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 熊本保健科学大学の自己点検・評価委員会は、毎年度、その前年度を対象とした点検評価活動

を行い、自己点検・評価報告書を作成しています。「平成 25(2013)年度版」とは、平成 25(2013)

年度の委員会によって作成された、前年度（平成 24 年度）の状況を点検評価の対象とする報

告書です。ただし、「学校基本調査」などの公的なデータの基準日に合わせて、在学生数等の

数字については、平成 25(2013)年 5 月 1 日時点のデータを反映しています。 

 

 自己点検・評価報告書は、電子媒体によって、学内電子掲示板及び公式ホームページに開示さ

れます。別途、冊子体の作成も行い、保管とともに、要望に応じて閲覧に供しています。平年

度では、簡易製本のものを学内用に 5 冊程度作成し、5 年程度ごとには、印刷製本版を作成し

て学内外に配付しています。
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基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1－1 の視点≫ 

1-1-① 

1-1-② 

意味・内容の具体性と明確性 

簡潔な文章化 

（1）1－1 の自己判定 

基準項目 1－1 を満たしている。 

 

（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

使命・目的 

熊本保健科学大学（以下「本学」という。）の使命・目的は、以下のとおりである。 

「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。」 

これは、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」【資

料 1-1-1】として大学設置審議会に提出した「大学の目的」の文言でもある。 

これを学則第 1 条【資料 F-3】として定め、また、下記に示す基本理念においてより明

確な表現に展開すると共に、育成する人材のより具体的な像を教育目標（目的）として学

内外に示している。（「熊本保健科学大学における教育研究上の目的に関する規程」【資料

1-2-1】） 

また、大学院の設置に際して、その目的を以下に定めた。 

「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。」【資料

F-3】 

本学の使命・目的に「高度専門職業人」育成という表現を加えたものである。具体的な

人材養成については、教育目標に掲げている。 

 

基本理念 

保健科学部 

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  

 

基本理念 

大学院 保健科学研究科 

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
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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。 

 

教育目標 

保健科学部 

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 

 

保健科学部医学検査学科 

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 

 

保健科学部看護学科 

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 

 

 保健科学部リハビリテーション学科 

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 
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教育目標 

大学院 保健科学研究科 

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 

 

以上の教育目標等は、本学公式ホームページ（以下「ホームページ」と略す）、大学案

内等によって広く開示されている。【資料 1-1-3】 

 

1-1-②  簡潔な文章化（四綱領） 

上記のように、１文 100 字余りからなる「大学の目的」（学則第１条）は、各項ほぼ１

行の「基本理念」として簡潔に展開されている。各教育目標の表現も、１項目１文で簡潔

に表現することを旨として策定されている。 

更にまた、平成 21(2009)年の創立 50 周年にあたり、創立記念式典（5 月 15 日 本学ア

リーナにて開催）において、基本理念を「知識」「技術」「思慮」「仁愛」の四綱領【資料

1-1-4】としてまとめたことを発表した。以後、様々な媒体においてこれを掲げている。  

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。【資料 1-1-5】 

平成 22(2010)年度には 3 号館の建設に伴って、「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。ギリシャ語版は、

本学の四綱領がアカデミックな高等教育機関として掲げるにふさわしい普遍性を有するこ

とを示すため、制定当初から用いられてきたものである。 

 

（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

沿革は、受験生や就職説明会等の来学者など外部に向かっては発信される機会が増えたが、

在学生たちにもしっかりと伝え、学ぶ意欲を高めていく。四綱領についても、入学後の早

い時期に来歴などを説明して、認識を深める工夫をする。 

 

 

1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1－2 の視点≫ 

1-2-① 

1-2-② 

個性・特色の明示 

法令への適合 
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1-2-③ 変化への対応 

（1）1－2 の自己判定 

基準項目 1－2 を満たしている。 

 

（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 個性・特色の明示 

 上掲した本学の目的は、昭和 34(1959)年に設立され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本学の教育の伝統を貫いている、「優れた医

療技術者の養成を通じて社会に貢献する」という建学の精神を反映するものである。  

 本学の前身である化血研衛生検査技師養成所は、予防医学を主務とする一般財団法人化

学及血清療法研究所（以下、「化血研」という）がその公益事業の一環として設立したも

のであり、厚生省指定の衛生検査技師養成所として、全国ではじめて創設された 6 施設の

一つとして誕生している。翌、昭和 35(1960)年には熊本医学技術専門学校と名称を変更

し、昭和 44(1969)年卒業の 9 期生まで、327 人の卒業生を輩出した。 

昭和 42(1967)年、短期大学設立準備財団が組織され、短期大学への改組転換を進めると

共に、短期大学校舎（熊本市北区清水町大窪）の竣工を経て移転し、昭和 43(1968)年に 2

年制の銀杏学園短期大学として生まれ変わった。【資料 F-1】 

さらに、昭和 45(1970)年の臨床検査技師法の成立に伴い、昭和 46(1971)年には専攻科を

併設して教育内容の充実を図った。更に教育課程の改編を行い、昭和 48(1973)年から、3

年制の単科短期大学（衛生技術科：入学定員 100 人）として再発足した。 

昭和 57(1982)年、看護職者の育成をめざす短期大学進学課程（2 年制）の設置を申請し、

新たな校舎（北校舎）を増設すると共に、昭和 58(1983)年より、看護科（入学定員 40 人）

を併設した。銀杏学園短期大学は、平成 17(2005)年に最後の卒業生を送り出して翌年 1 月

に閉学したが、それまでに検査技師、看護師合わせて 4,300 人余りの卒業生を輩出した。

臨床検査技師の養成数に関しては、九州圏内で最大の実績を有している。  

平成 15(2003)年、熊本保健科学大学（保健科学部：衛生技術学科、看護学科）として新

たな教育研究体制を整え、21 世紀の社会が求める広い視野と活力を備えた人材の育成を旨

とすると共に、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、建学以来の伝統

に基づいて、保健医療分野の人材育成の再スタートについた。その後も、学科の開設（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）、別科の開設（助産別科）、大

学院保健科学研究科の開設、認定看護師教育課程の設置など、一貫して、保健医療分野の

人材育成を使命として展開している。 

本学は、急速に進展する医療分野の知見が教育研究に求める水準を保ち、保健医療に対

して多様化、高度化している社会の要請に応じるべく変容を続けてきた。九州の中央に位

置する熊本の地にあって、小規模ながらも、社会に必要とされる人材を育成し続け、半世

紀の間に、県内はもとより、九州各県の医療施設、また、関東・関西圏まで多くの卒業生

を送り出している。 

本学設立の源となった化血研は、最先端の予防医学（ワクチン製造、血液製剤製造等）

を担っていることから、本学との共同研究、また人的交流など質の高い保健医療領域での

本学への支援もある。本学が化血研を設立母体としていることは大きな個性であり、特色
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といえる。 

 以上のような本学の個性・特色は、そのまま使命・目的に反映されて、ホームページや

大学案内等を通じて明示されている。また、大学自身の自己認識を示すものとして、上述

の教育目標等制定の決議及びその開示、中期計画・中期目標前文をはじめとする学内諸文

書への掲載、記念文書（『学校法人銀杏学園熊本保健科学大学創立 50 周年記念誌 創立 50

年のあゆみ』）の刊行や、四綱領額の学内掲示などがある。 

 

 本学の使命・目的を踏まえて展開されている教育研究活動の成果は、学協会を始めとす

る各専門分野へ発信されている（参照：ホームページ、『ぎんきょう』）。それとともに、

実践的な支援プログラムによっても、また地元の商工会との共催である「ふれあいフェス

タ in ほくぶ」における健康フェア等の地域連携活動等によっても、本学の個性の認知は浸

透してきている。 

さらにまた、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【資料

1-2-1】によっても、本学の個性は発信されている。 

 

1-2-② 法令への適合 

本学は、学則第 1 条に掲げる本学の目的を達成するために、保健科学部 1 学部 3 学科、

すなわち医学検査学科、看護学科、リハビリテーション学科：理学療法学専攻、生活機能

療法学専攻（平成 25(2013)年 4 月より作業療法学専攻から改称）、言語聴覚学専攻、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）を開設している。いずれも本学がその育成をめ

ざす医療技術者の職域を反映する学科等である。 

学校法人銀杏学園は、医療技術者養成を通じて社会に貢献することをめざしてきた。熊

本保健科学大学の基本理念と教育目標は、そ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ている。 

さらに、各学科等は、それぞれが育成をめざす医療専門職像を念頭に、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』の冒頭に掲載し、文言の整理を経て現在のように規定している。リハビリテーション

学科及び助産別科の教育目標は平成 18(2006)年、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。 

本学の使命・目的及び教育目標（目的）が法令に適合しているかどうかについては、学

校教育法第 83 条、大学設置基準第 2 条に照らして、適合と判断されるが、具体的には、

それぞれの認可申請やアフターケアを通じて示されている。大学設置については、平成
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14(2002)年度の大学設置審査及び平成 18(2006)年度の完成年度履行状況調査において認

められており、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 月に認可を受け、平成 19(2007)年 4 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。平成 22(2010)年 8 月には言語聴覚学専攻の増設に伴う収容定員増

加に係る学則変更が認可され、平成 23(2011)年 4 月には言語聴覚士学校養成所指定規則に

よる指定学校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。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（脳卒中リハビリテーション看護分野）については、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。 

また、法令に定められた認証評価についても、日本高等教育評価機構が定める大学評価

基準を満たしていると認定されている（認定期間：平成 21(2009)年 4 月 1 日から平成

28(2016)年 3 月 31 日まで）。 

 

1-2-③ 変化への対応 

本学では、変化の激しい医療分野の教育研究環境にかんがみ、4 年ごとに「中期目標・

中期計画」をたてて機動的に対応する体制としている。中期計画・中期目標の前文として

大学の基本理念、教育目標を掲げ、教職員はそれに沿って、毎年度の部門別ないし委員会

別の事業計画を策定している。開学 10 年目の平成 24(2012)年の時点で、基本的な使命・

目的の改定が必要と判断されたことはない。しかし、上記のように、学科増、専攻増など

が実現されるたびに、学科別の教育目標（目的）が新設され、またその機会に旧来の学科

等においても文言の微調整などが行われた。詳細は資料 1-2-2 に示す通りである。 

 

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の使命・目的及び教育目的の適切性は確保されていると考えるが、個性、特性であ

る医療専門職の生涯学習の拠点としての機能を充実させ、関連分野の基盤的な研究の拠点

としての認識を学内外に浸透させる工夫を検討する。使命・目的及び教育目的が社会のニ

ーズに応じたものであるかどうかは、4 年ごとの「中期目標・中期計画」策定の過程で確

認されるが、年度ごとの事業計画においても確認されるようにする。 

 

 

1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1－3 の視点≫ 

1-3-① 

1-3-② 

1-3-③ 

1-3-④ 

役員、教職員の理解と支持 

学内外への周知 

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－3 の自己判定 

基準項目 1－3 を満たしている。 
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（2）1－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持について 

本学の使命・目的を定めている学則第 1 条【資料 F-3】は、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」【資料 1-1-1】として大学設置審議会に提

出した大学の目的である。「基本理念」及び「教育目標」（設置の趣旨）も同様である。設

置にあたっては、学校法人銀杏学園理事会役員および前身である銀杏学園短期大学の教職

員が、その制定に与った。【資料 1-3-1】いずれも、昭和 34(1959)年に設立した化血研衛生

検査技師養成所から、専門学校、短期大学と引き継がれてきた「優れた医療技術者の養成

を通じて社会に貢献する」という建学の精神を正統に具現化したものである。  

上記「設置の趣旨」に掲げた「基本理念」は、設立当初では長文であったものを 4 項目

として改編し、上記の「教育目標」も、学内の慎重な検討を重ねて文言の簡素化がなされ

た。【資料 1-3-2】また、平成 20(2008)年より、規程として位置づけた「熊本保健科学大学

における教育研究上の目的に関する規程」【資料 1-1-2】、この規程を策定するにあたって

関与した各会議体記録参照）。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。綱領制定の次第は資料 1-3-3 に示すとおり、役員、

教職員の理解と支持を得ている【資料 1-3-3】。学生への周知の一環として、学園祭での四

綱領を題材にした書道コンテストを行った。予想以上に盛況で、優秀者の作品を表装して

学内に掲示している。【資料 1-3-4】いずれも、上述のように多様な媒体によって学内外に

示している。（表 1-3-1） 

 

1-3-② 学内外への周知について 

周知媒体について、以下に掲げる（平成 25 年 5 月 1 日時点）。 

 

 

 表 1-3-1 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 25 年度 p.94 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 平成 25 年度 p.2  

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 

2014 年度大学案内 p1 学内外 

学生便覧（2013） 冒頭部分 学内 

ホームページ 大学の案内 学内外 

学園通信ぎんきょう No.24.25.27 裏表

紙 
学内外 

平成 26 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。 

学生便覧 平成 25 年度 p.1 学内 

ホームページ 理念と目標 学内外 

平成 26 年度 学生募集要項ｐ2 学内外 
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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 

2014 年度大学案内 p1 学内外 

学生便覧 平成 25 年度 冒頭部分 学内 

ホームページ 大学の案内 学内外 

学園通信ぎんきょう No.24.25.27 裏表

紙 
学内外 

教
育
目
標 

（
大
学
院
） 

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  

学生便覧 平成 25 年度 p.1 学内 

ホームページ 理念と目標 学内外 

平成 26 年度 学生募集要項ｐ2 学内外 

 

 

1-3-③ 中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映について 

上述のように、中期計画立案の前提として使命・目的は前文に掲載され、それを反映す

るものとして、具体的な計画および目標は立てられている。 

「中期計画・中期目標」は、各学科等の会議での検討を経て、教授会、大学運営協議会、

理事会へと順に上申され、微調整をへて最終版が承認され、あらためて全学に電子媒体の

掲示板を通じて開示される。 

アドミッションポリシー（以下、AP），カリキュラムポリシー（以下、CP），ディプロ

マポリシー（以下、DP）の 3 つの方針（【資料 1-3-5】）は、そもそもそれぞれの学科別教

育目標との整合性を念頭に立てられており、その関係性は折々に確認されている。例とし

て、平成 21(2009)～22(2010)年度の FD 研修会（全教員対象、ほぼ全員が参加）において

は、前・後期に丸 1 日（ないし半日の 2 日連続）をかけて、全科目について、科目ごとの

「学士力」13 要素の検証、SBO（個別到達目標）と教育目標との関係、DP と各科目の関

係の検証等を実施した。グループワークによる検討、意見交換などが活発に行われ、また、

そのような活動もふまえて、各学科会議等による AP、CP、DP の策定や改定も行われて

いる【資料 1-3-6】【1-3-7】。 

 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性について 

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、言語聴覚学

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認

定看護師教育課程（6 カ月）を開設している（脳卒中リハビリテーション看護分野、慢性

心不全看護分野）。これらのうち、リハビリテーション学科に平成 23(2011)年度開設の言

語聴覚学専攻は学年進行中であり、認定看護師教育課程の「慢性心不全分野」は平成

24(2012)年 4 月開設である。以上は、いずれも本学がその育成をめざ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
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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。大学院及び別科、認

定看護師教育課程の設置は、いずれも、保健科学部のめざ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、本学の使命・目的および教育目的に沿うも

のである。 

本学の学部、大学院及び別科の構成は表 1-3-2 のとおりである。 

 

表 1-3-2 学科等の構成（平成 25(2013)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） 100 400 490 30 

看護学科 4 学士（看護学） 100 400 483 41 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 4 学士（保健学） 120 440 521 30 

保健科学部 計   320 1240 1494 101 

保健科学

研究科 
保健科学専攻 2 修士（保健学） 10 20 20 1 

別科 助産別科 1 － 20 20 20 3 

合 計   350 1280 1534 107 

 

教育研究組織の構成が適切であることは、1-2-②でも述べたように、平成 14(2002)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に増設

して現在学年進行中の言語聴覚学専攻に関しては、平成 22(2009)年 8 月に言語聴覚学専攻

の増設に伴う収容定員増加に係る学則変更が認可され、翌年 4 月より養成施設としての指

定を受けた。 

以下に各組織の概要を述べ、使命・目的および教育目的に沿うものであることを示す。 

保健科学部 

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、

国家試験に合格することによって専攻に応じて理学療法士または作業療法士または言語聴

覚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ほと

んどは、国家試験の合格を経てのち、本学がその使命・目的として養成をめざす医療専門

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。  

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たもので、その第 3 項に規
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定する大学入学資格を有し、かつ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、課程修了後、国家試験に合格するこ

とによって、本学がその使命・目的として養成をめざす医療専門職たる助産師の国家資格

を得る。 

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。また、平成 24(2012)

年 4 月より慢性心不全看護分野も開設した。認定看護師教育課程には、看護師としての実

務研修通算 5 年以上あり、かつ当該分野で 3 年以上の経験のある者が所定の入学試験を経

て研修生として入学する。研修終了後に日本看護協会による認定試験があり、これを経て、

当該分野の認定看護師となる。現役ナースとして活躍中の者たちであり、学部学生にとっ

て最適のロールモデルでもある。 

 

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。 

 

（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画） 

基本理念、教育目標について、学内外への周知は、何年もの間、多様な仕方で実施され

てきており、特別な宣言として、『規程集』の冒頭に掲載されてきてもいるが、正規の規

程としての位置づけがなされていなかった。そこで、平成 20 年 4 月より「熊本保健科学

大学における教育研究上の目的に関する規程」として明確に位置づけ、「大学設置基準」

第 2 条に対しては、「学則等」という表現に応ずるとの立場で内外に説明してきた。平成

21 年度受審の認証評価においても、実質のあることが認められている。しかし、変更の

届出が義務づけられている「学則」そのものに定めることが、より適切であることから、

所定の審議をふまえて、学則上に規定する。 

 上述のように周知の努力がなされているが、その原点以来の一貫したアイデンティティ

を「ミッション」として取りまとめ、関係者の認識をリフレッシュする工夫が求められる。

また、新入生や新任者などに対する四綱領の解説なども必要である。 
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［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、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と思われる。本学が「医療専門職として社会に貢献する者」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 10 年余りを

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。新

たな次の 10 年に向けて、基盤の充実を図らなければならない。 

卒業生として輩出する医療専門職の生涯学習の拠点としても、それぞれの分野の研究力

を高め、教育研究機関としてのアイデンティティを確立する継続的な努力が必要である。  
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基準 2．学修と教授 

2－1 学生の受入れ 

≪2－1 の視点≫ 

2-1-① 

2-1-② 

2-1-③ 

入学者受入れの方針の明確化と周知 

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

（1）2－1 の自己判定 

基準項目 2－1 を満たしている。 

 

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

 本学の入学者受入れ方針は、本学の掲げる「基本理念」「教育目標」の実現をめざす観点

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【資料 F-2】。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』【資料 2-1-1】『学生募集要

項』【資料 2-1-2】には「基本理念」に加えて、表 2-1-1 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【資料 2-1-3】でも公表し

ている。 

 

表 2-1-1 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  

 

『学生募集要項』では全ての試験の出願資格の冒頭に「医療技術者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

者の育成をめざすことから、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。
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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毎回入学者受入れ

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れ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 24(2012)年度の高等学校への出前授業は 29 件、進学説明会は 139 件に

参加した。 

 現行の AP 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。 

 

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

 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。 

学力把握については、基本的に学力試験を課している。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。平成 25(2013)

年度入試より、「指定校推薦入試」においても小論文による筆記試験が導入された。  

｢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、出願資格に示し、推薦書、出願書類、面接試験による選考

を行っている。 

 平成 25(2013)年度入試における入学試験区分と募集人数は表 2-1-2 のとおりである。 

 

表 2-1-2 平成 25(2013)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 

生活機能療法学

専攻 
言語聴覚学専攻 

指 定 校 推 薦  15 人  15 人 5 人 5 人 5 人  45 人 

一 般 推 薦  35 人  32 人 15 人 15 人 15 人 112 人 

一 般  40 人  43 人 15 人 15 人 15 人  128 人 

センター利用（前期）   5 人   5 人 3 人 3 人 3 人  19 人 

センター利用（後期）   5 人   5 人 2 人 2 人 2 人  16 人 

社会人   若干名 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. 5)【資料 2-1-1】に示すとおりである。全学科共通

の教育目標として掲げている「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、指定校推薦と社会人以外の試験区分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＞ 
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 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提示し、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、及び及び小論文試験の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・学力ともに優秀でか

つ医療技術者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（古文・漢文を除く）」「数学Ⅰ・A」「英語Ⅰ・Ⅱ（リ

スニングを除く）」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 AP 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めざ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、学力試験の総合得点により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での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。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」【資料 2-1-4】に則り、熊本

保健科学大学入学試験委員会（入試委員会）【資料 2-1-5】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資格、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。 

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。 

筆記試験及び及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。 



熊本保健科学大学 

15 

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

24(2012)年度の研修会では、入試委員長が講師を務め、合否判定における面接評価の役

割、段階評価における留意点などを中心に説明をおこない、面接者となる可能性がある教

員はほぼ全員（約 70 人）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。  

入学者受け入れの方針と各入学試験の関係について【資料 2-1-6】に示す。 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

収容定員、入学定員、在学生数を表 2-1-3 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 倍である。平成 24(2012)年度の退学者は全学で 18 人であった。そ

のうち 9 人が 1 年次生、6 人が 2 年次生、3 人が 3 年次生である。 

 

表 2-1-3 収容定員・入学定員・在学生数（平成 25(2013)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 100 400 490 1.23 

看護学科 100  400 483 1.21 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 120 440 521 1.18 

保健科学部 計 320 1,240 1,494 1.20 

合  計 320 1,240 1,494 1.20 

 

（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

指定校推薦入試については、平成 27(2015)年度入試における指定校の見直しで、指定

校の数を募集定員と同数にすることが決定している。指定校側からの推薦辞退の例もあり、

現状では、募集定員を若干上回る数の高校を指定している。指定校推薦入試においては原

則として「選抜」はおこなわず、面接または小論文試験結果により本学とのミスマッチが

懸念される受験生に限り不合格としているが、近年募集定員を上回る数の指定校から志願

者が出るに伴い、合格者も募集定員を上回るケースが生じてきている。過去 3 年間では平

成 23(2011)年度の看護学科、平成 24(2012)年度の医学検査学科、看護学科、平成

25(2013)年度の看護学科である。原則として「選抜」がない指定校推薦入試では、募集人

員を超える入学者が出ないようにするため、指定校の数を調整することとした。  

 

 

2－2 教育課程及び教授方法 

≪2－2 の視点≫ 

2-2-① 

2-2-② 

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

（1）2－2 の自己判定 

基準項目 2－2 を満たしている。 

 



熊本保健科学大学 

16 

（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

学士教育課程 

大学の教育課程を編成するにあたっては、「大学設置基準第 19 条 2」によって、「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。また、本学が掲げる教育目標（目的）は、基準 1 に示す

とおりである。これらを承けて、本学の学士教育課程においては、それぞれの学科及び専

攻が育成しようとする医療専門職に相応しい専門科目を学修せしめると共に、現代社会が

「21 世紀型市民」に求める素養、すなわち、幅広く深い教養、汎用的技能、自律し他者と

協働できる社会性を有し、生涯学習の基盤を備えた人材を育成するような教育課程編成を

追求している。 

以上の観点に基づき、本学では、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）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」【資料 1-1-1】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、新たな学科等の設置やカリキュラムの改訂も、

これを踏まえて展開している。【資料 2-2-1】 

編成方針の具体的な構図は、以下のとおりである。 

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）から成る。このうち、教養科目群と保健科学基幹科目は全学科を対象とし

て開講されるため、学部の共通科目と位置づけている。なお、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、表 2-2-1 に

