として実施し、現在集計中であ

る。さらに、ハラスメント防止に向けてのリーフレットを「学生編」と「教職員編」

だけでなく、「臨地実習施設編」を作成し臨地実習先については、各学科の臨地実習開

始前に病院側にリーフレット等を持参し本学の体制の説明を行って配慮を要請してい

る。 

 

(３)４－３の改善・向上方策（将来計画） 
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学生の安全や勉学条件の改善には「これで良い」というゴール地点はない。学生の

要望には、施設、設備の大幅改善など大型予算を伴い、直ちに改善することが困難な

ものもあるが、将来の改善の道筋を示し、可能な限りの代替案を出す必要がある。 

奨学金制度の充実を図ることも必要である。社会状況の変化によって、保護者など

から経済的な支援を得られなくなる学生も現れている。大学運営協議会は学業の継続

を支援できる合理的で柔軟な体制を検討する。 

 学生の課外活動については、クラブの基礎固めが終わり、量質共に充実してくるに

従い、種々の要望も高まってくることが予測される。学生が自主性を培う物理的な場

（恒常的な部室や学園祭実行委員会室など）の不足に目を向けた改善策として、学友

会室ならびに学生ミーティングスペースを平成 22(2010)年度中に設置することを目指

して準備を開始した。 

学生の相談システムは相互補完的に機能しており、システムとして大きな不足はな

いと考えられる。しかし、より有効に機能するために、学生からアプローチする窓口

はいくつも用意し、個人情報を保護しながらも、大きなトラブルに対処する際は連携

して対処できるように、具体的なマニュアルを作成し関係者に徹底する。平成 22 年 4

月には「すべての学生の健康を守るために」という「教職員のための学生サポートガ

イドブック」が作成され、全職員に配布された。さらに平成 23 年 2 月には学外実習指

導者編としての「学生サポートガイドブック」が編纂され、関係者に配布された。 

 

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。 

進路に関する相談・助言体制として、就職については、就職委員会、就職支援セン

ター、スモールグループ担任の連携体制、進学については、専門分野担当の教員や学

務課による支援体制が機能している。 

3 年次に保護者会を開くことで、就職に関する保護者の理解と協力を図る。また、

卒業要件や国家試験資格対策の情報を保護者にも提供し、大学としての説明責任を十

分に果たす。 

平成 19(2007)年 4 月から就職支援専門の部署｢就職支援センター｣を立ち上げ、専従

職員 4 人を配置した。就職支援センターの｢就職支援コーナー｣では、常に専従職員が

学生の進路相談に応じる体制をとっている。就職支援コーナーには、就職に関連する

資料、就職関連機関誌、就職情報ナビによる検索用の PC3 台、求人情報票などを集中

的に配置している。この他に、関係情報をより多くの学生が目にするよう、学生の通

行の多い廊下に就職専用掲示板を設置している。 

就職委員会は、学科・学年別に、キャリア教育を兼ねる仕方で、個別のプログラム

によって｢キャリア支援スケジュール｣を企画、実施している。就職支援センターへの

平成 22(2010)年度の相談件数は延べ 922 件であった。 

本学の卒業生、修了生は専門の職域の違いにより、学科ごとに求人のあり方が異な
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っている。医学検査学科に関しては、学科教員、就職支援センター職員等が、就職先

開拓のため医療機関、医薬系企業を対象に広報活動と情報収集活動を行って支援して

いる。リハビリテーション学科、看護学科及び助産別科に関しては、就職委員会と就

職支援センターの協力による｢医療施設合同就職説明会｣を年 2 回、本学内で開催して

いる。この説明会は参加医療機関にも学生にも好評である（参加医療機関は、年平均

看護学科 86 施設、リハビリテーション学科 27 施設程度）。 

進学については、本学の大学院及び助産別科をはじめとする医療ないし基礎医学分

野への希望が殆どである。いずれもスモールグループや関連分野の教員が入試対策の

助言も含め支援している。 

平成 22(2010)年度の進路状況は、下記の表 4-4-1 のとおりである。 

 

表 4-4-1 進路の状況（学科別） （平成 23(2011)年 5 月 1 日現在）     

学部 学科 

平成 22 年度 

卒業者数

（人）a 

就職 

希望者数

b 

就職者数 

C 

進学者数 

d 

就職率 

c/b(%) 

進学率 

d/a(%) 

求人 

機関数 

保健

科学

部 

医学検査学科 96 73 73 2 100% 2.1% 246 

看護学科 117 106 106 7 100.0% 6.0% 766 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学

科 
58 49 49 1 100％ 1.7％ 600 

学部 計 271 228 228 10 
 

100％ 
3.7% 

 

1,612 

助産別科 21 20 20  100.0%   

 

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。 

（ｲ）就職委員会・就職支援センターによる支援 

1 年次から課外で、キャリアデザイン教育、キャリアモデルの紹介、自己理解検査

などを実施している。また 3、4 年次生を対象に、就職に関する希望状況調査を実施し

ている。これらの結果は、そのつど就職支援センターでとりまとめられ、スモールグ

ループ担任に提供されて、個人面談などの資料となる。  

就職支援センターはこのほかに、平成 21(2009)年度からは｢卒業生講演会」「セルフ

コーチング」「就職情報ナビ説明会」「マナー講座｣などの各種の講演会、また、医学検

査学科 3 年次生に対して就職内定済み 4 年次生による就職活動の体験報告会などを実

施している。さらに、1、2、3 年次生のうち希望者を対象に、有料の｢公務員・一般企

業教養試験対策講座」「SPI 模擬試験｣を開催している。 

毎年、その年の卒業生を対象に当該期生の第 1 回同期会に相当する「久しぶり、元

気かい（会）」を開催し、卒後の状況や就職先での様子、就職活動の取り組み方など、

双方向の情報交換などを行っている。 

本学では全学科で臨地実習が必修となっており、医療職種への就職に際して大きな

ミスマッチはないと判断するが、目指す就職先での研修体験などは貴重であることか

ら、就職支援センターが窓口となって短期のインターンシップを積極的に指導してい

る。また「ジョブカフェくまもと」が主催するセミナーも定期的に広報している。資
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格取得に関しては、医薬情報担当者(MR)、治験コーディネーター(CRC)及び卒業生の

講演を実施した。 

また、2 期生及び 3 期生の就職先への組織的なアンケート調査や聞き取り調査を実

施し、在職調査、施設における本学卒業生の評価、どのような人材を求めているか等

を具体的に把握し、その分析結果を教員も含めて学内で共有している。 

殆どの就職の要件になる、臨床検査技師、看護師、保健師の国家試験合格について

は、国家試験対策委員会が担当している。また、医学検査学科では、上級及び中級バ

イオ技師認定資格、健康食品管理士の資格取得に対する支援を行っている。 

この他に TOEIC 試験の学内受験を奨励している。また、進学希望者のための課外指

導制度や CALL システムによる自主学習の体制を備えている。  

（ﾛ）国家試験対策委員会 

医療専門職者としてスタートを切ることができるよう、国家試験のための学習支援

をすることは、本学にとってキャリア教育の一環として位置づけられる。 

大学運営協議会のもとに設置されている国家試験対策委員会は、現在 4 年次生のい

ないリハビリテーション学科を除く各学科、別科の国家試験対策を調整し、模擬試験

の支援、補習授業の企画などを担当している。さらには、環境整備として、セミナー

室等の施設開放を積極的に行っている。 

国家試験 
平成 20(2008)年度 平成 21(2009)年度 平成 22(2010)年度 

受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 

臨床検

査技師 

本学 95 人  81 人  85.3% 93 人  64 人  68.8% 89 人  71 人  79.8% 

全国 3,701 人  2,657 人  71.8% 4,060 人  2,753 人  67.8% 3,959 人  2,652 人  67.0% 

看護師 
本学 102 人  97 人  95.1% 101 人  99 人  98.0% 117 人  111 人  94.9% 

全国 46,101 人  43,508 人  94.4% 47,944 人  45,040 人  93.9% 48,509 人  46,785 人  96.5% 

保健師 
本学 101 人  96 人  95.1% 101 人  80 人  79.2% 117 人  96 人  82.1% 

全国 11,357 人  11,182 人  98.5% 12,717 人  11,163 人  87.8% 13,748 人  12,332 人  89.7% 

助産師 
本学 20 人  20 人  100.0% 21 人  17 人  81.0% 21 人  21 人  100.0% 

全国 1,709 人  1,708 人  99.9% 1,896 人  1,577 人  83.2% 2,097 人  2,059 人  98.2% 

理学療

法士 

本学             37 人  31 人  83.8% 

全国             10,416 人  7,736 人  74.3% 

作業療

法士 

本学             20 人  17 人  85.0% 

全国             5,794 人  4,116 人  71.0% 

表 4-4-2 国家試験合格率 

 

 (２)４－４の自己評価 

就職・進学支援及びキャリア教育の体制は整備され、適切に運用されていると考え

る。平成 22(2010)年度卒業の進路状況は前掲の表 4-4-1 に示すとおりであった。進路

決定者の約 98%が医療分野へ進んだことは、本学の教育の目的を相応に達成している

ことを示している。これは全国的に採用状況が好転しているという背景も考えられる

が、就職先の開拓やキャリア教育に取り組んできた成果でもあると判断する。 



熊本保健科学大学 

52 

 

本学では平常の学習そのものが他方では国家試験にもつながり、卒業生による職場紹介

なども学科目の学びを深めるという関係にある。本学の学生にとって就職と国家資格

は極めて密接な関係にあり、採用試験と資格試験の両方について支援することが重要

である。 

本学の就職支援体制は、就職委員会と就職支援センターが連携して牽引し、スモー

ルグループ担任が要の役割を果たす。学科によって、求人状況などを含め大きな異な

りがあることから、就職支援活動も異なった様相となる。現況では、医学検査学科の

支援に特段の留意がなされている。 

医学検査学科及び看護学科第 5 期生、リハビリテーション学科 1 期生に対し、卒業

間近の 2 月にアンケート調査を実施した（回収率 88.1%）。就職支援コーナーの情報掲

示法及び資料内容、就職指導に関しては高い評価が得られたが、スペースと場所の現

状肯定は相対的に低く、改善が求められている。 

就職 10 カ月後程度に開催する卒業生の同期会は、仲間や教職員との情報交換会、

懇親会として有意義であった。卒業、就職から半年が経過して、体力、メンタル面で

不安定になり始める時期なので、悩みを相談するよい機会となった。早期離職を防止

する効果もあったと考える。 

 

 

(３)４－４の改善・向上方策（将来計画）  

医学検査学科では、今後 3、4 年次生に対しては、先輩の経験談、第一線の現場紹介

など、講演を定期的に実施する予定である。医学検査学科卒業生の就職は、毎年 70%

強は医療機関を中心とした臨床検査業務であるが、それ以外に、企業への就職も一定

程度見られる。医療系企業への就職は、平成 21(2009)年度 13%、平成 22(2010)年度

18%、食品企業その他を加えると平成 21(2009)年度 15%、平成 22(2010)年度 18%で

ある。今後安定した就職先を確保するために、臨床検査薬関連企業、製薬企業、食品

関連企業などに関する情報を積極的に提供し、就職先の選択肢を広げる努力を続ける。 

3 年次生に強いインパクトを与えた 4 年次生の就職活動体験談は、学生にとって極

めて身近な人の生の体験であることから訴えるところが大であり、後輩の発奮材料に

もなることから、今後も発展的に継続していきたい。 

看護学科の本学における合同施設就職説明会は、参加の医療機関からも本学学生か

らも、有意義であると高く評価されている。より発展的に継続していく。 

 

【基準４の自己評価】 

本学の学生支援体制は、小規模大学としての制約はあるものの、整備されつつあり、

ほぼ適切に運営されている。 

「アドミッションポリシー」は『入試ガイド』、『入学試験募集要項』のほかホーム

ページにも掲載しており、明確に示すことができている。 

複数の入試区分を設けることで、志願者の多様性にも対応できている。入試には全

学を挙げて取り組み、その全過程において円滑な実施と公正性を確保している。入試

制度及びその運用業務についても継続的検討の体制ができている。各試験区分の募集
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定員ごとに適正な数の入学者を獲得できている。 

学習支援の面からは、尐人数担任制度（スモールグループ担任制）、2 種類のリメデ

ィアル教育、オフィスアワー、進学支援、TOEIC 対策など、個別具体的な対応がなさ

れている。PC 室の開放など設備面での支援も、自主学習に貢献している。  

経済的支援としては各種の奨学金制度や学費延納制度など負担軽減措置が講じられ、

機能している。課外活動に対する支援は学生の要望を受けて年々整備が進んでおり、

課外活動支援の交渉自体が学生と教職員の距離を縮めている側面もある。 

人間関係形成などの学びの場として、課外活動の支援体制をより充実させていく必

要がある。学友会もまた、行事の主催など様々な経験を積むことができる貴重な場と

して機能しており、今後も学生が自主性を発揮できるよう支援する必要がある。 

心身の健康については、保健室と学生相談室が重要な役割を果たしている。両者は

相互補完的に機能する部分もあり、連携を強めていくことにより支援の更なる充実が

期待できる。ハラスメント防止の体制も整備され、学生をより積極的に守ることがで

きるよう、努力を継続している。 

就職あるいは進学の支援は、平成 19(2007)年度の就職支援センターの発足により学

生にとって窓口が明快になり、充実したものになった。卒業 1 年以内の同期会開催は

今後も続ける。2 期生 3 期生の就職先への組織的なアンケートを実施し、分析結果は

学内で共有されている。前身である短期大学卒業生が職場の先輩として勤務している

医療施設も多く、また、卒業生の就職した実習先病院などを通じて、率直な評価や情

報を得る機会が尐なくない。今後の活用を具体化する。 

学生の意見を汲み上げているのは、例えばクラブ活動であれば顧問や学務課員とい

った直接の担当者であるが、包括的なルートとしては、意見箱（学長直行便）、スモー

ルグループ担任などがある。本学においてスモールグループ担任制の意義は大きく、

学科、別科の新設に伴って組織が拡大しても常時円滑に機能するよう、新任者はもと

より関係者への説明を確実に行っていく必要がある。 

 

【基準４の改善・向上方策（将来計画）】 

「アドミッションポリシー」については毎年検討を重ねておりをより具体的にする

ため、平成 23(2011)年度入試からの改訂検討を開始したものを運用している。入学者

の基礎学力の確保と補充の必要性について、更に学内の共通認識を具体化し、「学習相

談室」の体制を確立する。 

学生生活を支援する保健室、学生相談室の機能を更に充実させると共に、教員向け

の研修会開催などを企画し、教員の学生指導を支援する。 

学生が自主性を培う物理的な場（恒常的な部室や学園祭実行委員会室など）の不足

に目を向けた改善策を平成 23(2011)年度中に具体化する。就職支援コーナーのスペー

スと位置について、具体的に改善する。 
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基準５ 教員 

５－１ 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。 

 

(１)５－１の事実の説明（現状） 

５－１－① 教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配

置されているか。 

学部・学科等の教員数については、保健科学部の大学設置基準上必要な専任教員数

は、加算定員を含めて 50 人であるが、本学の助教以上の教員数は 92 人で、基準を上

回っている。また、表 F-6 に示すように、設置基準による各学科別の教員数、必要教

授数についても基準を上回っている。平成 22(2010)年 5 月 1 日時点で看護学科におい

てなお 3 人の助教を公募中である。充足率の高さは、医療系学部に共通する臨地実習

科目、実技・実験を伴う科目の多いことに由来する。 

本学の教育課程は、医療専門職者の育成について定めた学校養成所指定規則（文部

科学省令、厚生労働省令）と密接な関係を持ち、大学設置基準と共に同規則にもよっ

ている。教員数及び教員の専門領域との整合性については、1 学部 2 学科（保健科学

部 衛生技術学科、看護学科）に関して、平成 14(2002)年度の大学設置審議会審査を

経ており、平成 18(2006)年度の完成年度審査においても留意事項なしとされた。平成

19(2007)年度からの新学科設置（リハビリテーション学科：理学療法学専攻、作業療

法学専攻）の申請に際して、衛生技術学科との間で必要教員数の調整がなされた。大

学設置基準上の衛生技術学科の必要教員数自体は減尐となったが、衛生技術学科の従

前の体制を維持し、十分な教員数を配置している。また、入学者数が定員より 10%増

加する場合には、教育研究の質を担保する演習、実験、実習が十分に行えるよう教務

嘱託（4 年任期）を追加採用している。専任教員としてカウントしない教務嘱託の他

に、看護学科では臨地実習を支援する体制として非常勤助手が約 30 人配置されている。 

大学院（保健科学研究科）については、専任教授 3 人以外は全て保健科学部教員の

兼担である。 

助産別科については、上記指定規則による教員の定員（3 人）を確保している。 

 

