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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 30(2018)

年度版」とは、平成 30(2018)年度の委員会によって作成された、前年度の状況（平

成 29(2017)年 5月 2日～平成 30(2018)年 5月 1日）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

などの数字については、平成 30(2018)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、学内用 Web 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、要望に応じて閲覧に供し

ています。 
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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

 

１．建学の精神 

熊本保健科学大学（以下｢本学｣という。）の前身は、昭和 34(1959)年、熊本市古京町
に設立された厚労省指定の衛生検査技師養成所である。翌年には熊本医学技術専門学校、

更に昭和 43(1968)年に学校法人銀杏学園（以下「本学園」という。）を設立し、銀杏学
園短期大学へと発展した。保健医療分野における関連諸科学の進歩は著しく、知識及び

専門技術の高度化に伴う資質向上の必要性、保健医療分野の優れた人材育成を求める社

会的要請、生涯学習拠点機能強化の要望が高まった。そのため本学園は、4 年制大学へ
の改組転換を図り、熊本市和泉町に新校地を求め、新校舎を竣工すると共に、新たな教

育研究組織を整え、平成 15(2003)年に熊本保健科学大学（保健科学部 衛生技術学科、

看護学科）を開設した。更に平成 19(2007)年にはリハビリテーション学科と助産別科を
加え、平成 21(2009)年に大学院（保健科学研究科）を設置するに至った。 
前身から一貫している建学の精神は、「優れた医療技術者の養成を通じて社会に貢献す

ること」である。この建学の精神に基づいて後述の基本理念及び使命・目的を掲げてい

る。 
 

２．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、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 

 

３．大学の使命・目的 

 本学の使命・目的は「保健医療に関する学問の教育及び研究を行い、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」（熊本保健科学

大学学則第 1条）ことである。更に、建学の精神や使命・目的、基本理念を踏まえ、本
学のミッションを次のように定めている。 
「保健医療分野の教育と研究を通して社会に貢献できる医療技術者を養成する。」 
本学は、保健医療分野で日々生み出される新しい知見に応じて教育研究の水準を高め

ると共に、社会的要請の多様化と高度化をうけて保健医療を担うにふさわしい質の確保

を目指し、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。 
 
４．大学の個性・特色等 
 本学の個性・特色の主たるものは以下のとおりである。 
1）本学の前身である衛生検査技師養成所は、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。 
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2）短期大学などを経て、これまでに保健医療職業人（臨床検査技師、看護師、理学療
法士、作業療法士、言語聴覚士など）として約 7,000人の卒業生を輩出しており、とり
わけ、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。 
3）創設以来、保健医療分野に特化した人材育成を行っており、キャリアアップの課程
として大学院（保健科学研究科）のほかに、助産別科やキャリア教育研修センター（認

定看護師教育課程）、地域包括連携医療教育研究センター、学生相談・修学サポートセン

ターを併設している。 
4）熊本市の中心に近い田園地帯に立地し、屋根に全国有数の規模の太陽光パネルを設
置する直径 132ｍの円形校舎を中心とする美しいエコキャンパスを実現している。 
 
Ⅱ．沿革と現況 

 

１．本学の沿革 

昭和 34(1959)年 4月 衛生検査技師養成所創設（熊本市古京町） 
昭和 35(1960)年 4月 熊本医学技術専門学校と名称変更 
昭和 43(1968)年 4月 学校法人銀杏学園 銀杏学園短期大学開学（熊本市清水町） 

衛生検査技師法の規定による学校として発足 
昭和 46(1971)年 1月 専攻科設置、臨床検査技師国家試験受験資格が与えられる 
昭和 47(1972)年 9月 3年制への学制変更届出 
昭和 48(1973)年 4月 同上受理、新制度による短期大学発足 
昭和 58(1983)年 4月 2年制の看護科設置 
平成 14(2002)年 12月 熊本保健科学大学設置認可 
平成 15(2003)年 4月 銀杏学園短期大学募集停止（衛生技術科、看護科） 

熊本保健科学大学開学（熊本市和泉町） 
（保健科学部 衛生技術学科、看護学科） 

平成 16(2004)年 3月 銀杏学園短期大学 看護科 終了 
平成 18(2006)年 1月
  

銀杏学園短期大学 衛生技術科 終了 
銀杏学園短期大学廃止認可 

平成 19(2007)年 4月
  

熊本保健科学大学 学科新設 
（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） 
熊本保健科学大学 別科新設（助産別科） 

平成 20(2008)年 10月 熊本保健科学大学大学院（修士課程）設置認可 
平成 21(2009)年 4月
  

大学院保健科学研究科 保健科学専攻 開設 
熊本保健科学大学キャリア教育研修センター 開設 

平成 21(2009)年 10月 キャリア教育研修センター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 開講 

平成 23(2011)年 4月 衛生技術学科を医学検査学科と改称 
リハビリテーション学科言語聴覚学専攻 新設 



熊本保健科学大学 

4 

平成 24(2012)年 4月 キャリア教育研修センター認定看護師教育課程 
慢性心不全看護分野 開講 

平成 25(2013)年 4月 リハビリテーション学科作業療法学専攻を生活機能療法学専

攻と改称 
平成 29(2017)年 4月 
 

 
平成 30(2018)年 3月 

キャリア教育研修センター認定看護師教育課程 
認知症看護分野 開講 

地域包括連携医療教育研究センター 設置 
キャリア教育研修センター認定看護師教育課程 
慢性心不全看護分野 閉講 

平成 30(2018)年 4月 学生相談・修学サポートセンター 設置 
 
２．本学の現況 

・大学名    熊本保健科学大学 
・所在地    〒861-5598 熊本県熊本市北区和泉町亀の甲 325番地 
・学部等の構成 ・保健科学部 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 

言語聴覚学専攻 
・大学院保健科学研究科 保健科学専攻 
・助産別科 
・キャリア教育研修センター 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 
              認知症看護分野 

        ・地域包括連携医療教育研究センター 
・学生相談・修学サポートセンター 

 

・学生数、教員数、職員数 
学生数（平成 30(2018)年 5月 1日現在） 
学部 学 科 入学定員 収容定員 1年次 2年次 3年次 4年次 合計 

保健科

学部 

医学検査学科 100  400 116 117 115 119  467 

看護学科 100  400 116 112 113 122  463 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 120  480 145 128 143 143  559 

保健科学部 計 320 1,280 377 357 371 384 1,489 

保健科学研究科  10   20  7  8 － －  15 

助産別科  20   20  21 － － －   21 

ｷｬﾘｱ教育研修ｾﾝﾀｰ  24   24  24 － － －   24 

合  計 374 1,344 － － － － 1,549 
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教員数（平成 30(2018)年 5月 1日現在） （ ）は兼担を含む 

学部 学 科 
専 任 教 員 数 

教授 准教授 講師 助教 計 

保健科

学部 

医学検査学科 14 7 7 3 31 

看護学科 13 9 11 5 38 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 7 12 11 3 33 

保健科学部 計 34 28 29 11 102 

保健科学研究科 0(20) 0(12) 0(3) 0(0) 0(35) 

助産別科 1 1 0 1 3 

ｷｬﾘｱ教育研修ｾﾝﾀｰ 2 0 1 1 4 

地域包括連携医療教育研究ｾﾝﾀｰ 1 1 0 0 2 

学生相談・修学ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 1 0 0 0 1 

合    計 39 30 30 13 112 
     

 
職員数（平成 30(2018)年 5月 1日現在）  

正職員 嘱託 パート 
（ｱﾙﾊﾞｲﾄも含む） 派遣 合計 

29 21 9 6 65 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の設定 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 簡潔な文章化 

1-1-③ 個性・特色の明示 

1-1-④ 変化への対応 

(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 

熊本保健科学大学（以下「本学」という。）の学部及び大学院の使命・目的については、

熊本保健科学大学学則（以下「学則」という。）第 1 条及び熊本保健科学大学大学院学
則（以下「大学院学則」という。）第 2 条に定めている。また、これを基本理念におい
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、学部、学科・

専攻及び大学院の教育目標（目的）として学則及び大学院学則で規定し、学内外に示し

ている【資料 F-3】。 
これらの教育目標などは、本学公式ホームページ（以下「ホームページ」という。）、

大学案内などによって広く公開している【資料 1-1-1】。 
 

1-1-② 簡潔な文章化 

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、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」の四綱領としてま