示すとおりである。 

 

 

表 2-2-1 平成 24(2012)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 

（平成 24 年度入学者適用） 
必/選 

教養 専門 

合計 総計 共通 科・専攻別 

教養科目 
保健科学 

基幹科目 

専門基礎 

科目 
専門科目 

医学検査学科 

必修 9 4 27 47 87 
153 

選択 31 3 6 26 66 

卒業要件 26 以上 36 以上 64 以上 126 以上  

看護学科 

（看護師課程） 
（平成 24 年度入学者適用） 

必修 9 4 20 70 103 
162 

選択 31 3 3 22 59 

卒業要件 26 以上 26 以上 72 以上 124 以上  

看護学科 
（保健師課程） 

（平成 24 年度入学者適用） 

必修 11 4 23 84 122 
162 

選択 29 3 0 8 40 

卒業要件 26 以上 29 以上 86 以上 124 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 
150 

選択 31 3 6 7 47 

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 56 99 
157 

選択 31 3 6 18 58 

卒業要件 26 以上 36 以上 64 以上 126 以上  
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ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

（言語聴覚学専攻） 

必修 9 4 27 58 98 
145 

選択 31 3 3 10 47 

卒業要件 26 以上 34 以上 64 以上 126 以上  

平成 24(2012)年 5 月 1 日現在、看護学科において保健師選択制を採用しない平成 23(2011)年度入学生までに

適用されるカリキュラムの単位数は別途示す。【資料 2-2-2】 

 

以下に、まず学部全体に共通する教養教育及び保健科学基幹科目（共通科目）の編成方

針について、次に学科及び専攻別の専門科目の編成方針について示す。なお、これらの方

針により編成される各学科のカリキュラムは、登録単位数の上限設定（CAP 制）など、基

準項目 2-4 で後述するような制度のもとで運用されている。 

 

共通科目（教養科目、保健科学基幹科目）の編成方針 

教養科目は、以下の方針のもとで 5 中区分によって構想されている。 

（ｲ）伝統的な学問が培ってきた「問題の捉え方」を学ばせるために、人文科学、社会科学、

自然科学それぞれの基礎に相当する諸科目を選択科目として設定し、中区分ごとに最低 1

科目は修得させる。（平成 24(2012)年度入学生の例では、人文科学 4 科目、社会科学 5 科

目、自然科学 4 科目を選択科目として開講）また、人文科学、社会科学、自然科学のオム

ニバスからなる必修科目 1 科目を設定し、医療の対象である人間について複合的な視点を

獲得させる（「ライフサイエンス入門」）。 

（ﾛ）学生が、少なくとも１つの外国語の実践的な力と、現代社会が要請する情報リテラシ

ーを備えて、学修や研究に総合的に活用できるようになることを目指す必修科目（「英語Ⅰ」

～｢英語Ⅳ｣「情報科学」｢現代情報リテラシー｣）を設定する。いずれも、本学が育成をめ

ざす医療専門職者として必要な汎用的技能と位置づけている。 

（ﾊ）導入教育と初年次教育によって、学生を後期中等教育から高等教育へと円滑に移行

させる工夫をする。具体的には、1 年次前期開講の｢基礎セミナー｣（各セミナー13 人程度）、

及び 1 年次後期開講の「ライフサイエンス入門」を必修として、多岐にわたる学びのため

の基盤を整えるトレーニングと位置づける。また、コミュニケーションスキルの基礎を学

ぶ科目を設定する（「カウンセリング技法」「レクリエーション技法」）。 

（ﾆ）教養科目を全学年に配置することにより、全学年を通じて継続的に教養科目を学ぶ

機会を作るとともに、教養科目を学ぶことの意味について理解の深化を促し、豊かな人間

性を涵養する。【資料 2-2-2】【資料 F-5】 

 

保健科学基幹科目は、本学の卒業生が医療現場で協働することを念頭に、本学保健科学部

の学生が共有すべき学びとして構想されている。 

必修科目では、予防医学を含む保健医療の概要、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について深耕をめざす。そのほか、他学科の概論を少

なくとも１つ選択する選択科目、チームワーク及びリーダーシップについて最終学年で捉

え直す選択科目を配置するなど、自分の専門分野以外の他職種との連携を意識しながら医

療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、開講科目数が低学年に偏重してはいるが、後述する看護学科の平成
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24(2012)年度入学者からのカリキュラムを例外として全学年に何らか開講されており、学

士課程としての学びを担保している。4 年次後期に開講される全学科混成の「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、専門分野を学ん

だ学生が、大学での学びの意味を総合的に振り返り、生涯学習の起点とすることをめざす

ものである。 

また、将来の協働を念頭に、学科混成の少人数セミナーである「基礎セミナー」（必修）

を 1 年次前期に開講するほか、他学科の概論を選択必修として位置づけるなど、共通科目

はチーム医療を想定した編成方針としている。 

同様の視点でまた平成 25(2013)年度入学生からは保健科学基幹科目の「チーム医療演

習」が学部共通科目として学生全員に課され、他の職種に対する理解を深めることと期待

されている（4 年次開講のため実施は平成 28(2016)年度）。【資料 2-2-2】【資料 F-5】 

  

学科別専門科目（専門基礎科目、専門科目）の編成方針 

各学科の教育課程は、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、言語聴覚士）。それぞれ、

「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」「言語聴覚士学校養成所指定規

則による指定学校」であることを踏まえている。なお、平成 25(2013)年 4 月 1 日より、作

業療法学専攻の名称を生活機能療法学専攻に変更した。これは、作業療法における「作業」

の概念が、日常生活動作のみならず職業、さらには生きがいや社会参画にまで拡大してい

る現状を専攻名称に反映するために行われたものである。専攻名称を変更したことは「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」であることになんら変更をも

たらすものではないが、この機会に一部カリキュラム変更が行われた。その妥当性につい

ては、平成24(2012)年10月に申請した学則変更申請に対する承認によって示されている。 

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（指定校）。ただし、看護学科の平成 24(2012)年度入学者からは、全国的な規模で進

められた保健師選択制の導入によって、保健師育成のカリキュラムは選択となった。この

変更については平成 22(2010)年度から平成 23(2011)年度にかけて、看護学科で検討部会を

中心に議論を重ね、教務委員会、教授会、大学運営協議会、理事会の決議を経て、新しい

教育課程のもとで教育を実施している。このカリキュラムの妥当性は、平成 23(2011)年 8

月に申請した保健師看護師学校変更承認申請に対する承認によって示された。医学検査学

科では卒業後の進路が多様であることから、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（承認校）としているが、ほとんどの学生は受験資格を得て卒業する。【資料

2-2-2】【資料 F-5】 

 

医学検査学科の専門基礎・専門科目の編成方針 

1 年次では専門基礎科目に主眼を置き、臨床検査学における基本的な知識と思考方法を

修得させる。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
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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。専門科目のほと

んどは 2 年次以降に配置する。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

専門知識と技術の修得に必要な科目を、『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 中区分で配置する。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」を全員が履修し、研究発表会

を経て卒業研究論文集を作成している。 

 

看護学科の専門基礎・専門科目の編成方針 

 1 年次では専門基礎科目を主に配置し（11 単位）、教養科目とも相俟って看護の対象と

なる人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、看護の基礎となる専門科目（「看護学概論Ⅰ」など）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（7 単位）と専門科目（34 単

位）を配置し、様々な健康レベルや状態にある人々の看護を、1 年次の学修をもとに知識

として理解できるように配置している。3 年次では 2 年次で学んだ知識を活用・統合し、

具体的な看護の対象となる人とその家族に対して、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ている。実習終了後、その学びを更に地域、社会に応用展

開できるように地域看護関連の科目を配置している。さらに、全ての領域に共通する看護

論などの科目を、自分の興味や関心によって広く選択できるよう配置している。また、こ

れまでに学修した内容の知識や技術をすべて統合し、複数の患者を受け持つなど、実際の

臨床における業務に近い形で看護を提供する、「看護総合実習」を配置している。最終学年

の 4 年次では、看護師課程の臨地実習における体験を振り返り、看護職としての自己の課

題を明らかにする「看護の統合演習Ⅱ」を配置するとともに、研究などの科目を配置し、

それぞれの内容について知識を深め、将来への足がかりとする。平成 24(2012)年度入学生

から適用される保健師選択制の開始に伴い、看護師課程カリキュラムの充実をめざして、

看護論などの科目を 3・4 年次の 2 セメスターに配置、さらに「看護総合実習」を 4 年次

に配置している。また、保健師課程カリキュラムでは、3 年次から地域住民の健康問題の

解決について学びを深めさせるために公衆衛生看護関連の科目を配置し、4 年次では 3 年

次での学びを具体的に実践するため、「公衆衛生看護実習」を配置している。 

看護学科の教育課程は、平成 21(2009)年度からの保健師助産師看護師学校養成所指定規

則などの一部改正のカリキュラムと平成 24(2012)年度からの保健師選択制のカリキュラ

ムの 2 種類を現在並行して実施している。【資料 2-2-2】【資料 F-5】 

 

リハビリテーション学科の専門基礎・専門科目の編成方針 

リハビリテーション学科に関わる指定規則は一様ではない。「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」「言語聴覚士学校養成所指定規則による指定学校」が

定めている教育内容がそれぞれ異なるため、3 専攻に共通の専門基礎科目は多くない。 

理学療法学専攻、生活機能療法学専攻の専門基礎科目は共通開講され、リハビリテーシ
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ョンの理念や理論の理解に必要となる基本的知識を学ばせるとともに、科学的な思考力や

判断力を養い、専門職者としての意識形成を図るための 32 科目を配置する。一方、指定

規則の異なる言語聴覚学専攻においても、上記の目的に沿って 27 科目を配置する。なお、

この 27 科目には、指定規則上の規定に従い、心理学、言語学といった人間に対する深い

洞察を得るための 9 科目が配置された中区分『心理と言語の科学』を設定している。3 専

攻の専門基礎科目には、将来医療現場で協働する他職種との相互理解を深めるために、選

択科目として他専攻の概論を配置している。 

理学療法学専攻、生活機能療法学専攻において、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、理学療法士または作業療法士

として必要なそれぞれの専門知識と技術の修得を目的とする。理学療法学専攻の専門科目

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。生活機療法学専攻の専

門科目は、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。ただし、「義肢装具

学総論」は両専攻に共通しているが、専門科目との連続性を反映して、内容は異なる。 

言語聴覚学専攻において、専門科目は 66 単位以上を配置、『言語聴覚学総論』『言語聴

覚障害診断学』『失語･高次脳機能障害学』『言語発達障害学』『発声発語・摂食・嚥下障害

学』『聴覚障害学』『地域言語聴覚学』『臨床実習』『卒業研究』の 9 中区分 43 科目によっ

て構成される。【資料 2-2-2】【資料 F-5】 

 

その他の課程 

保健科学研究科 

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」としている。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き、

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や

現場のリーダーの育成を行っている。この教育目的を達成するために、教育課程は共通科

目、専門科目の臨床検査領域、リハビリテーション領域に分かれている。  

共通科目は主に 1 年次に履修する。両領域の研究の基礎となるべき知識や考え方、生命

の尊厳や保健・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ための基本教育と位置づけ、「保健学研究論」など必修 1 科目及

び選択 6 科目を設置している。 

専門科目臨床検査領域では、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、「臨床検査診断学特論」など必修 1 科目を含む 7 科目の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。 

専門科目リハビリテーション領域では、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、健康保持・増進や QOL 向上のための高度な専門性身につけ

た人材の養成、並びに地域リハビリテーションの充実を図る指導者養成のために、「地域リ

ハビリテーション概論」など必修 1 科目を含む 8 科目の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。 
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以上について、各開講科目と教育目的・編成方針との関係を表に示す。【資料 F-5】 

 

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 条に規定する大

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。修了生には学位は与えられないが、国家試験に合格するとことによって助産師

の国家資格を得る。 

以上の観点から、教育目的とする助産師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、本学の助産別科の教育課程編成方針のも

とで教育課程を構想している。その編成方針は、平成 22(2010)年 11 月 10 日の「看護教育

の内容と方法に関する検討会 第一次報告」と平成 24(2012)年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。 

 

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)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。また、平成 24(2012)年 4 月

より慢性心不全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。各分野とも教育機関は 6 カ月、研修生の定員は 15 人、専

任教員は 2 人（うち 1 人は主任教員）である。教育課程の編成は、それぞれの分野で認定

看護師教育課程に準じている。 

 

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

2-2-②(ⅰ) 編成方針に沿った体系的編成 

学士教育課程 

 各授業科目と編成方針（学科等の教育目標）との整合については、【資料 2-2-3】に示す。

平成 22(2010)年度の FD 研修会では、それぞれの学科がこのことを検証したものであるが、

このような視点は新たなカリキュラムの構想などに意識されることとなった。  

 共通科目については、上述に示すとおりである。学科別の科目について、以下に示す。 

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修得さ

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。

多くは、専門科目の基礎として 1 年次から 2 年次前期の開講となるが、『保健医療福祉と

医学検査』は、2 年次後期から、また、遺伝子検査技術の基礎となる「分子生物学」は２

年次後期、臨床をふまえた疾患と病態生理を総合的に学ばせる「臨床病態論」は 3 年次前

期の必修科目として配置している｡ 

≪専門科目≫ 

平成 19(2007)年度入学生からは、8 中区分からなる 58 科目で構成される新カリキュラ
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ムに従って、最新の知識と技術の修得をめざす。ほとんどが、臨床検査技師国家試験受験

資格に必要な必修科目と、選択科目であるが、｢実験動物学｣｢バイオテクノロジー演習｣｢食

品学｣などの選択科目、また、4 年次生向けに中区分の『特別科目』に選択科目として配置

した「薬物治療学」「薬物動態論」「治験学概論」「専門英語」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。 

必修の「卒業研究」では、問題発掘能力、研究計画能力、問題解決能力、ディスカッシ

ョン能力、プレゼンテーション能力、論文作成能力を養うことで、大学、企業、病院など

の医療機関で臨床検査に関する研究開発や臨床研究を積極的行うことができる人材の育成

をめざす。【資料 2-2-5】 

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

のようなチーム医療に関する卒前教育も必要となってきたことから、各実習終了時にプレ

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。また、チーム医療体

制の下では、臨床検査技師は症例ごとの検査データを総合的に解析し病態を推測できる能

力を有することが求められている。そこで、『特別科目』のなかの必修科目「臨床検査学特

論Ⅰ」では、R-CPC（Reversed Clinico Pathological Conference）を取り入れて、病態・

症例解析の基礎的な能力を養うようにしている。なお、平成 22(2010)年度より日本臨床衛

生検査技師会主催の「臨地実習指導者講習会」に、本学の臨地実習先のうち 2 施設（毎年

順番制）の中堅臨床検査技師に参加していただき、その結果をもって臨地実習連絡会議の

場で伝達講習を行い、臨地実習教育での質の向上と均一化を図っている。  

 

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

の考え方を学修させる。 

 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』では疾病の回復に関わる基

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 21(2009)年度の保健師助産師看護師学校養成所指定規則などの一部改正に伴う新

設科目はなく 18 科目を配置している。平成 24(2012)年度入学生から適用の保健師選択制

に伴うカリキュラム（以下「24 カリ」）の変更においては、『生命現象の基礎』では、4 科

目の科目名を変更し、さらに「人体の構造と機能演習」を新設した。『健康障害の成り立ち』

では、「発達加齢論」を「小児病態論」「母性病態論」へ変更し、『回復の援助技術』に「臨

床栄養論」を新設した。理解しやすく学びやすいよう、教育効果の点から再編成した上で、

20 科目を配置している。 

≪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、技術及び態度を修
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得させることを目的に構成している。 

上述の指定規則などの一部改正による教育課程の変更により、専門科目においては、平

成 21(2009)年度の入学生からの新カリキュラム（以下｢21 カリ｣）に統合分野が新しく追

加された。これに応じるため、中区分数はそのままに再編成し、4 中区分からなる 50 科目

を配置した。 

 中区分『看護の基礎』では、看護実践の基礎となる理論、知識、技術の修得及び態度の

涵養をめざす。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修得を

めざす。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修得と研

究能力の育成をめざす。指定規則一部改正の意図を反映した統合分野として新たな科目「看

護の統合演習Ⅰ」「看護の統合演習Ⅱ」や「看護総合実習」を配置している。（平成 21(2009)

年度入学生から適用の新カリキュラム（「21 カリ」）は、平成 23(2011)年度入学生までの

みを対象とする。） 

 平成 24（2012）年度入学生からの保健師選択制導入に対応する新たなカリキュラム（「24

カリ」）における専門科目の編成については、中区分数はそのままとして、中区分名『社会

と健康』を『社会生活と健康』へ、『看護の展開』を『看護の統合と展開』へ変更した。  

 中区分『社会生活と健康』は、地域看護関連科目を保健師課程のカリキュラム改正に伴

い公衆衛生看護関連科目へと再編成した。看護師としての基礎教育の充実をめざし、『看護

の統合と展開』に新たな必修科目として「看護倫理」、「医療安全管理」、「看護セミナーⅠ」、

「看護セミナーⅡ」、選択科目として「救急看護論」、「代替医療」を追加し、58 科目を配

置している。また、身体活動とグループ単位の学修によってチームワークを身につけさせ

る「看護セミナーⅠ」（1 年次）については、さらに平成 27(2015)年度開講の「看護セミ

ナーⅡ」（4 年次）が開講した時点で、「看護セミナーⅠ」「看護セミナーⅡ」を連携させ、

初学者である 1 年次生に対して 4 年次生が指導的役割を担いながら学修する教育方法を取

り入れる予定である。 

平成 24(2012)年度の保健師選択制カリキュラム開始に伴い、2 年次開講科目の配置を一

部 1 年次に移動し、年次ごとの履修単位数の偏りを緩和している。 

 

リハビリテーション学科 

リハビリテーション学科に関わる指定規則は一様ではなく、指定規則が定めている教育

内容がそれぞれ異なるため、3 専攻の科目編成方針は一致しているが、具体的な教育課程

は必然的に異なる。 

≪専門基礎科目≫ 

●理学療法学専攻・生活機能療法学専攻 

リハビリテーション学科の 2 つの専攻では、専門基礎科目は、3 中区分からなる 32 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
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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。  

●言語聴覚学専攻 

言語聴覚学専攻では、上記の 3 中区分に加えて、人間に対する深い洞察を得るための科

目を配置した中区分『心理と言語の科学』9 科目があり、言語障害を理解するための基本

的な機能を体系的に学修する。そのため、他の 3 中区分での開講科目は上述の 2 専攻より

少ない。 

以上の 3 専攻では、リハビリテーション分野におけるチーム医療の素地を育成する目的

から、それぞれ他専攻の概論を少なくとも 1 科目選択することとなっている。 

≪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、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、技術及び態度を修得させる 7 科

目を配置している。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修得させる 3 科目を配置し

ている。中区分『理学療法治療学』には 23 科目を配置している。必修科目として、疾患

別に 8 科目、更に理学療法関連治療として 8 科目を配置し、将来の方向性に応じて専門職

の知識と技術を深化させるための選択科目として 7 科目を配置している。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、今後の方向性を学修させる 3 科目を配置している。中区分『臨床実習』には

5 科目を配置している。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と位置づけている。中区分『卒業研究』には 2 科

目を配置し、卒業研究を通して研究の基礎を学び、医療の発展に貢献できるような医療研

究開発者としての能力を身につけさせる。【資料 2-2-2】【資料 F-5】 

●生活機能療法学専攻 

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 9 科目を配置している。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」を配置している。中区分『作

業療法治療学』には 19 科目を配置し、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 15 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 科目を配置している。中区分『地域作業療法学』には、6 科目

を配置し、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

器について学修する。中区分『臨床実習』には、6 科目を配置し、学内で修得した教養科

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
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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。中区分『卒業研究』には 2 科目を配

置し、科学的に課題を探求していくための研究法の基礎と生涯学習の基盤となる姿勢を身

につけさせる。【資料 2-2-2】【資料 F-5】 

●言語聴覚学専攻 

中区分『言語聴覚学総論』には、言語聴覚学に対する理解と関心を深め、将来言語聴覚

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、技術及び態度を修得させる

ための 8 科目を配置している。中区分『言語聴覚障害診断学』には 3 科目を配置し、科学

的手法に基づいた評価や診断の理念やその手法について学ばせる。中区分『失語・高次脳

機能障害学』には 7 科目を配置し、失語症及び高次脳機能障害の鑑別や診断、検査、訓練、

さらには、社会心理的問題について学ばせる。中区分『言語発達障害学』には 5 科目を配

置し、言語発達障害についての概念や病態、これらに関連する障害、疾患、支援体制につ

いて学ばせる。中区分『発声発語・摂食・嚥下障害学』には 7 科目を配置する。この中区

分は、大きく発声発語障害学と摂食・嚥下障害学に分けられ、発声発語障害に関する評価

や治療方法について学ばせる 5 科目と、摂食・嚥下障害に関する評価法、訓練法、チーム

アプローチについて学ばせる 2 科目を配置する。中区分『聴覚障害学』には 5 科目を配置

し、乳幼児期から老年期に至るまでの各ライフステージにおける聴覚障害、聴力低下に対

する検査、評価、治療や訓練、補聴について学ばせる。中区分『地域言語聴覚学』には 2

科目を配置し、地域で生活する言語聴覚障害児・者を支援するための地域リハビリテーシ

ョンについて学ばせる。中区分『臨床実習』は、学内で学んだ言語聴覚療法の理論と技能

を学外の臨床実習施設において、臨床実習指導者による教育援助を受けながら、実際の障

害を持った対象者に実践し、修得していく教育課程である。中区分『臨床実習』に設定さ

れた 3 科目を通して、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。中区分『卒業研究』には 3 科目を配置し、多様な領域にお

いても共通に必要とされる研究法の基礎を学ばせるとともに、基本文献の精読や研究論文

執筆を通して最新の技術や医療情報に対応することができる専門性を身につけさせる。平

成 24(2012)年度では、このうちの 1、2 年次開講分が予定通り実施された。【資料 2-2-2】

【資料 F-5】 

 

上述のような方針の下で編成・開講されている授業科目について、平成 24(2012)年度は

すべてが実施されている（学年進行中の言語聴覚学専攻を除く）。 

 

その他の課程 

保健科学研究科 

大学院保健科学研究科では、登録単位数の上限設定など履修上の条件と制限は特に設け

てはいない。しかし、学生のほとんどが社会人のため、講義は夜間や土曜日に開講され、

登録単位数の上限制定を実施する状況にはない。また、外国人留学生受け入れ制度や職業

を有している等の事情により標準修学年限で修了することが困難な学生のための、長期履

修制度を平成 25(2013)年度から設けている。 

平成 24(2012)年度の大学院開講科目の実施状況は、24 科目のうち、7 科目が未開講（履
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修希望のなかった科目 4 科目、選択者 3 名以下のために次年度開講となった科目 3 科目）

であった。大学院の履修登録は、入学時に履修登録を行うが、選択科目の履修者数が 3 名

以下の科目は、次年度入学者の履修者と合わせて次年度に開講する。未開講の 7 科目は、

履修者数が 3 名以下のため 25 年度開講としたためである。 

 

助産別科 

 別科では、教育目標に掲げているように、専門職として主体的に助産ケアを実践できる

助産師の育成をめざしている。したがって、助産臨床実践に必要な基礎的知識と技術の修

得に力を入れている。また、助産師の多くの実践者から学ぶことで、専門職の認識を深め

ることができるような目標になっている。 

表 2-2-2 に示すとおり、授業科目は段階的かつ完結的に基礎助産学、助産診断・技術学、

地域母子保健、助産管理の科目を主に前期に配置している。助産学実習は継続事例実習

（妊娠・分娩・産褥・新生児期）、分娩介助実習、助産所実習及び地域母子保健実習を後

期に行っている。 

授業は、効果的に履修できるよう、グループ討議、ロールプレイ、模擬授業等で学生

の主体的学習を促し、臨床現場が想起できるよう視聴覚教材を活用し理論と実践の統合を

図る授業方法で行っている。 

 