５－１－② 教員構成（専任・兼任、年齢、専門分野等）のバランスがとれているか。 

教員組織を活性化するための適切な措置として、年齢、性別、出身大学などに関す

る偏向を防ぐため、任期制や公募制を取り入れてきた。学年進行中の人事に関わる例

外を除いて、原則、公募による採用となっている。 

専任兼任の比率については、教養科目で専任の比率が低くなっているが、大学全体

としては高い。教養科目についても、専任教員の人文・社会・自然・外国語・情報の

領域別バランスに配慮している。 

全学の職位別年齢構成は、本学は「平成 19 年度学校教員統計調査報告」（文部科学

省）による大学教員の年齢構成に比べて、やや高い傾向にあると考えられる。文科省

調査における 5 歳階級区分は区切りが異なるため単純比較はできないが、学部で 66 歳

以上の教員が 10.9%（文科省統計では 65 歳以上 8.0%）である。今後、この点に配慮
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しながら、公募制の下で、本学の教育の目的、理念に理解と協働を得られる人材を求

めていくと共に、より適切に教員選考ができるよう、効果的な情報提供をしていく必

要がある。 

男女比率については、看護学科における女性教員の比率が特に高いことから、学部

全体としては 41.3%と、極めてバランスの良い結果となっている（文科省上記統計に

よる学部女性教員 21.2%）。 

 

(２)５－１の自己評価 

教育課程を遂行するために必要な教員は確保され、適切に配置されている。上述の

ように、本学の教育課程と教員数及び教員の専門領域との整合性については、平成

18(2006)年 12 月「設置計画履行状況面接調査」を受け、「留意事項なし」であった。

また、完成年度までの自己点検を踏まえて編成された平成 19(2007)年度以降入学生対

象の新カリキュラムについても、「変更前と比較して同等以上の内容が担保されている

こと」を旨として作成し、収容定員増を伴う新学科設置のための学則変更の認可申請

を行い、承認されたことから、現状もまた、客観的に妥当なものと判断されたと考え

ている。年齢構成上の問題は、今後の課題である。 

 

(３)５－１の改善・向上方策（将来計画） 

本学が養成しようとしている医療専門職の現場が急速な変貌を遂げている状況に対

応して、授業科目の内容充実が要請されることから、教員の配置及び非常勤講師など

の活用も含め、自己点検・評価を踏まえ、年次ごとに見直す。 

公募においては、職位別の業務ガイドラインや専門領域の状況を勘案しつつ、教育

の質の担保を優先しながら、教員年齢層のバランスに配慮する。 

 

５－２ 教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。 

 

(１)５－２の事実の説明（現状） 

５－２－① 教員の採用・昇任の方針が明確にされているか。 

教員の採用及び昇任に関する事項は、学則第 11 条によって教員人事委員会の担当で

あることが規定されている。本学の教員採用・昇任の方針は、「熊本保健科学大学 教

員人事委員会規程」及び「熊本保健科学大学 教員選考及び昇任に関する規程」によ

って示されている。原則的に、大学設置基準に定める条件を満たし、かつ、本学の教

育の理念を理解し、人格及び学識に優れ、研究、教育上の能力と熱意が認められる人

材を求め、(1)資格、能力、(2)教育歴、研究歴、(3)研究業績について審査、選考すると

してきた。大学設置基準の法改正に対応して上記の規程と昇任基準は見直され、調整

を経て、平成 20(2008)年の「熊本保健科学大学 教員選考及び昇任に関する規程」で

は、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有することを更に強調

し、臨床経験が必要とされる担当領域並びに分野については、臨床経験年数も基準に

含めることを明記した。また、広く人材を募るため、「公募」を原則としている。 
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５－２－② 教員の採用・昇任の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用され

ているか。 

採用及び昇任に関しては「熊本保健科学大学 教員選考及び昇任に関する規程」第 8

条に従って、概ね以下の次第で実施される。学科長は、当該学科などで退職等による

欠員が生じる場合やカリキュラム変更による増員の必要が生じた場合、新規「採用」

や内部「昇任」について、文書によって人事委員長（学長）に申し出る。人事委員長

は人事委員会を招集し、規定に従って公募内容を審議し、選考委員を決定する。選考

委員には当該の専攻分野もしくは領域等の教員に加えて人事委員会側の専門外の委員

が入ることで、客観性と公正を期している。公募期限後、書類審査による一次選考を

経て、二次選考では、学内に開かれた模擬講義もしくは研究に関するプレゼンテーシ

ョンを課すと共に、選考委員による面接を行う。助教公募では面接のみを課している。

選考委員会から人事委員会へ結果を上申し、更に審議されて決定される。この結果は

理事会・理事長に報告され、理事長が任命する。以上の過程で決定に至らない場合は、

差し戻される。 

本学教員の昇任は、公募された職位への応募による場合と、定例的な内部昇格の審

査による場合とがある。准教授以下の教員について毎年度、教育、研究、学内・社会

貢献などの自己申告を求め、学科の教授会で検討して、相当する該当者があれば、学

科長が人事委員会に書面によって申し出る。人事委員会は、上記の規程を勘案し、教

員配置のバランスに配慮して決定する。昇任については理事長が発令する。 

 その他、本学には以下のような教員を置くことができる。前二者については教員人

事委員会が担当する。名誉教授については、教授会の推薦により大学運営協議会に上

申され、その推薦によって理事長が発令する。 

・客員教授 （客員教授規程､平成 16(2004)年 4 月 1 日から施行） 

・特任教員 （特任教員に関する規定､平成 21 年 4 月 1 日から施行） 

・名誉教授 （名誉教授授与規程､平成 18(2006)年 4 月 1 日から施行） 

  

(２)５－２の自己評価 

教員採用・昇任の方針は明確で、ほぼ規程に従って運用されている。しかし、大学

設置基準の改正の趣旨に十分対応できるまでには、一定の移行期間を要すると考える。 

 

(３)５－２の改善・向上方策（将来計画） 

法改正を含め、教員の採用、昇任に関わる新しい背景を理解し、更により適切な人

材育成、人材配置のための施策を準備する必要がある。現在試行中の人事改善プロジ

ェクトを合理的に展開させる。 

臨地実習の形態が異なるなど、学科ごとに教育研究環境にも異なりが生じているが、

学内業務への貢献など、職位別の業務ガイドラインを共有し、専門領域の状況を勘案

しながら柔軟に定着させていく。 

 

５－３ 教員の教育担当時間が適切であること。同時に、教員の教育研究活動を支援

する体制が整備されていること。 
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(１)５－３の事実の説明（現状） 

５－３－① 教育研究目的を達成するために、教員の教育担当時間が適切に配分され

ているか。 

教員の教育担当時間については、データ編の表 5-3 に示すとおりである。保健科学

部の 3 学科のうち 1 学科が学年進行中であること、また大学院兼担も開設 2 年目であ

ることから、その分、平均の時間数は低くなっている。 

完成年度を過ぎた平成 19(2007)年度より、教員別、科目別、開講状況（演習、実習

の開講形態）などの視点から、担当時間を自己点検・評価委員会と教務委員会の合同

業務として継続調査中である。平成 19(2007)年度から導入された「新カリキュラム」

との兼ね合いで、一時的に増減する科目が相当数あり、また臨地実習や卒業研究など、

担当時間の見積もりが単純でない科目もあり、「責任担当授業数」を導出するような

データを提供できていない。どのように合理的に平準化するか、また、説得力のある

分析の視点はどのようなものか、今後の合意形成の課題を明らかにしつつある。 

研究時間を確保する方途の適切性については、上述のような事情で授業時間担当に

関わる計量的な基準が未だ準備段階にあり、十分に検討されているとは言い難い。今

後はデータを蓄積しつつ、研究、研修、研鑽のための時間と業務の全体像とのバラン

スに配慮していく。現実的には、教員の異動やカリキュラムの改訂があり、単純には

経年的に比較することはできないであろうが、教育研究の成果、効果の検証という視

点からの教員評価が導入されることと対応して、他方で負担の公平感に対する教員の

要求は高まると考えられる。今後はデータ検討と吟味が必要である。 

 

５－３－② 教員の教育研究活動を支援するために、TA（Teaching Assistant）・RA

（Research Assistant）等が適切に活用されているか。 

平成 21(2009)年から大学院が開設されたことにより、人材確保の可能性が広がった。

このため、学部学生を SA(Student Assistant)として活用する具体的な業務内容につい

ての規程を作成し、平成 22(2010)年度から授業支援等に配置している。運用初年度の

試行的な側面もあり、教員 1 人が大規模クラスを担当することが多い学部共通開講科

目への配置を念頭に、教務委員会を代行して教養教育運営委員会が SA 配置の実務を

学務課と共に行っている。SA の配置にあたっては、学業の妨げにならないよう作業時

間を考慮すると共に、守秘義務や勤務条件について周知を徹底している。 

他方、情報処理教育、外国語教育に関連しては、開学当初より補助職員各 1 人を採

用し、LL/PC 室関連授業の支援を行っている。また、実習、演習の支援を行う教務嘱

託 11 人、臨地実習期間に支援を行う非常勤助手 39 人などが活用されている。 

多岐にわたる臨地実習施設関連の調整と移動などに由来する業務量の多さは、教育

研究そのものへの集中を妨げているだけでなく、学科間の交流にも障害となっている

と判断し、各学科に所属する事務担当の職員を平成 20(2008)年度から配置した。 

 

５－３－③ 教育研究目的を達成するための資源（研究費等）が、適切に配分されて

いるか。 
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本学では、研究費は実質的に、学内デュアルサポートシステム（基盤［経常］的研

究資金と競争的研究資金で構成される研究費のシステム）によって運用している。 

（ｲ）基盤的の額及び運用 

 教員個人が教育研究のために裁量できる研究費としては、一律支給される「研究及

び教育研鑽費（個人研究費）」がある（研究費：講師以上年額 30 万円・助教 20 万円、

研究旅費：年額 10 万円）。専任教員（教授、准教授、講師、助教）は、毎年度年間研

究計画書を申請することによって、個人研究費として、上記の研究費と研究旅費を、

職位に応じて一律支給される。個人研究費の研究費と研究旅費は流用可能である。年

度末に「研究及び教育研鑽費（個人研究費）実施報告書」を提出し、研究費を適切に

運用している。 

（ﾛ）学内の競争的研究助成の制度化の状況とその運用 

他方、専任教員が特定の研究テーマによって申請し、審査、採択を通じて配分され

る研究費（「学内研究費」と呼ぶ）がある。学内研究費は、「研究助成金」（総額は、

20 万円×講師以上在籍教員数）、「共同研究費」（研究 A：総額 100 万円、研究 B：

上限 25 万円×9 件）、「海外研修旅費」（上限 30 万円×5 件）及び平成 22(2010)年

度から新規加算された 500 万円から成る。学内研究費は研究費の効果的な配分を目的

とし、助成申請のあった研究内容を学術研究会議において審査・採択している。これ

らの学内研究費は毎年 2 月初旪までに提出する次年度研究計画書による申請などに基

づき、各研究分野の専門委員による審査を経て採択された研究に対して支給される。

研究成果は、3 月初旪の学内研究助成研究報告会での報告及び報告書並びに当該分野

の学会発表や学術雑誌投稿などを通じて学内外へ発表している。 

平成 22(2010)年度より、一定期間研究費等の重点配分を行い、研究及び教育の一層

の発展を図ることを目的として「熊本保健科学大学教育研究プログラム・拠点研究プ

ロジェクト」を設置し、大型研究の援助プログラムを開始した。初年度にあたる平成

22(2010)年度は、熊本保健科学大学 COE 研究（A タイプ、研究期間 2～3 年、研究費

額上限 500 万円／件）が 4 件、中核的研究を支援する C タイプ（研究期間 1～2 年、

研究費額上限 200 万円／件）が 7 件、若手研究者支援の D タイプ（研究期間 1 年、研

究費額上限 200 万円／件）が 10 件、人文・社会・基礎科学支援の E タイプ（研究期

間 1 年、研究費額上限 50 万円／件）1 件、特別枠の機動的プログラム・プロジェクト

支援（研究費額上限 200 万円／件）が 2 件採択されている。また、海外研修支援 8 件、

出版費用支援が 2 件あり、研究費の助成額総計は 25,290,000 円、実績額は 24,374,876

円であった。 

学内研究費は申請と審査を通じて支給されるものであり、申請による研究費の配分

は研究領域の異なりを反映することができ、公正な審査を経ることで相対的に多額の

研究費を得る分野が生ずることに合理性を与えている。平成 22(2010)年度からは、学

内の教員からなる教育・研究審査委員会の委員によって申請された研究テーマ採択の

可否を審議している。若手教員に手厚い傾向もある。 

また、平成 16(2004)年度より 10 月時点での研究の進捗管理報告を義務付けている。

事業によって断念ないし中断される場合、経過の説明と共に、研究費の返還を求めて

いる。 
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（ﾊ）研究状況 

平成 22(2010)年度の科学研究費補助金の新規の獲得状況は、26 件申請し 2 件採択(採

択率 7.7％)であった。その内訳は、衛生技術学科で 10 件申請し 1 件採択、看護学科で

3 件申請し 1 件採択、リハビリテーション学科で 12 件、助産別科で 1 件申請し採択な

しである。まだ申請数が尐なく、採択率も低いため、申請に関する書き方の指導など

のサポートを進め、申請数拡大とともに採択率アップを目指している。 

外部研究費の獲得に関する状況は、平成 22(2010)年度では、共同研究が継続分を含

め 4 件、受託研究は 1 件となっている。また、日本私立学校振興・共済事業団の学術

研究振興資金の贈呈を受けた「ニューロトキシン薬効発現機序の解明」、先端医療開

発特区（スーパー特区）に採択された「精神・神経の難病の克服に向けた医療品・医

療機器の開発」のメンバーなど、学内に指導的な研究者を擁している。 

また、学内の競争的研究助成（学内研究費）は、平成 22(2010)年度実績で衛生技術

学科 12 人 15 件採択、看護学科 1 人 1 件採択、リハビリテーション学科 10 人 15 件、

助産別科 1 人 1 件採択となっている。助成額総計は 25,290,000 円、実績額は 24,374,876

円で、昨年度の総計 16,892,250 円、実績額は 15,306,582 円より大幅に増加した。採

択された全ての研究テーマの成果は、年度末に開催された学内研究発表会で報告され、

平成 22 年度学内研究助成報告集にも掲載されている。 

（ﾆ）研究環境 

大学開学及び大学院研究科の設置に伴う設置準備プランに即し、保健科学専門領域

を主として、図書、機器備品等、相応の研究環境は配備されている。教員は、研究室

等、学内から『医学中央雑誌』『CiNii』や電子ジャーナルなど、また、学内外から、

『Medical Online』『Medline with Full Text』『CINAHL with Full Text』などの研究

情報検索データベースを利用するなど、インターネットを通じて国内外の研究機関に

よる研究成果にアクセスすることができる。 

専任教員研究室は、学部教員の個室（一部 2 人部屋）が 55 室（学長室、学部長室な

ど含む）あり、全て使用されている。内訳は、衛生技術学科 18 室、看護学科 23 室、

リハビリテーション学科は 14 室でこの他に、複数教員による共同の研究室が 5 室、ま

た各学科の合同教員研究室が各 1 室ある。各教員室には PC と学内 LAN、ダイヤルイ

ンシステムが配備されている。講師の一部と助教が入っている合同教員研究室は手狭

になっており、将来構想を含めて、新たな施設の対応が望まれるが、平成 22(2010)年

度言語聴覚学専攻開設と看護学科学生増に対応するため、新校舎 3 号館建設が始まり

改善が進められている。 

 教員の研究時間を確保する方途の適切性については、上述のように、授業時間担当

に関わる計量的な基準は準備段階にあり、「責任担当授業数」も定められておらず、

十分に検討されているとは言い難い。他方、教員には「自宅研修」が制度的に認めら

れており、所属長の許可を得て、自己裁量によって研究時間を調整できる仕組みがあ

る。 

研究活動の成果については、所属学会や研究会、専門分野の知見を深める研修会な

どへの発表、論文投稿などの他に、本学発行の『保健科学研究誌』への投稿ができる。

また、前身である短期大学時代の平成元(1989)年から各専任教員の研究業績を学外へ
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も開示しており、平成 15(2003)年度分からは『学園通信ぎんきょう』によって開示し

ている。研究活動の状況を学内の各教員が互いに認識し合うことも含め、教育研究の

促進に役立っていると考える。また ReaD に研究業績を掲載するようにしている。 

 