とめたことを発表した【資料 1-1-2】。以後、様々な機会を捉え、かつ、様々な媒体を通

して学生や教職員に周知している。 
簡明な表現の制定は、第 2次中期計画策定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 1-1-3】【資
料 1-1-4】。 
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

領を学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。 
また、平成 25(2013)年には、本学の建学の精神や使命・目的、基本理念などを踏まえ、
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本学のミッションを「保健医療分野の教育と研究を通して社会に貢献できる医療技術者

を養成する」と明文化した【資料 1-1-5】。 
 

1-1-③ 個性・特色の明示 

本学の個性・特色の主たるものは以下のとおりである。 
1）本学前身の衛生検査技師養成所は、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 

2）短期大学などを経て、これまでに保健医療職業人（臨床検査技師、看護師、理学
療法士、作業療法士、言語聴覚士など）として約 7,000 人の卒業生を輩出し、とり
わけ臨床検査技師養成数は、九州圏内で最大の実績を有する 

3）創設以来、保健医療分野に特化した人材育成 
4）熊本市の中心に近い田園地帯に立地し、屋根に全国有数の規模の太陽光パネルを
設置する直径 132ｍの円形校舎を中心とする美しいエコキャンパス 
これらの個性・特色をホームページや大学案内などを通じて明示している【資料 1-1-6】。 

 

1-1-④ 変化への対応 

本学では、4 年ごとに「中期目標・中期計画」を立て、変化の激しい医療分野の教育

研究環境に対応している【資料 1-1-7】。中期目標・中期計画の前文として大学の基本理

念、教育目標を掲げ、教職員はそれに沿って、毎年度の部門別または委員会別の事業計

画を策定している。これまでに基本的な使命・目的の改定が提起されたことはないが、

ミッションの明文化や学科増、専攻増などの機会を捉えて、教育目標（目的）などの見

直しを行っている【資料 1-1-8】。 
 

(3)1－1の改善・向上方策（将来計画） 
使命・目的及び教育目的については、具体的に明文化すると共に、簡潔な文章化も実

現している。今後、社会的要請などを踏まえながら、文言などについて継続的に見直し

ていく。そのために、今まで、定めていなかった熊本保健科学大学の「将来ビジョン」

【資料 1-1-9】を定めることとした。すなわち、平成 29(2017)年 6 月より学内及び理事
会・評議員会に於いて議論して成案となった「熊本保健科学大学の将来ビジョン～2030
年に向けて～」を平成 30(2018)年 3 月 27 日の大学運営協議会において、決定した。こ

の将来ビジョンコンセプトを、「保健医療系大学として、我が国のリーディング大学の

一つとなる」とし、「ビジョン 1：社会の変化に対応し、リーダーシップを発揮できる
医療技術者の養成」、「ビジョン 2：地域に根ざし、地域と共に歩み、社会の幸福実現
に貢献」、「ビジョン 3：10 年後も 20 年後も選ばれ続けるためのブランド力の強化」

とし、更に、六つのサブビジョンからなるものである。 
ところで、平成 30(2018)年は「中期目標・中期計画」の策定年である。策定される中

期目標・中期計画は、ここに定めた「将来ビジョン」のアクションプランとして位置付

けることにより、今まで以上に全教職員が進むべき道を共有しつつ、改善・向上方策を

実施することになる。 
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1－2 使命・目的及び教育目的の反映 

1-2-① 役員、教職員の理解と支持 

1-2-② 学内外への周知 

1-2-③ 中長期的な計画への反映 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

(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 役員、教職員の理解と支持 

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 1-2-1】として大学設置審議会

に提出した大学の目的であり、「基本理念」及び「教育目標」も同様である。設置に関し

ては、学校法人銀杏学園理事会役員及び前身である銀杏学園短期大学の教職員が、その

制定にあたった。いずれも、昭和 34(1959)年に設立した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当に具現化したものである。 
「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、「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

1-1-7】。また、平成 20(2008)年より「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」として位置づけ、平成 26(2014)年 4月からは学則上に明確に定めている。平

成 21(2009)年に開催した創立 50 周年記念式典において、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。綱領制定の次第は役員、教職員の

理解と支持を得ている【資料 1-1-3】【資料 1-1-4】。更に、平成 25(2013)年に「熊本保健
科学大学のミッション」を明文化した際にも、学内で慎重な検討を重ねたうえで大学運

営協議会において決定し、理事会でも了承された【資料 1-1-5】。 
学部及び各学科・専攻の教育目標は、必要に応じて文言の修正や見直しを行っている。

この際、学科選出の教務委員が各学科などの意見を集約し、修正などが必要な場合は、

教務委員会、教授会の議を経て大学運営協議会にて案を取りまとめる。この案は、理事

会へと上申され、審議・決定される【資料 1-2-2】。 
以上のように、大学の使命・目的及び教育目的などの策定及び改定は、各学科教員の

意見を反映させると共に、最終的に理事会で審議・決定されている。この様に役員や教

職員が関与することにより、使命・目的などへの理解と支持が得られている。 
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1-2-② 学内外への周知 

学内外への周知媒体について、表 1-2-1に掲げる。 
 

表 1-2-1 ミッション、基本理念、使命・目的、教育目標の周知方法 
 

内容 周知方法・媒体 対象 

本
学
の 

ミ
ッ
シ
ョ
ン 

保健医療分野の教育と研究を通して社会に貢献できる医療技術

者を養成する 

学生便覧平成 30年度 冒頭部分 学内 
ホームページ 大学紹介 

学内外 大学案内(2018)p.2 
平成 30年度入試ガイド冒頭 

基
本
理
念 

「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  

学生便覧平成 30年度 冒頭部分 
学内 

学則別表 
ホームページ 大学紹介 

学内外 

大学案内(2018)p.2 
2018年度入学試験要項 p.2 
平成 30年度入試ガイド冒頭 
学園通信ぎんきょう No.35 裏
表紙 

使
命
・ 

 

目
的 

(

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 30年度 p.138  
学内 学則第 1条 

(学長式辞・告示など) 

使
命
・ 

 

目
的 

(

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。 

大学院学生便覧平成 30 年度
p.2,p.55 

学内 大学院学則第 2条 

(学長式辞・告示など) 

教
育
目
標 

(

学
部) 

1. 生命の尊厳と社会について洞察力を有し、自立できる人材を
育てる 
2. 広い視野に立ち、課題探求力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. 多様な価値観を理解し、国際的な言語運用能力と情報技術を

持つ人材を育てる 

学生便覧平成 30 年度 冒頭部

分 学内 
学則別表 
ホームページ 大学概要 

学内外 

大学案内(2018)p.2 
2018年度入学試験要項 p.2 
平成 30年度入試ガイド冒頭 
学園通信ぎんきょう No.35 裏
表紙 

教
育
目
標 

(

大
学
院) 

1.高度な知識・能力を備えた専門職業人を養成する 
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を養
成する 
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を
養成する 
4.幅広い視野を持つ人材を養成する 
5.社会人に対する大学院教育の門戸を開放する 

大学院学生便覧平成 30年度 p.2 学内 

ホームページ 理念と目標 

学内外 2018 年度大学院学生募集要項 
p2 

 
基本理念及び教育目標などについては、多様な方法で学内外へ周知しており、学則上

にも明確に定めている【資料 F-3】。 
学生への周知の一環として、本学の理念が盛り込まれている学園歌を毎日午後の講義

開始前に全校舎に放送して、教職員、学生の意識を高めると共に、入学式、卒業式など

の行事でも斉唱し、列席者の認識を深めている。また、四綱領を学内のいたるところに

掲示し、更に四綱領を題材にした書道コンテストを学園祭で行い、優秀者の作品を表彰

して学内に掲示している【資料 1-2-3】【資料 1-2-4】。 
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1-2-③ 中長期的な計画への反映 

中期計画立案の前提として、使命・目的は計画の前文に掲載され、それを反映するも

のとして、具体的な計画及び目標が立てられている。 
「中期目標・中期計画」は、各学科など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、微調整を経て最終版が承認され、あらためて全学に学