表 2-2-2 教育課程の編成及び開講授業科目一覧 

教育内容 授業科目 
学期 単位数 

時間数 授業形態 
前期 後期 必修 選択 

基礎助産学 

助産学概論 ○  1  15 講義・演習 

生殖医療と生命倫理  ○  1 15 講義・演習 

性と生殖の健康科学 ○  1  15 講義 

母性発達援助論 ○ ○ 1  30 講義・演習 

助産学研究 ○ ○ 1  15 講義・演習 

周産期の病態と生理Ⅰ ○  2  60 講義・演習 

周産期の病態と生理Ⅱ ○  1  30 講義・演習 

母子関係援助論 ○ ○  1 15 講義・演習 

助産診断・ 

技術学 

乳幼児の健康科学 ○  1  30 講義 

女性の健康科学 ○  1  30 講義・演習 

助産診断技術学概論 ○  1  15 講義・演習 

助産診断技術学Ⅰ ○  1  30 講義・演習 

助産診断技術学Ⅱ ○  1  30 講義・演習 

助産診断技術学Ⅲ ○  1  15 講義・演習 

助産診断技術学Ⅳ ○  1  15 講義・演習 

助産診断技術学演習 ○  1  30 演習 

地域母子保健 
健康教育論 ○  1  30 講義・演習 

地域母子保健 ○ ○ 1  30 講義 

助産管理 助産管理 ○ ○ 2  30 講義 

助産学実習 
助産学実習 ○ ○ 10  450 実習 

地域母子保健実習  ○ 1  45 実習 

修了要件 必修 30 単位以上＋選択 1 単位以上＝31 単位以上 

 

 

2-2-②(ⅱ) 編成方針に沿った教授方法の工夫・開発 

本学の教育課程において特徴的な、実践能力を強化する、学内外での実習（演習）の方
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法及び臨地（床）実習の取り組みについて、以下に述べる。 

学士教育課程 

医学検査学科 

＜学内実習＞ 

1 年次前期において、「検査学入門」を開講し、臨床化学、生理検査、微生物検査、病理

検査、輸血検査、血液形態学的検査、病理検査など臨床検査の主な検査分野について今後

学内で行われる各種実習の初歩的なガイダンス実習を実施する。また、病院検査室を少人

数（10 名以下）で訪問し、臨床現場で働く検査技師の実際の業務や体験談を聞く機会を得

させ、将来にむけてのモチベーションを高めさせる。この科目で、顕微鏡の取り扱い方、

血清分離方法、遠心機の取り扱い方など基礎的な手技を修得する。 

1 年次後期から 3 年次後期に開講される学内実習では、同一の科目を毎日連続して実施

する集中実習形式を取り入れている。これにより、学生は科目の予習、復習、理解をじっ

くりと行うことができる。また、実習科目の開講順を考慮している。基礎的な科目をすべ

て終了して次の科目（「化学実習」→「生化学実習」→「臨床化学検査学実習」、「解剖学実

習」→「病理検査学実習」、「生理学実習」→「生理検査学実習」など）へ学習が進むので、

体系的な知識修得が可能となる。 

＜学外実習＞ 

「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 24(2012)年度では、九州全県 45 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、服装チェック、専門科目実習の復習を行い、職業人

としての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、施設側指導者との合同の

臨地実習連絡会議【資料 2-2-6】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 

＜学内演習＞ 

 看護学科 1、2 年次の基礎看護技術の学内演習では常時 9 人の教員が担当し、事前及び

事後学習の指導や実技試験も含め、確実な技術修得を図っている。模擬患者の活用、臨地

実習施設の実習指導者の参加による工夫によって、臨地実習の現状に近い学習環境を作り、

教育効果を高めており、さらに、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している。また、2 年次の「看護の

統合演習Ⅰ」においては、基礎看護実習で受け持った患者の情報を再度整理し、必要な援

助を考え実施する演習を行うことで、2 年次の各領域看護論につなげている。2 年次の各

領域看護論の学内演習では、各領域教員が事例の看護過程の展開を指導し、3 年次の臨地

実習に繋げている。 
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平成 24(2012)年度から、新たに 1 年次に配置した「看護セミナーⅠ」では、看護職者と

して必要な基本的な対人マナー、思考・表現能力などを身に付けさせるために、学生を少

人数グループに分け看護学科教員全員が分担して指導にあたっている。また、4 年次に配

置した「看護セミナーⅡ」では、4 年生が 1 年生の指導を経験し、指導・評価のプロセス

を学修する予定である。 

＜学外実習＞ 

 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。そのため、実習受入先の実習指導者を含め、教員同士や指導者との間に何重にも連

携を深める体制をとっている。また、長期の臨地実習が開始される前には、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、実習に必要な科目の単位を修得し

た学生に対して「認定式」を執り行い、認定書の授与と学生が考えた「誓詞」の斉唱を行

っている。平成 23(2011)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が設置され、平成 24(2012)年度からは、実習時の学生の交通手段

調査などの支援が行われている。 

 学生自身が看護技術の卒業時到達目標を視野に入れて学習できるよう、「看護技術項目の

卒業時達成目標と領域別達成状況」表を作成し配付している。学生は、この表を用いて自

らの学修状況を自己管理しつつ看護技術の修得を意欲的に行っている。4 年次の実習終了

後には各学生に自己評価させ、達成状況を把握し、結果は実習内容検討の資料にするとと

もに、年度末の臨地実習合同会議で実習施設に報告している。 

 学生配置については、基礎看護実習では、4～6 人のグループ単位であり、領域別実習で

は、学生全体を大きく 6 つのグループに分け、その中をさらに 2～5 人ずつに分けて、各

実習科目をローテーションしながら約 6 カ月間実施する。附属の実習施設を有していない

ために、熊本県内の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、実習担当教員と実習指導者との間で学生の実習指導上必要な事項について、事前の

打ち合わせ及び事後の振り返りを行い、お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を行っている。また、施設の年間計画のもとに大学と施設側と

の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。

大学と施設側との間では、①「臨地実習合同会議」（年 1 回）、②「臨地実習合同研修会」

（年 1 回）を連絡調整及び実習指導に関する知識を深める場として位置づけ、実習施設側

との連携を深め実習環境をさらに充実させる取り組みを行っている。また、教員の実習指

導力向上を目的に、熊本県看護教育機関協議会が開催する研修会（年 5 回）への参加【資

料 2-2-7】も行っている。 

 

リハビリテーション学科 

リハビリテーション学科では、それぞれの専攻が、3 つの段階で実習を構想している。 

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、「臨床見学実習」（理学療法学専攻）、「作業療法学入門実習Ⅰ」・「作業療法学入門

実習Ⅱ」（生活機能療法学専攻）、「入門実習」（言語聴覚学専攻）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、学修意欲の向上を図っている。  
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「臨床見学実習」（理学療法学専攻）では、1 年次後期に、大分県内のリハビリテーショ

ン関連施設の見学を 1 泊 2 日の見学研修旅行の形で実施するとともに、同セメスター内 3

日間で主に熊本県内の病院・老人保健施設・小児療育医療施設において、1 施設に実習学

生 1～2 人が赴き、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関連

部門の業務内容の把握、リハビリテーション対象者の抱える問題の多様性、チームアプロ

ーチの理解と理学療法士の役割を学ばせる。「作業療法学入門実習Ⅰ」（生活機能療法学専

攻）は 1 年次前期に配置され、作業療法士が働く病院等の施設において少人数グループで

の見学を行い、職業イメージの確立と目的意識の明確化を図り、意欲的な学習へと繋げる。

「作業療法学入門実習Ⅱ」は 2 年次後期に配置され、それまでの学修内容を踏まえたうえ

であらためて病院等施設の見学と併せて、障害を有していながら芸術活動を行う芸術家の

作品が展示された美術館の見学を通して、対象者の生活の質(Quality of Life; QOL)の向上

のための作業療法士の役割を考えさせる。「入門実習」（言語聴覚学専攻）では、1 年次後

期に 5 日間、病院・老人保健施設・小児療育医療施設において、1 施設に実習学生 1～2

人が赴き、リハビリテーション関連施設の目的と役割、1 日の業務の流れ、リハビリテー

ション関連施設で働く他職種の役割を学ばせるとともに、専門職として必要なコミュニケ

ーション能力と学習態度を涵養する。 

第 2 段階として、理学療法・作業療法・言語聴覚療法における検査測定・評価、及び理

学療法士・作業療法士・言語聴覚士への理解と自己の将来像の形成を目的に、「臨床検査測

定実習」・「臨床評価実習」（理学療法学専攻）、「評価実習」（作業療法学専攻・言語聴覚学

専攻）を配置する。理学療法学専攻では、2 年次後期の「臨床検査測定実習」において、

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

術修得とともにその臨床的意義について考えさせる。3 年次後期の「臨床評価実習」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を理解させる。生活機能療法学専攻では 3 年次後期の「評価実習」

において、疾患及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

までを理解させる。言語聴覚学専攻では 3 年次前期の「評価実習」において、学内で修得

した言語評価について臨床の場で実践するための実習を行う（平成 25(2013)年 7 月～8 月

に実施）。 

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「臨床総合実習Ⅰ」及び「臨床総合実習Ⅱ」を配置し、生活機能療法学専攻で

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。現在学年進行中の言

語聴覚学専攻においては、3 年次後期に 8 週間の「臨床実習」を配置している。これらの

実習では、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・作業療法・言語聴覚療法プロセスを総括的に理解させるための臨床実習を

実践している。以上の実習を通して理学療法・作業療法・言語聴覚療法の臨床的意義を考

えさせ、理学療法士・作業療法士・言語聴覚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。 

さらに、生活機能療法学専攻では、地域リハビリテーションにおける専門職としての役

割、特に、高齢者・障害者の在宅における生活支援ならびに就労支援を学ばせるために、

介護老人保健施設や障害者就労移行支援に関する施設において、「地域実習」（4 年次後期）
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を配置する。この実習を通して、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。 

実習に際しては、施設側指導者との合同の実習指導者会議を各専攻で開催し、学生の実

習状況について意見交換を行うとともに、密接な連携体制の必要性を確認する場としてい

る。 

 

その他の課程 

保健科学研究科 

●臨床検査領域  

高度化し専門化する医療環境では職務に関する高い専門性と多様性が求められ、臨床

検査技師としての役割を果たすためには高度の専門的知識に加え、激しく変化する医療現

場の状況に適切に対応できる能力を身につけることも必要である。そこで、栄養サポート

チーム（NST）、感染制御チーム（ICT）、遺伝子検査を中心とした高度先進医療等のチ

ーム医療における臨床検査技師の役割を実践的に学ばせ、更に臨床検査室の国際規格

ISO15189 によるクオリティマネジメント、検査のコンサルテーション等を学ばせる臨床

現場での実習を配置している。 

●リハビリテーション領域 

実習では、維持期リハビリテーション（維持期リハ）を取り上げ、「維持期リハ実習」

を配置している。維持期では完成されたものを単純に維持するのではなく、生活再建や高

次能機能障害等では時間をかけて緩やかに機能回復する時期である。そのため、急性期や

回復期に比べて圧倒的に時間が長く、地域リハビリテーションとも繋がりを持ち、一部重

なっている。従って、維持期の現場実習を通じて地域リハビリテーションを学び、考える

意義は大きい。実習では、維持期リハのシステムと具体的な評価、支援内容、リハマネジ

メントの手法や関連職種との連携を体験し、対象者の生活支援と QOL 向上への具体的ア

プローチを学ばせる。 

大学院保健科学研究科の学生のほとんどが社会人のため、総ての授業を学内の教室で実

施する現在の方法では学生の都合に合わせて授業時間を調整するのが難しく、毎年、時間

割作成が困難である。その為、大学設置基準第 25 条（授業の方法）にもある、多様なメ

ディアを高度に利用して当該授業を教室以外の場所で履修させる取り組みについて、平成

23(2011)年度より研究科委員会で検討を開始した（資料：研究科委員会の議事録）。平成

24(2012)年度は、一部の教員が教室での対面講義とメールを利用した教室外での課題解

決を組み合わせた方式で授業を開始し、さらに、平成 25(2013)年度の前期からレポート

オプション、後期から e‐ラーニングの導入を開始する。【資料 2-2-8】 

 

助産別科 

助産学実習の履修は、実習要項に実習の目的及び行動目標、実習方法等を明示してい

る。実習要項はあらかじめ学生、教員、実習指導者に配付され、その内容や方法が周知さ

れている。実習施設は平均年間分娩数が 1,200～1,300 件の 2 施設、施設の特性を生かし

て、実習内容に合致した医療・助産活動を行っている 4 実習施設を確保している。学生は

各グループ 2～5 人が実習している。平成 24(2012)年度、10 例の分娩介助実習は、実習期
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間内に学生 20 名全員が修了した。 

実習指導者は実習施設に所属する助産師が施設に 1～2 名ずつ配置され、助産ケアの指

導を行っている。また、年 2 回実習指導責任者会議を行い、実習の目的・方法の確認や諸

問題を協議し、連携を図っている。 

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、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

ト防止委員会、教務委員会、図書館運営委員会、情報セキュリティ委員会、保健室委員会、

ホームページ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。  

 

キャリア教育センター（認定看護師教育課程） 

 研修生は、実践経験豊富で、専門的な知識と確かな技術を持って看護を実践している臨

床の看護者である。日本看護協会が認定した実習先の条件は、特定の看護分野に特化した

病棟や施設であり、そこで 5 週間の実習を行う。病棟実習では、患者を受け持ち、カリキ

ュラムの主要概念である患者・家族への専門的援助の方法や、看護師の相談、指導の実際

を学ぶ。半年間の教育課程のうち 3 か月にわたる座学での学びを、実習を通して深めなが

ら特定の看護分野の独自性を体得していく。研修生のほとんどは、研修終了後、勤務先の

病院に戻ることから、出身病院の特性を考慮しつつ、この機会により多くの知見を得られ

るよう、施設側の協力を得ながら、配置する工夫をしている。 

 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

医学検査学科では、現在、専門科目の講義や実習には臨床検査技師としての臨床経験が

豊富な教員を少なくとも 1 名は配置し、臨床現場とのギャップを最小限にとどめている。

しかし、本学科では臨床経験がない教員も多いことや、この数年、120 名を超える学生が

入学し、それに加えて障害支援を要する学生も増えていることもあって、臨床現場に結び

つくような教育が希薄になることが危惧される。大学教育において、臨床現場から求めら

れるような質の高い人材（学生）を社会に輩出するためには、教育の質的向上、即ち、教

育に携わる教員のスキルアップが必至である。そこで、平成 25 年度から、臨床経験が少

ない教員に対して臨床現場での研修制度を設け、臨床現場が求めるような専門知識と技術

とのバランスのとれた教育の向上をめざす。 

看護学科では平成 24(2012)年度入学者からの保健師選択制の開始に伴い、看護師課程

においては平成 24(2012)年 4 月から新カリキュラムを実施した（主要な変更点は、看護論

などの科目の 3・4 年次への配置や看護総合実習の 4 年次への配置である。保健師課程で

は、3 年次から公衆衛生看護関連の科目を配置し、引き続き 3 年次～4 年次に公衆衛生看

護実習を配置した。）。このカリキュラム変更に際して、科目配置の都合上、看護学科 3

年次には教養科目の配当がなくなった。従来のカリキュラムにおいても看護学科 3 年次の

教養科目選択者はごく少数であり、そうした傾向から見れば平成 24(2012)年度以降の看

護学科入学者についても大きな違いは生じない。しかしながら、教養教育の教育課程編成

方針では全学年に教養科目を開講することとしていることから、正課授業以外の面で教養
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教育の実質を担保する必要がある。そこで、学習相談室（後述）の機能拡張などにより対

応を試行していく。 

リハビリテーション学科では、対人援助職としての適性に疑問のある学生を 1 年次の見

学実習等の機会やスモールグループ活動の際にスクリーニングしている。臨床実習で問題

が顕在化した際に、保護者を含め三者面談を行い、問題点の共通認識を図った上で、セラ

ピストになりたいという本人の意欲を再確認している。本人の意思が明確な場合は、足り

ない部分をどう伸ばしていくか、具体的なトレーニング内容を検討し、継続的に指導を行

っている。 

研究科で現在実施されている研究内容の方向性及び大学院生の意見を踏まえて、大学院

の教育カリキュラムの内容について見直しを行う。25 年 4 月から必須科目と選択科目の

入れ替えを実施したが、今後、これまで受講者少なく開講する機会が少なかった授業科目

を、現在実施されている研究内容の方向性に沿った新しい科目に入れ替えることを検討す

る。25 年 4 月から導入した e-ラーニングシステムの有効な活用方法の整備を図る。 

また、平成 24(2012)年度の慢性心不全看護認定看護師の育成を開始に伴い、養成教育

課程の充実と向上に努める。 

CP のコンパクトな明示が必要である。 

 

 

2－3 学修及び授業の支援 

≪2－3 の視点≫ 

2-3-① 

 

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 

（1）2－3 の自己判定 

基準項目 2－3 を満たしている。 

 

（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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

授業支援の充実 

2-3-①(ｉ) 教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用 

平成 21(2009)年から大学院が開設されたことにより、TA 等の人材確保の可能性が広が

った。TA については、平成 22(2010)年より「大学院ティーチング・アシスタント規程」

【資料 2-3-1】によって運用が始まっている。平成 23(2011)年度の実績は 0 人である。 

また、学部学生を SA(Student Assistant)として幅広く活用するために、具体的な業務

内容を定めた「スチューデント・アシスタントに関する規程」【資料 2-3-2】を作成し、

平成 22(2010)年度から授業支援等に配置している。運用初年度の試行結果もふまえて、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科目への配置を基本としている。主

要な業務は、提出物の並べ替えや出欠の転記である。また、本学の学生を対象とする講演

会企画などにも活用の場を求め、受付業務などのためにスポット的に募集している。SA

配置の実務は教務委員会を代行して共通教育センター（平成 22(2010)年度は改組前につき

教養教育運営委員会）が学務課と共に行っている。SA の配置にあたっては、SA 自身の学
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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。また、出欠等の転記作業においては転記用紙を授業 1 回ごとに分けて用意

し、連続した情報に SA が触れることのないよう配慮している。【資料 2-3-3】 

他方、情報処理教育、外国語教育については、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、各学科での実習、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。 

各学科においては、臨地実習関連施設との移動を伴う多岐にわたる調整に由来する業務

量の多さが、教員の教育研究活動への集中を妨げているだけでなく、学科及び専攻間の意

思疎通にも障害となっていると判断し、平成 20(2008)年度からは各学科に所属して事務を

担当する職員を配置している。なお、平成 23(2011)年度よりリハビリテーション学科に開

設された言語聴覚学専攻は、同学科の既設 2 専攻が 2 号館にはいっているのに対し、看護

学科とともに 3 号館にはいっているため、2 号館に常駐するリハビリテーション学科担当

事務職員の支援を受けにくい。また、同じく 3 号館にはいっている助産別科とキャリア教

育研修センターも事務職員を必要とする。そこで 3 号館には、看護学科の事務職員とは別

に、平成 24(2012)年 1 月から、言語聴覚学専攻、助産別科、キャリア教育研修センターを

担当する事務職員を 1 人配置している。 

 

2-3-①(ⅱ) 学生への学修支援体制 

本学の学修支援は、教授会のもとにある教務委員会、共通教育センター、学生委員会、

国家試験対策委員会などとその担当課が、全学的に採用している少人数担任制度（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実施している。  

 

（ｲ）スモールグループ担任制などによる学修支援 

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、学科には学年担任が置かれ、各年次のオ

リエンテーションやガイダンス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ものである。学士課程においては原則として 3 年次進級の際にグルー

プ編成と担任教員がともに替わる。平成 24(2012)年度のスモールグループの担当について、

【資料 2-3-4】に示す。専任教員 1 人あたりが担当する学生数は 15 人程度である。専任教

員 2 人の複数担任制となっている場合は教員 2 人に学生 30 人程度となる。 

スモールグループ担任は、学生の出席状況や成績を把握し、学生生活全般について相談

に応じ、指導と助言を行う。具体的には、選択科目の履修指導、学修の動機づけ、学修状

況の把握、GPA に基づくセメスターごとの面談、国家試験への助言などである。そのほか

就職、進学活動については推薦書や内申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郵送で通知しており、成績表には担

任がコメントを付している。3 年次生の保護者と 4 年次生の保護者を対象としてそれぞれ

年 1 回開催している保護者会では、保護者の希望に応じてスモールグループ担任が個人面

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（教務、学生、国試対策、就職の各委員会、学生相談室
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など）。 

スモールグループは学生相互の親睦を深めるための小集団としても企図されており、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。【資料 2-3-4】 

退学、休学、復学については、届出書類にスモールグループ担任が所見を記入する。こ

うした学籍異動のほか、留年者対策、卒業年度の国家試験に合格しなかった学生の卒業後

の国家試験受験対策についても、スモールグループ担任が面談等による支援をするととも

に、組織的な対応窓口につなぐこととなっている。 

以上のように、スモールグループ担任制による学修サポートの範囲は広く、また、学科

及び専攻の特性に応じて活動形態に相違も生じるため、教員の業務としてガイドラインを

示している。【資料 2-3-5】 

卒業年度の国家試験に合格しなかった者や卒業後に国家試験受験資格を得た者に対し

ては、教員研究室ゾーンに自習室を設け、質問しやすい環境を提供している。また、就職

支援センターによる支援も継続されている。【資料 2-3-6】 

 

（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

ル教育により入学前学習を支援している。基本的な形態としては、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）。課題作成

及び添削は本学の専任教員が担当している。入学予定者に対する実施科目は、「高等学校で

履修しなかった、また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。「英語」については、平成 23(2011)年度入

学者向けの課題より e-ラーニングを導入した。更に、平成 23(2011)年度には、平成 24(2012)

年度入学者向けに「日本語」として視写を導入した。以上に加えて、リハビリテーション

学科言語聴覚学専攻の入学者向けには、読書課題も用意している。平成 24(2012)年度も同

じ構成で平成 25(2013)年度入学者向け通信型リメディアルを実施した。【資料 2-3-7】 

いずれの科目に関しても実施率はほぼ 100%である。【資料 2-3-7】 

平成 24(2012)年度入学者への事後のアンケート調査【資料 2-3-7】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」「少しは役に立った」

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が、

専任教員が担当する場合もある。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 24(2012)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」（90 分×5 回）をリハビリテー

ション学科の理学療法学専攻と作業療法学専攻に対して開講した。また、言語聴覚学専攻
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についてはカリキュラムを考慮して 1 年次後期の開始直前に「物理」（90 分×6 回）を集

中開講した。 

これらの調整等の業務担当は共通教育センターと学務課である。講義型リメディアルの

趣旨と実施要領については新入生オリエンテーションの中で共通教育センターが説明して

いる。その際、学生から「自分も受講すべきかどうか」という相談が例年多く寄せられる

ことから、平成 24(2012)年度入学者には新入生オリエンテーションで自己診断テストを実

施することとした。これにより、申し込み時の問い合わせを減らすことができた。【資料

2-3-8】 

各科目の最終回に実施したアンケート調査では、講義型リメディアルについて「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。【資料 2-3-7】 

 

（ﾊ）学習相談室 

平成 20(2008)年度から毎年 7 月上旬に 1 年次生全員を対象に実施しているアンケート

【資料 2-3-9】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。平成 20(2008)年度の調査では、「勉強の方法が分から