(２)５－３の自己評価 

 教育担当時間の適切な配分については、実態調査とそれに基づく合理的な配分基準

の検討中であり、「責任担当授業数」を導出するためのデータを整備中である。本学

のような医療系の教育課程に必要な尐人数単位の演習、技術指導、実験、実習など、

多人数の教員が参加する授業は、教科目数だけから担当時間や責任と業務負担を単純

に計ることはできず、今後更に検討と適切な配分の方法論を探る必要がある。  

研究面の充実も、より良い教育のために重要である。研究領域によって学会のあり

方なども大きく異なるが、本学に適した何らかの評価システムを導入すべきである。

研究業績の公表は切磋琢磨を促すものとして広く受け止められている。また、研究促

進に繋がる研究費配分を行うために、平成 22(2010)年度から教育研究プログラム・拠

点研究プロジェクトを開始したが、このプログラムが研究促進に繋がっているかどう

かを評価し、必要な改善をしなければならない。科研費を含め、学外からの研究資金

獲得は、分野によるバラツキが大きい。この点で一部の突出した研究者を除いて、研

究マインドの強化が望まれる。 

 

(３)５－３の改善・向上方策（将来計画） 

大学に対する社会的評価は、教育内容と共にその大学の研究者の研究業績に対して

も向けられる。大学全体の研究活動を活性化させ、よりよい成果を上げるためにも、

教員の教育研究業績評価に関連させた仕組みを構築する。 

他方、十分な研究時間もまた教員の切望するところである。業務のスリム化や短期、

中期、長期の研修期間の機会など、教員相互の協力体制と共に制度的に支援する仕組

みの導入を計る。 

大学院が開設されたことにより、TA の人材確保の可能性が広がった。今後、SA も

視野に入れて、具体的な業務内容についての規定を作成し、平成 22(2010)年度より募

集を始めた SA については業務内容を継続的に検討し、適正かつ効果的な活用を図る。  

 

５－４ 教員の教育研究活動を活性化するための取組みがなされていること。 

 

(１)５－４の事実の説明（現状） 

５－４－① 教育研究活動の向上のために、ＦＤ等組織的な取組みが適切になされて

いるか。 

全学的に教育指導方法の検討、改善を進めるため FD 推進委員会を設置している。

委員長は平成 17(2005)年度からは学部長に位置づけられているが、平成 19(2007)年度

から平成 22(2010)年度までは学部長が学長の兼務であったことから、教育担当副学長

が代行して全学的な運営を行ってきた。平成 23 年度からは新たに選出された学部長が

委員長として運営を行っている。 
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（ｲ）授業改善アンケートの実施 

学生による授業評価、及び教員相互の啓発を通して、大学の基本理念と教育目標に

基づいて質の高い授業が展開されているか、検証しつつ、課題を抽出し、改善案を次

年度の授業に反映させることを目指している。学生による授業評価とそのフィードバ

ックのサイクルについては、下の図 5-4-1 に示すとおりである。平成 22(2010)年度の

実施方法もこれと同様である。 

学生を対象に実施する「授業改善アンケート」は、全学でほぼ全ての授業を対象と

している（オムニバスで 4 コマ以下担当分、受講者数 9 人以下の授業を除く）。前期、

後期それぞれ、専任教員、兼任教員の担当科目について、各授業の最終回にアンケー

トを実施している。授業評価の質問項目は、FD 推進委員会の検討と学内提示を経て、

より目的に即した質問項目となるよう毎年見直しを行っているが、経年変化を見るこ

とも重視している。このほか、1 年次前期開講の尐人数セミナー（13 人×27 班程度）

については、異なる質問紙で調査を実施している。 

授業評価は従来より、質問紙の作成、印刷から集計まで外注することなく教職員の

手で行い、柔軟な運用を可能にしている。科目ごとに度数分布表を作成、入力データ

及び集計結果と自由記入のある質問紙を、当該セメスターの確定成績締切後、学務課

職員より各教員に返却する。また、質問の一つである「当該授業への総合的満足度」

については科目名を匿名にした上で全科目について選択肢ごとの割合を開示している。 

「総合的満足度」は必ずしも教育の成果を反映するわけではないが、他の質問項目

である「授業への関心」や「理解度」との間に全体として相関が見られる（相関係数

0.6 程度）ことから、代表的な指標として運用している。満足度の高い授業については  

科目名と担当者名を開示し、そのノウハウを教員が共有できるように、授業見学な

どを呼び掛けている。 

 

図 5-4-1 FD 授業改善アンケートによる教員の自己点検・評価 
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授業改善アンケート全体の結果（全科目の全回答を質問ごとに一括集計したもの）

は、学内教職員に対しては、前期分、後期分それぞれ学内用電子掲示板にて開示した。

総合的満足度の上位科目名（履修登録者数に対する回収率が 80％以上で、「満足」と

「どちらかといえば満足」の合計が 90%以上の科目）についても同様に、期間を限定

して学内用電子掲示板に開示した。また、全科目一括集計の結果は学生に対しても別

途、紙媒体で開示している。 

また、個々の授業科目の評価とは別に、大学に期待する授業や国家試験への意識な

ど、全般的な事柄についてもアンケート調査を実施している。対象は各学科の 1、2 年

次生で、実施は前期セメスターのみである。この結果は自由記入欄への書き込みも含

め、学内用電子掲示板で学内教職員に開示している。学生に対しては集計結果を授業

改善アンケートの結果と併せて紙媒体で開示している。 

授業改善アンケート結果への対応を授業担当者任せとせず、組織的に授業改善を推

進する方策として、学長、学部長（FD 推進委員長）、学科長は全てのアンケート結果
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にアクセス可能とする運用ルールを定めている。これら教育部門の管理職が必要と判

断した場合は、授業担当者との面談などフォローが行われる。 

平成 17(2005)年度後期からは授業改善アンケートの結果を踏まえた「授業改善計画」

の提出を教員に求めている。FD 推進委員が取りまとめ、学科別に整理したものを一定

期間学内用電子掲示板で学内教職員と学生に開示している。 

（ﾛ）学内研修会の実施 

開学以来、FD 研修会は全教員参加を旨として丸 1 日をかけて実施されている。平成

15(2003)年、16(2004)年度は統一テーマによるワークショップ形式、平成 17(2005)年、

18(2006)年度は外部講師による講演、演習を年 1 回行った。しかし、FD 研修会は本学

の研究教育に関する現実的な課題について、全学規模で学科横断的な意見交換や討論

を行える貴重な機会であり、これを全員参加の主要な企画と位置づけ、平成 19(2007)

年度からは、統一テーマによるワークショップ形式の研修会を年 2 回開催（最低 1 回

は参加）とした。 

平成 22(2010)年度の第１回 FD 研修会は 9 月に開催した。この回は日程の都合によ

り半日ずつ 2 日続けての開催という形になったが、約 50 人の教職員が参加し、アドミ

ッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーについて意見

を交わした。また、シラバスの表記を総合的に検証した。第 2 回 FD 研修会は 3 月に

開催した。FD 推進委員がこの年度末で 2 年の任期を終えることから、FD 活動の振り

返りと課題の整理を行った。また、外部講師を招聘し、聴覚に障害のある学生の修学

支援について、講演と質疑応答を行った。 

研修会記録は、毎回編集し、10 部程度の冊子体（平成 20(2008)年度版で A4 版全 88

ページ、平成 21(2009)年度版で A4 版全 85 ページ、平成 22(2010)年度版で A4 判全

78 ページ）を作成すると共に、学内用電子掲示板に全文を開示して、継続的な議論の

手だてとしている。 

（ﾊ）その他 

学士課程教育や初年次教育など、現代の大学教育に関する学外での研究会、研修会

などに FD 推進委員をはじめとし、関連する各委員会等から教員の参加を支援してい

る。 

大学教員は、近年の高等学校での履修形態の多様化及び教育内容の変化を十分に認

識できていないと推測されることから、本学で最も多く入学者のあった県立高等学校

で使用している教科書を全学年分全科目について揃え、教員全員が閲覧できるように

してきた。開学初年度では全教員の閲覧を確認した。2 年程度ごとに購入し、図書館

に配架し、学生も閲覧できるようにしている。  

 

５－４－② 教員の教育研究活動を活性化するための評価体制が整備され、適切に運

用されているか。 

 教員評価体制については、平成 18(2006)年組織された「熊本保健科学大学人事制度

改善プロジェクト」が検討を続けている。平成 22(2010)年 4 月の構成員は、学長、研

究担当副学長、事務局長、総務部長、総務課長及び各学科から 4 人の異なる職位の教

員、3 人の総務部員である。教員評価の本運用を視野に入れて平成 22(2010)年 9 月以
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降はプロジェクト体制を刷新し、学長、教育担当副学長、事務局長、１人の総務部員

とした。事務局職員については、試行を経て平成 20(2008)年から導入されたが、教員

については平成 23(2011)年度の運用開始を目指し、説明会とヒアリングを随時開催し

ている。 

 

(２)５－４の自己評価 

教員の教育研究活動を活性化するための取り組みとして、FD に関する組織的な取り

組みは様々な角度から、年々進展してきている。 

授業改善アンケート結果の公表においては、当該科目の「総合的満足度」を代表的

指標として用いていることもあって、ともすれば「学生に受けのよい授業」を奨励し

ているとの批判も受ける。学生による授業評価は言うまでもなく学生の主観に基づく

評価であって、授業に対する評価の全てではない。しかし「総合的満足度」をサイン

の一つとして、検討が必要と判断された科目については、学科長などの教育部門管理

職がその他の質問項目全体へ目配りし、当該科目担当教員との面談や改善策の検討を

開始する点で、授業の質の改善に結びつくシステムとして、負荷の大きいアンケート

実施を質の向上の実質につないでいる。 

また、個別科目を対象とするアンケートと別に実施される「全般型」からは、主に

自由記入から、カリキュラム運営、教育環境、施設設備などへ具体的な要望などが捉

えられ、全教職員及び学生の共通認識となること、具体的な対応に繋がるケースも多

いことなどは評価できる。 

アンケート結果は、授業見学や FD 研修会ワークショップへと繋いでいるが、教員

相互の啓発を図り、授業改善のシステムに統合していく工夫が更に必要である。 

 FD 研修会の年 2 回実施は、それぞれ長時間にわたり、忙しい教員の負担になってい

る面もあるが、延べ参加者数が教員数を上回る参加実績を得ていることは評価できる。

全学規模で教育に関するディスカッションを展開する機会は他にはなく、双方向的な

ワークショップ形式によって、学科を超えた議論や情報交換がなされること自体に意

味がある。全学が他学科の状況について認識を改め、配慮し合う、また全学的な教育

目標のベクトル合わせを確認するなどの、具体的には教授会、各委員会などで審議決

定される事項を考えていく共通の基盤を形成する機能も果たしている。平成 22(2010)

年度第 1 回 FD 研修会ワークショップで行ったシラバスの検証結果は、平成 23(2011)

年度シラバスの作成に反映させるため教務委員会へ引き継がれており、フィードバッ

クも機能している。 

 教員の教育研究活動を活性化する評価体制については、ヒアリングも経ながら試行

が続けられている。施行の進展に伴い、具体的レベルでの合意形成が課題となってき

ている。 

 

(３)５－４の改善・向上方策（将来計画） 

授業改善アンケート対象科目数と延べ回答者数の更なる増加が見込まれるため、従

来どおり業者委託をしない方針で臨むなら、作業の合理化と負荷分散のための更なる

工夫、実施スケジュールの管理方法を再検討する。実施形態が定着してきていること
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から、授業アンケートの業務マニュアルを整備していく。 

授業改善アンケートは学内に定着しつつあるが、回を重ねるごとに学生の「アンケ

ート慣れ」や「アンケート離れ」も生じると思われる。よって、真摯な回答を得るた

めには継続的な動機づけが必要である。そのために重要なのは教員と学生の双方向性

を確保することであり、具体的には集計結果の開示とそれに対する大学側の説明を丁

寧に行うことである。集計結果等の開示方法については、学内のネットワークシステ

ムがより有効に活用されるよう、見直しを進める。 

最近の学生の動向に合わせた特別講演の企画、他大学の優れた事例や大学をめぐる

新しい情勢についての情報提供をする。 

教員評価については、本学の基本理念、教育目標を実現するための改善、向上の方

策として、どのような方法がふさわしいか、平成 21(2009)年 12 月の機関別評価受審

を機会に、方法論とプロジェクト体制を見直し、説明と試行を重ねてきた。平成

23(2011)年度から本運用に移行すると共に、改善を重ねていく。 

 

 

【基準５の自己評価】 

教育課程を遂行するための教員数は確保され、構成も適切である。教員の採用、昇

任については、教員人事委員会が規程を適切に運用している。 

教員の授業時間については、実習の多い医療系学部としては概ね適切であると考え

ているが、今後負担の平準化を検討していくと共に、TA などの導入によって、よりよ

い教育研究環境を実現する必要がある。 

研究活動と研究費については、「研究及び教育研鑽費」「旅費」共に、十分とは言

えないが、学内申請による研究費の配分制度を利用することができるなど、相応の措

置がなされていると考える。科研費を含む外部資金による競争的研究費獲得について

も、大学の規模からすれば妥当な水準に達していると考える。 

 

【基準５の改善・向上方策（将来計画）】 

教員の研究活動を活性化させ、研究能力の向上に資する仕組みの構築が求められる。

そのためにも「責任担当時間数」の設定などを含めて、教育研究活動を支援する仕組

みにつなぎ、合理的な教員評価システムの導入と整備をすすめる。 

教育の質の向上については、とりわけ FD 活動を通じた点検結果の活用を、授業見

学や学内研修会のワークショップへと繋ぎ、更に具体的な改善へと結合させる。  

 



熊本保健科学大学 

66 

 

基準６ 職員 

６－１ 職員の組織編制の基本視点及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、か

つ適切に運営されていること。 

 

(１)６－１の事実の説明（現状） 

６－１－① 大学の目的を達成するために必要な職員が確保され、適切に配置されて

いるか。 

本学園の事務組織は、下記（図 6-1-1）に示すとおり、法人事務局は 2 課、大学事務

局では、1 部 7 課、2 センター体制で運営している。 

 

図 6-1-1 学校法人銀杏学園事務組織  

 

事務組織は、法人組織と大学組織とで構成している。法人組織は、法人局長、及び

経理課と総務課の 2 課の体制である。大学組織は、大学事務局長、総務部長の下に 7

課と 2 センターがあり、事務分掌規程に沿って、大学の運営、教育、研究の支援スタ

ッフとして教学部門と連携して学生支援活動を展開している。平成 22（2010）年 8 月

に人事課、環境施設管理課、実習病院支援センターを新たに設置し、業務の分業、効

率化を図っている。 

本学では、各課長及びセンター長が業務の責任者であり、関連部署と協議を密に行

いながら、事業計画、予算に基づいて業務を執行している。また、事務部門管理職会

議を定例（月曜日）で開催し、情報の共有化とベクトル合わせを行って、業務に齟齬



熊本保健科学大学 

67 

 

のないよう図っている。 

職員数は 53 人であり、うち正職員は 49.4％となっている（表 6-1-1）。 

 

表 6-1-1 職員数 

 

 正職員 嘱託 
パート 

（ｱﾙﾊﾞｲﾄも含む） 
派遣 合計 

人数 26 15 9 7 56 

% 44.6% 26.8% 16.1% 12.5% 100.0% 

 

男女の構成比は男性 17人、女性 39人で、女性が多く、年齢構成は 20 代 12人 21.4％、

30 代 15 人 26.8％、40 代 12 人 21.4％、50 代 9 人 16.1％60 代 8 人 14.3％となってい

る（表 6-1-2）。 

 

表 6-1-2 職員構成 （平成 23(2011)年 5 月 1 日現在） 

 

 

６－１－② 職員の採用・昇任・異動の方針が明確にされているか。 

６－１－③ 職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運

用されているか。 

職員の処遇については、就業規則などの規程のなかで定めている。本学は人事院勧

告に基づく国家公務員俸給表を採用し、教職員の採用時における職級、号数のプロッ

トは、規程に基づき運用している。 

大学教職員の人事評価制度導入の過程にある。事務職員に関しては、職員人事評定

制度規程に基づき、平成 20(2008)年 4 月より職員人事制度を導入し、平成 20(2008)

年 10 月に第 1 回目の評価を実施。平成 22（2010）年 10 月には第 3 回目を実施した。

人事評定後、評定表、人材育成計画シートを基に面接を実施し、評定結果の説明、今

後の目標について上司と部下が話し合いを行った。評定結果は平成 23(2011)年 4 月の

昇給に反映されている。職員の昇任についての基準は、平成 20(2008)年 4 月より導入

した。また、事務職員のモラールの向上と職務遂行能力の向上のために人事異動を実

施している。 

これまで、職員の定期的な採用は実施していなかったが、本学の運営、管理、事務
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の状況を考慮し、課長以上によって構成される事務部門管理職会議において採用計画