内用Web掲示板を通じて公開される。 
特に、次期（平成 31(2019)年度から平成 34(2022)年度まで）の中期目標・中期計画

の策定においては、平成 30(2018)年 3 月 27 日の大学運営協議会において決定した「熊

本保健科学大学の将来ビジョン～2030年に向けて～」のアクションプランとして位置付

けることにより、今まで以上に全教職員が進むべき道を共有しつつ、改善・向上方策を

実施する。 
 

1-2-④ 三つのポリシーへの反映 

アドミッションポリシー（入学者受入れの方針、以下「AP」という。）【資料 1-2-5】、
カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施の方針、以下「CP」という。）及びディプ

ロマポリシー（卒業認定・学位授与の方針、以下「DP」という。）【資料 1-2-6】の三つ
の方針は、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(Faculty Development)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、「学士力」13要素の
検証、SBO(specific behavioral objective)と教育目標との関係の検証、DPとの関係の検
証などを実施した。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、

そのような活動も踏まえて、各学科会議などによる AP、CP、DP の策定や改定も行わ

れてきた。 
平成 27(2015)年には、国の高大接続システム改革の動きに対応するため、学長直属の

教育改革推進会議を設置し、三つの方針の一体性、整合性、実質化の検証を開始した。

この中でまず、本学学生が多く就職している医療施設 13 施設に対して本学学生が卒業
後どのように評価されているかのアンケート調査を実施し、この結果も反映した学部の

改正 DP 案が作成された。この案をもとに、APや各学科・専攻の DPや CPの修正につ

いて、議論し、平成 28(2016)年度末に三つの方針が改定された【資料 1-2-5】【資料 1-2-6】
【資料 1-2-7】。 

 
1-2-⑤ 教育研究組織の構成との整合性 

本学は、学則第 1条に掲げる本学の目的を達成するため、保健科学部 1学部の中に医
学検査学科、看護学科及び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、言語聴覚学専攻）の 3学科を置いている。更に、キャリアアップの課程として大
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）と助産別

科を置くと共に、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
か月課程）を開設している。いずれも本学がその育成を目指す医療技術者の職域を反映

する学科などである。また、平成 29(2017)年 4月には、地域（熊本市北区及び合志市）
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における地域包括ケアシステムの構築に関する研究を開始し、その結果を教育に反映さ

せるために、地域包括連携医療教育研究センターを設置した。 
保健医療の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で必要

とされるチーム医療人の育成という観点で有用である。異なる職種の医療職者同士が交

流の基盤をもつことは、共有される専門基礎領域の知見が深まり、医療職者にとりわけ

求められる社会的な広い視野と人間に対する理解、人間関係形成力を育成することにも

資する。大学院及び助産別科、認定看護師教育課程の設置は、いずれも保健科学部の目

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

使命・目的及び教育目的に沿うものである。 
教育研究組織の構成が適切であることは、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、平成 21(2009)年度、及び平成 26(2014)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。本学の組織図を図 1-2-1 に
示す。 
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 図 1-2-1 本学の機構図 
 
以下に各組織の概要を述べ、使命・目的及び教育目的に沿うものであることを示す。 

 
大学院保健科学研究科   
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
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生は、「修士（保健学）」の学位を取得する。本研究科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、社会福祉施設などで活躍している。 
 

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、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・目的として養成を目指

す医療専門職に就く。 
 

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・目的として養成を目指す医療専門職である助産師

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分野の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が通算 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、これによって認定されると、当該分野の認定看護師となる。研修生は全て現役

看護師として活躍中の者であり、学部学生にとって最適のロールモデルでもある。 
 
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

スタッフ間の交流も本学の基本理念に沿うものである。 
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地域包括連携医療教育研究センター 
 本学のこれまでの地域貢献に関する経験と知恵を集め、熊本市（北区）及び合志市と

連携することにより、両市における地域包括ケアシステムの構築に関する調査研究を実

施するため、平成 29(2017)年 4月 1日に「地域包括連携医療教育研究センター」を設立
した。センターは、地域包括ケアシステムの構築に関する課題を抽出し、その解決策や

システムモデルを提言することを目的とする。また、将来、地域包括ケアに貢献するメ

ディカルスタッフを育てるための学生の教育プログラムを構築していく。 
 
学生相談・修学サポートセンター 

 本学は、平成 23(2011)年度に、先天性の重度聴覚障害学生を受け入れたのを機に、
全学をあげて障害のある学生への対応を開始し、平成 29(2017)年度に卒業・就職させ
ることを成し遂げた。その時から、学生による学生の修学サポート（ピア・サポート）

制度を含め、数々のサポート体制を充実してきた。そこで、これらの実績を踏まえて、

平成 30(2018)年1月の大学運営協議会において、今までの学生支援を総合統括する形の

「学生相談・修学サポートセンター」（以下、サポートセンター）を設置することとした。

サポートセンターでは、学生生活における様々な悩みや障害のある学生を含め、学修に

困難を感じているすべての学生に対して、相談と支援・指導等を行い、メンタル面及び

フィジカル面での学生の修学環境をサポートする。その目的のために、①学生相談部門、

②障害学生支援部門、③支援学生育成部門の 3部門からなるサポートセンター運営部が、

オーガナイザー（専任教授）のもと、学生の学習力及び大学の学生支援力の向上に寄与

すべく活動していく。  
 
(3)1－2の改善・向上方策（将来計画） 

団塊の世代が後期高齢者になり、人口の 3人に 1人が高齢者（65歳以上）となる 2025
年に向けて、地域包括ケアシステムの構築が国（厚生労働省）の施策として打ち出され

ている。この動きのキーワードは、「病院から施設・在宅へ」である。すなわち、病院だ

けでなく、地域の施設や在宅で、医療・保健・福祉に貢献できる医療専門人（臨床検査

技師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、助産師など）は如何に

あるべきかが、本学のミッションや基本理念に述べている、社会に貢献できる医療技術

者とはどのような人材か？ の答えである。このテーマの下で、DP、CP、APを見直し
た。また、この基本テーマを研究面から実質化するために地域包括連携医療教育研究セ

ンターを設置した。これらの三つのポリシーに関して大学全体としての PDCAサイクル

を確立させるために第 4のポリシーともいえるアセスメントポリシーを定め、改善・向
上方策を確実に実施していく【資料 1-2-8】。 
 

 

 

［基準 1の自己評価］ 

前出の表 1-2-1 に示すように、大学の使命・目的及び教育目標は、簡潔な文章で具体
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的にかつ明確に定めてあり、教職員、学生、保護者を始め、学外の人々へも様々な媒体

や機会を通じて広報し、周知されている。また、教育研究組織の構成との整合性も保た

れている。 
10 年後、20 年後の超高齢化多死社会においても、本学が養成する医療技術者が、ミ

ッションに掲げる「社会に貢献する医療技術者」であり続けるために如何に改革するか

が重要である。そのために三つのポリシーを全学の議論により改定し定め、新しいカリ

キュラムに改定し、新しい入試制度の改革を推進し、また、卒業時の学生の質保証を確

実に実施しようとしている。そのために、アセスメントポリシーを定め、教育における

PDCA サイクルを確立する制度設計の準備が完成に近づいていると考えられる【資料

1-2-8】。 
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基準 2．学生 

2－1 学生の受入れ 

2-1-① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

2-1-③ 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 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知 

熊本保健科学大学（以下「本学」という。）のアドミッションポリシー「（入学者受入

れの方針）、以下同じ。」は、本学が掲げる「基本理念」の実現と「教育目標」の達成に

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。現行のアドミッションポリシ

ーは本学の教育改革推進会議において、10年後も 20年後も選ばれ続ける大学であるた
めには、どのような教育をすべきか議論し、中央教育審議会答申（平成 26(2014)年 12
月 22 日）や文部科学省策定の「高大接続改革実行プラン」への対応も踏まえて、三つ

の方針(AP・CP・DP)を一貫性のある内容に改定したものである。平成 30(2018)年度入
試から採用している。 
本学の「基本理念」と「アドミッションポリシー」を表 2-1-1に示す。 
 

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、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 

入
学
者
受
入
れ 

の
方
針(

学
部) 

【資料 2-1-1】 

求
め
る
学
生
像 

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 
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大
学
院 