ない」は 4 割であった。その後の傾向としても、平成 23(2011)年度に 4 割、平成 24(2012)

年度に 5 割、平成 25(2013)年度に 4 割と、特に目立った変化は見られない。このことから、

入学から間もない 1 年次生の中には、大学での学びに戸惑いを覚えつつも教員に具体的な

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。そこで本学では、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修困難に陥ってい

る学生の支援までを視野に入れた「学習相談室」を構想した。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」通称｢スタサ｣【資料 2-3-10】）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。平成 23(2011)年度はさらに浸

透を図り、前期・後期とも週 3 回開室した。1 回の開室時間は 2 時間程度で、教養科目担

当の専任教員が分担して待機する。学修困難に陥っている学生の支援をめざすにあたり、

気兼ねなく立ち寄ることができる場とすることを最優先し、相談内容を限定していない。

そのため、授業の補習に近い利用もあれば、お茶を飲みながらの歓談もある。これらの定

期開室の時間帯とは別に、分野特化型として、予約制での文章添削指導も実施している。  

平成 24(2012)年度も平成 23(2011)年度と同様の開室状況である。開室は前期 13 回、後

期 14 回で、開室時間は合計 54 時間であった。このうち学生に対応した時間は 7 時間 30

分で、開室 1 回あたりの平均利用時間は約 17 分となる。場所は学生のアクセスに配慮し

て、当初は附属図書館に最寄りのセミナー室を充てていたが、隣接する就職支援センター

との間で調整が生じるなどの事情から、平成 24(2012)年度の後期からは共通教育センター

事務室に隣接する非常勤講師室に変更した。非常勤講師の利用時間帯の違いを利用したシ

フト制である。開室場所として教員室には近くなったが、放課後の学生の動線からは外れ

ており、「通りすがりに立ち寄る」というケースが減少した側面は否定できない。平成

25(2013)年 4 月には、新入生が利用しやすいように開室時間を一時的に拡大すると共に、

後述するピア・サポーターと協働するなど、浸透のために新たな試行を重ねている。 

＊ピア・サポート 
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学生相談室の主導により、平成 24(2012)年度からは、先輩による学修・生活支援として

ピア・サポート体制が取り入れられた。これは SA の一形態として、事前研修を受講した

2 年次以上の学部生が事務カウンター横やレストラン、学友会室等に待機し、時期に応じ

た後輩からの質問や相談に対応するものである。 

4 月の活動は、入学から間もない 1 年次生が気軽に訪ねることのできる窓口として、SA

の新たな活躍の場と位置づけた。また、大学生活等よろず相談（5 月）、前期試験対策（6

月）、後期履修登録等（9～10 月）、後期試験対策（1 月）と、時期に応じて相談の主テー

マを設定した。平成 25(2013)年 5月 1 日時点でのピア・サポーターは 72 人で、平成 25(2013)

年度新入生オリエンテーション時のグループワークにも参画するなど、その活動の幅も拡

がっている。【資料 2-3-11】 

＊新入生オリエンテーション 

教務委員会は平成 24(2012)年度入学者向けに「新入生オリエンテーションの手引き」【資

料 2-3-12】を作成、配付した。平成 25(2013)年度入学者に対しても同様である。それ以前

はオリエンテーション期間のスケジュールとしては簡略なタイムテーブルのみを配付して

いたが、新入生がより詳しく実施内容を把握し、メモを取りながら主体的に説明を聴くこ

とができるよう、学科、専攻別に、冊子体の「手引き」とした。これにより、タイムテー

ブル以外のメッセージや説明、サークル紹介なども、より浸透させることができるように

なった。 

 

（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、オフィスアワー以外の時間帯に訪問する学生が多い。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（上述の学習相談室「スタサ」としての活動は、平成 22(2010)年度から）活動してい

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）学修施設の整備 

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

期間中に諸注意と共に交付し、具体的な使用方法は専任教員が授業などで説明している。

機器のトラブルや問い合わせには、情報処理教育の補助職員がヘルプデスクとして対応し

ている。【資料 2-3-13】 

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。  

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
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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、附属図書館の蔵書やデータベース検索、電子ブック・電子ジャーナルや個人ポータル

の利用、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。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、学内でリムーバブルメ

ディアを持ち歩かなくても、別の席で作業を継続することができる。 

ネット環境、附属図書館については 2-9-①で述べる。 

また、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 PC

設置箇所以外の 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。【資料 2-3-14】 

 

（ﾄ）障害学生支援室 

平成 23(2011)年 4 月より特別な学修支援を必要とする学生を対象とする「障害学生支援

室」を設置した。平成 22(2010)年 11 月実施の入学試験（一般推薦）において重度の聴覚

障害生が入学すると予測されたことから、学内で準備を急ぎ、準備室としての活動を経て

4 月から発足した。教員への啓発、研修、諸設備の配置等を含めて障害学生に対する情報

保障の充実という観点から取り組んでいる。内外の対応、ノートテイカー育成を含む支援

体制の立ち上げ、具体的な段取りなど細則作りに追われ、支援室規程が策定されたのは 6

月となった。月 1 回の委員会の他に、支援者との交流を図る｢包括的意見集約ミーティン

グ｣などを開催して、課題の共有、対応の確認、継続的な支援を維持する努力を続けている。

支援の対象者は「顕名」など所定の条件を満たす学生であるが、潜在的な対象者への対応

について、保健室、学生相談室との連携も保たれている【資料 2-3-15】。 

 

2-3-①(ⅲ) 学修支援に対する学生の意見くみ上げ等 

学生への学修・授業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

いて、体制改善に反映されているか。 

学生の学修支援、学修環境の改善の要望は、主として FD 推進委員会が実施するアンケ

ートによって定期的に汲み上げている。全学年で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。「全般型」アンケー

トは施設設備の充足度などを調査するものであり、そのため、座学が中心となる 1、2 年

次生を対象としている。科目別と「全般型」の 2 種類のアンケートを実施することにより、

学生の意見を幅広く汲み上げ、学修支援に活かしている。これらのアンケート集計結果は

学内用電子掲示板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。これらについては基準項目枝番 2-6 で扱う。 

FD アンケートのほか、「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。また、教職員が汲み上げる以

外に、学友会が学友会室前に「目安箱」を設置しており、学生自身が意見を集めようとす

る動きも定着しつつある。 

学修支援に対する学生の意見は、アンケートや投書以外では、スモールグループ担任や
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科目担当者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、教務委員

会などで検討される。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

的であり、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。そのため、学生の

意見は事務職員を通じても吸い上げられる【資料 2-3-17】。 

教員との関係にあっては、学生が相談しやすいように、教員研究室入口に教員の顔写真

を貼ると共に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、学生が訪問しやすい設計となっている。教員個人研究室につい

ては、ハラスメント防止対策として、通路から室内の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程度開けておくこととしている。 

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。自習室に参考図書や問題

集を配備し、夜間に教室を開放、売店では軽食を販売し、事務カウンター前にはお湯とお

茶を設置するなどの対応を行っている。また、学生から補習の要望があれば、可能な限り

開講して応えている。 

 

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

学生の学修支援体制は、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修支援体制、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。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

提供する仕組みとして「学習相談室」を開室したが、いまだ体制づくりの途上である。  

学習相談室については、新入生オリエンテーションでの紹介や掲示など、周知に努めて

いることから認知度は高い。1 年次生全員を対象に 7 月上旬に実施しているアンケートの

結果では、平成 24(2012)年度は回答者 352 人の 94％にあたる 331 人が学習相談室を知っ

ているかまたは利用したことがあると答えた。しかしそのうち利用したことがあると答え

たのは 24 人に過ぎず、大半の学生は「知っているが利用したことはない」というのが現

状である。これは、上記の学修支援体制により相談内容が補完されていると考えられる。  

学生の学修環境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。  

学修支援は、学修の動機づけが弱い学生のみならず、積極的で学修意欲の高い学生に対

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。 

 

 

2－4 単位認定、卒業・修了認定等 

≪2－4 の視点≫ 

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

（1）2－4 の自己判定 

基準項目 2－4 を満たしている。 
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（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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

2-4-①(ⅰ) 単位の認定、進級及び卒業・修了の要件と厳正な適用 

単位の認定、進級・卒業・修了要件については、「学則」第 7 章及び、それに基づいて

策定された規程に定めている。当該規程は、「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」（以下、「履修進級規程」という）から、記載

内容の見直しを経て、平成 23(2011)年度より「熊本保健科学大学 学修規程」（以下「学

修規程」という）へ改正した。ただし、第 13 条の進級要件に限っては、平成 22(2010)年

度以前の入学生に対しては「履修進級規程」を適用することとなっており、現在これら 2

つの規程を併用している。【資料 2-4-1】 

単位の認定は、「学修規程」第 2～12 条の定めに従い、科目の履修と試験等によって行

われる。評価方法についてはシラバスに明記するなどして周知している。また、定期試験・

追試験、再試験を経て確定成績が開示された後、一定の｢不服申し立て｣期間が設けられて

おり、より慎重な扱いを制度化している。平成 24(2012)年度には 1 件の申し立てがあった。 

進級については、「学修規程」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、それまで各学科の 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。進級要件はカリキュラムを反映して学科及び専攻により異なるが、基本的には、

各年次に開講される必修科目について未履修がないこと、そして、履修した科目のうち未

修得（不合格）科目の数と単位数が基準以下であることが、いずれの学科・学年において

も共通の要件となっている。そのため、授業への出席状況には教職員側でも常に注意を払

っており、出欠の記録を徹底すると共に、欠席が目立つ学生については科目担当教員が学

務課やスモールグループ担任に照会し、必要に応じて面談を実施するなどの対応が定着し

ている。平成 23(2011)年度には履修登録から成績管理までを Web 上で行うポータルシス

テムを導入したことにより、教員は自分が担当しているスモールグループの学生について、

出席状況や成績を常時照会できるようになった。このようにして、履修成立の要件は厳格

に守られている。年度末には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進級の可否を決定する。原級に留め置か

れることが決定した学生については、直ちに保護者宛に文書による通知がなされ、三者面

談を実施して今後の対応を確認する。 

卒業要件については、学則第 44 条、「学修規程」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)年度入学者よ

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)年度入学者

から卒業要件は 128 単位となった。ただし保健師選択制への対応として平成 24(2012)年度

入学者より適用されるカリキュラムでは、卒業要件は 124 単位となっている。さらに平成

25(2013)年度入学生より適用されるカリキュラムでは、全学共通科目である保健科学基幹

科目に必修科目として「チーム医療演習」を新設したため、卒業要件は 125 単位となって

いる。リハビリテーション学科の各専攻でも、平成 25(2013)年度入学生より適用されるカ

リキュラムでは、「チーム医療演習」の新設に伴い卒業要件は 127 単位となった。 

本学入学前に大学または短期大学等において修得した単位は、学則第 35 条の定めると
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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。これに該当するケースは、入学時

に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少なく、ほとんどが教養科目として

の認定である。毎年 1、2 件程度の申請があるが、認定の対象となる科目がおのずと限定

されることから、1 人あたりの平均認定単位数も多くはない。平成 24(2012)年度の対象者

は計 1 人であった。当該学生については教養科目 10 科目 16 単位を認定した。平成 24(2012)

年度まで、単位互換協定に基づく単位認定の事例はない。【資料 2-4-2】 

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」または「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。平成 23(2011)

年度は 2 人について TOEIC による「英語Ⅱ」の単位認定を行った。平成 24(2012)年度の

認定はない。 

 

2-4-①(ⅱ) 単位制度の実質を保つための工夫 

学士教育課程 

年次別登録単位数の上限は全学科一律に 48 単位としている。【資料 2-4-3】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 129 単位程度、看護学科は 133 単位程度、リ

ハビリテーション学科は 129 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、単位制の実質を損なうほど多くの科目を履修することは、時間

割編成の上からも、現実的にできない。 

授業科目の学修結果の評価は、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、多面的に評価している。同一科目を複数教員が分担する場合は、

当該科目の責任者が全体を統括する。「学修規程」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「学修規程」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）。  

成績評価結果は、Web ポータルシステムを介してセメスターごとに学生個々に通知す

ると共に、スモールグループ担任の所見を添えて保護者へも郵送している。これにより保



熊本保健科学大学 

41 

護者との間で学修状況について認識の共有が進み、面談などにおいてもスムーズな意思疎

通を可能としている。なお、保護者への成績送付については、個人情報利用について入学

時に学生の了解を得た上で実施している。 

学生が自身の学修過程における課題を認識し、学修意欲を向上させるよう、成績は個人

指導の資料として活用している。評点以外にセメスターごとの GPA を算出し、学修指導

の資料とすると共に、学修意欲を喚起させる制度として運用している【2-4-4】。GPA の傾

向に応じて、スモールグループ担任のほかに学科長または専攻長、学部長との面談による

学修指導、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 GPA が基準値を下

回った場合は、学部長が退学を勧告する。他方、優秀者は、卒業時に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」【資料 2-4-5】

（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。 

 

その他の課程 

保健科学研究科 

単位の認定は科目の履修と授業への出席状況、レポート、小論文等によって行われる。

成績評価の方法については「シラバス」に明記するほか、担当教員が授業の中で説明して

いる。 

大学院の修業年限は 2 年で、特に進級の規定はない。修了するためには研究指導 12 単

位を含め必修 20 単位、選択科目を含めた合計 31 単位以上の修得が必要である。修了の認

定は、2 年以上在学し、所定の授業科目を履修して所定の単位数を修得し、かつ必要な研

究指導を受けた上に修士論文の審査及び最終試験に合格した者について、大学院研究科委

員会で審議した上で行っている。 

大学院における学位授与基準及び学位審査の手続きは、「大学院学則」第 38 条【資料

F-3】）及び「学位規程」【資料 2-4-6】に定めている。 

修士論文の審査にあたっては、大学院研究科委員会の構成員で研究指導資格を有する教

員 3 名以上から成る審査委員会を設置する。審査委員会は修士学位論文審査基準に従い、

修士学位論文発表並びに学位論文を中心としてこれに関連ある科目に関する最終試験によ

り、提出された修士学位論文を審査する。審査委員会は審査結果を研究科長に報告し、研

究科委員会で審査委員会の審査結果を踏まえて学位授与について審議し、結果を学長に報

告することになっている平成 24(2012)年度は 10 名の学生が学位審査を受け、全員が合格

した。修士学位論文審査及び最終試験に不合格の場合は、9 月上旬に修士学位論文の再提

出を行い、9 月下旬に再度修士学位論文の審査を受けることになっている。 

これらの手続きを明解に示すため、「大学院学生便覧」の中に入学から修了までの手続

きをフローチャート【資料 2-4-7】で示している。 

 

助産別科及び認定看護師教育課程 

 助産別科及び認定看護師教育課程も、それぞれの規定に従って単位の認定が適切に行わ

れている。 

 



熊本保健科学大学 

42 

（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

単位の認定、進級・卒業・修了要件については、平成 23 年度より新たに定められた「熊

本保健科学大学 学修規程」に沿って円滑に実施されており、今後も適切に運用してい

く。 

TOEIC など検定試験による単位の認定は、所定の手続きを経て導入されたが、学則上に

明記されていないので、平成 25(2013)年度に学則として明記する（学則第 33 条の 2）。

また、成績評価基準の評語の意味についても、記載を追加する。 

 

 

2－5 キャリアガイダンス 

≪2－5 の視点≫ 

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

（1）2－5 の自己判定 

基準項目 2－5 を満たしている。 

 

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

教育課程内での社会的・職業的自立につながる指導としては、本学のカリキュラム全体

が医療専門職の育成をめざすところから、随所で意識を高める指導がなされている。また

臨地・臨床実習は、就業をめざす職場への理解を深める機会でもある。さらに、コミュニ

ケーションやチームワークの能力育成を念頭にした各種の科目も設定されており、卒業後

2 年から 3 年程度の卒業生に話を聞くプログラムも用意されている。 

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が、進学については、専門分野担当の教員や共通教育セ

ンター教員、学務課による支援体制がそれぞれ機能している。 

また、3 年次及び 4 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

図っている。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

の説明責任を果たすものと位置づけている。 

正規の教育課程外の指導体制として、以下に、進路に係わるものを挙げる。  

 

（ｲ）就職委員会・就職支援センターによる支援 

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。【資料 2-5-1】【資料 2-5-2】 

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、医薬系企業など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、看護学科は年 2 回、リハビリテーション

学科は年 1 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、看護学科 82 施設、リハビリテーション学科 43 施設）。【資料 2-5-3】 

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
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い（会）」【資料 2-5-4】を開催している。就職委員をはじめとする教職員及び卒業生の参

加の元で、就職委員長が当該期生の卒業後半年以降でのアンケート結果を開示し分析を報

告している。また、懇親会を通じて、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。就職支援センターは、平成 19(2007)年 4 月

から就職支援専門の部署として立ち上げられ、専従職員 4 人を配置した。また、学生数の

増加に対応するため平成 23(2011)年 9 月には現在の 1 号館レストラン寄りの位置に移転し

職員も平成 24(2012)年度より 5 名体制とした。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、支

援センター前廊下に就職専用掲示板を設置している。就職支援センターへの平成 24(2012)

年度の相談件数は延べ 1511 件であった。 

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、自己分析、自己 PR

講座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。

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、めざ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、

ハローワークと連携し、面接対策講座を実施した。 

平成 21 年度には、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。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となっている。 

ほとん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、以下に述べる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。 

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

の希望がほとんどである。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。いずれもスモールグループや関連分野や教養教育の教員が入試

対策の助言も含め支援している。 

平成 24(2012)年度の進路状況は、表 2-5-1 及び資料 2-5-5 のとおりである。 
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表 2-5-1 進路の状況（学科別） （平成 25(2013)年 5 月 1 日現在）     

学部 学科 

平成 24 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 102 90 90 0 100% .0% 299 

看護学科 117 107 107 8 100% 6.8% 812 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 83 78 78 2 100% 2..4％ 1040 

学部 計 302 275 275 10 100% 3.3％ 2151 

助産別科 20 20 20  100%   

 

上述（基準 2-3-①(ⅱ)）のように、卒業年度の国家試験に合格しなかった者や卒業後に

国家試験受験資格を得た者に対しては、教員研究室ゾーンに自習室を設け、質問しやすい

環境を提供するとともに、就職支援センターによる支援も継続している。【資料 2-5-6】 

 

（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、各学科・専攻の教員に

よるワーキンググループとその代表者による国家試験対策委員【資料 2-5-7】によって構

成されている。国家試験対策委員会会議は年間 3～4 回開催している。各学科・専攻のワ

ーキンググループは、詳細な年間計画を策定し、各学科・専攻の学科会議や専攻会議で審

議決定された事案について、国家試験対策委員会で、各学科・専攻、別科の国家試験対策

案を調整し、模擬試験の支援、補習授業の企画などを担当している。なお、各学科・専攻

のワーキンググループは国家試験対策実働隊としての機能を果たし、3～6 名の各学科・専

攻の教員によって構成され、会議はほぼ毎月開催される。この会議では策定案の進捗状況

の点検や問題点の抽出、検討や対策などを行い、即効性を高めている。さらには、国家試

験受験にあたっての内面支援のため、全学科学生を対象とした講演会の開催や環境整備と

して、セミナー室等の施設開放を積極的に行っている。【資料 2-5-8】 

 

表 2-5-2 国家試験合格率 

国家試験 

平成 21(2009)年度 平成 22(2010)年度 平成 23(2011)年度 平成 24(2012)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 受験者 合格者 合格率 

臨床検

査技師 

本学 93 64 68.8% 89 71 79.8% 93 90 96.8% 98 88 89.8% 

全国 4,060 2,753 67.8% 3,959 2,652 67.0% 4,012 3,027 75.5% 4,097 3,162 77.2% 

看護師 
本学 101 99 98.0% 117 111 94.9% 111 108 97.3% 117 114 97.4% 

全国 47,944 45,040 93.9% 48,509 46,785 96.5% 49,336 46,928 95.1% 56,530 50,224 88.8% 

保健師 
本学 101 80 79.2% 117 96 82.1% 110 98 89.1% 117 117 100.0% 

全国 12,717 11,163 87.8% 13,748 12,332 89.7% 14,528 12,963 89.2% 16,420 15,764 96.0% 

助産師 
本学 21 17 81.0% 21 21 100.0% 20 20 100.0% 20 19 95.0% 

全国 1,896 1,577 83.2% 2,097 2,059 98.2% 2,064 1,982 96.0% 2,113 2,072 98.1% 

理学療

法士 

本学       37 31 83.8% 43 42 97.7% 39 39 100.0% 

全国       10,416 7,736 74.3% 11,956 9,850 82.4% 11,391 10,104 88.7% 

作業療

法士 

本学       20 17 85.0% 38 37 97.4% 42 39 92.9% 

全国       5,794 4,116 71.0% 5,821 4,637 79.7% 5,279 4,079 77.3% 
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（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

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十分に機能しており、本

年度の就職率は全ての学科において 100%を達成している。今後も就職率 100％を維持す

るとともに、就職における自分の考え方を学生がさらに強化、充実させるように展開する。  

国家試験対策委員会は、各学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、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。国家試験合格者は臨床検査技師（89.8%）を除くと 92%～100%であり、国家試験

対策は充分に機能していると評価できる。今後は、就職者及び国家試験合格者が 100%に

達するように関連支援体制の充実を図っていく。 

学生が主体的に国試対策を行っていけるように支援体制の充実を図る。 

 

 

2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2－6 の視点≫ 

2-6-① 

2-6-② 

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

（1）2－6 の自己判定 

基準項目 2－6 を満たしている。 

 

（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

学生の学修状況・資格取得・就職状況の調査、学生の意識調査、就職先へのアンケート

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を行っている。 

本学の教育目的の達成は、第 2 次中期目標・中期計画【資料 1-3-2】において、教育の

成果・効果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【資

料 F-5】に明示し、それに即して評価された「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、学生に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。 

 

学修・資格取得・就職状況等の調査 

学生の意識調査は、FD 推進委員会によって毎年実施されている「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)及び

2013」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、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、
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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。 

2-5(ｲ)で述べたように医学検査学科・看護学科 2・3 期の卒業生には、各学科の卒業生の

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している。前身である短

期大学時より、多くの実習先病院は継続されており、卒業生の就職も多い。毎年教職員が

実習指導や就職の御礼に伺うなどの際に報告書として記載するものを共有している。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となっている。 

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。 

また、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（学修支援基本調査プロジェクト）による基本的な調査を継続中である。  

 

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めざしている。 

 授業アンケートの質問項目は、同じ質問によって経年変化を見ることも重視しているが、

より目的に即した質問項目となるよう FD 推進委員会【資料 2-8-13】が毎年見直しを行っ

ている。平成 24(2012)年度には質問紙を改訂し、「総合的満足度」などの項目について選

択肢を 4 択から 5 択へと変更した。「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。【資料

2-6-1】 

このほか、1 年次前期開講の小人数セミナーである「基礎セミナー」（13 人×28 班程度）

や「看護セミナー」などについては、異なる質問紙で調査を実施している。  

FD 推進委員会は平成 16(2004)年度以降、原則として全ての開講科目についてアンケー

トを実施する体制を構築してきたが、学生数の増加などに伴い、外注に頼らない従来の方

針では全学全科目実施が難しいと判断されたことから、平成 24(2012)年度からは、専任教

員に関しては同一科目についてのアンケートは「2 年に 1 回以上の実施」へと条件を緩和

した。平成 25(2013)年度の開始時点では、全 322 科目のうち 75 科目の担当者から、前年

度から連続して実施したいとの意向が示されている。なお、兼任教員（非常勤）の場合、

同一教員が複数の科目を担当するケースは少ないことから、その担当科目については「2

年に 1 回以上」ではなく毎年アンケートを実施することとしている。 

平成 24(2012)年度分の実施については、図 2-6-1 に示す従来の流れに沿っている。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、各授業の原則最終回にアンケー