を作成し、稟議によって承認を得たのち、職務遂行能力を判断して随時選考採用して

いる。大学の収容定員増等に伴う業務量の増大を勘案し、平成 23 年 4 月に事務職員を

1 名新規採用した。 

 

(２)６－１の自己評価 

職員の組織編制の基本視点及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、かつ適切

に運営されている。 

事務組織については、事務分掌規程によりながらも、時代のニーズに迅速に対応す

るための編成を柔軟に行う必要がある。平成 19(2007)年より新たに編成された「就職

支援センター」はその一例である。学科増による学生及び教員の増加や大学院開設に

伴う勤務体制の変更など、年ごとに新たな課題が生じているが、事務部門年次事業計

画によって、各部課の業務目標を明確にし、目標をほぼ達成している。平成 22（2010）

年 8 月には、総務課業務の顕著な多種・多様化に対応するため、総務課を、総務課、

人事課、環境施設管理課に分割し、業務を明確化するとともに業務効率を図った。人

事制度導入により、職員の配置の適切性も高まった。人事の活性化のためのローテー

ションも実施し、異動に関しても適切に運用している。 

 

(３)６－１の改善・向上方策（将来計画） 

一人が二つ以上の業務を達成できることを目標とし、引き続き事務職員の活性化の

ためのローテーションを実施する。 

毎日朝礼を実施し、職員の意識向上を図ると共に、大学を取り巻く状況の報告、本

学の運営状況の報告、事務局運営方針の伝達などを通じて情報の共有化、ベクトルの

一致を図る。 

 

６－２ 職員の資質・能力の向上のための取組み（ＳＤ等）がなされていること。 

 

(１)６－２の事実の説明（現状） 

６－２－① 職員の資質・能力の向上のための研修、ＳＤ等の取組みが適切になされ

ているか。 

職員の職務遂行能力向上と、常に問題意識を持ち続け積極的な改善提案ができる人

材を育成するために、研修会などの受講を奨励している。文部科学省、日本私立学校

振興共済事業団、日本私立大学協会など関連団体などの関係機関などが開催する機能

別研修会に職員を参加させ、職員のスキルアップ、資質の向上を図っている。 

 平成 20(2008)年 12 月には、主任・係長クラス研修を実施した。主任、係長クラス

は職場の要であることからこのクラスを中心に Off-JT として今後も研修を計画する。 

階層別の研修の他、職員の資質能力向上のため業務改善をテーマした機能別研修を熊

本市内 3 大学の合同研修として、平成 22(2010)年 10 月に実施した。このことによっ

て事務職員のレベルアップを図り、これを SD(Staff Development)の一環とする。 
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(２)６－２の自己評価 

職員の資質の向上は大学運営において重要な課題と認識している。人材育成のため

の研修は積極的に受けさせ、職務遂行能力向上と、常に問題意識を持ち続け積極的な

改善提案ができる人材を大学は求めていることを示してきた。単に受講するだけでな

く、その結果が日常の職務に反映されているかを検証することが肝要である。職員人

事評定制度との連携によって実質を上げる仕組みはできつつある。 

 

(３)６－２の改善・向上方策（将来計画） 

職員の資質の向上を重要な課題と認識し、研修やその結果の検証を充実させる。 

SD の一環として、今後も主任、係長クラスのフォローアップ研修を継続実施し、総

合力の向上を図る。また、機能別研修会に職員を参加させ職員の職務遂行能力向上や

問題意識を持ち続け積極的な改善提案ができる人材を育成するために、研修会などの

受講を奨励しいく。さらに、公募において新規採用者を雇用し、業務負荷の改善や職

員の活性化を図っていく。 

 

６－３ 大学の教育研究支援のための事務体制が構築されていること。 

 

(１)６－３の事実の説明（現状） 

６－３－① 教育研究支援のための事務体制が構築され、適切に機能しているか。 

本学事務組織は、教育、研究を支援する組織として位置づけられている。各部課は、

業務特性に応じて、学生支援、教学、研究のサポート、保護者への対応、同窓会、臨

地実習先との連携など、本学の利害関係者に対する窓口として機能している。 

総務課では、法人関係事務のほか、教職員の就業管理、福利厚生、施設管理、購買、

その他について取り扱っている。また臨地実習時のバス運行、個人情報やハラスメン

ト防止に関する事項について取り扱っている。  

人事課では、教職員の人事、給与、研修、私立大学退職金財団等について取り扱っ

ている。 

環境施設管理課では、土地、施設・設備並びに車輛等の取得処分及び拡充整備計画

等、施設管理に関する事項について取り扱っている。 

学務課では、学籍の管理、時間割、教室割などの授業運営事務、学生便覧、シラバ

スの冊子作成、成績管理、非常勤講師、臨地実習施設への対応など教務に関する事項

と、学生の課外活動や、学生の行事、学生相談、保護者及び保証人との連絡、学生の

生活指導、証明書発行、後援会対応などの学生支援に関する事項を取り扱っている。  

入試広報課では、進学説明会や高校訪問などの学生募集、入学試験、各種入学試験

の資料作成に関する事項、また入試に関する広報についての事項を取り扱っている。 

就職支援センターでは、キャリアデザイン教育、就職の相談、就職試験や事務処理、

就職関係印刷物の刊行、就職関係調査並びに統計資料の作成、就職関係情報管理に関

する事項を取り扱っている。 

実習病院支援センターでは、実習施設の確保・開拓・サポート、学科横断的な実習

施設との調整に関する事項について取り扱っている。 
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経理課では、法人関係事務のほか、予算編成執行及び決算に関すること、給与に関

すること、研究費の管理に関すること、学生納付金などの徴収に関する事項などを取

り扱っている。 

企画課では、大学の将来計画の立案、教育研究制度の調査、研究費申請の援助、官

公庁への届出及び報告、大学補助活動事業の企画、立案、自己点検・評価に関する事

項、学術研究部に関する事項を取り扱っている。 

学生数の増加に伴い事務部門の業務量も増加しているが、業務改善で対応している。

しかし、あるレベルからは人員増で対応していく。 

また、各委員会事務局業務などの教学支援の事務部門の業務や、学生のクラブ活動

や学園祭など積極的な学生支援が適切に遂行されている。  

1 号館、2 号館、平成 23 年 3 月竣工の 3 号館を含めた施設設備の維持管理は適切に

実施されている。 

なお、職員で対応できない警備や清掃、空調などの設備管理、レストランなど特殊

業務については、外部委託している。 

 

(２)６－３の自己評価 

学生、教職員が増加するなか、教育研究支援のための事務体制は的確に構築されつ

つあると評価する。しかし、今日の大学を取り巻く厳しい状況から考えれば更なる進

化と実績が必要である。 

 

(３)６－３の改善・向上方策（将来計画） 

教育研究支援のための事務体制はさらなる向上を目指す。  

職員のスキル向上のために Off-JT の研修を実施し、教育の質的向上に関して提言で

きるようにする。 

尐人数教育の実施、到達度別教育の実施に向けた提言や協力ができる職員の養成を

図る。 

学生が自分の目標を見失うことなく、充実した大学生活を送れるように教員と連携

し、生活指導を行う。 

本学は医療系の資格取得を前提とする医療専門職の育成を目標とした大学であるこ

とから、国家試験の合格に関して、勉学の環境整備などの支援を更に充実させ、教員

と連携し、教育目標達成に協力する。 

研究支援の一環として、研究の成果物である学会発表、論文などの目録を整備、保

管する。さらに、本学の財産となる、研究の成果として得られた知的財産の管理や社

会への還元に関して、スタッフのスキルを向上させ現実的な成果に繋ぐ。 

 FD 活動に事務職員も積極的に参加し、FD 活動が全学的な取り組みであることを強

く認識する。さらに、FD 活動の成果が単なるイベントとして終わるのではなく、FD

活動を通じて問題点を整理し、これへの対応を確認し、この対応が成果をあげたかを

検証し、更なる目標を設定して上昇していく活動になることを支援する。結果として

教育の質的向上に貢献する。 
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【基準６の自己評価】 

平成 20(2008)年 4 月から導入の人事評価制度を事務職員の資質の向上、モラールの

向上のために適切に運用している。人事制度の改善、ローテーションの実施、FD 活動

への積極的参加、SD 活動の計画などを実施し、職員の資質向上と教育支援を図る体制

の構築はできている。大学事務職員の質的向上は大学のイノベーションに不可欠であ

る。以上を継続的に運用することが重要であり、今後も内容をより充実させたものに

していく。 

 

 

【基準６の改善・向上方策（将来計画）】 

事務職員の能力向上のためにローテーションを引き続き積極的に実施する。中核職

員の能力向上のために階層別研修を行う。さらに将来は階層別、機能別研修を実施し、

職員の資質向上を図る。本学外での留学研修なども検討する。また、FD 活動に積極的

に参加し、教育を自分の問題として引き寄せ、議論に積極的に参加できる職員を育成

する。 
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基準７ 管理運営 

７－１ 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備さ

れており、適切に機能していること。 

 

(１)７－１の事実の説明（現状） 

７－１－① 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整

備され、適切に機能しているか。 

本学の設置者は学校法人銀杏学園である。管理運営体制は概ね下記に示す図 7-1-1

のとおりである。 

本学の管理運営は、『学校法人銀杏学園寄附行為』及び『規程集』に収められた「学

校法人銀杏学園 就業規則」「学校法人銀杏学園 組織運営規程」「学校法人銀杏学園 

事務分掌規程」などの諸規程と、「熊本保健科学大学 事務分掌規程」、「熊本保健科学

大学 学則」「熊本保健科学大学 大学院学則」「熊本保健科学大学 助産別科規程」

など教育研究組織の管理運営に関わる多くの諸規程に従って運営されている。本法人

の最高意思決定機関は理事会である。また、理事長は法人を代表し、業務を総理する。  

定例の理事会は年 4 回開催され、決算、補正予算、予算、寄附行為変更、法人関係

規則変更、学則変更、事業実績、事業計画、寄附行為に定められた理事及び評議員の

選任、その他重要事項について審議している。 

理事長は、予算や事業計画を決定する際には、予め評議員会の意見を聞き、決算や

事業実績については、評議員会に報告し意見を求めている。 

定例の評議員会は年 2 回開催され、寄附行為に定められた事項について諮問に答え、

もしくは意見を述べている。 

これらの業務のいずれも、「学校法人銀杏学園寄附行為」に則って行われている。  

設置者である法人と大学の管理運営に関する連携については、理事会の意思決定が

適切になされるよう、大学は、適切な現状の把握と課題の発見、改善のための提案な

ど、本学の特徴である下記の 3 機関で審議・決定し、理事会へ上申している。  

1 大学の管理運営に係る意思決定の審議は大学運営協議会が担当する。 

2 教育に係る意思決定の審議は､教授会が担当する。 

3 学術研究に係る意思決定の審議は、学術研究会議が担当する。 

大学運営協議会、教授会は原則として月 1 回、学術研究会議は原則として年４回開

催され、必要に応じ臨時会議が開催されている。 

大学運営協議会、教授会、学術研究会議は、その目的に応じ、下部組織として各種

委員会を設置している。各委員会は、その目的の遂行のために検討協議を行い、上位

機関の審議承認を受ける事としている。運営については、各規程に内容が定められ、

年度計画に従って実施されている。 

このように、学校法人の管理運営体制については、大学の目的を達成するために、

各協議機関が設置され、それぞれの役割が遂行され、適切に機能している。 
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図 7-1-1 学校法人銀杏学園 運営組織図 

 

７－１－② 管理運営に関わる役員等の選考や採用に関する規程が明確に示されてい

るか。 

理事の定数は、「学校法人銀杏学園寄附行為」第 5 条に定められており、理事は、9

人以上 13 人以内（現員：12 人）である。理事のうち 1 人を理事長として、理事総数

の過半数の議決により選任する。 

理事の選任区分は、寄附行為第 6 条に定められており、「熊本保健科学大学学長」（1

号理事）、「評議員のうちから評議員会において選任（この法人の教員で評議員に選任

された者 1 人以上を含むこと。）した者 4 人以上 6 人以内」（2 号理事）、「学識経験者

のうちから理事会において選任した者 4 人以上 6 人以内」（3 号理事）とされる。平成

23(2011)年 5 月現在では 1 号理事は 1 人、2 号理事 5 人、3 号理事 6 人の計 12 人であ

る。 

監事については、寄附行為第 7 条によって、「この法人の理事、職員又は評議員以外

の者から理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長

が選任する」としている。任期は理事、監事いずれも 2 年である。 

評議員会については、寄附行為第 19 条から 25 条に定められており、評議員定数は、

19 人以上 27 人以内（現員：25 人）である。諮問事項として寄附行為第 21 条によっ

て、次の各号に掲げる事項については、理事長は、予め評議員会の意見を聞かなけれ

ばならないと定められている。 
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1 予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）

及び基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 

2 事業計画 

3 予算外の重要なる義務の負担又は権利の放棄 

4 寄附行為の変更 

5 合併 

6 目的たる事業の成功不能に因る解散 

7 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産の帰属者の

選定 

8 収益事業に関する重要事項 

9 寄附金品の募集に関すること 

10 その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項 

 

評議員の選任区分は、寄附行為第 23 条に定められており、「法人の職員で理事会に

おいて推薦された者のうちから評議員会において選任した者 4 人以上 6 人以内」（1 号

評議員）、「法人が設置する学校を卒業した者で、年令が 25 才以上の者のうちから、理

事会において選任した者 3 人以上 5 人以内」（2 号評議員）、「学識経験者（職員及びこ

の法人の設置する学校を卒業した者を除く。）のうちから、理事会において選任した者

12 人以上 16 人以内」（3 号評議員）とされる。平成 23(2011)年 5 月現在では 1 号評議

員は 6 人、2 号評議員 4 人、3 号評議員 15 人の計 25 人である。  

学長は「学長選考規程」により、理事長の推薦に基づき、理事会において審議、決

定する。学長は教職員を統括し、大学を代表し、設置者である学校法人理事長と共に

大学運営にあたる。 

また、副学長、学術研究部長、図書館長の指名権を有している。学長は外部に対し

ては｢大学｣を代表し、学内にあっては教育研究に関わる大学の統括的執行、管理を行

う責任を有している。また、大学において計画し、立案され、審議された事項を理事

会に提出する立場と、法人の理事として意思決定に加わり法人の経営管理の責任を分

担し、法人と大学間の合意形成の役割を果たしている。 

 

(２)７－１の自己評価 

大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備されてお

り、適切に機能している。 

理事会、評議員会の役員等の選考や採用に関する規程は｢学校法人銀杏学園寄附行

為｣に明確に示されており、理事会、評議員会は、寄附行為に基づき大学運営に係る案

件、役員の選任や解任及び退任について適正に審議決定している。 

大学の運営実務は大学運営協議会、教授会、学術研究会議で議決、審議、諮問、報

告し、議事録などを学内に開示し、運営計画の透明性や適切性、円滑化を図っている。  

予算、決算をはじめとする資金の適切な管理運営を図るために、公認会計士による

監査が延べ 44 人の体制で実施され、このなかで、外部からの補助金、研究資金の透明

性の確保にも努めている。また、内部監査や、監査役による業務監査も適宜実施され
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ている。 

大学運営協議会、教授会は原則として月 1 回、学術研究会議は年４回開催され、必

要に応じ臨時が開催されている。大学運営協議会には、法人局長、事務局長、総務部

長が委員として出席し、教授会には事務局長、総務部長、関連部署の課長が陪席し、

必要な事項については、所属職員にも周知を図ることができる体制となっている。さ

らに事務部門部課長会議は原則として週 1 回実施されて情報の共有化に務めている。 

  

(３)７－１の改善・向上方策（将来計画） 

本学の目的を達成するために、更なる管理体制の整備と充実を図っていく。 

今後の大学を取り巻く状況の変化に迅速に対応できる体制を志向する。 

 

７－２ 管理部門と教学部門の連携が適切になされていること。 

 

(１)７－２の事実の説明（現状） 

７－２－① 管理部門と教学部門の連携が適切になされているか。 

基準 2 で述べたとおり、本学の学部及び別科に共通する大学全体の運営、管理に関

する組織として、大学運営協議会がある。平成 23 年 5 月 1 日現在では会議の構成員は、

教学部門から、学長、副学長 2 人（兼）、学部長、学術研究部長、図書館長（兼）、各

学科長、共通教育センター長（以上 8 人は教授会のメンバーでもある）、研究科長（兼）、

助産別科長、キャリア教育センター長（兼）、事務部門管理職から、法人局長、事務局

長が加わり、全員で 11 人である。このうち学長、副学長 2 人は学園の理事・評議員、

学部長、法人局長、事務局長は学園の評議員である。 

大学の運営は、理事長及び学長による指針に基づき、各部門の検討を経て案が策定

され、理事会の承認を得た「中期目標・中期計画」をもとに展開される。平成 22(2010)