1.保健・医療の高度専門職を志す動機や意欲を有する者 
2.保健科学に対する高度な探究心を保持し、謙虚で豊かな感性を有する者 
3.保健・医療・福祉サービス等の医療の現場にあって、責任感に溢れ次世代の実践的

リーダーとなるべき資質を有する者 
4.他職種との連携やチームワークに必要な協調性を有する者 

本学は「アドミッションポリシー」を以下の文字媒体及び説明会などにより周知して

いる。 
 

(ｲ) 文字媒体 
学部の「アドミッションポリシー」は、「基本理念」と共に『入学試験要項』に掲載し

ている。また、『入試ガイド』、本学公式ホームページ（以下「ホームページ」という。）

にも、「基本理念」「教育目標」と共に掲載している【資料 2-1-2】。いずれの学科におい
ても医療専門職者の育成を目指すことから、全ての入試区分の出願資格に「医療技術者

としての適性と明確な目的意識を持った者」という文言を掲げている。更に、医学検査

学科では出願資格に「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【資料 2-1-3】。 
 

(ﾛ) 説明会 
アドミッションポリシーは、本学志望者と保護者に対してはオープンキャンパス（年

2回開催）において、高等学校の進路指導教員に対しては進路指導者向け進学説明会（年

1回開催）において説明している。 
 

(ﾊ) その他の取り組み 
入学後、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、本学は保健医療系大学の現実を事前に的確に理解してもらうための広報や説

明に努めている。例えば、本学の広報冊子『Proud』では、本学の卒業生が各職場で医
療人として働いている様をまとめており、高校生の職業理解を深め、入学後のミスマッ

チを防ぐ資料として活用している【資料 2-1-4】。更に、保健医療系の職業に興味を示す

高校生に対しては出前授業や進学ガイダンスを実施し、本学の教育を体感させることに

よって本学教育への理解を深めさせている。平成 29(2017)年度は、高等学校への出前授

業を 32件実施し、進学ガイダンスは 100件に参加した。 
 

2-1-② アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証 

本学では、アドミッションポリシーに沿って、入学者選抜などを公正かつ妥当な方法

により、適切な体制のもとに運用している。 
 

(ｲ) 選抜方法 
本学は選抜基準などが異なる多様な入学試験を実施し、本学が求める学生像に合致す

る入学者を選抜している。入試区分と「アドミッションポリシー」との関係については

資料のとおりである【資料 2-1-5】。平成 30(2018)年度入試における入試区分と学科・専
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攻別の募集人数を表 2-1-2に示す。 
試験科目の詳細は『入試ガイド』【資料 2-1-6】に示すとおりである。全学科に共通の

教育目標として掲げている「多様な価値観を理解し、国際的な言語運用能力と情報技術

を持つ人材を育てる」ことを反映して、指定校推薦と社会人以外の入試区分では英語を

必須科目としている。 
 

表 2-1-2 平成 30(2018)年度入試における入試区分と学科・専攻別の募集人数 

入試区分 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 

 
大学院の入学試験では、推薦選抜、一般選抜、社会人選抜Ⅰ・Ⅱ期など、多様な入学

試験の形態を用意し、筆記試験及び面接試験並びに学業成績証明書などを総合的に判断

して選抜を行っている【資料 F-4 大学院募集要項】。 
 

(ﾛ) 入試区分ごとの特色 

学力把握は、基本的に筆記試験により行い、全ての入試区分で「医療技術者としての

適性と明確な目的意識を有すること」を出願資格に示し、選抜を行っている。 
 
＜指定校推薦入試＞ 
過去に志願者及び入学者が多い特定の高等学校については、保健医療の分野に関心を

持つ生徒が多く在籍しており、本学の基本理念、教育目標も理解されているとの判断か

ら、高等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、

要件に適う生徒が推薦を受けた場合には、志願者（推薦時に高等学校 3年生に在籍する
者）の調査書、推薦書、志望理由書及び面接・小論文試験の結果から、総合的に合否を

判定している。小論文試験は平成 25(2013)年度入試より導入した。 
 

＜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・学力共に優秀で

かつ医療技術者としての適性と明確な目的意識を有し、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。「英語（リスニングを除く）」「国語総合（古典を除く）」

「数学Ⅰ・A」の 3 科目からなる総合問題の筆記試験、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などの評価を意図するものである。

面接試験では、本学の「アドミッションポリシー」を踏まえたグループ面接を実施し、
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質問内容の理解力、自ら考え質問に答えようとする力、面接を受ける態度、保健医療分

野の専門職を目指す意欲などを評価している。 
 
＜一般入試＞ 
志願者は一般公募とし、筆記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・専攻の特性に応じて異なる。 
平成 31(2018)年度入試からは筆記試験の総合得点に加え、志願者の主体性を評価する

ために、提出書類を評価の対象とし、筆記試験の総合得点と提出書類を総合的に評価す

ることにより合否を判定する将来計画である。 
 
＜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）＞ 
選抜方法は前期日程と異なり、大学入試センター試験で本学が指定する教科・科目の

成績のほかに、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、前期日程より選択の幅を拡げた試験科目を指

定している。 
 

＜社会人入試＞ 
リハビリテーション学科においては、社会人経験を有する者を学生として受け入れる

ことで一般学生に刺激を与えることを目的とし、社会人入試を実施している。小論文及

び面接試験によって、思考力、判断力、表現力などを把握している。 
 

(ﾊ) 実施・検証体制 
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 2-1-7】に則り、本学

入学試験委員会（以下「入試委員会」という。）が担当している【資料 2-1-8】。入試委
員会の委員長は教授会構成員の中から学部長が指名するほか、アドミッションオフィサ

ーである入試課長も委員として参加している。十分な志願者数を確保して本学の求める

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

のあり方、面接試験の適正化などについて、毎年検討している。 
面接試験については、研修会を毎年度開催して面接担当者のスキルアップを図ってい

る。平成 29(2017)年度の研修会では入試委員会の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行った。この研修会に

は、面接者となる可能性がある教員のほぼ全員（約 70 人）が参加した。研修会による
スキルアップのほか、評価基準の明確化と標準化、面接担当者グループの適正な組合せ

を図っている。 
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、入試課
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が担当している。推薦入試及び一般入試の実施にあたっては、それぞれの業務説明会を

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」

をもとに、計画どお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。また、記録と監査

は重複のない各 2人以上により実施している。 
合否判定は、入試区分ごとに教授会の議を経て決定し、学長がこれを承認する。 
 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

本学は、入学定員及び収容定員に沿って在籍学生を適切に維持し、教育を行う環境を

確保している。入学定員、収容定員及び在籍学生数を表 2-1-3に示す。 
 
表 2-1-3 入学定員・収容定員・在籍学生数（平成 30(2018)年 5月 1日現在） 
学部 学 科 入学定員 収容定員 在籍学生数 超過率 

保健科 
学部 

医学検査学科 100 400 467 1.17 
看護学科 100  400 463 1.16 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 120 480 559 1.16 
合  計 320 1,280 1,489 1.16 

大学院研究科 10 20 15 0.75 

 
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 1.16倍である。 
指定校推薦入試においては原則として選抜は行わず、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。指定校側からの推

薦辞退の例もあることから、従来は募集定員を上回る数の高等学校を指定していたが、

近年は指定校推薦入試に出願する高等学校が増加してきたため、募集人員を超える入学

者が出ないように、指定校の数を調整することとした。平成 27(2015)年度入試より募集
定員と同数の指定校を選定している。また、指定校の選定は、高等学校別の志願状況、

合格・入学状況、入学後の成績などをもとに、入学試験委員長を部会長とし、アドミッ

ションオフィサーも委員として参加する指定校選定部会において毎年度見直し、入試委

員会及び教授会の議を経て学長が決定している。 
 

(3)2－1の改善・向上方策（将来計画） 

本学の学科・専攻は全て保健医療系の国家資格へとつながる。アドミッションポリシ

ーに沿った魅力ある学生を今後も適切に受け入れることができるように、アドミッショ

ンポリシーに加え、国家試験に合格することによって就職が可能となる保健医療職の魅

力をより一層発信していく。更に、文部科学省によって提示された新たなルールに基づ

く平成 33(2021)年度入試に向けて、教育担当副学長を委員長とする入学試験改革委員会

において、入試選抜方法の抜本的な見直しを本格的に行っており、その概要について平

成 30(2018)年度中にホームページ等で公表していく。また、これに合わせて学部のアド



熊本保健科学大学 

20 

ミッションポリシーも改定していく。 
 
 
 