トを実施した。 

 本学における授業改善アンケートは、平成 16(2004)年度に導入して以来、実施形態に試

行を重ねながらも、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、
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柔軟な運用を可能にしている。開講科目と学生が増加を続ける状況にあってこのアンケー

ト業務を滞りなく遂行するには担当者の負担も大きいが、すべてのプロセスを教職員が担

うことによって、教育目的の達成状況の点検・評価が本学の実状に合った確実なものとな

っている。 

 

 

図 2-6-1  FD 授業改善アンケートによる教員の自己点検・評価（平成 24(2012)年度現在） 

 

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

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、FD 推進委員会は平成

23(2011)年度より、段階的に従来の形態を変革することとした。平成 23(2011)年度にはそ

の第一段階として、「全科目匿名の一覧表による授業満足度の開示」及び「授業満足度が極

端に低い科目の担当者との面談」を廃止した。次いで、平成 24(2012)年度からは、集計結

果については、すべての実施科目について、自由記入を除くすべての項目を顕名で教職員

及び学生に開示することとした。開示は PDF ファイルを学内用電子掲示板にアップロー

ドすることにより行う。なお、教職員と学生に開示されるものには、科目別の集計結果の

ほかに、授業形態（講義、演習、実習）別の総合集計結果、及びアンケート結果に対する

科目担当教員からのリプライとしての「授業改善計画」がある。 

アンケート結果の開示は、当該セメスターの成績確定後に行っている。順序としては、
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FD 事務担当の学務課職員が科目別集計結果をファイルサーバの教員別フォルダに保存し、

科目担当者がそれぞれ結果を参照する。また、OCR 処理済みの質問紙を学務課職員が各教

員に手渡しで返却する。集計に含まれない自由記入欄については、この時点で科目担当者

の目に触れる。その後、科目担当者は学生へのリプライとして「授業改善計画」を作成す

る。学務課職員はそれを取りまとめ、アンケートの度数分布表と共に学内用電子掲示板に

開示する。開示期間は 1 年としている。 

次年度にフィードバックする「授業改善計画」をアンケート結果へのリプライと位置づ

けて開示することにより、評価の双方向性を確保している。また、教員が担当科目につい

て任意の集計を行うことができるよう、集計の元データ（CSV テキスト形式）をファイル

サーバの教員別フォルダに科目ごとに保存している。 

 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

学生による授業改善アンケートはこれまで、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しているが、本年度では教員の教育実践能力をさらに向上させる目的

でこのアンケート方式を改善する検討を行った。その結果、平成 24 年度からアンケート

内容の変更及び結果については、実施全科目について、すべての項目を顕名で学内ネット

上で全開示することとなった 

FD セミナーでは、より良い授業及び学生の評価のあり方などをテーマとしたセミナー

を 2 回開催し、講演者及び教員との充実した討議が行われた。今後も同様にセミナーを開

催する。 

 

 

2－7 学生サービス 

≪2－7 の視点≫ 

2-7-① 

2-7-② 

学生生活の安定のための支援 

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

（1）2－7 の自己判定 

基準項目 2－7 を満たしている。  

 

（2）2－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

2-7-①(ⅰ) 学生サービス、厚生補導のための組織と機能の適切性 

 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。【資料 2-3-7】特に、学生生活の支援と

しては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』【資料 F-5】の冒頭に「手
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続・相談窓口」の一覧を掲載するなどして周知している。さらに、学生支援に関わる全学

組織は学生委員会【資料 2-7-1】であり、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

によって構成されている。委員会では、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、審議するとともに、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、学修環境の改善な

ども審議する。 

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。 

 

2-7-①(ⅱ) 奨学金などの学生に対する経済的な支援の適切性 

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。【資料 2-7-2】 

 

（ｲ）熊保大奨学制度と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たが、平成 25(2013)

年度からこれを廃止し新たな奨学金制度をスタートさせた。【資料 2-7-3】従来の特待生制

度が一部少数の者（各学科 2 名ずつで 1 学年 6 名）に対して学納金全額免除という手厚い

免除だったのに対して、1 人当たりの免除額を減らし、その分広く学生支援ができる制度

へと変更するというのが新制度導入の趣旨である。新制度では、選考により各学年 16 名

（入学定員の 5％）の学生に対して、月 5 万円（年額 60 万円）の奨学金を給付する。この

奨学制度は平成 25(2013)年度入学生から適用されるため、現在特待生制度と熊保大奨学生

制度が併用されている状況である。 

従来の制度による平成 24 (2012)年度入学者からは 6 人が選抜され、全学では 18 人が制

度を利用している。 

 

（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 25 (2013)

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 24 (2012)年度実績は、日本学生支援機構 894 人、

その他の奨学生 19 人、合計 913 人（学生総数の約 6 割）が学外奨学金制度を利用してい
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る。 

以上の奨学金制度は、『大学案内』【資料 F-2】、『学生便覧』【資料 F-5】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、学内掲示板にて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 24(2012)年度の対象者は延べ 52 件であり、前

年度より増加傾向がみられることから、入学者及び在学学生の家計状況の厳しさが増して

いることが窺える。また、本学提携教育ローンシステムの利用者は、平成 24(2012)年度が

前期 18 件、後期 30 件、平成 25(2013)年度前期は 20 件となっている。 

 

（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、修学に影響が少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は、図書館のカウンター業務や SA(Student Assistant )制

度のほかに、平成 23(2011)年度から聴覚障害学生への PC ノートテイク業務、平成

24(2012)年度にはピア・サポート制度などを設けている。学生にとって、学修環境に近

いところでの業務はメリットがあるとともに、経済的支援としても役立っている。  

 

2-7-①(ⅲ) 学生の課外活動への支援の適切性 

本学学生の課外活動は学友会の下で運営されている。【資料 2-7-4】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。下部組織は 35 の体育系及び文化系のクラブで構成されており、平成 25(2013)年度の

クラブ参加者延べ学生数は 1147 人である。学友会は年 1 回の総会、毎月 1 回の役員会を

自主的に運営しているほか、学園祭、球技大会などの各種行事においては実行委員会を結

成して執り行っている。また、平成 25(2013)年度からは、学友会役員の中からクラブ担当

を 4 名配置し、充実したクラブ活動運営の役割を担っている。 

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 23(2011)

年度より学友会と学生委員会が主体となった、リーダー養成プログラムとしての 1 泊研修

（学外研修施設利用）を実施している。【資料 2-7-5】また、学友会に属するクラブには教

職員が顧問となり、学生の自主性を育てる観点から、見守りながらも必要に応じた援助を

実施している。こうした教職員によるサポートのほか、資金援助も行っており、平成

25(2013)年度のクラブ活動助成金の予算として後援会費（委託徴収金）より総額 324 万円

を充てている。さらに、学生委員会内の小委員会として、クラブ委員会を設け、クラブ部

長会議の開催や毎年 10 月と 2 月の 2 回、各クラブに「収支決算報告書」を提出させ、経
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費支出などの指導を学務課とともに行っている。その他、活動に際しての許可（施設許可

など）や届出手続き等を行う支援も実施している。【資料 2-7-6】 

 

2-7-①(ⅳ) 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等の適切性 

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経費（平成 24(2012)年度実績 546 万円）

を計上しており、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グ

ループ内の親睦を深めている。 

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。【資料 2-7-7】この正規開室時間以外にも予約による相談や保護者から

の相談にも対応していることから、実質的には正規開室時間以外の相談の方が多い。相談

件数は年々増加し、平成 24(2012)年度の延べ相談述べ件数は 840 件（対前年度比 47％増

加）であった。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（内、一人は臨床心理士の資格所有）と、保健室勤務の看護師 1 人の

合計 4 人で構成され、青少年期に現れやすい精神障害などの早期発見にも繋がっている。

相談事例が多様化していることから、平成 20(2008)年度からは教員のストレス軽減や教員

をサポートする体制の整備も視野にいれて、外部臨床心理士と業務委託契約を結び支援強

化に努めている。また、平成 25(2013)年 4 月には、学生を支援する教職員へのサポートと

して、『教職員のための学生サポートガイドブック』第 2 版【資料 2-7-8】を作成・発行し

た。 

ハラスメントに対しては、「熊本保健科学大学  ハラスメント防止委員会規程」【資料

2-7-9】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。【資料 2-7-9】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。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。ま

た、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ハラスメント防止

委員会委員から周知活動を行っている。さらに、平成 23(2011)年 1 月～3 月にかけて全学

生及び教職員を対象としてハラスメントに関する実態調査（アンケート）を実施し、その

集計結果は学内用電子掲示板に開示した。 

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）などを行っており、定期健康診断受診率は 99%、ワクチン

接種率は 99％に及んでいる。【資料 2-7-9】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速やかに受けられる体制としている。平成

24(2012)年度の保健室利用述べ件数は 2,112 件（対前年度比 9％増加）であった。【資料

2-7-10】さらに、学外実習（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
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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

れらの指導も保健室で対応している。 

 

2-7-② 学生サービスに対する学生の意見のくみ上げと改善の仕組み 

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」

【資料 2-7-11】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（平成 24(2012)年度 3 件、平成 25(2013)年 5 月 1 日現在 0 件）している。また、学

友会は独自に「目安箱」を設け、毎月 1 回開催する役員会に参加する学生委員会委員へ、

学生からの要望や意見を伝えており、改善を進めている。 

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。そのため、学

生サービスに対する学生の意見はくみ上げやすくなっている。 

 

（3）2－7 の改善・向上方策（将来計画） 

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、平成 24(2012)年 4

月から学業の継続を支援できる合理的で柔軟な体制をめざして検討を開始し、平成

25(2013)年度から、新たな奨学金制度をスタートさせた。 

 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いる。活動意欲のさらなる向上をめざして、目標や活動実績に基づ

いた予算の傾斜配分等さまざまな支援改善を実施している。 

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、学生の相談内容はより複雑・多様化しており、このシステムをより

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周知徹底する。 

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。 

学修支援の面からは、少人数担任制度（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
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いる。さらに、PC 室の開放など設備面での支援も、学生の自主学習に貢献している。  

 

 

2－8 教員の配置・職能開発等 

≪2－8 の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

 

2-8-③ 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

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

する教員の資質・能力向上への取組み 

教養教育実施のための体制の整備 

（1）2－8 の自己判定 

基準項目 2－8 を満たしている。 

 

（2）2－8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

教員数の充足について 

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最低専任教員数

は、加算定員を含めて 54 人であるが、本学の助教以上の教員数は 102 人で、基準を大幅

に上回っている。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。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。【資料 2-8-1】  

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沿うものでな

ければならない。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）に関しては、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(現：生活機能療法学専攻)）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（現：医学検査学科）の必要教員数自体は

減でよいとなったが、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、資格のある教務嘱託（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１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。 

  

教員の資格等について 

教員の学位の種類及び分野と担当する学科目や専門分野との整合性については、教授会

や教員人事委員会によって妥当性が吟味される。また、医療専門職者を育成する学校養成
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所指定規則が要求している教員の資格（医師、臨床検査技師、看護師、保健師、助産師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など）については、資料 2-8-2 に示す通りであり、

適切に配置している。 

 

教員構成（専任・兼任、年齢）のバランスについて  

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、表 2-17 に示すように、教養科目で専任の比率が低くなっ

ているが、大学全体としては相対的に高い。 

教養科目についても、専任教員を、人文・社会・自然・外国語・情報の領域別バランス

にそれぞれ配置して、兼任教員との情報共有等にも配慮している。また、各学科は兼任教

員及び実習施設側の実習指導者と合同で各種の連絡会議を開催して、教育の質を確保する

体制を取っている【資料 2-8-3】。 

全学の職位別年齢構成は、本学は「平成 22 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。平成 25(2013)年 5 月 1 日現在

で学部で 66 歳以上の教員が 7.9%（文科省統計では私立大学の 65 歳以上 10.3%）である

（表 2-15）。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。  

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

としては女性 42.6%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 20.2%）。 

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

討が進行中であり、「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少人数単位の演習、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

できないため、今後更に検討と適切な配分の方法論を探る必要がある。教員評価（基準項

目枝番 2-8-②参照）体制構築に際して実態調査を進めており、そのデータに基づいて適切

な配置の検討も開始されている。 

 

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

る教員の資質・能力向上への取組み 

2-8-②(ⅰ) 教員の採用及び昇任 

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」【資料 2-8-4】及び「熊本保健科学大学 教員選考及び昇任に関する規程」【資

料 2-8-5】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
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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。 

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、全体的な方向性は変わるものではないが、平成 24(2012)年 6 月 1 日から

施行となった「学校法人銀杏学園 教員人事評定制度規程」【資料 2-8-6】によって、教育、

研究、学内運営、社会貢献の可視化がすすめられ、昇級（昇任）及び昇給についても規定

されることとなった。評定の結果が所定の条件を満たすことは、昇任審査において優先度

が高いと位置づけられている。平成 24 年度は、この制度の導入初年度となり、記載方法

の周知が断続的となったり、オンライン申請に由来するアプリケーション・ソフトへの慣

れについて個人差が少なくなかったことなどをはじめとする混乱も見られたが、多くの試

行錯誤を経ながらも、予定より 2 ヶ月遅れて平成 23(2011)年度の実績として実施された。

平成 24(2012)年度は、年度内実施をめざして、簡略化もはかり、事務部門の支援を得て教

員の記載負担を軽減する仕組みを取り入れるなどの改善を行い、年度内の実施を行うこと

ができた。 

 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）【資料 2-8-7】 

 ・特任教員 （特任教員に関する規程 平成 21(2009)年 4 月 1 日から施行）【資料 2-8-8】 

 ・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）【資料 2-8-9】 

 

2-8-②(ⅱ) 教員の資質・能力向上への取り組み 1（教員評価体制） 
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本学の教員人事評定制度は、熊本保健科学大学の使命・目的の実現に、職位に応じて、

また所属学科等の一員として、ふさわしい貢献が出来る人材を育成し、資質と士気の向上

を図ることを目的としている。そのために教員個人の意欲・能力・成果を評価し、処遇に

適正に反映させることをめざして試行を重ねてきたが、平成 22(2010)年 9 月には、学長の

下に新プロジェクト（以下 PJ）を立ち上げ、評価体制の再構築を図り、PJ の「試案」作

成を開始した。平成 22(2010)年度中には「試案」の学内対象者への説明会及び意見聴取を

12 月及び 3 月に（異なる日時で各 2 回）実施すると共に、その間にさまざまな意見・提案

を収集して反映させ、「評定表」の概要を整える作業を行った。これを承けて、平成 23(2011)

年 4 月には、対象となる教員（嘱託、非常勤を除く）が各自で平成 23(2011)年度実績の評

定のためのデータ集積に配慮するよう求めると共に、新任教員対象の概要説明を実施した。 

平成 23(2011)年 6 月教授会において、評定業務の流れ、評価体制表、評定表（様式案）

が事前配付資料として提出され、協議された。初年度であることから、記載要領も含む周

知・予行期間を経て平成 23(2011)年度 3 月末には評定用書類提出の締切と予定していたが、

実際には、評定項目の解釈や電子媒体による記載方法などの確認に手間取り、教員各人に

よる記載開始は平成 24(2012)年 4 月 6 日となった。誤記その他の修正を経て 5 月 15 日付

けで提出書類確定、その後第三次評定まで順次すすみ、6 月 11 日に決点が確定した。結果

の通知は、個別に送付され、昇給への反映は、予定より 2 ヶ月遅れの 6 月分からとなった。 

他方で、従来の諸規程との整合及び新制度の明文化を図るため、平成 24(2012)年 3 月

30 日の臨時大学運営協議会において、関連規程改定案の理事会上申を決定した（「熊本保

健科学大学 教員人事評定制度規程」【資料 2-8-6】の新設、「学校法人銀杏学園 就業規

則」【資料 2-8-10】、「学校法人銀杏学園 給与規程」【資料 2-8-11】、「学校法人銀杏学園 再

雇用に関する規則」【資料 2-8-12】の一部改訂）。いずれも理事会の改廃と位置づけられて

いる）。平成 24(2012)年 5 月の理事会において承認され、施行されている。 

「教員評価制度」は、法令で定められた「認証評価」の要請するところでもあり、教育

の質を保証する基盤となる教員の資質・能力の向上をめざす制度上の工夫が各大学に求め

られている。 

 本学の評定制度は、以下のような視点から構築されている。 

 

（ｲ）教員の職務の位置づけ 

教員の職務は、「大学の目的」「基本理念」の実現のため、カリキュラムの適切な構築

と運営、厳正な成績管理を遂行（卒業生の質保証）することにある。これについて、よ

り具体的には、 

1) 一定の質を担保する教育実践（正規授業実践、正規授業外の学習支援実践）の担当  

2) 大学運営のために教員が構成員として果たすべき業務（学内、学外）の担当  

3) 高等教育実践者の当然の資格として、研究者・高度専門職者としての側面を維持し

更に向上させる努力 

という視点から、下記の 4 カテゴリによって評定を行うこととした。この 4 カテゴリは、

大学教員の職務として一般的なものであり、文科省が教員の職務活動時間を分析するカ

テゴリともほぼ一致する。 

(1) 教育（学術分野の専門家、大学教育職としての妥当な業務の達成） 
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(2) 研究（学術分野の専門家、大学教育職の前提としての妥当な業務） 

(3) 学内運営（本学の構成員また教育職として各組織体を通じて担当する業務）  

(4) 社会貢献（本学での教育研究職を前提とする社会貢献） 

 

（ﾛ）評定の 2 側面 

評定は、大別「勤務態度」と「勤務実績」について行われ、前者については、「教育」

と「学内運営」について、4 着眼点に関する 5 段階の基準によって評定される。（教員人事

評定制度規程第 6 条）。後者については、本学独自のポイント制のもとで、4 カテゴリに区

分して、5 段階の基準で評定される（教員人事評定制度規程第 7 条）。 また、教育力につ

いての自己評定について、本学版 FD マップを自己点検のツールとして利用している。 

いずれも、毎年 3 月に、当該年度 1 年間について提出する「自己評定表」（「人事評定表」）

によって評定されるが、「自己評定表」は、添付されている 4 カテゴリに関するポイント

算定資料シートと連動しており、評定の参考となるデータを提供する仕組みとなっている。

【資料 2-8-6】 

第一次評定者は所属長であるが、大学教員の業務内容は多岐にわたっており、学科内の

みではなく、全学規模の会議等を含め、所属長がすべてを把握できる状況にはないことか

ら、職位やキャリアに応じた業務分担を前提に、一定程度の目安となる「可視化」された

データ（ポイント）を参考にして評定できる。ポイントは多ければ多いほどよいというこ

とではなく、全学的視点からフィードバックされるべきものと位置づけられている。カテ

ゴリ・ポイント制は評定の公正に資すると考えられる。 

 

（ﾊ）評定結果の活用 

個々の教員は自己評定によって、熊本保健科学大学の「使命・目的の実現に、職位に応

じて、また所属学科等の一員として、ふさわしい貢献」ができているかどうか、自己点検・

評価の機会とする。 

学校法人銀杏学園は、最終的な人事評定結果（決点）によって、定期昇給の判定を行い、

給与に反映する。教員人事委員会は、昇級審査基準を参考に検討し、「熊本保健科学大学教

員選考及び昇任規程」【資料 2-8-5】により、昇任にかかわる昇級審査を行う。大学の目的

を実現するモチベーションにつなぐ。 

また、所定の処理済み評定データは、本学運営上の、自己点検・評価の基礎データとし

て、熊本保健科学大学の自己点検・評価活動に使われる。 

 

2-8-②(ⅲ) 教員の資質・能力向上への取り組み 2（FD 活動） 

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【資

料 2-8-13】。FD 推進委員長は、開学当初は学長直属として学長指名であったが、平成

17(2005)年度からは学部長に位置づけられている。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(2011)年度からは、選挙で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。【資料 2-8-14】 
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（ｲ）授業改善アンケートの実施  

 授業改善の手掛かりとするため、「授業改善アンケート」を実施して、学生が授業をどの

ように受け止めているかを確認している（実施については上述（2-6-①②））。 

また、個々の授業科目についてのアンケートとは別に、大学に期待する授業や国家試験

への意識、施設設備の充足度など、学修に関する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（「科目別」に対して「全般型」）。「全般型」アンケートの対象は各学科の

1、2 年次生で、実施は前期セメスターのみである。1、2 年次生を対象とするのは、初年

次段階での意識を把握して学修支援にフィードバックするためであり、また、学内での授

業が多い学年であることから施設設備への要望を集めやすいことも理由である。この「全

般型」の結果は自由記入欄への書き込み（転記）も含め、学内用電子掲示板で学内教職員

及び学生に開示している。（2-3-①にも記載あり）  

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

提出を専任教員に求めている。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。平成 24(2012)年度前期は

100％の科目で提出、後期は当該年度末をもって退職予定の教員から 5科目分が未提出で、

専任 87 科目のうち 94％の提出であった。 

 

（ﾛ）FD 学内研修会の実施  

平成 15(2003)年の開学以来、全教員参加を旨として FD 研修会を毎年開催している。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る。これを全員参加の主要な企画と位置づけ、日程の都

合で参加できない教員を考慮すると共に FD 活動の浸透を図るために、平成 19(2007)年度

からは年 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、AP，CP，DP

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。平成 22(2010)年度

の第 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。【資料 2-8-15】 

FD 推進委員が入れ替わった平成 23(2011)年度からは、1 回の開催時間を約 2 時間に短

縮して、ワークショップを伴わない「FD セミナー」とした。年 2 回の開催と報告書作成

については平成 23(2011)年度以降も継続している。平成 24(2012)年度の第 1 回 FD セミナ

ーは 8 月、第 2 回は 3 月に開催された。第 1 回のテーマは「学生に対する成績評価と FD

活動のあり方について」、第 2 回のテーマは「学修困難な学生への対応」である。第 1 回

の参加者は教員 78 人と職員 10 人の計 88 人、第 2 回の参加者は教員 84 人と職員 19 人の

計 103 人であった。【資料 2-8-16】 
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（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

の活動が活発になっている。こうした学会等の企画について、FD 推進委員をはじめ、関

連する各委員会等から教員及び職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 年程度ごとに当該年度の教科書採用状況を確

認して購入し、図書館に配架し、教員だけでなく学生も閲覧できるようにしている。  

 

2-8-②(ⅳ) 教員の資質・能力向上への取り組み 3（研究支援） 

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）基盤的な額及び運用 

 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（研鑽費）」がある（研究費：講師以上年額 30 万円・助教 20 万円、研究旅費：

一律年額 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、研鑽費として、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。研鑽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

（研鑽費）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）を運用している。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 月初旬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。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（通

称 P&P）」を設置し、大型研究の援助プログラムを開始している。【資料 2-8-17】平成

24(2012)年度は継続分を含み、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 100 万円／件）が 22 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 100 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）5 件、が採択されている。また、海外研修支援が 5 件あり、平

成 24 年度の学内研究費助成額総計は 31,961,000 円、実績額は 25,866,491 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
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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が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、毎年 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。 

研究成果は、3 月初旬の学内研究助成研究報告会での報告【資料 2-8-18】及び報告書の

作成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。  

また、年度終了後には、学内研究助成報告集【資料 2-8-18】を作成し、学内教職員へ配

付及び附属図書館へ設置している。 

 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

2-8-③(ⅰ) 教養教育組織上の措置 

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る。

事実、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。そうした意

味において、教養科目のみが教養教育を担保するものではない。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含みつつ、体系的に構築された専門分野の諸科目