年度の例では、第 2 期「中期目標・中期計画」に基づいて、各部門、各委員会が策定

する平成 22(2010)年度事業計画案が、それぞれの上位組織で審議し承認され、最終的

には平成 22(2010)年 3 月の理事会において承認された。同様に、平成 22(2010)年度の

事業報告書が、各部門の検討を経て平成 23年度 5月の理事会に報告され、承認された。 

また、各委員会には原則として事務部門選出の委員枠が設けられており、この点に

おいても、管理部門と教学部門の連携をとりやすい体制となっている。 

以上のような仕組みによって、単年度の運営が中期計画に基づくものであることが、

統合的な視点から、教授会、大学運営協議会、理事会などにおいて検討、承認され、

点検、評価される。いずれも学内用電子掲示板を通じて教職員はいつでも閲覧できる。

それによって、互いの活動を視野に入れて、全体として効果的に運営できる体制にな

っている。 

 

(２)７－２の自己評価 

管理部門と教学部門の連携は適切になされている。 

本学における管理部門と教学部門の連携は、毎月開催されている大学運営協議会、

各委員会の協議を通して行われている。 
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また、理事会に、学長及び教学部門の代表者である教授 2 人（副学長）が理事とし

て出席し、意思決定に参画している。 

さらに 4 月 1 日、年末、年始など、年数回開催される全教職員対象の集まりにおい

て、理事長、学長の指針が述べられている。以上のように管理部門と教学部門の連携

が図られている。 

 

(３)７－２の改善・向上方策（将来計画） 

 管理部門と教学部門の連携体制を今後も維持すると共に、大学規模の拡大などに対

応できる体制を構築する。 

 

７－３ 自己点検・評価のための恒常的な体制が確立され、かつその結果を教育研究

をはじめ大学運営の改善・向上につなげる仕組みが構築されていること。 

 

 (１)７－３の事実の説明（現状） 

７－３－① 教育研究活動をはじめ大学運営の改善・向上を図るために、自己点検・

評価の恒常的な実施体制が整えられているか。 

本学の自己点検・評価活動は、「学則」第 2 条及び「熊本保健科学大学 自己点検・

評価に関する規程」によって規定される。 

自己点検・評価は、毎年度、基本的に、二つの側面からなされている。  

一つは、「中期計画・中期目標」に応じて学内各組織が策定する、単年度事業計画に

対する当該各組織の事業報告として現状確認がなされ、教授会、大学運営協議会など

を経て、決算報告と共に、理事会（5 月）に報告される側面である。これらの計画書

や報告書は全て、学内用電子掲示板でいつでも参照できる。 

もう一つは、そのような年次事業報告書も踏まえつつ、第三者評価機関の基準項目

に沿って、現状の点検を行い、評価及び改善案をとりまとめ、それらを自己点検・評

価報告書として作成するにいたる側面である。 

前者と後者は連動しているが、主として後者に関わる活動を自己点検・評価委員会

が担当している。 

委員会の構成は、学長、学長が指名する専任教員 2 人、大学事務局長、各学科から

選出された専任の教授各 1 人、共通教育センターから選出された専任教員１名、研究

科から選出された専任の教授 1 人、事務部門より選出された者 1 人、その他学長が必

要と認めた者となっており、全学の状況を点検評価の場に引き出す機能をもつ構成と

なっている。現状の把握、点検、評価の実施、改善策の提示などを、学内のそれぞれ

ふさわしい部署との共同によってとりまとめ、上記報告書を作成する。これに対して、

下記の表 7-3-1 に示す自己点検・評価責任者は、目標の設定や改善策を実施する方向

で活動する権能を有する担当者である。 
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 表 7-3-1 自己点検・評価責任者 

大学に関する事項 学長・副学長・学部長・学術研究部長 

学部・学科に関する事項 学部長・学科長・共通教育センター長 

研究科に関する事項 研究科長 

別科に関する事項 別科長 

総務部に関する事項 事務局長 

図書館に関する事項 図書館長 

 

委員会は、平成 15(2003)年の開学以来尐しずつ形態を変えながらも、毎年度「自己

点検・評価報告書」を取りまとめてきた。平成 15(2003)年度版は、大学基準協会の基

準項目を参考にして作成し、学内外の関係各所に配付した。平成 16(2004)年度からは、

日本高等教育評価機構の基準項目に対応する視点から、自己点検・評価報告書を作成

している。 

通常年度は、簡易冊子として保管し、学内用電子掲示板で公開し、個別に提示の求

めがあった場合にそれぞれ対応している。また、5 年程度を目安に、印刷製本し、外

部へ配付している。昨年度は、『自己点検・評価報告書 平成 21 年度（2009 年度）』

を印刷製本の上、学外諸機関に配付した。 

自己点検・評価は、学部、学科、委員会、事務部門各課など、学内の各組織から提

出される年次別事業報告書や資料の提供を前提としてなされている点で、全学的な取

り組みとして位置づけられると共に、各部局の戦略の策定や展開に活かされている。 

また教育研究改善の取組みとして実施されている学生対象の授業改善アンケート、

就職支援や国家試験対策その他、教育内容や教育環境に関するアンケートの結果など

も自己点検の材料として利用されており、大学の運営に反映されている。 

 

７－３－② 自己点検・評価の結果を教育研究をはじめ大学運営の改善・向上につな

げる仕組みが構築され、かつ適切に機能しているか。 

大学全体として、自己点検・評価は継続的に実施されており、その結果は大学の運

営に反映させている。上に述べたように、自己点検・評価責任者として、各分野の運

営責任者が、改善策の実施を視野に入れて、業務計画の策定や進捗を考慮しなければ

ならないシステムを構築しているからである。 

この機能については両側面があると考える。例として、平成 21(2009)年度の自己点

検・評価活動について見るなら、それが指摘する問題点と改善策が平成 22(2010)年度

の教学､管理部門双方の運営に反映さているかという点で、次の両側面がある。 

年次事業報告書（平成 21(2009)年度版）の完成は、当然、平成 22(2010)年度の事業

計画書作成よりも 1 カ月程度、後になる。この報告書自体も資料とする自己点検・評

価報告書の完成は更に遅く、ほぼ 1 年近く遅れる。このタイムラグは、一見、PDCA(plan, 

do, check, action)サイクルを非効率なものにしているようであり、実際そうであるケ

ースもあるが、他方、自己点検・評価報告書作成の過程は長く、データの確認や文章

の回覧などの過程で、それぞれの部署で浸透していく時間の経過も意味がないわけで

はない。その間に実際的な対応が検討され、着手され、試行されることが多い。その
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点では、このような自己点検・評価活動を継続すること自体が組織としての自律を促

進する契機となっていると評価できる。 

他方、結果を年度ごとの事業計画へ落とし込み､改善へと結合するシステムとしては、

上述の本質的なタイムラグは解消されるべきものである。点検評価結果として上がっ

てきても、上述のような事前対応に掬い取られないままの事項の方は、「報告」で完

結してしまい、その後の管理体制の改良、改善に結合しないままに置き去りにされが

ちだからである。 

  

７－３－③ 自己点検・評価の結果が学内外に適切に公表されているか。 

先述のように、学内に対しては、毎年度分を簡易冊子の学内保管とともに、学内用

電子掲示板で学内開示している。印刷配布分については、平成 15(2003)年度版は印刷

製本（総ページ数 228）し、学内外の関係各所に配付した（365 カ所）。平成 19(2007)

年度版を学内外(317 カ所)に配布している。また、平成 22 年度は、『自己点検・評価報

告書 平成 21 年度（2009 年度）』として印刷製本版および CD-ROM 版を作成し、本

学教職員のほか、本学の役員、母体企業、日本高等教育評価機構の会員校、県内の大

学・短大・高等専門学校などに配付した。平成 22 年度版の『自己点検・評価報告書』

は、別途簡易製本冊子と電子掲示板学内開示を行っている。 

本学は、財団法人日本高等教育評価機構(jihee)に平成 21(2009)年度の評価を受審し、

(全 11 基準のもとに 32 基準項目 68 視点の記述、56 種のデータ、62 種の資料)、条件

なしの「認定」で、しかも各基準項目では多くの点に高い評価を頂くことができた。（以

下の通り：「優れた点 公表された 7 点を含め計 23 点」「改善を要する点 なし」「参

考意見 公表なし 9 点」）これらの記録は、本学のホームページだけでなく評価機構の

ホームページとのリンクによって、『熊本保健科学大学自己評価報告書・本編』（全 115

ページ）および「大学機関別認証評価評価報告書」（日本高等教育評価機構平成 22(2010)

年 3 月）を通じて、認定期間（7 年間）のあいだ、全国(世界中)どこからでも見ること

ができる仕組みである。 

 

(２)７－３の自己評価 

自己点検・評価のための恒常的な体制は確立され、かつその結果を教育研究をはじ

め大学運営の改善・向上につなげる仕組みは構築され、機能している。 

大学全体として、自己点検・評価は毎年継続的に実施されており、その結果につい

ても毎年学内開示すると共に、大学の運営に反映させている。改善・向上方策の殆ど

について、具体的な取り組みがなされている。5 年程度を目処に印刷製本して公表し

ている点は本学の規模から適当であると考える。しかし、今後は、ホームページでの

年次公表を開始すべきである。 

 平成20(2008)年度には、認証評価受審を視野に入れて、全学で自己点検・評価を実

施するため、リエゾンオフィスを中心に、自己点検評価及び認証評価制度に関する事

項の浸透を目的とした会議や協力体制の構築を図った。公的な認定評価機関による、

一律の基準に基づきながらの点検と評価は、自己完結型ではどうしても偏りがちな視

線を拡げ、多様な視点から見直すことへと導くものであった。リエゾンオフィスは一
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旦解散したが、第2クールの認証評価を視野に入れながら、自己点検評価体制の充実は

継続的に進められている。 

 また、学生対象の授業改善アンケートなどについては、教育研究改善を図るために

有効に生かされている。 

 

(３)７－３の改善・向上方策（将来計画） 

全学的な体制として、委員会組織においては、計画立案部門と点検評価部門とを明

確に区別する方向で体制と規程が構築されている。計画立案と実施部門は大学運営協

議会と教授会、学術研究部である。実績を点検評価する自己点検・評価委員会は、立

案、実行部門と区別される必要がある。それが基本的な方向である。同時に実行責任

部署は自己点検・評価委員会の報告を受けて、自己点検結果を、各部局、委員会の事

業計画に反映させPDCAのサイクルを充分にまわしていくことが今後の課題である。  

この体制を、着実に定着させ、大学の発展に寄与する充実した組織にするために、

自己点検・評価委員会の点検評価能力の質を向上させること、具体的には、第三者評

価レベルで全国的な視野に立って自己評価できるだけの情報力と判断力を委員会に求

め得る体制を作ることが必要である。現在の単年度型自己点検作業スパンを見直し、

調査や分析にかける時間を確保していく。 

他方、迅速な対応が必要な年次対応の PDCA サイクルを実現するために、事業計画

責任者と報告責任者（各委員長など）の間で、年度を超えて継続する問題を共有でき

るような共通理解のシステムを確立する必要がある。 

 

 

【基準７の自己評価】 

 本学の基本理念や教育目標を達成するためには、管理運営体制の整備と機能的な運

営が必要不可欠である。大学設置者である法人の組織運営体制、運営方針が明確であ

り、大学の教育研究組織と連携をもって推進していくことが重要である。平成20(2008)

年度から理事会の定例開催を4回に増やし、更なる管理体制の整備と機能的な運営を図

った。 

本学の運営上の特色である大学運営協議会、教授会、学術研究部による経営、教学、  

研究の3 部門の分割ガバナンス体制は、意思決定を迅速化し、責任体制を明確にして

いる点に特徴があり、その機能は相応に果たしている。 

自己点検・評価は、本学の基本理念や教育目標達成には欠かせない項目である。自

己点検・評価を中心にPDCA のサイクルをまわし実効を上げるという機能は、現状で

はまだ十分ではない。 

 

【基準７の改善・向上方策（将来計画）】 

 本学は、平成21(2009)年に創立50周年を迎えた。これを機に、基本理念や教育目標

を達成するため、更なる管理体制の整備と機能的な運営を図っていく。 

管理部門と教育部門の連携については、理事会、評議員会、大学運営協議会､教授会、

学術研究会議がそれぞれの役割を十全に果たし、意思決定の迅速化、責任の明確化を
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実行し経営の透明化を図っていく。 

自己点検・評価活動は、より本来的なPDCAサイクルの実現にむけた、評価機能の

強化された専門部署の形成を目指すと共に、評価資料の作成なども含めた振り返り作

業に各人の持ち場で参加するという、全学的な点検業務としての共同作業の側面を維

持する。また、第2クールの受審を念頭に、評価基準の見直しや、点検・評価の洗練度

と効率化をめざす。 
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基準８ 財務 

８－１ 大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出 

のバランスを考慮した運営がなされ、かつ適切に会計処理がなされているこ

と。 

 

(１)８－１の事実の説明（現状） 

８－１－① 大学の教育研究目的を達成するために、必要な経費が確保され、かつ収

入と支出のバランスを考慮した運営がなされているか。 

平成 15(2003)年度に銀杏学園短期大学を改組転換し、新たに 4 年制の熊本保健科学

大学として発足した本学は、平成 18(2006)年度に完成年度を迎えた。また、平成

19(2007)年度にリハビリテーション学科及び助産別科（1 年課程）を新設し、平成

21(2009)年度に「大学院保健科学研究科（2 年課程）及びキャリア教育研修センター

認定看護師教育課程（6 カ月）を新設した。 

これまでの状況を整理すると、以下のとおりである（表 8-1-1）。 

 

表 8-1-1 収支状況の推移 

年 度 帰属収支差額 資金収支差額 
次年度繰越 

支払資金 
備 考 

大学開設時   19.0 億円   

平成 15 年度  △6.3 億円  △1.7 億円  17.3 億円   

平成 16 年度  △2.7 億円  △1.4 億円  15.9 億円   

平成 17 年度  3.4 億円  7.1 億円  23.0 億円  特別寄付金 5 億円 

平成 18 年度  0.4 億円  △6.4 億円  16.6 億円  2 号館建設 

平成 19 年度  0.4 億円  3.2 億円  19.8 億円  新学科開設 

平成 20 年度  1.5 億円  5.6 億円  25.4 億円   

平成 21 年度  3.7 億円  3.2 億円  28.6 億円   

平成 22 年度  3.3 億円  △9.3 億円  10.8 億円  3 号館建設、新専攻開設 

 

【平成 22(2010)年度の詳細】 

 帰属収入 21.9 億円（前年度より 1.4 億円増） 

 学生生徒等納付金 1.8 億円増･･･新学科開設による学生の増加 

 消費支出 18.6 億円（前年度より 1.8 億円増） 

 人件費 1.1 億円増･･･新専攻開設に伴う教員の増加 

平成 22(2010)年度の消費収支決算は、新学科完成年度で収入が前年比 1.4 億円増加

し、支出は 1.8 億円の増加となった。その結果、帰属収入から消費支出を引いた帰属

収支差額は 3.3 億円のプラスとなり、収支の均衡を達成できている。平成 23 年度から

リハビリテーション学科に言語聴覚学専攻を増設するため、今後 4 年間は学生数が増

加し収入は増えるものの、施設等の拡張に伴う経費なども増加するため収支差額は均

衡を維持する見込みである。 

資金収支決算は、3 号館を建設したため、次年度繰越支払資金は前年度から 9.3 億円

減尐し、10.8 億円となった。 

教育研究目的の達成のためには、財務分析を行いながらバランスのとれた運営を行
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う必要がある。本学では、財務関係比率の推移を考慮しながら教育研究の充実を図る

ため、予算制度に基づいた収支管理を実施している。 

予算の編成においては、各部門から提出される予算原案を経理課が窓口となって調

整し、全体の予算案を作成する。この予算案が大学運営協議会及び理事長の審議、承

認を経たのち、評議員会、理事会において審議、承認され、年度予算として決定され

る。 

帰属収入、消費支出、帰属収支差額の推移は、年度始めに過年度の実績を基にシミ

ュレーションチャートを作成して毎月の状況をこれにプロットし、アラームレベル

(±5%)、アクションレベル(±10%)を設定して、管理している（収支月次管理）。 

なお、平成 23(2011)年度の言語聴覚学専攻増設に伴う 3 号館建設等も全て自己資金

で整備するなど、平成 15(2003)年度の開学から現在に至るまで借入金は全くなく、健

全な経営がなされている。 

 