2－2 学修支援 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

 

(1)2－2の自己判定 

基準項目 2－2を満たしている。 
 

(2)2－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備 

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等とその担当課職員が、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)教務補助職員の配置 
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、

学外実習期間に支援を行う非常勤助手などが活用されている。各学科などの事務を担当

する職員も配置している。 
 

(ﾛ) 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。 
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共に替わる。専任教員 1 人あたりが担当する学生数は 16 人
程度である。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(Grade Point Average)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・修学サポートセンターなど）。 
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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

2-2-1】。 
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

と共に、組織的な対応窓口につなぐこととなっている。このような支援をとおして、本

学学生の 4年間での卒業率は年々上昇しており、平成 26(2014)年度入学生については資
料に示すように 87.7％であった【資料 2-2-2】。この資料は、学生の学籍状況を入学年度

ごとに分析するもので、毎年作成し、大学運営協議会や理事会でも報告している。 
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 2-2-3】。 
 

(ﾊ)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

【資料 2-2-4】。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。 
 

(ﾆ)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 月中旬に確定する。そこで、高等学

校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、入学までの期間を利用し

て入学前学習を支援する通信型リメディアル教育（受講者向け名称は「入学前準備学習」）

を実施している。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」と「日本語」である。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 29(2017)年度も同じ構成
で平成 30(2018)年度入学者向け通信型リメディアルを実施した【資料 2-2-5】。 
平成 30(2018)年度入学者への事後のアンケート調査では、科目によって若干の違いは

あるものの、この通信添削については「役に立った」「少しは役に立った」という肯定

的な回答が 80.4%から 92.0%を占めた【資料 2-2-6】。 
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

課後に課外授業によるリメディアル教育を実施している（「講義型リメディアル」）。講師

は学外の大学院生などが担当する。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
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る。平成 29(2017)年度は、「化学」（60 分×8 回）を医学検査学科と看護学科、「生物」
（60分×3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生活機能療法学専攻に対して開講した。また、言

語聴覚学専攻についても前年度と同様、カリキュラムを考慮して 1年次後期の開始直前
に「数学・物理」（90分×6回）を集中開講した。 
これらの調整など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、新入生オリエンテーションで自己診断テストを配付し、受講の目安

を具体的に示している。これにより、申込み時の問合せを減らすことができた【資料

2-2-7】。 
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、回答者数に差はあるものの全科目で 95.7%
以上であった【資料 2-2-8】。 

 
(ﾎ)  ピア・サポーター    
平成 24(2012)年度から、「学生相談室」の主導により先輩による学修・生活支援とし

てピア・サポート体制が取り入れられた。平成 30(2018)年度からは、サポートセンター
内の支援学生育成部門が担当窓口となっている。このピア・サポート体制は、Student 
Assistant（以下「SA」という。）の一形態として、事前研修を受講した 2 年次以上の
学部生が事務室カウンター横やラーニングコモンズ等に待機し、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【資料 2-2-9】。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、ピア・サポーター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、時期に応じた相談の主テーマを設定した。
更に平成 29(2017)年度からは新たな取り組みとして「一人暮らし応援隊」（4 月）を開
始し、主に一人暮らしを始めた新入生に対する助言を行った。平成 30 (2018)年 5 月 1
日時点でのピア・サポーターは 76 人で、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。平成 27(2015)年度からは、研修や
実践を通じてスキルアップしたピア・サポーターを初級から中級、上級へランクアップ

させるキャリア体制とそれぞれの階級の役割を明確に定めることにより、ピア・サポー

ターの意欲を引き出す仕組みを構築とした【資料 2-2-10】。更に、平成 26(2014)年度か
らは「ピア・サポーターの卵」として「プチ・サポーター」の登録も開始し、平成 30(2018)
年 5 月 1 日時点で 57 人がプチ・サポーターに登録しており、ピア・サポーターと一緒
に研修に参加するとともに、ピア・サポーター活動を見学したりするなど、ピア・サポ

ーターの準備期間として活動を行いピア・サポーターの質向上を図っている【資料

2-2-11】。 
 

(ﾍ) 新入生オリエンテーション 

新入生オリエンテーションは、教務委員会と学務課がコーディネートして、入学式の
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翌日から 4日間の日程で実施している。学科・別科での説明以外に、教務委員会、学生

委員会、就職委員会、情報保護委員会、国際交流委員会、共通教育センター、附属図書

館、保健室、学生相談・修学サポートセンター、総務課、学務課、学友会など、多くの

部署が連携して実施している。平成 25(2013)年度からは、オリエンテーションの冒頭で
学長または副学長が本学の沿革と理念を説明し、修学への意識を高めている。同じく平

成 25(2013)年度から、オリエンテーションの最終日に締め括りとしてグループワークも

導入した。このグループワークでは、新入生 5～6 人からなる各グループにファシリテ
ーター役としてピア・サポーターを配置し、活発なディスカッションによりオリエンテ

ーションプログラム全般への学生の主体的な参加を促すと共に、学生間の交流と説明内

容の定着を図っている。 
平成 27(2015)年度より教務委員会の下にオリエンテーション部会を設置し、新入生オ

リエンテーションの総合的なコーディネートを行っている。平成 28(2016)年度新入生オ
リエンテーションでは、新入生全員によるアイスブレーク、ブース形式でのクラブ紹介、

クリッカーを使用した双方向的な説明など、新たな試みを導入した。こうした取り組み

は、平成 30(2018)年度新入生オリエンテーションに引き継がれている。共通教育センタ

ーでは平成 24(2012)年度より、入学者向けに「新入生オリエンテーションの手引き」【資
料 2-2-12】を作成・配付している。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工夫している。これにより、タイムテーブ

ル以外のメッセージや説明、クラブ・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。 
新入生が大学生活に早く馴染むことができるように、新入生オリエンテーション期間

とその前後には、学生間でも細やかな支援を行っている。新入生オリエンテーション期

間中には放課後に学友会が新入生歓迎会を主催する。平成 30(2018)年度の新入生歓迎会
には、保健科学部の新入生 368人中 319人が参加した。教職員の参加は 48人であった。
歓迎会では、ピア・サポーターの紹介も行われ、オリエンテーション最終日のグループ

ワーク（学部生対象）への移行が円滑に進んだ。グループワーク終了後に「ピア・サポ

ーターの卵」として「プチ・サポーター」への登録呼び掛けを行ったところ、1年生 58
人が申し込んだ。「プチ・サポーター」はピア・サポーターと同じく学生相談・修学サポ

ートセンターのもとにあり、平成 26(2014)年度から試行的に活動を開始し、その活動内
容の充実を図っている。平成 26(2014)年度からは後期ガイダンスにも 1年次生のグルー
プワークを導入し、プチ・サポーターを世話係としている。加えて平成 27(2015)年から
4 月下旬に 1 年次プチ・サポーターのワークショップを開催し、新入生の視点から助言

のヒントを得ることができた。入学式以降のこうした流れを形成することにより、1 年
生相互の交流促進や、次年度以降のピア・サポーター養成を図っている。 
 

(ﾄ)「障害学生支援室」から「学生相談・修学サポートセンター」の設置へ 
本学では、重度の聴覚障害学生の入学が契機となり、平成 23(2011)年 4月に修学上特

別な配慮を必要とする学生を対象とする「障害学生支援室」（以下「支援室」という。）

を設置した。発足当初は、「熊本保健科学大学障害学生支援室規程」【資料 2-2-13】を策

定すると共に、情報保障の充実という観点から聴覚障害学生に関する教員への啓発、研



熊本保健科学大学 

24 

修、諸設備の配置等を行った。以後、聴覚障害学生への支援は、月 1回の支援室会議の

開催のほか、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、対応の確認等を行い、継続的な支援を維持する努力を続けた。 
平成 24(2012)年度には、支援室との連携を保ちながらも、それまで保健室・学生相談