と相補的に学士課程教育の一環を担う。現代社会が「21 世紀型市民」に求める素養、すな

わち、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を有し、生涯学習の

基盤を備えた人材を育成する。本学組織上の教養教育の位置づけとして、本学の目的及び

使命を規定する学則第 1 条に、「豊かな教養と人格とを兼ね備え」た人材を育成すること

を明記している。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」を

明記し、更に「教育目標」として「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」人材の育成を目ざすことを明記している（表

1-1-1 本編 p.6）。 

本学の学士課程では、教養科目を 5 つの中区分で構成している。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

めざ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。1 学部 3 学科体

制となった平成 19(2007)年度以降の入学者と平成 18(2006)年度以前の入学者では、カリ

キュラム改訂を挟んで若干の相違があるが、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 24(2012)年度入学者の例では、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。 

 

2-8-③(ⅱ) 教養教育の運営上の責任体制 

教養教育の責任体制を明確にし、また円滑な運営を行うために、本学では平成 15(2003)

年の開学時から教養教育運営委員会を置いていた。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)
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年度には教養教育運営委員会を改組して保健科学部に共通教育センターを設置した。【資料

2-8-19】共通教育センターは、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 24(2012)年度時点では 7 人）により構成される。事務担当として嘱託職員を

配置している。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の少

人数担任制度（スモールグループ担任制）などの職務も有するが、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っている。共通教育センター設置に伴い、教養教員の各研

究室は隣接するように再配置され、緊密な連絡が可能となった。また、教養教員の会議や

協同作業を行うことのできる事務室も教員研究室に隣接して新たに配置された。この共通

教育センター構想の実現によって、とりわけ学修支援における組織的な活動（学習相談室

など）の可視化が進んでいる。 

共通教育センターでは、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 共通教育センター規程」

に則り、必要な事項を審議し、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、正課外の業務も担当し

ている。この他に、専門基礎科目のうち学部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、共通教育センターが調整

担当となっている。 

共通教育センターでは毎月 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

臨時会議及びメール審議を行いつつ、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。会議の議事録は教授会に報告し、その後、学内全教職員の閲覧できる

Web ポータルシステムの学内用電子掲示板に公開している。 

また、入試委員会、教務委員会、教員人事委員会、自己点検評価委員会、ホームページ

委員会、学生委員会、ハラスメント防止委員会、個人情報保護委員会、情報セキュリティ

委員会、FD 推進委員会、附属図書館運営委員会、利益相反マネジメント委員会、研究誌

委員会などに共通教育センターからの委員枠をもち、各委員会と連携しながら全学的な視

点でバランスの取れた教養教育を運営できる体制としている。 

教養科目の実施は、学外での長期臨地実習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少なめであるが、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

するよう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



熊本保健科学大学 

62 

各科目のコーディネート担当者を決めている。学期における非常勤講師の最初の出講時と

最後の出講時には、この担当者から挨拶をする。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。平成 24(2012)年度末には、昼食をとりなが

らの「英語」担当者の情報交換会を開催した。非常勤講師 3 人、本学英語担当者 3 人（専

任教員 2 人及び LL アシスト）の計 6 人が参加した。 

また、教養科目のうち、30 人程度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、全学の専任教員が交替制で担当する職務として位置づけ、全学の協力を得てい

る。教養教育運営委員会から共通教育センターへの改組当初は、教員 2 人と事務嘱託 1 人

の 3 人が協同で「基礎セミナー」のとりまとめを行う体制としたが、これら 30 人近い担

当教員のうち 4 分の 3 は学科に所属する教員であることから、担当依頼、趣旨と実施要領

の説明、各種連絡、成績評価方法の擦り合わせなど、調整の負担は大きい。そこで、平成

24(2012)年度に次年度の「基礎セミナー」の準備を始めるにあたって従来の運営方法を見

直し、共通教育センターが組織的に関与する体制へと改めた。これにより、特定の教員と

事務嘱託に負担が集中することを回避すると共に、「基礎セミナー」の事務局体制を整え、

より効果的な実施を可能にした。平成 25(2013)年度の担当依頼にあたっては、担当者向

けの手引き書を作成、配付して、「基礎セミナー」の年間計画に理解が得られるよう配慮

した。 

 

（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画） 

教員の構成及び数については、年次ごとの要請に対応して見直す。教員の評価体制につ

いては、平成 24 年 6 月 1 日から施行となった「学校法人銀杏学園 教員人事評定制度規

程」によって、教育、研究、学内運営、社会貢献の項目において客観性を取りいれて評価

すると同時に評価体制の更なる改善を図る。教員の資質・能力向上の取り組みについては、

学生による授業改善アンケート結果及び FD 研修会を通じて実施している。さらなる向上

をめざして、平成 24 年度からは各教員のアンケート結果の公表化などの新しい取り組み

をおこなう。学内研究助成の充実と研究環境の整備を図り、研究活動をさらに活発化する

ことによって科研費などの外部資金の獲得に繋げていく。教養教育の運営上の責任体制は、

保健科学部に設置された共通教育センターを中心に更なる充実を図る。  

 

 

2－9 教育環境の整備 

≪2－9 の視点≫ 

2-9-① 

2-9-② 

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2－9 の自己判定 

基準項目 2－9 を満たしている。 

 

（2）2－9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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

2-9-①(ⅰ) 教育環境の整備 
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（ｲ）校地 

本学の校地は一箇所に集約された、１キャン

パスである。熊本市の北部（北区）に位置し、

右図で示すように JR 鹿児島本線の西里駅前に

ある。大学周辺は手入れの行き届いた自然に恵

まれた環境にあり、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 

  

 

 

本学の校地面積は、57,411 ㎡（設置基準上必要な校地面積 12,800 ㎡の約 4.5 倍）で、

学生 1 人あたりでは約 38.4 ㎡である（基準 10 ㎡）。校舎面積（アリーナ、動物舎を除く）

は 24,337 ㎡であり、大学設置基準に定められた面積（11,639.8 ㎡）の約 2.1 倍になって

おり、十分に基準を満たしている。【資料 2-9-1】 

講義室、実習室、研究室、セミナー室、学生自習室、附属図書館、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。

さらに、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。 

 

（ﾛ）校舎・設備 

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。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

工された建物であり、いずれも耐震基準を満たしている。施設設備のメンテナンスは定期

1 号館 

2 号館 

3 号館 

50 周年記念館 
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的に行われており、安全面での懸念はない。施設設備の破損や不具合については、関係部

署（学生委員会、衛生委員会、警備員、清掃業者等）から即座に報告されるとともに、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、段差の少ない造りとなっている。大講義室（1300 講義

室、50 周年記念館）は階段状の教室となっているが、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 階建ての構造であるが、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。 

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おり、地域貢献活動等の一環として大いに活

用されている。【資料 2-9-2】 

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、ゼミ室 19 室、実習

室 50 室、研究室 8 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、VHS 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。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。この部屋は 399 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。 

その他の施設としては、動物舎(91.2 ㎡)、アリーナ（体育館兼講堂）(1382.2 ㎡)、レス

トラン(691.1 ㎡)がある。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、学生の自習室としても活用しており、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、現在は 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 21

時までとしている。アリーナは、正課の授業で利用するほか、入学式、卒業式、球技大会、

クラブ活動、地域社会への開放など、広く活用されている。 

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。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。 

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
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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、

437 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。 

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。売店は手狭になったため平成 23(2011)年に拡張移設した。 

 

（ﾊ）オンラインの学修施設 

LL/PC 室（デスクトップ 109 台（データ変換用 1 台を含む））、1202 講義室（ノート 60

台）、2210 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、図書館には館内

貸出用のノートが 3 台あり、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。 

LL/PC 室は、学生増に対応して平成 23(2011)年度に拡張工事と PC のリプレース及び

44 台の増設を行い、109 台の快適な環境を実現した。これにより、全学生に開放されてい

る PC は、1 号館 184 台、2 号館 65 台、図書館 7 台で計 256 台となり、平成 25(2013)年 5

月 1 日時点では学生 6 人に対し PC1 台の割合である。さらに、2 号館には大学院生専用と

してデスクトップ 22 台、3 号館には授業専用としてノート 84 台を配置している。これら

を含めると、学生 4 人に対し PC1 台の割合となる。 

また、PC や携帯電話から利用可能な Web ポータルシステムを導入しており、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。 

 

（ﾆ）附属図書館 

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 VHS ビデオデ

ッキ、DVD プレーヤー、パソコン、プリンタ各 1 台）、情報検索コーナー、視聴覚ブース

4 ブース（VHS 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 2 台（車椅子対応機を含む）、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（135

席）、図書館資料検索用 PC8 台、館内貸出用ノート PC3 台、プロジェクター1 台である。

図書館システムは、電子ブック・電子ジャーナルとのリンクや新たな検索機能の追加等、

随時カスタマイズしている。開館時間は、平日 9 時から 21 時、土曜は 9 時 30 分から 18
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時である。国家試験直前の 2 月は、休日開館も実施している。 

スタッフとしては、館長のほか、司書 3 名とアルバイト（学生及び社会人）、及び館長

が委員長を兼ねる図書館運営委員会（各学科等から選出された委員及び総務部長からなる）

がこれを運営している。 

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図

書の蔵書数が下回っている。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。図書購入費の増額とともに書架も

増やし、洋雑誌の高騰や電子ブック・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、運営を行っている。利用者数や貸出数は、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

室の開放や事務室を改築し、20 席増設したが、学生数の増加に伴い、今後も空間利用に更

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から

の利用、電子ジャーナルや電子ブック、電子辞書の導入に合ったさらなるカスタマイズ及

びその新機能を使いこなすための新たな利用者教育も必要である。他機関と相互関係にあ

る ILL 受付件数の増加や卒業生や医療関係者の利用増は、研究拠点として喜ばしいが、今

後もさらに受付数の増加が予想される。教員及び学生数の増加に伴い、カウンター業務以

外にも研究用を含む図書資料の受入増のほか、図書館業務全体が増加しており、業務上の

工夫を行っているが、さらなる工夫と学生スタッフ等の人員増を必要とする。 

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。また学生選書リクエストもオ

ンラインで随時受け付けている。また、国家試験対策コーナーに加え、新たに就職支援、

キャリア支援コーナーを設置し、就職活動、卒業生のキャリア支援を行っている。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、システム更新から 3 年目となり、NII や医学系データベースとリン

クした検索機能に加え、カテゴリ検索や電子ブック・電子ジャーナル・電子辞書、文献管

理ソフトとのリンク機能の追加、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により学生自ら、自分の貸出履歴の閲覧、また図

書のリクエストができるようになった。 

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 12 種）、電子ジャーナル、電子ブック、電子辞書、

文献管理ソフト、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 を通して行なっており、リポジトリ構築を目標に準備中で

ある。 
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学修支援の一環として、1 年次の文献検索指導の他、実習や学科等の目的に合わせた文

献検索講義をとおして、主体的な学修力をつける支援をおこなっている。その他、レファ

レンスサービス、特別貸出制度などがある。また、グループ学習室では、学生が図書館の

資料やパソコン等の機器を利用しながらプレゼンテーションの練習を行ったり、教員が講

義や演習に活用している。 

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、新たに参加した OCLC 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ている。学外からの申込

み受付は、本学からの依頼件数を大きく上回った。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。 

平成 23(2011)年度の部分試行の結果、平成 24(2012)年度には、一部を除き、窓ガラスに

断熱・遮光フィルムを貼り、机上の直射日光の遮断と省エネ対策、また、事務室を改築し、

閲覧席を 20 席増設した。 

 

2-9-①(ⅱ) 運営と管理 

上述の講義室については、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。 

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。【資料 2-9-3】 

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。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 2-9-4】 

 

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 

先に述べたように（2-2-②参照）、学内での演習や実習は、クラス規模は大きいが、複数

の教員が少人数グループを分担して指導する形態が組み入れられ、実質的な少人数対応と

なっているものがほとんどである。【資料 2-9-6】 

これに対して、講義室での講義は、特に選択科目でばらつきがある。必修科目について

は、学科・学年・専攻単位で実施されるものがほとんどであり、必要に応じて各科・各専

攻の教員がサポートに入る。また、教養科目の必修である英語については各科・学年ごと

に進度別の 3 クラス体制をとっており、35 人前後（選択英語は少人数）となっている。必

修の「現代情報リテラシー」は各科を 2～3 クラスに分けて 40～60 人のクラスサイズであ

る。必修科目でも｢基礎セミナー｣（12～13 人）、「卒業研究」｢課題研究｣などは当然のこと

ながら、少人数サイズである。他に選択科目であっても演習的な要素のある「カウンセリ

ング技法」は、毎年多くの学生が選択するので、各科を 2～3 クラスに分けて 40～60 人の

クラスサイズで実施することとしている。 

毎年、同時間帯開講の教養選択科目について、履修者数に大きな偏りが生じることに頭
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を痛めている。開講科目の組み合わせや学年配置に工夫してきたが、大人数となる科目が

生じている。平成 24(2012)年度では前後期合わせて、151～200 人規模が 3 クラス、201

～250 人規模が１クラス、251～300 人規模クラスが 4 クラスであった。それぞれに対し

て SA を配置し、提出物の番号揃えと出欠確認等のサポート体制をとっている。  

 

（3）2－9 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。施設の貸し出しに伴う

料金については、現在本学関係者からの要請があった場合、無償での貸し出しとしている

が、昨今の光熱費の値上げ等を鑑み、相応の光熱費等については徴収する方向で検討して

いく。 

各専門医療団体（臨床検査技師会、看護協会、理学療法士協会、作業療法士会、言語聴

覚士会）との連携は深く、それぞれの卒後教育研修会の会場提供及び指導講師の派遣を行

っている。 

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。また、学生規模の増加に伴い大学敷地が手狭になってきている現状から、将来

的なキャンパス拡大に向けて検討していく。 

 

 

［基準 2 の自己評価］ 

大学設置基準を大幅に上回る校地、校舎を整備しており、１号館の屋根全体に出力

480kWh のソーラーパネルを設置するなど、クリーンでエコで快適な教育環境を作り出して

いる。本学の教育課程は各学科の教育目標に沿って円滑に実施されており、教育課程の編

成と実施の妥当性は、教員研究組織、学生支援、教員配置、教員資質の確保・向上などの

現状から担保されていると考えられる。また、本学の学士課程おいて専門教育と同時に必

要である人間形成のための教養教育は、共通教育センターを中心にして全学的に取り組ま

れている。さらに、学生の国家試験合格率と就職率はいずれも高い水準に達しており教育

の成果の一つと考えられる。 
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基準 3．経営・管理と財務 

3－1 経営の規律と誠実性 

≪3－1 の視点≫ 

3-1-① 

3-1-② 

3-1-③ 

 

3-1-④ 

3-1-⑤ 

経営の規律と誠実性の維持の表明 

使命・目的の実現への継続的努力 

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守 

環境保全、人権、安全への配慮 

教育情報・財務情報の公表 

（1）3－1 の自己判定 

基準項目 3－1 を満たしている。 

 

（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

本学の設置者は学校法人銀杏学園である。 

本学の管理運営は、『学校法人銀杏学園寄附行為』【資料 F-1】及び『規程集』に収めら

れた「学校法人銀杏学園 就業規則」【資料 2-8-10】、「学校法人銀杏学園 組織運営規程」

【資料 3-1-1】、「学校法人銀杏学園 事務分掌規程」【資料 3-1-2】などの諸規程と、「熊本

保健科学大学 事務分掌規程」【資料 3-1-3】、「熊本保健科学大学 学則」「熊本保健科学

大学 大学院学則」【資料 F-3】、「熊本保健科学大学 助産別科規程」【資料 3-1-4】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。 

本学は、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、学生を含む、本学の構成員であるすべての者に、倫理的な責任

主体であることを求めている。 

 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

本学は、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」を目的及び使命としている。 

大学の使命・目的の実現は、これを掲げる学則に則り、上記の学校法人銀杏学園および

熊本保健科学大学の諸規程に沿った管理運営によって継続的に努力されている。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。 

管理運営体制は 3-2 で示すとおりである。 

大学は、4 年ごとに中期計画・中期目標を立て、使命・目的の実現へ向けて継続的に努

力する体制を確立している。また、4 年制大学設立（改組転換）から 10 年ごとの節目を長

期的な展望を示す機会として位置づけ、記念行事とともに、認識の共有を図るものとして

いる。平成 24(2012)年 5 月 15 日に、「開学 10 周年記念式典」と「同窓会連合発足式」を

開催した。各学科はそれぞれの前身から引き継いで個別に同窓会組織を維持してきている

が、いずれも本学が養成する医療技術者の職能団体的な側面を持っている。大学のアイデ

ンティティの反映を示しつつ、この節目を機会として、同窓会の緩やかな連合を形成し、

大学の使命・目的の実現を側面から支援するものである。 
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3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守 

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および教学

に関わる諸規程、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 1 条」【資料 2-8-10】や

「学則第 58 条」【資料 F-3】「懲戒処分に関する規程」【資料 3-1-5】などによって、学園

の姿勢を示している。 

学校教育法、私立学校法、大学設置基準に関する法令について、これを遵守しているこ

と、またその具体的な遵守の仕組みについて、以下に概要を示すとともに、大学の現況と

の対比について、資料 3-1-6 に示す。 

本学における研究活動に係わる不正行為への対応については「研究活動に係る不正行為

に関するガイドライン」【資料 3-1-7】に定め、通報・相談窓口はホームページで公開して

おり、不正行為に関する通報者の保護に関して「公益通報者保護規定」【資料 3-1-8】も定

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、

教育研究活動における教職員の利益相反問題をマネジメントし、社会貢献活動を推進する

ために、平成 23(2011)年に「利益相反マネジメント規程」、「利益相反ポリシー」、「利益相

反マネジメント体制」、「利益相反アドバイザリーボード要項」を定め、学外の弁護士を含

めた 9 人の委員からなる利益相反マネジメント委員会を設置した。【資料 3-1-9】平成

23(2011)年度・24(2012)年度とも 2 回の委員会を開催し、平成 24(2012)年 3 月・平成

25(2013)年 2 月には、顧問弁護士による利益相反セミナーを実施した。【資料 3-1-10】ま

た、平成 24(2012)年 1 月・25(2013)年１月には利益相反に関する実態調査【資料 3-1-11】

も実施した。さらに、研究成果の特許申請に関しては「発明取扱規程」【資料 3-1-12】が

規定されており、これらの規程等はいずれも学内電子掲示板を通じて周知されている。 

 

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

環境保全への配慮 

（ｲ）水質管理 

  簡易専用水道法定検査を年１回受検し、適正であることを確認している。また、業者

委託による簡易専用水道自主点検を毎月実施している。 

（ﾛ）定期排水分析 

  年に 3 回熊本市上下水道事業管理課の点検をうけ、適正であることを確認している。

また、業者委託による追加点検を年 4 回実施している。追加点検については、平成

25(2013)年度からの実施予定である。 

（ﾊ）化学物質管理 

化学物質管理については、感染予防及び危険防止マニュアル【資料 3-1-13】をもとに

運用している。特に有害な物質に関して、1)「毒物・劇物取締法」により規制される薬

品の管理、2)「麻薬及び向精神薬取締法」により規制される向精神薬の管理、3)化学物

質把握管理促進法（化管法）の対象となる薬品（第一種指定物質）の管理および 4)医薬
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品（毒薬・劇薬）の管理の 4 つの項目に分け、これらを学内統一管理方法として設定し、

保管及び管理を行っている。  

（ﾆ）実験系廃棄物管理 

実験廃液を含む実験系廃棄物の管理については、感染予防及び危険防止マニュアル【資

料 3-1-13】をもとに運用している。実験廃液においては、水質汚濁防止法の規制を超え

る場合において、無機系廃液、有機系廃液、色素廃液、強酸廃液、強アルカリ廃液に分

別貯留し、産業廃棄物処理業者に委託している。実験廃棄物においては、一般廃棄物、

産業廃棄物（非感染性）および産業廃棄物（感染性）に分別し、特定の産業廃棄物（非

感染性）ならびに産業廃棄物（感染性）は産業廃棄物処理業者に委託している。なお、

廃棄する際、廃棄物の種類、量、性状、取り扱い方法などを記載したマニフェスト（特

別管理産業廃棄物表）により適切に処理されたことを確認している。 

（ﾎ）太陽光発電 

出力 48 万 kWh の設備として平成 22(2010)年に稼働を開始した後、発電実績は毎年

55 万 kWh 前後となっている。学内電力使用量の 2 割～3 割を賄っているが、休校日等

で消費電力が少ない時は売電している。平成 24(2012)年度について、以下に示す。 

表 3-1-1 発電実績及び発電分使用量（平成 24(2012)年度実績） 

 

 

 

 

省エネルギー対策として｢クールビズ｣を導入し（平成 24(20121)年度は 5 月～10 月）、

節水・節電協力の張り紙等を各所に貼付して省エネ意識を喚起している。  

（ﾍ）清掃 

  清掃業者による校内の定期的な清掃は高い頻度で実施され、本学の特色と言えるほど

である。敷地内の樹木の手入れや除草作業も定期的に行われている。また、近隣の JR

駅舎では、毎月 1 回（土曜日）、学生及び職員が JR 職員と協働して清掃活動を行ってい

る。 

 

人権についての配慮 

人権については、法令遵守の基本姿勢のもとにあり、入試や採用における基本的人権の

尊重をはじめとして、社会的責務を果たす組織倫理のうちに含むと考えている。労働条件

については、「就業規則」に定めている。 

また、「ライフサイエンス倫理審査委員会細則規程」「疫学・行動科学研究審査分科会規

程」【資料 3-1-14】、「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」【資料 2-7-8】、「個人情報保護方針（プライバシー・ポリ

シー）」【資料 3-1-15】、「研究活動に係る不正行為に関するガイドライン」【資料 3-1-7】、「発

明取扱規程」【資料 3-1-12】、「教職員・学生の守秘義務に係る規程」【資料 3-1-16】「公益

通報者保護規程」【資料 3-1-8】などがあり、いずれも学内に周知されている。学外に対し

ても「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。 
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個人情報保護については、『学生便覧』（平成 24(2012)年度版 p.124～125）（平成 25(2013)

年度版 p126～127）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。「個人情報保護規程」「個人

情報保護委員会規程」、ガイドラインとして「個人情報取り扱い運用細則」を策定、個人情

報保護管理組織として「個人情報保護委員会規程」に体制図を策定している【資料 3-1-15】。 

情報処理設備については、情報セキュリティ委員会で管理し、『学生便覧』(p.83～85)

【資料 F-5】を通じて、利用時における注意喚起を行っている。 

 

ハラスメント防止対策 

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、学生に対しては、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、リ

ーフレット（「学生編」「教職員編」「臨地実習施設編」の 3 種類）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。新規採用教員については入職の時点で、実習先へは実習指導者会議等の機会を得て周

知している。また、平成 24(2012)年度では前年度に全学で実施したアンケート分析を行い

結果を開示した。【資料 2-7-9】 

  

安全への配慮 

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。【資料 3-1-17】

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周

知し、混乱なく機能させている。 

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（平成 24(2012)年度は部分訓練。事務エリアにおいて非常警報か

ら通報までの一連の流れを確認した。マニュアル掲示中。）。 

 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、2 号館 3 階及び 3 号館 1 階ホールに自動体外式除細動器(AED)を各 1 台設置

するとともに、新入生に対し消防署の指導の下で AED 講習を実施している。 

本学の学生は、学外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【資料 3-1-13】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、必要に応じてで外部講師を招き啓発活動を実施
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している。【資料 3-1-18】 

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、保護者との情報の共有化と連携強化を図っている。 

 