８－１－② 適切に会計処理がなされているか。 

予算の執行においては、予算執行責任者である事務局長が、各部門の業務計画に基

づいて全体の管理を行っている。各部門の予算執行伝票（支払証）は、諸活動の内容

が記載された証憑と共に所属長の決済を受けて、経理課に回付される。経理課では証

憑書類のチェックを行った後、学校法人会計基準に基づいて会計処理を行っている。

また、本学には稟議規程、経理規程、固定資産及び物品管理規程が整備されており、

これらに則った会計処理がなされている。 

 

８－１－③ 会計監査等が適正に行われているか。 

本学における監査システムは、監査法人による会計監査（外部監査）、監事による業

務監査（監事監査）、母体企業の監査部門による会計、業務監査（内部監査）からなり、

三様監査の体制を指向している。 

監査法人による会計監査は、平成 22(2010)年度は 10 回、延べ 37 人によって実施さ

れた。私学振興助成法に基づく会計監査のほか、大学全般についての運営、管理が適

正に行われているかについて、財務面を通して監査が行われている。 

監事による業務監査は、監査法人監査のスケジュールに合わせて平成 22(2010)年度

は 10 回実施し、その都度、公認会計士とも意見交換を行った。また、監事は理事会、

評議員会に出席し、学校法人の業務執行が適切に行われているかを監査している。 

母体企業の監査部門は、監事同様、監査法人監査のスケジュールに合わせて会計、

業務監査を実施し、公認会計士及び監事とも意見交換を行っている。 

 

(２)８－１の自己評価 

必要な経費は確保され、かつ収入と支出のバランスを考慮した運営がなされている。

会計処理は適切になされ、会計監査等も適正に行われている。 

財政はほぼ想定どおりに進行している。収支の均衡が達成できる財務構造が確立さ

れ、将来的に安定経営が実現可能な財政基盤が整った。 

なお、本学の平成 22(2010)年度の主な財務関係比率は下表（表 8-1-2、表 8-1-3）の
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とおりで、私立大学の一般的な水準と比べて概ね良好といえる。 

会計処理については、監査法人の外部監査、監事及び母体企業監査部門の内部監査

で適切になされていることが確認されており、特別の問題となる指摘は受けていない。

理事会、評議員会においても、監事が出席の上、適正な会計処理がなされていること

を報告している。また、平成 18(2006)年 2 月には会計検査院による検査が実施され、

「特に問題なし」との判断を得た。なお、監査法人監査は年間 43 人日程度実施されて

いるが、大学の規模から考えて適正な水準と判断している。 

また、収支月次管理においても問題となる逸脱はなく、財務シミュレーションによ

る月次での管理は問題発生時の対応も早期に執れることから、優れた管理であるとい

える。 

 

表 8-1-2 消費収支関係比率（法人全体）        単位は% 

項 目 本法人 全国平均 評価 

人件費比率 44.8 52.6 ○  

教育研究経費比率 32.6 30.9 ○  

管理経費比率 7.4 10.3 ○  

学生生徒等納付金比率 82.2 72.7 －  

補助金比率 12.6 12.9 △  

 

表 8-1-3 貸借対照表関係比率（法人全体）       単位は% 
項 目 本法人 全国平均 評価 

固定資産構成比率 74.7 86.8 ○  

流動資産構成比率 25.3 13.2 ○  

自己資金構成比率 85.6 86.8 △  

総負債比率 14.4 13.2 △  

 

(３)８－１の改善・向上方策（将来計画） 

平成 22(2010)年度は帰属収支差額が 3.3 億円の黒字になり、経営基盤としての財務

の健全化は達成できている。 

 

このような状況を踏まえ、今後も引き続き部門別予算管理によって支出をコントロ

ールし、毎年度の予算の確実な執行を行い、更なる経営基盤の強化を図っていく。  

また、会計処理の適切性の確保については、外部監査の立場である監査法人、内部

監査の立場である監事及び母体企業監査部門の三者が、十分な連携を図りながら監査

が実施できるよう、引き続き配慮していく。 

 

８－２ 財務情報の公開が適切な方法でなされていること。 

 

(１)８－２の事実の説明（現状） 

８－２－① 財務情報の公開が適切な方法でなされているか。 

情報公開法の施行によって、私立大学においても従来からの届出に加えて財務情報

の開示と説明責任が求められている。また改正私立学校法で「財務情報の公開」が義

務づけられたことに加え、文部科学省通知により「情報の積極的な提供」の指針が示
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されている。 

これらに対応するため、「財務情報の公開」としては、①財産目録、②貸借対照表、

③収支計算書、④事業報告書、⑤監事による監査報告書を事務所に備え置き、利害関

係人から請求があった場合は閲覧に供している。 

「情報の積極的な提供」については、『学園通信ぎんきょう』を通じて、①消費収支

計算書（要約版）、②資金収支計算書（要約版）、③貸借対照表（要約版）、④事業報告

書、⑤監事による監査報告書、（以上、決算関係）、⑥消費収支予算書（要約版）、⑦資

金収支予算書（要約版）、⑧事業計画書、（以上、予算関係）を提供している。 

『ぎんきょう』の発行部数は約 6,500 部で、学生、保護者、教職員、役員、同窓生、

教職員 OB・OG、母体企業、臨地実習先、就職先などの利害関係人などに配付してい

る。 

また、本学のホームページにおいて、①消費収支計算書（要約版）、②資金収支計算

書（要約版）、③貸借対照表（要約版）、④事業報告書、⑤監事による監査報告書を公

開し、利害関係人のみならず、広く一般に積極的な情報提供を行っている。 

 

(２)８－２の自己評価 

財務情報の公開は適切な方法でなされている。 

「財務情報の公開」については、利害関係人から請求があった場合は閲覧に供する

ことができるように財産目録などを事務所に備え置き、また、「情報の積極的な提供」

についても、学園誌及び大学のホームページへ必要な情報を掲載しており、十分な対

応を図っている。 

 

(３)８－２の改善・向上方策（将来計画） 

今後も引き続き、私立学校法で閲覧を義務づけられた全ての書類（①財産目録、②

貸借対照表、③収支計算書、④事業報告書、⑤監事による監査報告書など）について、

文部科学省の「情報の積極的な提供」の指針に沿って積極的に情報提供を実施してい

く予定である。 

 

８－３ 教育研究を充実させるために、外部資金の導入等の努力がなされていること。 

 

(１)８－３の事実の説明（現状） 

８－３－① 教育研究を充実させるために、寄附金、委託事業、科学研究費補助金、

各種 GP（Good Practice）などの外部資金の導入や収益事業、資金運用

等の努力がなされているか。 

教育研究を充実させるための外部資金としては、科研費、奨励寄付金、受託研究費、

共同研究費などが挙げられる。平成 22(2010)年度における外部資金の導入総額は

27,477 千円であった。内訳は、以下のとおりである。 
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 表 8-3-1 科学研究費補助金獲得実績 
年度 獲得件数（うち前年度からの継続） 

平成 15 年度  1 件（1 件）  

平成 16 年度  1 件（0 件）  

平成 17 年度  1 件（1 件）  

平成 18 年度  3 件（0 件）  

平成 19 年度   9 件（4 件※）  

平成 20 年度  5 件（5 件）  

平成 21 年度  8 件（2 件）  

平成 22 年度  8 件（6 件）  

※前任校からの継続 1 件含む 

 

(２)８－３の自己評価 

教育研究を充実させるための、外部資金の導入等の努力はなされている。 

外部資金獲得の体制も徐々に整備され、科研費の獲得件数なども着実に増加してき

た。開学した平成 15(2003)年度からの科研費の獲得実績は上掲の表 8-3-1 のとおりで

ある。平成 22(2010)年度は新規が 2 件と尐なくなったが、これは平成 21(2009)年度の

新規獲得が 6 件と多く、複数年にわたる研究が多かったためである。科研費の獲得に

関しては、本学の規模としては水準に達していると考える。  

その他の外部資金については、平成 21(2009)年度の 250,033 千円から平成 22(2010)

年度は 12,105 千円と減尐したが、これは共同研究費の減尐や学術研究振興資金が終了

した等のためである。 

 

(３)８－３の改善・向上方策（将来計画） 

今後は教育とのバランスを考慮しつつ、大学の研究活動全般について大学運営協議

会などで合意を形成していく。教学部門と協力し、学術研究会議が中心となって科研

費や学外研究費などの競争的外部資金の積極的な獲得を推進する。 

 

 

【基準８の自己評価】 

本学では、教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出のバ

ランスを考慮した財務運営がなされ、かつ適切に会計処理がなされていると判断して

いる。 

財務情報についても、大学のホームページを通じて、利害関係人のみならず広く一

般に提供されており適切である。 

外部資金の導入については着実に増えてきており、今後もより一層の獲得を目指す。 

 

【基準８の改善・向上方策（将来計画）】 

本学は恒常的定員の確保と経費管理の徹底により収支の均衡が確立し、安定的な経

営が実現できる財政基盤が整った状態にある。今後は平成 23(2011)年度の目標達成に

向けて着実に努力を積み重ねていく。 

同時に、私立大学として積極的な情報提供を継続すると共に、外部資金を活発に導

入することで教育研究のさらなる充実に努めていく。 

科学研究費補助金        15,372 千円 

奨励寄付金               3,000 千円 

受託研究費               5,575 千円 

共同研究費               3,380 千円 

研究助成金               150 千円 
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基準９ 教育研究環境 

９－１ 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス（校地、運動場、校舎等の

施設設備）が整備され、適切に維持、運営されていること。 

 

(１)９－１の事実の説明（現状） 

９－１－① 校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設

等、教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、

かつ有効に活用されているか。 

本学キャンパスは熊本市の北部に位置し、JR 鹿児島本線西里駅前にある。周辺は豊

かな自然に恵まれ、下の写真に示すような校舎配置となっている。 

 

 

アクセス    

・JR 熊本駅から福岡方面行普通電車にて 

約 10 分 JR 西里駅下車 

・JR 西里駅から徒歩約 3 分 

・熊本市中心部から車で約 15 分 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 号館 

2 号館 

3 号館 

50 周年記念館 
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本学の校地面積は、62,246 ㎡（設置基準上必要な校地面積 12,800 ㎡）、校舎面積（ア

リーナ、動物舎を含まず）は 24,296.12 ㎡（設置基準上必要な校舎面積 11,639.8 ㎡）

である。同じ敷地内にテニスコート（2 面）、グラウンド、駐車場、駐輪場がある。  

校舎は、1 号館（1 階建）、2 号館（5 階建）、3 号館（4 階建）で構成されている。

大学全体（大学院及び助産別科との共用分を含む）で講義室 23 室、セミナー室 19 室、

実習室 24 室、研究室 7 室を備えている。各室の室数、面積、規模は基準を満たしてお

り、教育に必要な各種実験、実習が円滑にできる施設設備を確保している。講義室、

実習室及びセミナー室は、学科による使用頻度に偏りはあるが、原則として全学共用

であり、学生自習室としても兼用している。講義室などの収容人員は、247 人収容の

大講義室から 10 数人収容のセミナー室まで多様である。講義室には、PC、視聴覚機

器（CD、DVD プレーヤー、ビデオデッキ、カセットデッキ、プロジェクター、実態

投影機）が配備されており、円滑な講義ができるよう整備されている。 

附属施設としては、動物舎(91.2 ㎡)、アリーナ（体育館兼講堂）(1382.2 ㎡)、レス

トラン(742.9 ㎡)がある。平成 23(2011)年 3 月には 3 号館に隣接して「50 周年記念館」

を建設した。ここは 402 人が収容可能であり、講義の他にもシンポジウム、講演会な

どを開催できる多目的ホールとなっている。 

動物舎では、実習、研究に使用する小動物を飼育している。 

アリーナには、階上に部室として使用されている小部屋が 8 室、シャワー室などの

設備、ステージ及び音響設備などがある。また、身体障害者用トイレを設置している。

レストランはアメニティの高さから、食事時間帯以外は、学生が自主的に自習室とし

ても使用している。平成 19(2007)年度のリハビリテーション学科設置に伴う人員増な

どに対処するために増築を行い、439 席へと拡充している。アリーナ、レストランの

開館時間は 9 時から 20 時までとなっており、アリーナは、正課で利用するほか、入学

式、卒業式、体育祭、クラブ活動、地域社会への開放を含め、広く活用されている。 

附属図書館（1 階建 1,093 ㎡）には、閲覧席、グループ学習室 2（各室にビデオデッ

キ、DVD プレーヤー各 1 台）、情報検索コーナー、視聴覚ブース 6 ブース（ビデオ、

DVD、CD プレーヤー各 1 台）、レファレンスコーナー、LL 学習室（PC4 台）、館長室、

事務室が配置されている。館内配置の主たる設備は、書架、閉架書架、新聞架、雑誌

架、集密移動書架、コピー機、総合カウンター、レファレンスカウンター、BDS シス

テム、入館管理システム、学生閲覧机（115 席）、図書館資料検索用 PC8 台館内貸出

用ノート PC3 台などである。また図書館システムを新システムへ更新した。開館時間

は、平日 9 時から 22 時、土曜は 9 時 30 分から 18 時である。 

学生の自習室及び控室としては、「オープンスペース」（1 号館）、「コミュニティス

ペース」（2 号館）と呼ばれる開放された区画が機能している。1 号館「オープンスペ

ース」4 カ所のうち 1 カ所（「オープンスペース D」）には PC15 台、2 号館「コミュニ

ティスペース」には PC17 台が配備されている。 

1 号館「オープンスペース」は、いずれも教員室に近く、教員とのミーティングや

自主学習など、学生の生活空間として幅広く活用されている。また、2 号館 1 階には

コミュニティモールを設けており、学生の憩いの場となっている。 

学生の自己学習に開放している PC は、LL/PC 室、1202 講義室、「オープンスペー
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ス D」、2210 講義室、「コミュニティスペース」、図書館 LL 学習室に設置されており、

平成 21(2009)年以降では、1 号館で 140 台（デスクトップ 80 台、ノート 60 台）、2

号館で 80 台（うち 15 台は院生専用）、図書館 LL 学習室 4 台、ノート 3 台である。学

生 6 人に 1 台の割合で使用できる環境である。また CALL システムによる LL 学習用

ソフトを導入しており、空き時間を利用し英語の学習が可能である。 

また、PC や携帯電話から利用可能なグループウェアを導入しており、この学内用電

子掲示板の機能を教職員、学生への連絡に使用している。休校の連絡をはじめとする

台風、雪などの非常変災時の対応方法、その他学事事項の連絡などを掲載し活用して

いる。学内用電子掲示板を参照できない場合は、警備室に電話で問い合わせることが

できるようにしている。 

学生駐車場については、収容定員増に伴い平成 19(2007)年度に増設した 172 台分を

含め、441 台分が整備されており、車による通学は、一定の条件下で許可されている。

また、屋根付きの駐輪場（合計 407 ㎡）が整備されている。 

 

９－１－② 教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営

されているか。 

附属図書館の規模は必ずしも大きくないが、医療系大学の教育及び研究活動に資す

ることを念頭に蔵書構築している。一般教養図書の充実、医学医療技術の進歩に柔軟

に対応する専門分野図書資料の充実を念頭に体系的に収集している。  

閲覧室は、個人閲覧席、一般閲覧席、グループ学習室と多様な用途に応じている。

また、レファレンスコーナーを相談窓口として総合カウンター横に設けている。 

学内外の図書資料の利用と検索のため情報検索コーナーには 8 台の PC を備え、館

内蔵書検索及びインターネットを介しての各種データベース利用により、国内外の情

報収集ができる。また、自由に利用できる PC を館内の LL 学習室に 4 台、館内貸出用

にノート PC3 台を設置している。IC 内蔵の学生証により入館管理及び図書貸し出し

が容易になっている。 

図書館システムは、新機能を追加した新システムに更新し、NII や医学系データベ

ースとリンクした検索機能や、貸出予約・貸出延長・購入リクエスト・ILL 文献複写

依頼等を学外から行える個人ポータル機能が利用できる。 

また、図書館ホームページを学内外に公開している。開館日、利用案内、OPAC、

情報検索データベース（有料データベース 7 種）、電子ジャーナル、情報検索ガイダン

ス、情報検索関連リンク集などを掲載し、利用者の学習、研究活動を支援すると共に、

学外へ図書館情報を公開している。また、本学『保健科学研究誌』の全文公開も CiNii

を通して行なっている。 

利用者サービスの一環として、利用者教育、レファレンスサービス、特別貸出制度

などがある。受け入れた図書データは OPAC にて公開されており、本学所蔵データを

国立情報学研究所の目録所在サービス(NACSIS-CAT)に登録することにより、国内の

大学図書館との間で学術情報の有効利用を図っている。他機関との相互協力という点

では、国立情報学研究所の NACSIS-ILL、看護図書館協議会相互利用システムなどの

他機関との連携により、相互に情報収集、複写、貸借を行い、利用者のニーズに応え
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ている。受付件数は、開学以来初めて、本学からの依頼件数を大きく上回った。また、