室が中心となって対応していた発達障害支援法で規定される学生から修学上特別な配慮

の申し出があったため、支援室の対象学生として対応を開始した。 
その後、学生の多様化が進み、発達障害のある学生あるいは学修に様々な困難を伴う

学生が増加しつつある中で、支援を要する学生の質・量ともに大きくなってきており、 
機能が分化した支援体制だけでは対応が困難な状況が生じていた。そこで、問題を抱え

る学生に対する、相談と支援・指導機能の両面を担い、時代に対応しより組織的・機能

的に学生を支援するセンターの設置が、平成 26(2014)年第 1回 FDセミナーにおいて提

起され、平成 27(2015)年 8月に募集された 2015年度大学教育改革推進プログラム（学

長裁量経費）に学修支援センター構想のテーマで応募し、採択された。当時の副学長を

責任者とし 6人の教職員が分担者となり、平成 27(2015)年度に 3グループに分かれ先進
的な取り組みを行う六つの大学を視察し、報告書をまとめた。平成 28(2016)年度からは
視察結果を受けて、より具体的な体制構築への討議を継続的に行い、平成 30(2018)年度
に平成 29(2017)年度までの「学生相談室」と「障害学生支援室」の機能を合わせ持つ「学
生相談・修学サポートセンター」（以下、サポートセンター）を新設し、学生支援体制の

再構築を実現させた。サポートセンター内には、①学生相談部門、②障害学生支援部門、

③支援学生育成部門の三つの部門を組織し、学生生活における様々な悩みや障害のある

学生を含め、学修に困難を感じているすべての学生に対して、相談と支援・指導等を行

い、メンタル面及びフィジカル面での学生の修学（環境）をサポートすることで、学生

の学修力及び大学の学生支援力の向上に寄与すべく活動を開始している。 
平成 30(2018)年 5月現在で、修学支援等依頼書【資料 2-2-14】が提出されているサポ

ートセンター対象学生の障害種別は、病弱・虚弱の学生も含めて多岐にわたっている。 
サポートセンターにおける修学支援は合理的配慮を基本とし、学生からの支援依頼を

もとに、サポートセンターや当該学生所属の学科・専攻との協議をとおしてその内容を

決定している。決定した支援内容は当該学生が受講する授業等に関わる教職員で情報を

共有し、特別扱いは最小限にしつつ、一般学生との共通の場で学修ができるように支援

を行っている。更に、学外実習等においても円滑で質の高い教育を受けられるよう、体

制を順次整えている。 
以上のような方針を明確にするため、平成 27(2015)年 2 月 24 日に「熊本保健科学大

学における障害のある学生への支援に関する基本方針」【資料 2-2-14】を制定し、教職
員に周知した。また、この基本方針を掲載したリーフレット【資料 2-2-14】も作成し、
学生や保護者等へも配付し、説明を行っている。 
 

2-2-② TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実 

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「熊本保健科学大学大学院ティーチング・
アシスタント規程」【資料 2-2-15】によって運用が始まっている。本学大学院の学生は、
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ほとんどが社会人であるため、平成 25(2013)年度の TA の実績は 1 人、平成 26(2014)
年度から平成 28(2016)年度は 0人、平成 29(2017)年度は 2人であった。 
学部学生を SA 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「熊本保健

科学大学スチューデント・アシスタント(SA)に関する規程」【資料 2-2-16】を作成し、
平成 22(2010)年度から授業支援などに配置している。運用初年度の試行結果も踏まえて、

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配置の実務は共通教育センターが学務課と連携して行っている。SAの配置にあたっ
ては、SA 自身の学業の妨げにならないよう週 270 分を上限として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、出欠などの転記作業

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 2-2-17】。 

 
(ｲ) 学修相談室 
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「リメディ

アル教育アンケート」では、専門基礎科目・専門科目が理解できない理由として「勉強

の方法が分からない」という回答が目立つ。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【資料 2-2-18】。その後の傾向としても、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修相談室

「スタディ・サポート・カフェ」（通称｢スタサ｣）【資料 2-2-19】を設けている。週 2
回、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している。

学修困難に陥っている学生の支援を目指すにあたり、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。また、TOEIC-IP 試験を年
3回程度実施すると共に、その受験対策のための課外クラスを設けている。 
｢スタサ｣の平成 29(2017)年度の開室は基本的に週 2 回で、1 回につき 2 時間である。

開室は前期 28回（来訪者 40人）、後期 25回（来訪者 43人）であった。開室場所は、
ラーニングコモンズ（「キャンパステラス」）を使用した。学生が気軽に足を運べるよう

に掲示などで周知し、1 年次生には新入生オリエンテーションでも紹介している。平成
25(2013)年 4月からは、新入生が利用しやすいように履修登録期間の開室時間を拡大す
ると共に、ピア・サポーターと協働するなど、浸透のために試行を重ねてきた。 
学修相談室「スタディ・サポート・カフェ」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。平成 29(2017)年度は回
答者 343 人の 82.5％にあたる 283 人が学修相談室「スタディ・サポート・カフェ」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
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る」と答えたのは 30 人に留まり、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、各種の学修支援体制により相談内容が補完されている

ためと考えられる【資料 2-2-18】。 
 
(ﾛ) アカデミックスキルラボ  
平成 29(2017)年 4月にアカデミックスキル全般（ライティング、プレゼンテーション、

パソコン活用）を支援するための部署として「アカデミックスキルラボ」（以下「ラボ」

という。）を開設した。ラボは専任教員 4人から成る室員と各学科・専攻と共通教育セ
ンターから 1 人ずつ選出された協力委員（6 人）で構成される。支援に直接当たるのは

本学学部生を中心とする「指導員」で、運営を含めラボの活動全般において、教員であ

る室員とともに中心的な役割を果たしている。指導員は希望者に一定の訓練を施した後、

審査を経て認定される。 
学生への指導は、主に通常の授業が終わる 5限以降に行っている。その手法は、一方

向的な添削を極力排し、対話を通じて学生の気づきを促そうとするものである。指導員

には、本学学生のほかに他大学の学部生、院生などから成る外部指導員も配置している。

これらの指導員は、通常の放課後における指導に加え、一部の授業にファシリテーター

として入っている。平成 29(2017)年度には、室員の 1人が担当する「基礎セミナー」、

「情報科学」、「現代情報リテラシー」にファシリテーターとして参加した。これらの

科目の受講生が放課後に指導を受けたこともあり、ラボの利用人数は延べ 1,366人に上
った（実数は約 100人）。 
平成 30(2018)年 5月 1日現在、本学学部生の指導員は 4人（リハビリテーション学科

理学療法学専攻 3年 2人、同 2年 1人、言語聴覚学専攻 2年 1人）、外部からの指導員

は 6人となっている。外部指導員の数は月によっても変動する。なお、このほかに本学

学部生 5人（医学検査学科 2年 2人、看護学科 1年 3人）が指導員候補生として訓練を
受けている。 
ラボの業務には、対面での指導、指導員養成のほかに、「e-ラーニング」教材の開発、
指導プログラムの開発などがある。更に、学内の全学学生・教職員に向けた文献講読会

（平成 29(2017)年度はメイヤロフの『ケアの本質』を読んでグループディスカッション

を行った）、討論会を開催するなど全学に向けたプログラムを企画・運営している。平

成 29(2017)年度は、数名の教員からアクティブ・ラーニングを取り入れた授業設計に

関する相談を受け、インストラクショナル・デザインに関する活動も始めた。また、全

学で共有するためのレポート評価用のルーブリック、修士論文のためのルーブリック開

発も手掛けた。 
上記活動の模様や研究成果は、平成 29(2017)年 10 月に本学で開催したラボのキック

オフシンポジウムや、12月の Q-Conference（福岡工業大）等での発表や論文（『熊本保

健科学大学研究誌』）により学外に発信した。特に、九州地域大学教育改善 FD・SD ネ
ットワーク(Q-Links)が主催した Q-Conference では、室員とは別に指導員 2 人もポス
ター発表の機会を得た。 
 

(3)2－2の改善・向上方策（将来計画) 
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学生相談・修学サポートセンターの設置により、支援学生としてのピア・サポート制