研究に関わる配慮 

研究に関しては、次のように環境保全、人権、安全への配慮を行っている。  

ヒトを対象とする研究やヒト由来の試料を利用する研究、基本的人権への配慮を必要と

する研究については、ライフサイエンス倫理審査委員会【資料 3-1-14】が研究計画の妥当

性及び研究の倫理性について審議している。研究責任者は研究を開始する前に、研究内容

に応じて臨床研究審査分科会または疫学・行動科学研究審査分科会に、定められた書式に

従って、研究倫理審査申請書を提出することになっている。それぞれの分科会は提出され

た研究計画を「ライフサイエンス倫理規程」に従って審査し、その結果からライフサイエ

ンス倫理審査委員会で研究計画の承認、または却下を決定し、学長に報告している。平成

24(2012)年度は臨床研究審査分科会に対して 13 件、疫学・行動科学研究審査分科会に対

して 57 件、計 70 件の申請があった。これらの中で、前者においては 11 件が承認、後者

においては 47 件がそれぞれ承認されている。承認に至っていないものは、申請の取り下

げや審査対象外とみなされたものである。 

実験動物を使用する研究では、研究責任者は研究を開始する前に実験計画書を動物実験

委員会に提出し、動物実験委員会では文部科学省及び日本学術会議の「基本指針」や「ガ

イドライン」に従って計画を審議し、結果を学長に報告している。【資料 3-1-19】学長は

その結果をもって計画の承認、または却下を決定している。平成 24(2012)年は 30 件の申

請があり、28 件が承認されている（1 件取下げ、1 件翌年度承認）。 

この他、遺伝子組み換え実験【資料 3-1-20】、病原体を用いる実験【資料 3-1-21】等に

ついても、研究を開始する前に該当する委員会に計画の審議を行うことになっている。平

成 24(2012)年度遺伝子組換え実験に関する申請 1 件、承認 1 件（実験開始は平成 25(2013)

年度）、病原体ついては該当する研究テーマはなかった。教育研究活動に関連する各種規

程・規則等を表 3-1-1 に示す。 

 

表 3-1-1 教育研究活動に関連する規程・規則等 

研究対象 関連する規程等 

ヒト若しくはヒト由来の
試料 

ライフサイエンス倫理規程 ライフサイエンス倫理審査委員会細則 

臨床研究審査分科会規程 疫学・行動科学研究審査分科会規程 

遺伝子組換え生物 
遺伝子組換え生物等使用安全管理規程  

遺伝子組換え生物等使用安全管理委員会規則 

病原体 病原体等安全取扱・管理規程 バイオセーフティ委員会規則 

動物実験 動物実験規則 動物実験細則 動物実験施設運営部会内規 

 

 また、『保健科学研究誌』の「投稿規定」のなかで倫理的配慮を義務づけている。  

 

情報セキュリティに関する配慮 
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平成 15(2003)年の開学当初は 1 学部 2 学科の大学であったが、その後、リハビリテーシ

ョン学科、大学院、助産別科、キャリア教育研修センターなど、組織が拡大してきた。そ

のため、従来の体制では情報セキュリティの面で全学的に対応することが困難になってき

た。そこで、保健科学部教授会のもとにあった情報ネットワーク管理委員会を平成

23(2011)年 9 月末を以て発展的に解散し、新たに大学運営協議会のもとに情報セキュリテ

ィ委員会【資料 3-1-22】を配置した。情報セキュリティ委員会は、情報インフラの管理な

ど旧・情報ネットワーク管理委員会の業務を包摂しつつ、セキュリティの観点から全学的

な連携の構築に着手している。平成 24(2012)年度には教職員向けの「セキュリティ説明

会」を開催し、本学の「情報セキュリティポリシー」ほか、スマートフォンのセキュリテ

ィ対策などの基本的な事項について説明した。この説明会は、都合のよい日時を選んで参

加できるよう、12 月に 3 回、3 月に 2 回開催し、合計で教員 81 人、職員 53 人が参加した

（全体の 82.7％）。「情報セキュリティポリシー」についてはホームページに開示すると

共に、学内向けには学内用電子掲示板等でも重ねて周知している。 

学内向けのガイドラインとしては、情報セキュリティ委員会が「熊本保健科学大学 情

報セキュリティ手順」を整備中である。文書としては平成 24(2012)年度時点でほぼ完成し

ているが、内容が多岐にわたるため、運用にあたっては調整と配慮を要する点が多い。そ

のため平成 24(2012)年度時点では、より一般的な水準で記載されたガイドラインとして、

独立行政法人情報処理推進機構による『情報セキュリティ対策のしおり』を学内に周知し

ている。紙媒体に印刷したものをラミネート加工し、非常勤講師室と印刷室にも配備して

周知徹底を図っている。 

 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

教育情報の公表 

 教育に関わる情報として、基本理念、教育目的、3 つの方針などを様々な媒体で公表

しているだけでなく、全科目のシラバスをホームページで開示している。また、法に定め

られた各種情報（教育上の基礎的な情報、修学上の情報等、その他の情報等、研究上の情

報、財務情報、自己点検・評価）についても、ホームページ上に開示している。【資料 3-1-23】 

研究成果の公表もまた、大学教育の質の裏付けとして位置づけられる。本学の教育研究

成果は、『保健科学研究誌』、『学園通信ぎんきょう』、学内研究成果報告会などを通じて公

表されている。 

『保健科学研究誌』【資料 3-1-24】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。本学園は、『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

をより明確にした『保健科学研究誌』を刊行している。「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
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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 10 号は、約 300

部を他大学など研究機関へ発送した。いずれも CiNii を通じて全文オープンアクセスとな

っている。 

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』【資料 3-1-25】や ReaD

などを通じてタイトルなどが発信されている。『学園通信ぎんきょう』は、「熊本保健科学

大学 広報委員会規程」に則り、広報委員会のもとに「ぎんきょう部会」を配置して発行

している。 

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、年度末に学内研究助成･研

究成果報告会を開催している。平成 24(2014)年度は、3 月 21 日、22 日の 2 日間にわたり

開催した。また、平成 22(2010)年度学内研究費の A タイプ（熊本保健科学大学 COE 研

究：研究期間 2～3 年間）で採択された研究課題の中で、平成 24(2012)年度が最終年度と

なるテーマについては、特別報告会を 3 月 6 日に開催した。これらの研究報告会は原則と

して公開であり、翌年度には前年度の報告集をまとめた学内研究助成報告集【資料

2-8-18】を発刊している。また、研究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』でタイトル等を公開している。更に、ReaD&Researchmap 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。 

 

財務情報の公表 

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。 

『学園通信ぎんきょう』の発行部数は約 7,300 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。それに加えて平成

24(2012)年から財務情報についてわかりやすく加工した資料を公開している。具体的に

は①財務状況を全般的に説明する資料、②各科目の平易な説明の資料、③経年推移の状況

が分かる資料、④財務比率等を活用して財務分析をしている資料、⑤グラフや図表を活用

した資料である。 
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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」【資

料 3-1-26】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。

なお、平成 25(2013)年度からはホームページ部会を発展解消し、大学運営協議会のもとに

ホームページ委員会を設置した。社会における機関別ホームページの位置づけは重くなっ

てきており、内容上のバランス等について検討すべきことも多いため、学部教授会ではな

く大学運営協議会付の委員会組織とすることにより、ホームページの管理運営の徹底を図

っている。 

 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「研究および教育研

鑽費」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。また、図書館を通じての受信面では、

機関契約の検索用データベースを利用し、自宅等からも電子ブックや電子ジャーナルの閲

覧や論文のオンライン入手が可能である。平成 24(2012)年度からは、新たに学術雑誌評価

データベース（JCR）も利用可能となった。また、印刷媒体では、学術雑誌、各大学、研

究機関発行の紀要等の閲覧ができ、本学未所蔵で、インターネットによるアクセスが不可

の場合は、国内外の大学図書館等相互協力による文献複写や貸借により、入手することが

できる。 発信としては、CiNii を通して『保健科学研究誌』の無料公開を行っている。 

 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

経営の規律と誠実性の維持（組織倫理）、法令遵守に関して、明文化する。また、利益

相反に関する意識を強化するとともに、情報公開についても、ホームページを中心に積極

的に対応していく。 

ライフサインス倫理規定に「環境保全」の文言を追加するべきか検討する。  

広報委員会のもとに、本学の公式広報媒体を担当する「ぎんきょう部会」と「ホームペ

ージ部会」が配置されていたが、社会における機関別ホームページの位置づけは重くなっ

てきているため、平成 25 年 4 月に「ホームページ部会」を「ホームページ委員会」に格

上げし、大学運営協議会の下部組織として設置した。この委員会において、ホームページ

の全面点検を行い、活用しやすいホームページ、さらには社会へのアカウンタビリティを

十分に達成できるホームページをめざす。 

平成 25(2013)年度には「情報セキュリティ手順」に沿った運用を段階的に開始する。セ

キュリティ監査を試行後に開始する。 

三つの方針のうち、CP については「教育課程編成方針」として毎年「自己点検・評価

報告書」に展開されながらもコンパクトな表現が確定していないことから、AP、DP 同様

の表現に整える工夫をする。 
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3－2 理事会の機能 

≪3－2 の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）3－2 の自己判定 

基準項目 3－2 を満たしている。 

 

（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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図 3-2-1 のとおりである。 

本学の管理運営は、3-1 で述べたように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おり、理事会は本法人の最高意思決定機関として位置づけられている。

また、理事長は法人を代表し、業務を総理する。 

理事会 

理事の定数は、「学校法人銀杏学園寄附行為」第 5 条【資料 F-1】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 25(2013)年５

月現在では 1 号理事は 1 人、2 号理事 6 人、3 号理事 5 人の計 12 人である。【資料 3-2-1】 

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。【資料 3-2-2】 

理事長は、予算や事業計画を決定する際には、あらかじ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。 

理事会・評議員会の開催の 7 日前までに、あらかじめ議案及び必要資料を各理事・監事・評

議員に送付し、審議のための情報の共有を図っている。 

監事 

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。また、寄附行為第 14 条の職務を適切に行っている。任期は 2 年であ

る。監事の理事会への出席状況は適切である。【資料 3-3-2】 

評議員会 

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、年齢が 25 歳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 25(2013)年 5 月現在では 1 号評議員は 5 人、2 号評議

員 4 人、3 号評議員 16 人の計 25 人である。 
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定例の評議員会は年 2 回開催され、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、あらかじ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。 

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 

 

 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 3-4 で述べるが、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、本学の運営体制の特徴である以下の分担により審議・決定し、必要に応じて理

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 学部、大学院の教育に係る意思決定の審議は､それぞれの教授会が担当する。 

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。 

それぞれの会議体のもとでは各種の委員会が下部組織として活動している。いずれの

組織もその組織を規定する規程の改廃権をもつ上位組織のもとに位置づけられており、教

授会と学術研究会議は大学運営協議会のもとにある。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。大学運営協議会規程の改廃は大学運営協

議会にあるが、本学のすべての活動の基盤として位置づけられている大学の使命・目的を

定め、その運営に必要な諸規程の根拠ともなる「学則」（「熊本保健科学大学学則」「熊本保

健科学大学大学院学則」）の改廃権は理事会にあり、寄附行為に則って本学が運営されてい

ることを制度上からも支えている。 

大学運営協議会【資料 3-3-1】、教授会【資料 3-3-2】は原則として月 1 回定期的に開催

され、必要に応じ臨時会議が開催されている。学術研究会議【資料 3-3-3】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るが、実際は、例年 8 回以上にのぼる。 

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、適宜上位機関

の審議承認を受けながら、担当業務を運営している。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。【資料 3-2-3】 

このように、学校法人の管理運営体制は、大学の目的を達成するために、各協議機関が



熊本保健科学大学 

79 

設置され、それぞれの役割が遂行され、適切に機能することを継続的にめざしている。 

理事会は、学校法人の最終的な意思決定組織であり、大学運営協議会で審議、承認、

決定された特に重要な事項や学則変更案は、1 号理事である学長を通じて、理事会に報告

され、必要に応じて審議・検討される。また寄附行為に定められた事項、将来構想などの

重要事項については、評議員会及び理事会で審議され、決定される。 

機動的・戦略的意思決定を含めて理事会機能の補佐体制としては、法人局長、事務局長、

総務部長が管轄する事務部門による補佐と、学長が管轄する教学部門の運営に与る理事

（副学長）による補佐が機能している。また、事務部門部課長による理事長及び学内理事

の定期的な報告会を通じて、学校法人の現状を伝えている。 

 

図 3-2-1 学校法人銀杏学園 運営組織図 

 

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｣

【資料 F-1】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。 

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 37 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ている。  
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（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

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分に果たし、責任を明確化するとともに、経営の透

明化を図っていく。今後は、理事長・学長・副学長による学内理事懇談会を年 2～3 回程

度、実施する予定である。 

 

 

3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3－3 の視点≫ 

3-3-① 

3-3-② 

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

（1）3－3 の自己判定 

基準項目 3－3 を満たしている。 

 

（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

3-2 で述べたように、本学の教育研究に関する審議と決定は、教育部門は学部及び研究

科の各教授会（議長は学部長、研究科長）、研究部門は学術研究会議（議長は学術研究部

長）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。学部長、研究科長、学術研究部長もまたこの構成員と

して位置づけられており、事務部門からは法人局長、事務局長、総務部長が委員として出

席している（構成員については 3-4-①を参照）。 

学長（1 号理事）は「学長選考規程」【資料 3-3-4】により、理事長の推薦に基づき、理

事会において審議、決定される。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。 

学長はまた、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。 

大学の運営実務は大学運営協議会、教授会、学術研究会議で協議、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。  

教授会及び学術研究会議は、その規程によって、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。学術研究会議の報告は大学運営協議会に対してなされ、必要に応じて、教授会に報

告され、もしくは学術研究部長から直接全学に開示される。大学運営協議会の内容は教授

会に報告され、理事会の内容は大学運営協議会に報告されてのち、教授会に伝達される。  

実際は、いずれの会議体も、毎回議事録を作成し、特に部外秘となるデータを除いて

は、学内用電子掲示板を通じて開示している。 
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学長の主宰する大学運営協議会は、「熊本保健科学大学 大学運営協議会規程」【資料

3-3-1】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、本学の予算案などについて協議、審議、決定し、ま

たは必要に応じて理事会に上申する（学則変更など）。大学運営協議会の管轄下にある委員

会とその主な業務を資料 3-3-5 に示す。 

 

 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」【資料 3-3-2】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、FD 推進、研究誌、国家試験対策、

附属図書館運営、化血研奨学生推薦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は必要に応じて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。それぞれの委員

会は、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

3-3-6 に示す。 

教授会を主宰する学部長は、教授の中から選挙によって選ばれ、学長に推薦される。学

部長は FD 推進委員長を兼ねるとともに、入学試験委員会、教務委員会、学生委員会の委

員長を指名する権利を有している。学部運営の中核的な業務を担う各委員長とともに学部

の運営責任を負うことを反映するものである。これとは別に、大学院研究科教員会のもと

には、大学院入学試験委員会、大学院教務委員会、大学院教員審査委員会が位置づけられ

ている。しかし、それ以外の委員会には、必要に応じて大学院枠の委員を置くことで、現

実的な運営を行っている。 

 

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」【資料 3-3-3】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、利益相反マネジメント委員会、発明委員会が設けられ、

さらに、必要に応じてサブ部会等を有し、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、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 3-3-7 に示す。 

学術研究部長は学長が指名する。学術研究会議の委員は教授の中から学術研究部長が指

名する。いずれも、適正な研究活動という視点から、学術分野での豊富な経験や制度等に

知見のある人材を配置する必要を考慮した制度である。 

附属図書館長は学長が指名する。館長は、附属図書館運営委員会の委員長を兼ね、附属

図書館の管理運営に責任を持つ。 
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別科長は、大学運営協議会が別科長候補者を学長に推薦し、学長が決定する。【資料 3-3-8】 

キャリア教育センター長は、学長が指名する。設置以来平成 24(2012)年度まで、学長が

兼任している。【資料 3-3-9】 

以上のように、意思決定についても業務執行についても、学長のリーダーシップを発揮

できる体制となっている。 

さらに、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する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の判断に基づいている。  

 以上のような学内意思決定の仕組みは、各種委員会等の扱うそれぞれの業務によって、

学修者の要求に対応出来るよう適切に機能しており、学内に開示されているそれぞれの事

業計画書や毎回の議事録を通じて、相互の了解の下で機能できるような仕組みとなってい

る。 

 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める（学

校教育法施行規則 144 条）。学長はまた、法に基づく手続きをふまえて懲戒権を有し（学

校教育法施行規則 26 条）、その他、学則及び諸規程に基づいて、上述のように大学を代表

して校務を掌り、所属職員を統督する（学校教育法 92 条）。 

学長は、熊本保健科学大学の全般的かつ最終的な意思決定機関である大学運営協議会の

議長として、大学の全ての部局の長を束ね、大学としての意思決定においてリーダーシッ

プを取ることが出来る体制にある。大学運営協議会には、厳密には大学の教育研究組織と

は別組織である学校法人の事務部門の長およびキャリア教育センターの長も属すことから、

実質的に、理事会以外のすべての意思決定は、学長のもとにおいてなされている。このこ

とは、例えば教授会の権限を侵すものではなく、教授会の決定に対して、大学の使命・目

的の実現にもとづく必要があれば再審議を求める立場にあるということである。  

学長が議長（委員長）である委員会は表 3-3-1 のとおりである。業務によっては担当副

学長を置いて補佐させている。 

 

表 3-3-1 学長が議長である委員会 

委員会 規程 補佐 

大学運営協議会 大学運営協議会規程第 3 条  

教員人事委員会 教員人事委員会規程第 3 条 2 項  

自己点検・評価委員会 自己点検・評価委員会規程第 3 条 2 項 副学長 

ハラスメント防止委員会 ハラスメント防止委員会規程第 3 条 2 項 副学長 

 

委員会組織ではないが、学長直属の組織として、教育部門担当者会議（学長・副学長）、

教員人事評定部会（副学長）、障害学生支援室（平成 24(2012)年度の室長は副学長）、学生
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相談室（室長は学長指名、顧問は副学長）などがある。 

学長が議長（委員長）を指名する委員会は表 3-3-2 のとおりである。 

 

表 3-3-2 学長が議長（委員長）を指名する委員会 

委員会 規程 

学術研究会議（学術研究部長） 学術研究会議運営規程第 2 条 

広報委員会 広報委員会規程第 2 条 

就職委員会 就職委員会規程第 2 条 

個人情報保護委員会 個人情報保護委員会規程第 2 条 

保健室委員会 保健室委員会規程第 2 条 

国際交流委員会 国際交流委員会規程第 3 条 

附属図書館運営委員会（図書館長） 附属図書館規程第 3 条 

附属図書館運営委員会規程第 2 条 

国家試験対策委員会 国家試験対策委員会規程第 2 条 

 

以上のように、学長のリーダーシップのもとで、全学的な課題の運営に関わる大学運営

協議会を始めとする諸会議体等が活動している。また、学長宛の諸調査や外部諸機関との

交流、学長発案の企画等の下調査・調整などについては、総務部長のもとにある企画課が

これを支え、学内の適切な部署への業務移転を含めて、調整する。IR に関する諸データ等

は、平成 24(2012)年度時点では、学内の複数の部署の管理の下にあり、これまで、主とし

て企画課および担当副学長等を通じて横断的な分析が試みられてきたが、IR 室として統合

する仕組みが検討されている。 

 

（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

大学を取り巻く環境変化に迅速に対応できる体制、大学規模の拡大に対応できる体制を

構築する。平成 24(2012)年 4 月からは、教授会を第 3 週へ、大学運営協議会を第 4 週へ、

開催時期を変更し、意思決定の迅速化を図っている。 

権限の明確化、調査部門、企画部門の補佐体制について文言の明確化（authorized の）

を確保する。 

 

 

3－4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3－4 の視点≫ 

3-4-① 

 

3-4-② 

3-4-③ 

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化 

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

（1）3－4 の自己判定 

基準項目 3－4 を満たしている。 
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（2）3－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる

意思決定の円滑化 

管理部門と教学部門の連携は適切になされている。 

本学の学部、大学院、およ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り、さらにキャリア教育研修センターも必要に応じて調整に関与する。

会議の構成員は、教学部門から、学長、副学長、学部長、研究科長、各学科長、共通教育

センター長（兼）、学術研究部長、附属図書館長（兼）、助産別科長、キャリア教育研修セ

ンター長（兼）、事務部門管理職から、法人局長、事務局長である。平成 25(2013)年 5 月

1 日現在では、さらに｢その他学長が必要と認めた者｣として 2 人が加わっている（リハビ

リテーション学科生活機能療法学専攻長、キャリア教育センター認定看護師教育課程長）

が、同一人の兼ねている職もあり、全員で 13 人である。このうち学長、副学長は学園の

理事・評議員であり、学部長、法人局長、事務局長は評議員である。 

大学の運営は、理事長及び学長による指針に基づいて、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」のもとで展開される。平成 24(2012)年度

は、第 3 期「中期目標・中期計画」【資料 3-4-1】に基づいて、各部門、各委員会が策定す

る平成 25(2013)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

25(2013)年 3 月の理事会において承認された。同様に、平成 24(2012)年度の事業報告書が

各部門の検討を経て平成 25(2013)年度 5 月の理事会に報告・承認されている。 

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、管理部門と教

学部門間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、統合的な視点から単年度の運営が中期計画に基づくもの

であることが、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。  

コミュニケーションの円滑化の一助として、平成 23(2011)年 6 月から、理事長や学長の

挨拶、学園の状況、学内外の行事、新任教職員の紹介などを掲載した「ニュースレター」

を毎月発行している（学内教職員メール配信、理事・評議員には紙媒体郵送、発令記事等

を削除してホームページで公表もしている）。 

 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

「学校法人銀杏学園寄附行為」第 7 条に基づき、2 人の監事を選任して法人業務及び財

産状況について監査を実施している。監事は理事会および評議員会に出席して意見を述べ

ることができ、事前の配布資料などによっても運営について知ることができる体制となっ

ている。 

また、監事は、監査法人と理事長との意見交換に同席し、必要に応じて報告等を行って

いる。 

事務局は管理運営に関して、必要に応じて随時、監事及び顧問弁護士に電話やメール、

面談により、助言を求めることができる体制になっている。 

評議員会は寄附行為に従って理事長の諮問に答え、また、必要な承認を伝えている。 
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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。教職員からの情報や提案は、それぞれの学科等会議、各種委員会を

通じて、また、所属長との面談等を通じてくみ上げられ、実施されている。  

また、理事会に、学長及び副学長が理事として出席し、意思決定に参画している。  

 

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

それぞれの教員が所属する各学科会議、共通教育センター会議、別科会議および大学院

研究科会議の長は、それぞれ選挙で選出され、大学運営協議会の構成員である。また、事

務部門を代表する事務局長、法人局長も大学運営協議会の構成員である。このほか、教授

会、学術研究会議及び各種委員会などを通じて、大学の教職員の意見がくみ上げられる仕

組みになっている。 

さらに、年末の仕事納め式、年始の仕事始め式、夏季・冬季の賞与支給式など、年に数

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。開

学以来、学科増などによって規模は少しずつ拡大してきたものの、小規模大学であること

には変わりなく、教職員の相互認知度も高い。各学科は、それぞれの特性を持っているが、

保健科学部に属す一員としてのアイデンティティは、緩やかに確立されて維持されている。

そのような背景も、本学の管理部門と教学部門の連携を支えるものとなっている。 

 