日本看護図書館協会の業務も実施している。学外者サービスでは、卒業生ほか病院職

員への閲覧複写サービスも行っている。 

施設設備のメンテナンスについては、建築、付帯設備、空調、電気、給排水など 181

件の項目に関して対応し、安全、かつ十分な機能を保持した（資料編の資料 9-2）。 

講義室については、学生数また授業の形態などを踏まえ、学務課が講義室の割り振

りを行い、適切に運用されている。 

 

(２)９－１の自己評価 

教育研究目的を達成するために必要なキャンパス（校地、運動場、校舎等の施設設

備）が整備され、適切に維持、運営されている。 

校地面積は、基準面積(12,800 ㎡)の約 4.9 倍で、学生 1 人あたりでは約 48.6 ㎡であ

る（基準 10 ㎡）。校舎面積は 24,296.12 ㎡あり、大学設置基準に定められた面積の約

2.1 倍になっており、十分に基準を満たしている。 

講義室、実習室、研究室、セミナー室、学生自習室、アリーナ、レストランなどは

適切に整備され、有効に活用されていると共に、支障なく維持運営されている。大講

義室は階段教室のため、上と下の温度差解消に尐し課題がある。 

図書、学術雑誌、視聴覚資料の整備状況については、同規模の大学平均と比較する

と蔵書数などで下回っている。医療関係学術図書や雑誌の単価が高額であることなど

もあるが、大学としての蓄積の歴史が浅いことにも由来する。洋雑誌の高騰やデータ

ベース利用要請の増大など新しい利用形態の動静を見ながら、柔軟な運営が望まれる。

利用者数や貸し出し数は、同規模大学平均の 2 倍以上である。閲覧室座席は定期試験

前や実習帰校日、国家試験前は、満席になる。グループ学習室の開放や折りたたみ机

を配置し対応しているが、今後、空間利用に更なる工夫が必要である。また、図書館

システムは、本学の貸出の多さや実習先等、学外利用に合った細かなカスタマイズお

よびその新機能を使いこなすための利用者教育も必要である。他機関と互恵関係にあ

る ILL 受付件数の増加は、研究拠点として喜ばしいが、今後、さらに受付数の増加も

予想されることから、業務上の工夫を必要とする。 

快適な教育環境確保のために、機器備品の保守点検を定期的に実施しており、現状

での問題はない。 

 

(３)９－１の改善・向上方策（将来計画） 

外部への施設開放については、「熊本保健科学大学 施設利用規程」に従って外部へ

の貸し出し業務をスムーズに行えるようにしている。今後も、本学の教育研究目的の

達成に関与すること、営利目的の会合でないことを条件に開放していく。 

施設設備の維持管理については、施設を良い状態で常時使用できるようにメンテナ

ンスしていく。 

図書館においては、継続購入雑誌の見直し、電子ジャーナルへの移行なども継続検

討課題とする。学生数の増加に伴い、データベース利用者アカウント数を追加する。

図書館新システムの機動性が向上したことに伴い、利用者説明会等による利用者への
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浸透をはかっていく。 

 

９－２ 施設設備の安全性が確保されていること。 

 

(１)９－２の事実の説明（現状） 

９－２－① 施設設備の安全性（耐震性、バリアフリー等）が確保されているか。 

1 号館は平成 14(2002)年度に、2 号館は平成 18(2006)年度に、3 号館は平成 22(2010)

年度に竣工された新しい建物であり、耐震基準を満たしている。 

施設設備のメンテナンスも定期的に行っており、安全面で特段の懸念はない。施設

設備の破損や不具合は、速やかに修繕され機能性を保持する措置がとられている。ま

た、消防設備の保守点検（年 2 回程度）や電気設備などの保守点検は、専門の業者に

委託して確実に行っている。 

学内はバリアフリーに配慮した造りとなっており、段差の尐ない造りとなっている。

唯一、大講義室（1300 講義室、50 周年記念館）は階段状となっているが、車椅子で

の受講が可能なスペースを設けている。また、2 号館は 5 階建て、3 号館は 4 階建てと

なっているが、エレベーターにより車椅子での移動も可能となっている。 

 

(２)９－２の自己評価 

施設設備の安全性は確保されている。 

新しい建物であり、耐震性にも問題なく、保守点検も適切になされている。バリア

フリーへの配慮は評価できると考える。 

 

(３)９－２の改善・向上方策（将来計画） 

学生数、教職員数の増加や、大学院の開設による夜間開講など、教育研究環境の多

様化に対応して、設備保守点検を更に充実させる。 

 

９－３ アメニティに配慮した教育環境が整備されていること。 

 

(１)９－３の事実の説明（現状） 

９－３－① 教育研究目的を達成するための、アメニティに配慮した教育研究環境が

整備され、有効に活用されているか。 

施設設備、機器備品のハード面での整備と共に、図書館のサービスや、レストラン、

売店なども配備されている。またファイルサーバの個人別フォルダを利用できるなど、

教育環境のソフト面も整備されている。 

2 号館の設置に伴い、1 階部分にロッカー室が 4 カ所設置され、学生数の増加に伴い

平成 23(2011)年にはロッカー室を 1 カ所増設し、学生には全員個人用ロッカーが与え

られている。さらに、実験実習室、演習室付近にも、ロッカーが整備されており、一

時的に利用することが可能である。手狭になった売店の拡張移設が計画されている。  

 ハラスメント防止対策として、教員個人研究室については、通路から室内状況が目

視できるよう透明ドアを使用しており、ドアブラインドも特別な理由がない限り一定
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程度開けておくこととしている。 

学生の喫煙対策として禁煙推進運動を行っている。平成 22 (2010)年 4 月 1 日より本

学の敷地内を全面禁煙としている。 

 医療系大学にふさわしい清潔さの維持に心がけ、学内の清掃については、専門業者

に外部委託すると共に、教職員、学生とも、清潔な環境維持に配慮している。 

 

(２)９－３の自己評価 

教育研究目的を達成するための、アメニティに配慮した教育研究環境が整備され、

有効に活用されている。ロッカーの学生全員配備は有効である。 

教育研究環境のアメニティを高める校地の緑化を果たす植樹が進んでいる点も良い。 

学生からの要望や各委員会での検討を踏まえ、快適なアメニティの確保に努力して

きた。現状では、納得できる内容であると判断している。 

 

(３)９－３の改善・向上方策（将来計画） 

アメニティという点では、ささやかな工夫が大きな効果を生むこともある。この視

点から、教育研究環境が十分に機能しているか、定期的に検証していく。 

 

 

【基準９の自己評価】 

本学の基本理念や、教育目標を達成するために教育研究環境の整備と適切な維持運

営は欠かせない案件である。校地、校舎、施設設備、機器備品については、完成年度

の文部科学省による実地調査でも特に問題ないと評価を受けていることから、標準的

な基準以上の装備がなされていると考える。平成 15(2003)年に旧校地から移転して全

学的に新設、装備したことから、整備状況は満足できる状況にある。平成 19(2007)年

に完成した 2 号館には、リハビリテーション関連の最新の設備が整っている。また、

平成 23(2011)年 4 月に完成した 3 号館には、看護関連の最新の設備とともに言語聴覚

学専攻の教育用設備が整っている。しかし、施設設備はいずれ旧式となることを念頭

に、将来的な見通しの元で、施設、設備共に、アメニティの視点からも、点検と分析

に基づいた計画的見直しが必要である。 

 

【基準９の改善・向上方策（将来計画）】 

教育研究環境の整備、適切な運営はハード、ソフト両面にわたって検証し、問題点

を把握し、改善へ結合していく。現状を是とするのではなく、常に問題意識をもちな

がら時代の変化に合わせ適合させていく努力を怠らない。一方で、現有の設備機器が

十分に活用されているか、利用のための制度などソフト面での不足がないか、更に点

検評価し、教育方法の向上につなぐ。  
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基準 10 社会連携 

10－１ 大学が持っている物的・人的資源を社会に提供する努力がなされていること。 

 

(１)10－１の事実の説明（現状） 

10－１－① 大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っている

物的・人的資源を社会に提供する努力がなされているか。 

大学施設の開放は、平成 22(2010)年度では 179 件を実施している（資料 10-3）。ア

リーナ、講義室、実習室などを中心に、熊本市 PTA 協議会研究大会（800 人規模）や、

医師会、臨床検査技師会、看護協会、理学療法士協会、作業療法士会などの学会、研

修会のほか、スポーツ大会や地域のイベントにも大学施設を提供した。それぞれに応

じ、本学教職員の人的資源も提供している。また、図書館は、卒業生をはじめとする

医療専門職者のみならず、一般市民にも開放している。 

平成 15(2003)年の開学以来、本学が社会に発信するテーマ「生命の尊厳」を基調に

年 1 回の一般市民向けの公開講座を開いてきたが、平成 20(2008)年度からは、年 2 回

に増やすと共に、会場も本学アリーナ（800 人収容）から熊本県立劇場のコンサート

ホール（1,800 人収容）や演劇ホール（約 1170 人収容）に移した。プログラムを以下

の表 10-1-1 に示す。また、臨床検査技師、看護師を対象とする生涯教育プログラムと

して、衛生技術学科、看護学科の同窓会との共催で、毎年公開講座を開催している（表

10-1-2）。 

 

表 10-1-1 一般市民向け公開講座の実施状況 

第 1 回公開講座 

平成 15 年 

10 月 31 日（金） 

会場：熊本保健科学大学アリーナ （670 人） 

講師：日野原 重明 氏  

テーマ：あなたの生き方の選択 

第 2 回公開講座 

平成 16 年 

11 月 6 日（土） 

会場：熊本保健科学大学アリーナ＋サテライト （1,128 人） 

講師：乙武 洋匡 氏    

テーマ：スポーツと私とチャレンジ精神 

第 3 回公開講座 

平成 17 年 

10 月 30 日（日） 

会場：熊本保健科学大学アリーナ＋サテライト （842 人） 

講師：永 六輔 氏     

テーマ：「妻の大往生」“家族のターミナルケア” 

第 4 回公開講座 

平成 18 年 

11 月 3 日（金） 

会場：熊本保健科学大学アリーナ （450 人） 

講師：堀田 力 氏     

テーマ：「自分を生かす」これからの時代の生き方。 

第 5 回公開講座 

平成 19 年 

10 月 27 日（金） 

会場：熊本保健科学大学アリーナ （765 人） 

講師：渡辺 淳一 氏    

テーマ：「鈍感力」渡辺流！今を生き抜く新しい力。 

第 6 回公開講座 

平成 20 年 

6 月 6 日（金） 

会場：熊本県立劇場コンサートホール （1,429 人） 

講師：鎌田 實 氏    

テーマ：命を支えるということ～「がんばらない」けど「なげださない」

～ 

第 7 回公開講座 

平成 20 年 

10 月 31 日（金） 

会場：熊本県立劇場コンサートホール （1,446 人） 

講師：金 美齢 氏     

テーマ：究極のプラス指向とは 
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創立 50 周年記念講演

会（第 8 回公開講座）  

平成 21 年 

6 月 5 日（金）  

会場：熊本県立劇場コンサートホール （1,599 人） 

講師：柳田 邦男 氏     

テーマ：いのちを見る眼 

 

第 9 回公開講座 

平成 22 年 

3 月 13 日（土） 

会場：熊本県立劇場演劇ホール （396 人） 

講師：中島 信也 氏     

テーマ：「コミュニケーションを作る～CM 制作の現場から～」 

第 10 回公開講座 

平成 22 年 

10 月 14 日（木） 

会場：熊本県立劇場コンサートホール （1271 人） 

講師：福澤 朗 氏 

テーマ：「心をのせたコミュニケーションが人生を豊かにする」 

第 11 回公開講座 

平成 23 年 

4 月 22 日（金） 

会場：熊本県立劇場コンサートホール （866 人） 

講師：北方 謙三 氏 

テーマ：「食と旅」 

 

表 10-1-2 平成 22(2010)年度 生涯教育公開講座の実施状況 

衛生技術学科  

第 38 回技術講習会  

平成 23 年 2 月 12 日  

場 所 ：熊本全日空ニュースカイホテル  

 

「国際医療協力でのよもやま話～海外に出てみませんか～」 

時吉 幸男 氏（熊本保健科学大学教授） 

 

看護学科  

平成 22 年度看護研修会 

平成 22 年 12 月 11 日 

場 所 ：ホテルニューオータニ熊本 

 「災害からの生還の軌跡～ＪＲ福知山線事故からのテイクオフ～」 

 鈴木 順子 氏 

 長倉 裕二 氏（熊本保健科学大学教授） 

 

学長が「熊本県私立大学協会協議会会長」「九州地域バイオクラスター推進協議会会

長」（九州経済産業局）を務めるなど、本学の教職員が、医療機関、教育施設、自治体

などで、保健医療専門分野をはじめとする各人の専門的知見を活かして、講師として

講義や研究指導を担当する機会は多い。また、専門団体（国、地方自治体などの審議

会や委員会、学会、その他）の役員や委員として多彩に活動している（資料編の資料

10-2 社会貢献活動一覧）。 

また、大学周辺の地域住民を対象に「西里地区健康講演会」を開催し、学生と共に

身体年齢測定などの健康に関わる啓発活動を企画するなど、人的資源の社会への還元

に努力している。さらに、医療系大学の学生であることを活かした学生ボランティア

サークルの活動をはじめ、学生主体の各種ボランティアも実施されている。 

 

(２)10－１の自己評価 

大学が持っている物的・人的資源を社会に提供する努力はなされている。 

積極的には施設開放を広報していないが、大学施設の開放状況は年々伸びてきてい

る。教育、医療、地域の方々に可能な限りの開放を進める予定である。 

一般市民向け公開講座は参加希望が多く、回数と会場を変更した結果、平成 19(2007)

年度は 765 人であった聴講者が、平成 20（2008）年度は約 3.8 倍の 2,875 人と大幅に

増加した。平成 21(2009)年度は講演者の事情により 1 回が急遽中止となった為聴講者

は減尐したが、平成 22（2010）年度は 2 回開催し、聴講者は 1,667 人であった。また、

平成 23 年度は 5 月時点で 1 回開催し、聴講者は 866 人であった。参加者層は 10 代か
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ら 80 代までと幅広く、終了後のアンケートでも、講演内容に「満足」又は「ほぼ満足」

との回答が多かった。 

衛生技術学科、看護学科の同窓会と共催している生涯教育公開講座は、医療関係職

種に従事する者を対象に卒後教育として開催しているため、専門的な内容であり、参

加者も限られているが、継続して実施することに意義を見出している。 

教職員の社会参加は、本学の規模から勘案すれば活発であると考える。人的資源の

提供は、教員の専門領域との関連性が高い。専門的知見を社会に還元することを大学

の社会貢献の一環として位置づけ、教育研究の時間的制約と調整しつつ積極的に参加

することを大学は奨励している。 

 

(３)10－１の改善・向上方策（将来計画） 

大学施設の開放は今後も積極的に実施する。一方で、申込みを全面的に受け入れる

には限度があるため、教育関係、医療関係、地域社会など、本学との関連分野に配慮

をする。 

一般市民向け公開講座は、参加者からの期待も益々大きくなっているため、一般の

参加者に共感を得られるようなテーマ、講師を選定し、着実に継続していく。生涯教

育公開講座は、生涯教育プログラムとして意義のある企画のため、現行どおり継続す

る。 

人的資源の提供については増加の一途を辿っているが、一部の教員に過重とならな

いよう、可能な範囲で配慮する。 

 

10－２ 教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されていること。 

 

(１)10－２の事実の説明（現状） 

10－２－① 教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されているか。 

企業関連では、継続で行っている 2 件の共同研究に加え、新たに 4 件の共同研究が

スタートした。また、自治体関連として、沖縄県からのハブ抗毒素の受託研究を継続

実施している。 

平成 22(2010)年度の産学官連携による共同研究の件数は 6 件、受託研究の件数は 1

件であった。 

他大学との関係においては、熊本県内 15 の高等教育機関が連携して結成した「高等

教育コンソーシアム熊本」に参画し、他大学などと協力して、熊本知識者会議（熊本

ダボス会議）の開催や地域との連携活動などを実施し、地域の教育環境の向上に努め

ている。 

また、教員それぞれが他大学や研究施設などと行っている共同研究は、国内、海外

を含めて、相応の規模で展開されている。 

 

(２)10－２の自己評価 

教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されている。 

企業や他大学との連携は、本学の規模から勘案して積極的に図られている。  
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(３)10－２の改善・向上方策（将来計画） 