度のさらなる充実を図り、アクティブ・ラーニングも念頭に、学生の主体的な活動を引

き出していく。具体的には、プチ・サポーターも含めてモチベーションを高く維持し活

動を続けるために年間をとおした研修や実践の機会をより充実させる事、更にプチ・サ

ポーターをピア・サポーターの入口として位置づけ、ピア・サポーターとして登録する

前に一定の養成期間を経ることにより、ピア・サポーターの質を担保できるように更に

努める。また、ピア・サポーター学生へのアンケート結果を踏まえて、ピア・サポート

活動がより適切に緻密に行えるような仕組みの改善を更に進める。 
 
 
 

2－3 キャリア支援 

2-3-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備 

(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） 

社会的・職業的自立ができるよう本学では各学年にテーマを設け、4 年間を通したキ
ャリア支援を実施している。各学年のテーマは次のとおりである。1 年次：コミュニケ
ーションとマナー、2 年次：自己を探求し、社会人スキルを身につける、3 年次：職業
意識の確立、4 年次：専門性の探求、採用試験準備・実践、内定の獲得。学生が内容を
より理解しやすいよう、ガイダンスは講義形式のもの以外にもワークを伴ったものや、

ツールを活用するものがある。ガイダンスを実施する際は、基本的に毎回参加学生を対

象にアンケートを行っており、開催時期や内容の見直しを適宜行っている【資料 2-3-1】。 
教育課程内においては、学外での実習が主な役割を果たしている。全学生を対象とし

ている長期の学外実習を通して、職業観を醸成し、職業適性や学生自身のキャリア教育

を考える機会としてインターンシップ以上に就業を目指す職場への理解を深める機会と

なっている【資料 2-3-2】。また、学内教育においてもチーム医療としてのコミュニケー

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いる。 
教育課程外においては、就職委員会、スモールグループ担任、就職支援課が連携して

キャリア支援を行っている。上述した各学年の目標を達成するため、様々なガイダンス

の企画や、施設訪問、合同就職説明会・キャリア教育セミナー、保護者会などを実施し

ている。 
具体的な進路に関する相談・助言体制としては、先述した就職委員会、スモールグル

ープ担任、就職支援課等の連携体制、進学については、専門分野担当の教員やスモール

グループ担任等による支援体制がそれぞれ機能している。 
学生との関わりが深い就職支援課では、平成 29(2017)年度より学生一人ひとりの個性

に適った就職支援「テーラーメイド就職支援」を実施している。4 年生全員と面談する
ことにより、本人の特性、希望、悩みなどを把握することで、本人の現状を理解しミス

マッチのない支援を目指している。そして、就職支援機能を強化するため CDA（キャリ
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ア・デベロップメント・アドバイザー）などのカウンセラー資格を取得した要員を増や

すことに力を入れており、現在 CDAの有資格者は 2 人（事務局全体では 3 人）で、現
在 1人が資格取得に向けて挑戦中である。就職支援課への平成 29(2017)年度の相談件数
は延べ 3,383件であった。平成 29(2017)年度卒業生の進路状況は、表 2-3-1及び資料の

とおりである【資料 2-3-3，2-3-4】。 
その他、卒業生への就業に関する相談・助言体制の一環として卒業生（卒業 1年目）

を対象にしたイベント「久しぶり、元気かい（会）」を、就職委員をはじめとする教職員

の参加のもとで、毎年 2月頃に開催している【資料 2-3-5】。加えて、平成 29(2017)年度
は卒業 5年という一つの節目に卒業生と教職員が親睦を深め、今後の関わりを更に継続

していくために「久しぶり、逢おうかい（会）」【資料 2-3-6】を実施した。今回は先行
して医学検査学科が実施したが、今後は他学科を含め拡大させていく予定である。 

 
表 2-3-1 進路の状況（平成 30(2018)年 5月 1日現在） 

 

(ｲ)国家試験等の資格取得に対する支援 
臨床検査技師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の資格取得は、

ほとんどの就職の要件になるので、国家試験のための学修支援をすることは、本学にお

いてキャリア教育の極めて重要な支援と考えられる。 
本学の国家試験支援体制は、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

員会と、各学科・専攻のワーキンググループによって構成されている。各学科・専攻の

ワーキンググループは 3～6人の教員によって構成され、会議はほぼ毎月開催される。   
各学科・専攻のワーキンググループの活動は年間計画を策定し各学科・専攻会議で審議

決定する。国家試験対策委員会は年間 3回開催され、各学科・専攻の国家試験対策案の

調整、模擬試験の支援、補習講義の企画、及び、3 回目の会議では当該年度の評価を実

施している。また、全学科学生を対象とした講演会を開催している。 
医学検査学科では、卒業年度の国家試験不合格者や、国家試験受験資格を得ずに卒業

した者に対して、教員研究室ゾーンに専用の自習室を設け、質問しやすい環境を提供し

ている。 
このような支援の結果、表 2-3-2 に示す本学の国家試験結果は全国平均より高い合格

率を達成している。今年度では、助産師国家試験において全員合格という素晴らしい結

果を残した。 
 

 

学

部 学科 
平成 29(2017)年度 

卒業者数

(人) 
就職希望者

数(人)a 
就職者数 

(人)b 
就職率 
b/a(%) 

求人機関数 
進学者数 

(人) 

保
健
科
学
部 

医学検査学科 105 102 102 100.0 374 0 
看護学科 110 94 94 100.0 654 12 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 123 111 110 99.1 1786 3 
学部 計 338 307 306 99.7 2814 15 

助産別科 21 21 21 100.0 186 0  
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表 2-3-2 国家試験合格率 

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
(%)

受験者 合格者
合格率
(%)

本学 91 89 97.8 116 112 96.6 118 110 93.2 101 97 96.0
全国 4,298 3,528 82.1 4,400 3,363 76.4 4,739 3,729 78.7 4,829 3,828 79.3
本学 113 109 96.5 112 110 98.2 108 106 98.1 110 108 98.2
全国 60,947 54,871 90.0 62,154 55,585 89.4 62,534 55,367 88.5 64,488 58,682 91.0
本学 113 112 99.1 22 22 100.0 17 17 100.0 21 19 90.5
全国 16,622 16,517 99.4 8,799 7,901 89.8 8,207 7,450 90.8 8,191 6,666 81.4
本学 20 20 100.0 20 20 100.0 20 19 95.0 21 21 100.0
全国 2,037 2,034 99.9 2,008 2,003 99.8 2,053 1,909 93.0 2,230 2,201 98.7
本学 48 44 91.7 45 41 91.1 44 44 100.0 45 44 97.8
全国 12,035 9,952 82.7 12,515 9,272 74.1 13,719 12,388 90.3 12,148 9,885 81.4
本学 46 43 93.5 41 39 95.1 44 43 97.7 42 36 85.7
全国 5,324 4,125 77.5 6,102 5,344 87.6 5,983 5,007 83.7 6,164 4,785 77.6
本学 42 41 97.6 43 43 100.0 36 35 97.2 36 35 97.2
全国 2,506 1,776 70.9 2,553 1,725 67.6 2,571 1,951 75.9 2,531 2,008 79.3

平成 29 (2017) 年度

言語聴覚士

国家試験

平成 26 (2014) 年度 平成 27 (2015) 年度 平成 28 (2016) 年度

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

 
 

(3)2－3の改善・向上方策（将来計画） 

上述のとおり、本学のキャリア支援においては、就職委員会、スモールグループ担任、

就職支援課の連携体制により学生の社会的・職業的自立の支援体制が整備できている。

しかし、今後の社会変化に対応していくため、就職委員会の方針の下、スモールグルー

プ制度の強化やテーラーメイド就職支援の定着化を更に推進する。また、国家試験合格

率から見て、国家試験対策は一定の成果を上げていると評価できるが、今後も、全学科・

専攻における国家試験合格率 100%達成を目標に、支援の充実を図っていく。大学院・

別科・専攻科等への進学については、学内外に向けてより積極的に情報を提示するよう

努める。 
 

 

 

2－4 学生サービス 

2-4-① 学生生活の安定のための支援 

(1)2－4の自己判定 

基準項目 2－4を満たしている。 
 
(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 学生生活の安定のための支援 

2-4-①(ⅰ) 学生サービス、厚生補導のための組織と機能の適切性 

学生に学修環境を保障し、また学生の安心と安全を確保するために、学務課職員及び

学生委員、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 2-4-1】。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
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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』に「手続・相談窓口」