（3）3－4 の改善・向上方策（将来計画） 

コミュニケーションとガバナンスに関しては、管理部門と教学部門の更なる連携をめざ

す。、自己点検・評価についても、第 2 クールの 2 年間前倒しによって、新しい評価基準

の視点をとりいれた点検・評価の洗練と効率化を願い、平成 26(2014)年度の受審をめざす

ことで、社会に求められる大学としての存在価値向上を図っていく。平成 24(2012)年 4 月

に、4 年制大学の熊本保健科学大学として、10 年目を迎えた。これを機に、本学の建学の

精神や使命・目的を達成するために教職員が同じベクトルに向かって進めるようなミッシ

ョンを策定する。 

 

 

3－5 業務執行体制の機能性 

≪3－5 の視点≫ 

3-5-① 

 

3-5-② 

3-5-③ 

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

業務執行の管理体制の構築とその機能性 

職員の資質・能力向上の機会の用意 

（1）3－5 の自己判定 

基準項目 3－5 を満たしている。 

 

（2）3－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業

務の効果的な執行体制の確保 
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学園の事務組織は、図 3-5-1 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 センター及び附属図書館図書係の体制で運営している。 

 

図 3-5-1 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

ンター及び附属図書館図書係があり、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、情報の共有化と意識合わせを行って、業務に齟齬のないよう図って

いる。 

職員数は 62 人であり、うち正職員は 38.7％となっている（表 3-5-1）。 

 

表 3-5-1 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 24 18 16 4 62 

% 38.7% 29.0% 25.8% 6.5% 100.0% 

 

男女の構成比は男性 15 人、女性 47 人で、女性が多く、年齢構成は 20 代 9 人 14.5％、

30 代 23 人 37.0％、40 代 11 人 17.7％、50 代 11 人 17.7％、60 代 8 人 12.9％となってい

る（表 3-5-2）。 
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表 3-5-2 職員構成 （平成 25(2013)年 5 月 1 日現在）  

男
うち

管理職
女

うち

管理職

男女

正職員

合計

管理職

 合計

正職員合計

に対する

年齢別の割合

(％)

男 女
男女嘱託

職員合計

嘱託職員合計

に対する

年齢別の割合

(％)

男 女
男女ﾊﾟｰﾄ

職員合計

ﾊﾟｰﾄ職員合計

に対する

年齢別の割合

(％)

男 女

男女派

遣

職員合

計

派遣職員合計

に対する

年齢別の割合

％

20歳代 0 0 1 0 1 0 4.2% 1 1 2 11.1% 0 5 5 31.3% 0 1 1 25.0% 9

30歳代 3 0 9 0 12 0 50.0% 1 4 5 27.8% 0 5 5 31.3% 0 1 1 25.0% 23

40歳代 2 2 3 0 5 2 20.8% 0 4 4 22.2% 0 0 0 0 0 2 2 50.0% 11

50歳代 2 2 3 0 5 2 20.8% 0 4 4 22.2% 2 0 2 12.5% 0 0 0 0 11

60歳代 1 1 0 0 1 1 4.2% 0 3 3 16.7% 3 1 4 25.0% 0 0 0 0 8

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 8 5 16 0 24 5 100.0% 2 16 18 100.0% 5 11 16 100.0% 0 4 4 100.0% 62

パート(ｱﾙﾊﾞｲﾄも含む)

計

派遣正職員 嘱託

 

 

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。 

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、国際交流に関する事項などを取り扱っている。 

附属図書館図書係では、図書館資料に関すること、閲覧に関すること、書庫の整理及び

管理に関すること、図書館システムに関すること、レファレンスに関すること、図書委員

会の庶務に関する事項などを取り扱っている。 

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
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かし、あるレベルからは人員増で対応していく予定である。 

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。【資料 3-2-3】 

1 号館、2 号館、平成 23(2011)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。 

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。 

 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

職員の採用・昇任・異動の方針が明確にされているか。 

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。 

大学教員に関しては、人事評価制度を平成 23(2011)年 4 月から導入、平成 24(2012)年 3

月に第 1 回目の評価を実施し、この評定結果は平成 24(2012)年 6 月からの昇給に反映され

ている。 

事務職員に関しては、職員人事評定制度規程【資料 3-5-1】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 回目の評価を実施し、平成

24(2012)年 10 月には第 5 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

基に上司が部下に対し評定面接を実施し、評定結果の説明、今後の目標について話し合い

を行う。平成 24(2012)年度の評定結果は、平成 25(2013)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、事務職員のキャ

リア形成、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。 

職員の組織編制の基本視点及び採用・昇任・異動の方針は明確に示され、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っている。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、総務課業務が多

種多様で煩雑になっているため、総務課を、総務課、人事課、環境施設管理課に分割し、

責任体制を明確化するとともに業務の効率化を図った。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
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切に運用している。 

 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

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。平成 25(2013)年 9 月か

ら、他大学と合同で主任・管理職研修を実施する。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 月から開始、平成 23(2011)年 8 月には 1 大学増えて 4 大学、平成 24(2012)

年 8 月には更に１大学増えて 5 大学となり、平成 25(2013)年 8 月には大学コンソーシアム

熊本と連携することで、県内の他の大学にも呼びかけて合同研修を実施する予定である。

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

としている。【資料 3-5-2】 

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

修は積極的に受講させ、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。他大学との業務改善研修

については、平成 23(2011)年 8 月から、受講１年後に、実際の業務改善事例発表会を兼ね

て、フォローアップ研修を実施している。職員人事評定制度との連携によって能力向上を

図る仕組みはできつつある。 

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。  

 

（3）3－5 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めざす。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。 

少人数教育の実施、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
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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。 

 一人が二つ以上の業務を遂行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。  

 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図り、業務負荷の改善や職員の活性化を図

っていく。 

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、機能別研修を実施することや、

業務上必要な資格取得の推進や、自己啓発活動を支援することで、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。 

 

 

3－6 財務基盤と収支 

≪3－6 の視点≫ 

3-6-① 

3-6-② 

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）3－6 の自己判定 

基準項目 3－6 を満たしている。 

 

（2）3－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

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、平成 23 (2011)年度に言語聴覚学専攻を新設した。 

これまでの状況を整理すると、表 3-6-1 のとおりである。 
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表 3-6-1 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 

平成 23 年度 1.9 億円 4.8 億円 15.6 億円 新専攻開設 

平成 24 年度 2.2 億円 4.9 億円 20.5 億円  

 

平成 24(2012)年度の詳細 

帰属収入 24.0 億円（前年度より 1.6 億円増） 

学生生徒等納付金 0.8 億円増･･･新専攻開設による学生の増加 

消費支出 21.8 億円（前年度より 1.4 億円増） 

教育研究経費 1.0 億円増･･･新専攻開設に伴う経費の増加 

【資料 3-6-1】【資料 3-6-2】【資料 3-6-3】【資料 3-6-4】【資料 3-6-5】 

平成 24(2012)年度の消費収支決算は、新専攻の学年進行などで収入が前年比 1.6 億円増

加し、支出は 1.4 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 2.2 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(2011)年度から

リハビリテーション学科に定員 40 人で言語聴覚学専攻を増設したので、平成 26 年度まで

は学生数が増加し収入は増えるものの、学生数の増加に伴い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、大型の設備投資が平成 22(2010)年度で終了したため、次年度繰越支払

資金は前年度から 4.9 億円増加し、20.5 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。 

中長期的な財務計画は、経営計画と表裏一体のものであるから、中期経営計画を策定す

る際に、同一期間における財務シミュレーションを作成し経営計画との整合を図っている。

この財務シミュレーションをベースとして単年度の予算編成方針を確定する。【資料 3-6-6】

【資料 3-6-7】 

単年度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。予算案は大学運営協議会の審議を経て理事長が承認す

る。その後、評議員会において審議・承認され、理事会において審議・決定する。【資料

3-6-8】 

 

3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

中長期的な財務計画では、収支のバランスは確保できる見通しである。より安定した財
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務基盤を確立させるためには、外部資金の獲得を推進する必要がある。  

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 24(2012)年度における外部資金の導入総額は 36,853 千

円であった。内訳は、以下のとおりである。 

       

科学研究費獲得実績 

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） 

平成 23 年度 10 件（7 件） 

平成 24 年度 14 件（5 件） 

※前任校からの継続 1 件含む 

 

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のとおりである。平成

24(2012)年度は新規が 9 件と大きく伸ばすことができた。これは学内で科研費獲得のため

の講習会を開催し、申請を奨励したことが大きな要因である。科研費の獲得に関しては、

本学の規模に相応の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 23(2011)年度の 10,915 千円から平成 24(2012)年度

は 4,590 千円と減少したが、これは学術研究振興資金の不採択と奨励寄附金の減少による

ものである。 

 

（3）3－6 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。それにより、財政基盤をより強

固なものとし、収支バランスの確保を図る。 

 

 

3－7 会計 

≪3－7 の視点≫ 

3-7-① 

3-7-② 

会計処理の適正な実施 

会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）3－7 の自己判定 

基準項目 3－7 を満たしている。 

 

表 3-6-2 外部資金導入一覧 

 

科学研究費       32,263 千円 

奨励寄付金           1,200 千円 

受託研究費           1,260 千円 

共同研究費           2,130 千円 
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（2）3－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

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（目的別予算執行伺書）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【資料 3-7-1】、経理規程【資料 3-7-2】、固定資産及び物品管理規程【資

料 3-7-3】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。 

予算管理については、マクロレベルでは、役員会で確定した当年度予算額に対して、帰

属収入、消費支出、帰属収支差額の推移を、過年度の実績を基に月次シミュレーションチ

ャートにしている。毎月の執行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）。ミクロレベルでは、学科（各

課）ごとの 9 月までの上半期実績と、10 月以降は毎月の実績を、予算との対比表という形

式で所属長へ送付して管理している。 

 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

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 24(2012)年度は 11 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。【資料 3-7-4】 

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 24(2012)年度は 9

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。  

 

（3）3－7 の改善・向上方策（将来計画） 

平成 24(2012)年度は帰属収支差額が 2.2 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。 

 

 

［基準 3 の自己評価］ 

管理部門と教学部門がそれぞれの特性を活かして機能しているだけでなく、必要に応じ
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て適切な連携体制をとることができており、透明性の高い経営を進めている。施設・設備

の維持・改善に努めながらも、統制された会計システムの下で健全な財務状況を維持して

いる。実質的に担保されていることがらについて、規程や文言上での反映が遅れている部

分があり、早急に対応する必要がある。 
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基準 4．自己点検・評価 

4－1 自己点検・評価の適切性 

≪4－1 の視点≫ 

4-1-① 

4-1-② 

4-1-③ 

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

自己点検・評価体制の適切性 

自己点検・評価の周期等の適切性 

（1）4－1 の自己判定 

基準項目 4－1 を満たしている。 

 

（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

本学の自己点検・評価活動は、学則第 2 条【資料 F-3】及び「熊本保健科学大学 自己

点検・評価に関する規程」【資料 4-1-1】によって規定されている。 

実際には、本学の自己点検・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、言うまでもなく、学則に規定されている(1) 「自己点検・評価委員会による点検

評価」である。【資料 4-1-2】他方、これとは連動しながらも別の自己点検・評価活動とし

て位置づけられるのが、(2)「学内組織別年次計画及び年次報告書による点検評価」である。  

(2)では、「中期計画・中期目標」に応じて学内各組織が、自ら策定した単年度ごとの事

業計画書及びそれに対する当該各組織の事業報告書によりながら、現状確認と自己評価を

行う【資料 F-7】。それらは、更に、教授会、大学運営協議会などでの点検、確認を経て、

決算報告と共に、理事会（5 月）に報告される。年次計画及び年次報告書には、部門別と

委員会別があり、以下のように確認と報告の手続きが位置づけられている。  

 

(ｲ)各組織から大学運営協議会に報告され、確認後、教授会と理事会へ報告されるもの。 

教育部門、研究部門、医学検査学科、看護学科、リハビリテーション学科、共通教育

センター、大学院研究科、助産別科、キャリア教育研修センター、附属図書館、事務

部門、自己点検・評価委員会、教員人事委員会、広報委員会、ハラスメント防止委員

会、衛生委員会、個人情報保護委員会、国家試験対策委員会、就職委員会、保健室委

員会、国際交流委員会、地域交流委員会、化血研奨学生推薦委員会、利益相反マネジ

メント委員会 

 

(ﾛ)各組織から教授会に報告され、確認後、大学運営協議会へ報告され、理事会へ報告され

るもの。 

 入試委員会、教務委員会、学生委員会、FD 推進委員会、情報セキュリティ委員会、

図書館運営委員会、研究誌委員会 

 

(ﾊ)各組織から学術研究会議に報告され、確認後、大学運営協議会・教授会と理事会へ報告

されるもの。 

ライフサイエンス倫理審査委員会、遺伝子組換委員会、バイオセーフティ委員会、動

物実験委員会、発明委員会 
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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。  

(1)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、

学外のいわば客観的な視点から、本学の現状の点検・評価を行うものである。【資料 4-1-2】

学長を委員長とする自己点検・評価委員会は、法に定められた機関別評価の受審を念頭に

して、受審予定の評価機構が開示している基準項目ごとに点検・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。この報告書は各学科等の長か

らなる大学運営協議会などでの確認を経て、理事会にも報告され、公式ホームページや冊

子体によって内外に開示されるにいたる。 

(1)と(2)は連動しているが、(2)が主として各種委員会等（事業計画を立てた会議体等）

ごとの点検評価とその上部組織会議体（教授会、大学運営協議会、さらには理事会）への

事業報告という側面をもつのに対して、 (1)は、この(2)の事業報告書が扱う内容も含めた

前年度の活動について、別組織たる自己点検・評価委員会が行うものであることから、ど

うしても時間的に、後にならざるを得ない。このタイムラグの功罪については、後述する

ように、課題となっている。 

これら二つの自己点検活動は、いずれも、大学の使命・目的に則した自主的・自律的な

自己点検・評価活動である。 (2)は本学の使命・目的に則して 4 年サイクルで策定される

「中期計画・中期目標」に則して立てられる学内各組織の年次事業計画による点検評価活

動であり、(1)は、公的客観的な基準によりながら、もとより本学の使命・目的の実現を

念頭にして、その高等教育機関としての活動・運営の現状を点検評価するものであるから

である。 

 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

自己点検・評価委員会の構成は、「熊本保健科学大学自己点検・評価委員会規程」第 3

条【資料 4-1-1】に定められるとおり、「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人、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」であり、平成 24(2012)年度は 10 人、平成 25(2013)年度は学長が必

要と認めた者 3 人を追加した 13 人である。【資料 4-1-2】委員の配置は全学の状況を点検

評価の場に引き出す機能を意図して構成されている。委員は、現状の把握、点検、評価の

実施、改善策案の提示などを、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

めるとともに、上記報告書を作成する。具体的には「事実の記述」の記述・編集担当とい

う位置づけとなる。 

これに対して、同委員会によって評価機構が開示している基準項目ごとに作成された  

（評価機構の指定するデータにも基づく）報告書をもとに、評価の確認・確定、改善策の

確認を行うのは、表 4-1-1 に示す自己点検・評価責任者である。点検・評価の責任者であ

るとともに、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として位

置づけられている。自己点検・評価委員会の構成員と自己点検・評価責任者は一部で重複

する（学長、事務局長など）が、データへのアクセスや評価作業には多数が関わること、

「案」段階で各会議、大学運営協議会などでも確認や検討がなされること、評価結果は全
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文開示されることなどから、重複が本学の点検評価活動に不適切な影響を与えることはな

い。 

自己点検・評価委員も自己点検・評価責任者も、他の学内委員会構成員と同じく２年任

期（更新有）であり、委員が不在のことはなく、恒常的な活動として委員会業務は位置づ

けられている。 

 

表 4-1-1 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 

 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

委員会は、平成 15(2003)年の開学以来少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。  

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【資料

2-6-1】、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【資料

4-1-4】【資料 4-1-5】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。 

大学全体として、自己点検・評価は、毎年実施されており、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。 

上述（4-1-②）のように、本学の自己点検・評価は二つの側面をもっている。そして、

毎年実施でありながら、点検・評価活動が対象とする同一年度について実施サイクルのず

れを生じさせている。例として、平成 24(2012)年度の自己点検・評価活動について見るな

ら、それが対象とするのは、完了している平成 23(2012)年度の活動であり、平成 24(2012)

年 5 月 1 日時点までのデータである。それらをもとに平成 24(2012)年度作成の自己点検・

評価報告書【資料 4-1-3】が作成されることになる。その中で指摘される問題点と改善策

が平成 25(2013)年度の教学､管理部門双方の運営に反映されるという関係は、中長期的に

はともかく、短期的には有効であるとは言い難いだろう。周期の適切性という点から、こ

れには功罪両側面があることを述べる。 

年次事業報告書（平成 24(2012)年度版）の完成は、当然、平成 25(2013)年度の事業計

画書作成よりも 2 カ月程度、後になる。事業計画は 3 月の評議会・理事会にかけられ、事

業報告は 5 月の理事会・評議員会に報告されるからである。この報告書自体も資料とする



熊本保健科学大学 

98 

自己点検・評価報告書の完成は更に遅く、ほぼ 1 年近く後になる。このタイムラグは、一

見、PDCA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。

また、データ管理に責任を持つ事務局は、一方で当該年度のデータを集積しつつ、他方で

前年度のデータについて確認や追加を求められるなど、煩雑さが増幅されることもある。

昨今では、公的な機関からの種々のアンケート調査の増加のみならず、社会的なニーズも

背景に、学協会、各メディアなどの、学外からのデータの要望は増加の一途をたどってお

り、学内にある当該委員会の扱う前年度データは陳腐化している、ないしは乖離が生じる

などの不都合も皆無とは言えない。 

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、それぞれの部署で内容が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。 

しかし、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

述のような実際上の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。 

本学は、平成 21(2009)年度の認証評価を受審し、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 種の資料を提出して審査を受けた。平成 21(2009)年度を対

象とする自己点検・評価以降は、この折の「本編」及び「データ集」の更新を原則として、

加筆や修正を施しつつ展開してきた。しかしながら、認証評価の第 2 クールを控え、各評

価機構でも評価基準の再編等が行われるに至り、平成 23(2011)年度対象の平成 24(2012)

年度作成版においては、新基準項目に合わせて、大きく編成替えしている。  

 

（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

自己点検・評価と事業計画・報告、中期計画、長期計画の策定時期の関係を見直し、タ

イムラグの合理化、省力化のための抜本的な制度改革を検討する。 

 

 

4－2 自己点検・評価の誠実性 

≪4－2 の視点≫ 

4-2-① 

4-2-② 

4-2-③ 

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

（1）4－2 の自己判定 

基準項目 4－2 を満たしている。 

 

（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

本学は、上述のように、公益財団法人日本高等教育評価機構 (JIHEE)による平成
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21(2009)年度の認証評価を受審し、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 種の資料を提出して審査を受けた。結果は、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（「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」）。その際に、すべて

の会議体の議事録や関係書類がよく整備されていること、参加者の内容確認が行われ、す

べてが学内用電子掲示板等を通じて広く学内に開示されていることを高く評価して頂いた。 

上掲の受審に際して作成した「データ編」の様式に則り、その後もデータを蓄積してお

り、また、同じく高く評価して頂いた、種々のアンケート結果等の分析なども継続して自

己点検・評価に反映させている。使用するデータは、文科省による「学校基本調査」や日

本私立学校振興・共済事業団（私学事業団）による「学校法人等基礎調査」などの公的な

調査に提出したものを含め、学協会や公共性の高い諸調査、本学独自の調査などに際して、

適正な方法で得られているものである。 

平成 23(2011)年度時点で IR 機能に特化した部署を設置してはいないが、それぞれの委

員会やプロジェクト（PJ）単位で、幾つかの IR 機能を部分代行している実態ができてい

る。ほとんどが年次単位で実施するものであることから、今後は、それらの活動のうち、

IR 的な側面を統合できるような、全学単位での省力化と分析力の強化及び各協議機関との

分析・課題共有の仕組みを作っていくことが望ましい。 

 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

 文科省による「学校基本調査」や日本私立学校振興・共済事業団（私学事業団）による

「学校法人等基礎調査」などの公的な調査への対応を含め、認証評価機構による指定され

たデータの収集は毎年、期限どおりに実施されている。学協会や公共性の高い諸調査、本

学独自の調査などに際して、適正な方法で得られたデータについても、本学の現状把握の

一助として活用されている。 

また、本学の自己点検・評価体制は、上述のように、一方で各会議体等の年次計画・年

次報告をベースとして有している。それぞれの委員会等には、原則として担当事務課の課

長等が正式な委員として配置されており【資料 3-2-3】、そのもとで、事務方によるデータ

の確保と整理が実行されている。授業アンケートやハラスメント関連、相談室関連など、

自由記載欄の閲覧者が限定されるものや、一定の操作を経て開示されるものもあるが、基

本的にデータの信頼性は高い。分析については、目的に応じて、各委員会等や PJ 担当者、

自己点検・評価委員会が担当する。教授会、大学運営協議会や理事会への報告に先立って

会議体で検討されることを通じ、多様な視点を得る機会を有している。今後は、より効率

的かつ有効な分析の形態を探る努力が求められる。 

 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

基準項目の変更などに対応して、大きな改編がある場合を除き、毎年ほぼ同様の視点か

ら自己点検・評価を行い、結果は学内電子掲示板やホームページで開示している。また、

改編などを節目として数年ごとに冊子体も作成し、学内外に配付している。  

通常年度は、簡易冊子として 5 部程度を保管し、学内用電子掲示板で学内開示し、外部

から個別に提示の求めがあった場合にそれぞれ対応してきた。また、5 年程度を目安に印
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刷製本し、外部へ配付してきた。印刷配付分については、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

版も同様に学内外（317 カ所）に配付している。また、平成 22(2010)年度は、『自己点検・

評価報告書 平成 21 年度（2009 年度）』として印刷製本版及び 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(2010)年度版（平成 23(2011)年度作成）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。また、

『自己評価報告書』（平成 21 年度）のホームページ上での開示に伴い、平成 22(2010)年度

以降の『自己点検・評価報告書』も公式ホームページでの開示を実施することとしており、

現在は平成 23(2012)年度版を公開している。【資料 4-2-1】 

 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 評価の誠実性について疑う理由はこれと言って思い浮かばないが、解釈の徹底や表現の

未熟による過不足について吟味する。一般的な評価項目について本学にとって適切な点検

の視点を確認する。 

 IR のための組織の立ち上げを検討する。 

 

 

4－3 自己点検・評価の有効性 

≪4－3 の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

（1）4－3 の自己判定 

基準項目 4－3 を満たしている。 

 

（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

自己点検・評価及び認証評価の結果を、教育研究をはじめ大学運営の改善・向上につ

なげる仕組みを構築し、かつ適切に機能しているか。 

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が構築され、機能している。 

上述のように、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。本学の実質的な

自己点検・評価体制が二重の側面（年次計画・報告及び自己点検・評価報告）をもってい

ることから、改善・向上方策のほとんどについて、具体的な取り組みがなされる。 

 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。公的な認証評価機関による、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。平成25(2013)年度からは、認証評価対応とし

て新たにリエゾンオフィスを立ち上げ、自己点検評価体制の強化を図る。  
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自己評価責任者による検討会では、前年度の改善・向上策の実現の程度も査定されてお

り、当該年度での改善・向上策との整合性を検討、協議することが出来る仕組みである。  

 

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

PDCAのサイクルは、現実的には、チェックの段階で枝分かれして細かく複雑になりが

ちであり、また、早周りしがちである。目標設定の指標として有効な視点が何であるか、

それぞれについて再検討する機会をもつ。 

 

 

［基準 4 の自己評価］ 

 上述 2 側面の自己点検・評価活動をより合理的に展開させる必要がある。そのために、

評価方法のより有効で単純なあり方をめざす改善の意識を学内で共有する。  
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