企業や他大学との共同研究や受託研究を更に活発化し、研究の質の向上を図る。そ

のために、本学の窓口となる事務局企画課の知的財産管理機能を強化する。 

設立母体である化血研との共同研究を更に促進し、また、他大学研究所との共同研

究の推進を図る。 

高等教育コンソーシアムを通して、他大学と積極的に連携を図る。 

 

10－３ 大学と地域社会との協力関係が構築されていること。 

 

(１)10－３の事実の説明（現状） 

10－３－① 大学と地域社会との協力関係が構築されているか。 

地域社会との協力関係については、開学当初から協力関係を構築してきており、平

成 20(2008)年６月に熊本市北部商工会と地域協定を締結した。 

これを受けて毎年、同商工会主催の「ふれあいフェスタ in ほくぶ“健康フェア”」

および「熊本市北部商工会新春講演会」において、リハビリテーション学科の教授が

講演を行ってきた。また、近隣の生活者交流型食品工業団地（フードパル熊本）主催

の「フードパルフェスタ」、「ワールドフーズフェスティバル」において、学生及び教

職員がイベント参加者の健康測定を実施している。 

西里コミュニティセンター主催の「井芹川清掃」には、毎年学生・教職員が参加し、

地域住民と共に JR 西里駅周辺の清掃活動などを実施している。 

これらの活動の窓口を明確にし、全学を挙げて体系的に地域連携を実施するため、

平成 22(2010)年度に地域連携委員会を設置した。平成 22（2010）年度は、委員会が

中心となって表 10-3-1 に示す活動を行った。 

 

表 10-3-1 平成 22 年度 地域連携の実施状況 

城北小学校区秋祭りふれあ

いの日平成 22 年 10 月 9 日

（土） 

会場：熊本市立城北小学校（参加人数：約 150 名） 

内容：骨密度測定、アルコールパッチテスト、 

メンタルヘルス、血圧測定 

ふれあいフェスタ inほくぶ 

平成 22 年 10 月 30 日（土）、

10 月 31 日（日） 

会場：熊本市北部体育館（参加人数：約 600 名） 

内容：血流測定、骨密度測定、体制成分、血管年齢 

   体重測定、身長測定、血圧測定 

   握力測定、革細工（ｽﾄﾗｯﾌﾟ）作り 

第 2 回市民健康フォーラム 

平成 22 年 11 月 6 日（土） 

会場：本学（参加人数：約 1020 名） 

内容：講演「メタボリックシンドロームと食生活」 

   健康測定、健康作り相談・説明、グランドゴルフ大会 

フードパルフェスタ 

平成 22 年 11 月 13 日（土） 

11 月 14 日（日） 

会場：フードパル熊本（参加人数：300 名） 

内容：血流観察、骨密度測定、体制成分、血管年齢 
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第 13 回井芹川大清掃 

平成 22 年 11 月 14 日（日） 

会場：井芹川（参加人数：本学 24 名） 

内容：地域清掃、駅・大学周辺 

 

 

(２)10－３の自己評価 

平成 20(2008)年６月に熊本市北部商工会と締結した地域協定に基づき、同商工会主

催の「ふれあいフェスタ in ほくぶ“健康フェア”」および「熊本市北部商工会新春講

演会」における講演、生活者交流型食品工業団地（フードパル熊本）主催の「フード

パルフェスタ」、「ワールドフーズフェスティバル」における健康測定等を実施してき

たが、平成 22(2010)年度にはこれらの地域連携を担当する窓口として「地域連携委員

会」を設置した。この委員会を通して、大学と地域社会との協力関係は適切に構築さ

れている。 

平成 22（2010）年度に実施した 4 件の健康測定は、いずれの活動も好評で、本学の

専門性を活かした貢献ができた。また、井芹川の清掃活動では教職員のみならず、多

くの学生が参加することで、教育的効果もあった。 

 

(３)10－３の改善・向上方策（将来計画） 

今後、更に活動内容を充実させると共に、活動地域や参加学生の範囲を広げて、地

域貢献活動の拡充を図り、地域の期待に応えていく。 

 

 

【基準 10 の自己評価】 

大学施設の開放及び公開講座については相応の実績を上げており、大学が持ってい

る物的・人的資源を社会に積極的に提供できている。 

 また、教育研究上における企業や他大学との関係、地域社会との協力関係も適切に

構築されている。 

 

【基準 10 の改善・向上方策（将来計画）】 

大学施設の開放は今後も積極的に実施する。 

一般市民向け公開講座は、これまでに実施した 11 回の公開講座に対する参加者の満

足度も高いため、今後も共感を得られるようなテーマ、講師を選定し継続していく。

また、生涯教育公開講座は、現行の方針で継続する。 

企業や他大学との関係では、積極的に連携を図っていく。 

地域貢献活動は、地域と共に生きる大学として今後更に拡充させると共に、医療系

の大学であるという特徴を活かして、地域社会と共同で健康に関する企画を積極的に

実現する。 
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基準 11 社会的責務 

11－１ 高い公共性を有する機関として必要な組織倫理が確立され、かつ適切な運営

がなされていること。 

 

(１)11－１の事実の説明（現状） 

11－１－① 高い公共性を有する機関として必要な組織倫理に関する規定がされてい 

 るか。 

社会的機関である大学として、社会の信頼に背かず、公正な職務の執行と法令遵守

を旨として、教職員に対してはもちろん、学生に対しても、倫理的な責任主体である

ことを求めている。 

本学は、学校法人の就業規則と管理関係諸規程、大学学則に基づく大学運営関係と

教学関係の諸規程、附則などを、必要に応じ、関連責任部署を通じて審議検討し、策

定、改廃してきた。教職員及び学生の法令遵守については、「就業規則第 3 条」や「学

則第 58 条」などに規定している。 

本学はまた、優れた医療技術者の養成を通じて社会に貢献するという建学の精神に

基づき、国民の保健衛生並びに医療に寄与する人材を育成することを本学の社会的機

関としての使命と受けとめている。その観点から、以下のような組織倫理に関する諸

規程を定め、社会的機関としての責任を自覚している。 

「ライフサイエンス倫理規程」、「遺伝子組換え生物等使用安全管理規程」、「ハラス

メント防止ガイドライン」、「ハラスメント防止に関する規程」、「ハラスメント防止委

員会規程」、「個人情報保護方針（プライバシー・ポリシー）」、「研究活動に係る不正行

為に関するガイドライン」、「発明取扱規程」、「教職員・学生の守秘義務に係る規程」

などがあり、いずれも学内に周知されている。 

公益通報については、資料編の資料 11-1 に示す「研究活動に係る不正行為に関する

ガイドライン」において規定した通報・相談窓口をホームページで公開して対応して

いるが、今後は「公益通報規程」として別途整備するよう準備を進めている。 

利益相反に関しては、平成 22（2010）年 1 月に利益相反マネジメント準備委員会を

設置し、「熊本保健科学大学 利益相反ポリシー（案）」、「熊本保健科学大学 利益相反

マネジメント体制（案）」、「熊本保健科学大学 利益相反マネジメント規程（案）」、「熊

本保健科学大学 利益相反アドバイザリーボード要項（案）」を作成した。これらの案

を教授会、大学運営協議会で審議し、利益相反に関する規定（追加 資料 11-2）を制

定した。また、平成 23（2011）年 1 月には利益相反に関する実態調査も実施した（資

料 11-3 調査表）。 

 

11－１－② 組織倫理に関する規定に基づき、誠実に運営がなされているか。 

個人情報保護については、『学生便覧』(p.106～107)に「個人情報保護方針（プラ

イバシー・ポリシー）」及び「学生・保護者の個人情報の利用について」を掲載し、入

学時点で学生募集、入学手続き、学籍管理などにおける様々な個人情報の取扱いにつ

いて確認している。情報処理設備については、情報ネットワーク管理委員会で管理し、
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『学生便覧』(p.74)を通じて、利用時における注意喚起を行っている。 

基準 4-3（本編 p.49）で述べたように、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハ

ラスメント及びアカデミック･ハラスメント防止の周知を図るために、新入生オリエン

テーションで、上記のガイドラインや相談窓口の説明を行うと共に、学生掲示板へ相

談窓口を掲示している。また、パンフレットを作成し、学生、教職員及び実習施設に

配付し、ハラスメント防止への理解を推進すると共に防止に努めている。 

研究に関しては、学術研究会議の下に動物実験委員会、利益相反マネジメント準備

委員会等の委員会が設置され、それぞれ法に基づく管理を担当している。研究計画は、

ライフサイエンス倫理審査委員会をはじめとする倫理審査機関の承認を経て、学長か

ら研究実施を許可される。 

 

(２)11－１の自己評価 

社会的機関である大学としての必要な組織倫理に関する規程はほぼ整備されており、

規程に基づく運用がなされている。 

研究に関しては、規程の運用を十全に行うことにより、本学で実施される研究、本

学の教職員が他の施設の研究者と共同で行う研究共に、その実施が倫理的に問題ない

ものであることを検証する体制が整っている。 

 

(３)11－１の改善・向上方策（将来計画） 

社会との信頼関係を一層進展させていくために、基本理念や、教育目標に即した活

動を推し進め、情報公開を通じて、大学運営の透明性を担保していく。 

学生、教職員の全てに規程遵守を求めると共に、時代の要求、変化に合わせて規程

などの改訂、整備を行う。 

また、研修などを通じて教職員の意識統一を図り、組織倫理の確立に努め、コンプ

ライアンスに基づく堅牢な組織風土を醸成する。 

利益相反マネジメントに関する規程等の整備が終了したので、これらの規程に添っ

て正式に利益相反マネジメント委員会を設置し、利益相反アドバイザリーボードや益

相反アドバイザーの委嘱を行う。 

今後も研究審査の確実性を担保する。 

 

11－２ 学内外に対する業務執行上の危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能し 

ていること。 

 

(１)11－２の事実の説明（現状） 

11－２－① 学内外に対する業務執行上の危機管理の体制が整備され、かつ適切に機 

能しているか。 

非常変災時の対応は、「熊本保健科学大学 非常変災に対する運用マニュアル」を制

定し、非常時連絡の方法、対応内容の協議、休校措置の基準などを定めている。内容

は新入生オリエンテーション、『学生便覧』、『規程集』、学内用電子掲示板を通じて公

開することで、混乱なく機能させている。 
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本学総務課が、防災及び危機管理、警備などの業務を担当しており、定期的な敷地

内の巡回、交通マナーアップの取り組みなどを実施している。セキュリティは、警備

員の配置を含め、警備保障会社との連携により、ハード、ソフトの両面から維持され

ており、問題は生じていない。 

各講義室や演習室などのほか、事務関係施設においてもそれぞれ火元責任者が定め

られている。学生及び教職員を対象に構内火災発生を想定した消防訓練（避難訓練）

を消防署指導の下に実施している。 

 また、大学最寄りの JR 駅までは 300m 足らずで見通しはよいが、安全確保のため、

夜間自動照明装置及び緊急警報装置を設置している。 

 アリーナ及び 2 号館 3 階に自動体外式除細動器(AED)を各 1 台設置し、新入生に対

し講習を実施している。 

本学の学生は、臨地実習はもとより学内実習においても医療現場やそれに準じた環

境で実習や技術演習を行う必要があるため、それらに対応する各種の感染防止､危険防

止マニュアルを作成して取り組んでいる。 

また、学生を消費者被害から守るため､毎年新入生のオリエンテーションで外部講師

を招き啓発活動を実施している。 

学内外の危機管理体制構築の一環として、開学と同時に｢銀杏学園後援会｣を組織し、

大学と学生、保護者の情報の共有化と連携強化を図っている。 

 

(２)11－２の自己評価 

学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能している。 

非常変災については、運用マニュアルにより対応が定められており、また、学内用

電子掲示板に掲載された情報を学生、教職員は PC 及び携帯電話から確認できる体制

が確立されている。一方で、火災を想定した避難訓練だけでなく、多様なケースを想

定する点では未だ不十分である。 

本学総務課の管理に従って、防災関連の施設、機器点検は定期的に行われ問題はな

い。学内警備体制は整備されており現状で問題は生じていない。 

 

(３)11－２の改善・向上方策（将来計画） 

事故や災害への対応は現在までのところ､問題なく機能していると考えているが、改

善を継続する。本学では実験実習の機会も多く、安全対策を更に整備する。 

 現在のマニュアルを定期的に見直し、運用面の改善を進め、連絡網や責任者名簿な

どの改訂を徹底する。 

 

11－３ 大学の教育研究成果を公正かつ誠実に学内外に広報活動する体制が整備され

ていること。 

 

(１)11－３の事実の説明（現状） 

11－３－① 社会に対する説明責任の観点から大学の教育研究成果を公正かつ誠実に

学内外に広報活動する体制が整備されているか。 
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本学の広報活動については、広報委員会が「熊本保健科学大学 広報委員会規程」

に則り、大学の全般的な広報活動に関すること、入学試験及び就職に関連する広報活

動に関すること、『学園通信ぎんきょう』の発行、ホームページに関することについて、

適切に運営している。 

広報委員会のもとに、「ぎんきょう部会」と「ホームページ部会」が配置されている。 

本学園は研究論文、研究成果を公正かつ適切に学内外に広報するために、『銀杏学

園紀要』（銀杏学園短期大学刊）を昭和 50(1975)年より毎年刊行して、教員及び学外

研究者による研究成果の公表の場としてきた。改組転換によって平成 15(2003)年 4 月

から熊本保健科学大学として再出発するにあたり、従来の紀要を発展させ、研究誌と

しての性格をより明確なものとする『保健科学研究誌』を刊行するに至っている。『保

健科学研究誌』は、「熊本保健科学大学 研究誌委員会規程」に則り、学内外からの 2

人以上による査読結果をもとに編集、発行されている。「投稿規定」のなかで倫理的

配慮を義務づけている。 

 国の政策として「紀要」の公開が求められている状況下で、『銀杏学園紀要』（銀

杏学園短期大学刊、昭和 50(1975)～平成 15(2003)年）についてポータル化業務に対応

し、著作権が委譲されたものについては公開している。『保健科学研究誌』について

は、投稿規定に著作権が大学にあることを明記し、公開している。「紀要」の相互寄

贈形式による研究成果の発信、受信については、従来、専門分野の近隣性などの視点

から多くの大学、短期大学、研究所などと交流がある。それらデータを踏まえて、『保

健科学研究誌』第 5 号は、約 500 部を他大学など研究機関へ発送した。 

 当該年度の学内研究費助成を受けた研究については、毎年、年度末に学内研究発表

会を開催している。平成 22（2010）年度は、3 月 14～15 日の 2 日間に亘り開催した。

本発表会は原則として公開であり、それらの成果を学術雑誌などで発表した場合には、

『学園通信ぎんきょう』でタイトルなどを公開している。また、ReaD によって、学

内の研究者は、毎年の研究成果を全国に配信している。 

また、教員はそれぞれの専門領域に応じた学術誌などに研究成果を発表することを

推奨されており、投稿に関わる費用やネイティブチェックにかかる費用を個人研究費

などから計上することを許されている。 

研究成果を発信、受信する環境という点では、教員は研究室からインターネットを

通じて国内外の研究情報にアクセスすることができる。 

 

(２)11－３の自己評価 

大学の教育研究成果を公正かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備されている。 

教育研究成果の組織的な学内外への広報については、『保健科学研究誌』、『学園

通信ぎんきょう』、学内研究発表会などを通じて公表されている。教員による個別の

教育研究成果についても『学園通信ぎんきょう』や ReaD などを通じてタイトルなど

が発信されている。 

 

(３)11－３の改善・向上方策(将来計画) 

上述の媒体の他に、ホームページなどによっても、学内での研究状況を広報できる
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ような仕組みを検討する。また、学術集会の開催などにより、教育研究成果の公表の

場を更に設けていく。 

 

 

【基準 11 の自己評価】 

社会的機関として必要な組織倫理に関する規程は、就業規則、管理関係規程、学則

及び関連附則により概ね整備されている。定められた規程に則り、各種委員会活動を

通じて適切な運営を行っている。 

危機管理体制については、非常時変災の運用マニュアルなどによる体制づくりを行

っている。運用面では学内用電子掲示板に情報を掲載し、PC 及び携帯電話からも確認

できる体制をとっている。 

研究成果の公開については、『保健科学研究誌』、『学園通信ぎんきょう』、学内研究

報告会などにより公正かつ適切に行われているが、運用上の規程など、更に整備を進

めていく。 

 

【基準 11 の改善・向上方策（将来計画）】 

社会的責務について検討する場を設け、時代の要求、変化に合わせて適宜規程の見

直し、整備を行い、組織倫理の確立に努め、コンプライアンスの組織風土を醸成する。  

危機管理体制については、現状の体制を更に充実させる。 

研究成果の公開については、大学という公的な立場を認識し、ホームページなどに

よるより適切な広報活動の体制を整備し、情報公開を進めていく。  

 

 