の一覧を掲載するなどして周知している。更に、学生支援に関わる全学組織は学生委員

会であり、学生委員会は学長の指名する委員長（教員）、各学科・共通教育センター選出

の教員、学生相談・修学サポートセンター選出の運営スタッフ、事務局長、学務課長に

よって構成されている【資料 2-4-2】。委員会では、学生の福利厚生、課外活動、賞罰、

そのほか学生指導及び学生生活に関することを協議、審議すると共に、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。 
 

2-4-①(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として以下の制度を運用している【資料 2-4-3】【資料

2-4-4】。 
 

(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（熊保大奨学制度）をスタートさせた
【資料 2-4-4】。従来の特待生制度が一部少数の者（各学科 2人ずつで 1学年 6人）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人あ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人（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)年度入学者から適用され、
平成 28(2016)年度に特待生制度から熊保大奨学生制度に完全に切り替わった。熊保大奨
学生は年次更新であるため平成 30(2018)年 5 月 1 日時点では更新の条件を満たした 2
年生 10人、3年生 13人、4年生 15人に給付している。5月中に 4年生 1人、3年生 3
人、2年生 6人を追加採用、更に 1年生 16人を新規採用する予定である。 

 
(ﾛ) 化血研奨学金制度  
本学には設立母体である一般財団法人化学及血清療法研究所による独自の奨学金制度

（化血研奨学制度）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。3年次での新規応募と選考によって採用になれば 3・4年次でも
給付を受けられる。平成 29(2017)年度は、各学年 3人ずつの計 12人に給付した。 

 
(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

務課職員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 29(2017)年度実績は、日本学生支援機
構 914人、そのほかの奨学生 21人、合計 935人（学生総数の 6割以上）が学外奨学金
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制度を利用している。 
以上の奨学金制度は、入学時のオリエンテーションでの説明と、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 4 月 30 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。新入生のみ前期を 3月 20日までの納入として
いる。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 28(2016)年度の対象者は延べ 42 件であり、前年度より減少傾向がみ
られる。なお、本学提携教育ローンシステムの利用者は、平成 28(2016)年度が 15 件、
平成 29(2017)年度は 29件、平成 30(2018)年度前期は 7件となっている。 

 
(ﾎ)熊本地震・九州北部豪雨に対する対応 

平成 28(2016)年 4 月（前震 14 日、本震 16 日）に発生した震度 7 クラスの熊本地震

及び平成 29(2017)年 7月に発生した九州北部豪雨において、自宅が全壊、半壊した学生
に対して、授業料の全額免除、半額免除などの措置を講じた。これに応募し、平成

30(2018)年度に給付がなされた学生は、全額免除 1人、半額免除 20人であった。 
 

(ﾍ) 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制度のほかに、
平成 24(2012)年度からピア・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共に、経済的支援としても役立っている。 
 
2-4-①(ⅲ) 学生の課外活動への支援の適切性  

学生の課外活動については、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目指して、目標や活動実績に基づいた予算の傾斜配分な

ど様々な支援改善を実施している。 
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 2-4-5】。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 33 の体育系及び文化系のクラブ・サークルで構成されており、平

成 29(2017)年度のクラブ参加者延べ学生数は 1,139 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企画・運営などを執り行っている。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人配置し、充実したクラブ活動運営の

役割を担っている。 
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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

の学内での 1日研修を実施している【資料 2-4-6】。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

30(2018)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 270万
円を充てている。更に、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 2月に、各クラブに「収支決算報告書」を提出させ、経費支出など

の指導を学務課と共に行っている。そのほか、活動に際しての許可（施設許可など）や

届出手続きなどを行う支援も実施している【資料 2-4-7】。 
平成 30(2018)年度、学生委員会はクラブ委員会を中心に、課外活動の重要性と活性化

に関する検討を行ない、検討結果を「熊保大クラブ活動振興宣言」として発表した。こ

の宣言のもと、学生委員会と学友会は協力し合いながら、本学のクラブ活動の一層の推

進を図り、人間力ある医療者の養成を目指す体制が整えられた。 
 
2-4-①(ⅳ)  学生の心身に関する健康相談、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・

修学サポートセンター、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 29(2017）年度実績は、
大学から 224万円、後援会から 407万円の合計 631万円）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・修学サポートセンター（以下、サポートセンター）では、学生生活のなか

で抱く悩みの相談に対応する目的で、毎日学生相談部門を開室している【資料 2-4-8】。
この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。相談件数

は年々増加しており、平成 29(2017)年度の延べ相談件数は 701件であった。一方、述べ
相談時間数は前年度より減少しており、相談時間総数は 310 時間（前年度より 96 時間
減少）であった。減少の要因の一つとして、これまで居場所として相談室を利用してい

た学生の大半が卒業したことが考えられる。学生相談に対応するサポートセンターの運

営スタッフは、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オーガナイザ

ー（教授）1人と各科の専任教員 3人、保健室勤務の看護師 1人の合計 5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 29(2017)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 3 版と学外実習指導者向けに改編した『学外実

習編』【資料 2-4-9】を増刷した。 
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に関する規程」に基づ
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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 6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」に則り対応している【資料

2-4-10】。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Web掲示板に公開し、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、

学外実習の前などに大学独自のリーフレットを配付してハラスメント防止の啓発活動を

行っている【資料 2-4-11】。更に、平成 30(2018)年 3 月には、外部講師として NPO 法
人福岡ジェンダー研究所の高木里美氏を招き、教職員を対象としたハラスメント防止の

研修会とハラスメント防止委員会委員の研修を実施した。この研修会には 123人の教職
員が参加した。更に、平成 30(2018)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を実施した。その集計結果を学内で情報共有する予定

である。 
保健室には学医と保健師、看護師が各 1人配置されて、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、麻疹など）などを行っており、定期健康診断受診率

は 99%と高く、ワクチン接種率も高い。保健室には応急処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 29(2017)年度の保健室利用述べ件数は 1,805件であった【資料 2-4-12】。更に、学
外実習に際しては、学生が実習先機関から肝炎あるいは小児感染症（麻疹、風疹、水痘、

ムンプス）ワクチンの接種を求められることがあり、それらの指導も保健室で対応して

いる。 
学生の喫煙対策として禁煙推進運動を行っている。平成 22(2010)年 4月 1日より本学

の敷地内を全面禁煙としている。平成 26(2014)年 1月からは禁煙区域を本学敷地周辺ま

で拡大した【資料 2-4-13】。1年次の必修科目「生活保健論」では禁煙教育を取り入れて
おり、保健室では禁煙支援を行っている。また、インスタント食品などに依存しがちな

学生に対する食育の重要性も考慮し、平成 26(2014)年度からは食育と禁煙のミニ・ポス
ターをアクリル製Ｔ型スタンドに入れ、自習スペースなどに置いて意識づけを図ってい

る。ミニ・ポスターは看護学科の学生が平成 25(2013)年度に授業で作成したもので、全

部で 250個ある（4年次「地域看護管理」で 133個、3年次「地域看護展開の技術」で
117 個作成）。1 号館～3 号館、レストラン、図書館、保健室に、常時 120 個程を置き、
1か月に 1回入れ替えている。ほかに模造紙で禁煙ポスターも 12枚作成し、5月末の世
界禁煙デーに合わせて掲示している。 
学生への心的支援の一環として、朝の通学時間帯には事務職員がキャンパス入口に立

って、学生への声掛け（挨拶運動）を実施している。これにより学生と事務職員の接点

が増えると共に、学生は挨拶を交わすことに馴染んでいき、このことがキャンパスの良

い雰囲気づくりに寄与している。オープンキャンパス参加者の感想にも、挨拶など学生

の親しみやすさを評価する声が多く見受けられる。 
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(3)2－4の改善・向上方策（将来計画） 

経済的に就学困難な学生を支援する制度を維持し、現制度を検証しつつ、更に学生や

社会の状況に応じて適宜対応していく。 
 これまでの学生相談室と障害学生支援室を統合して新たに発足した学生相談・修学サ

ポートセンターの施設設備と機能を充実させるとともに、学生に対するスモールグルー

プ担任の関りを更に発展させていく。 
 

 

 

2－5 学修環境の整備 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

(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） 

2-5-① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理 

 

(ｲ) 校地 
 本学は校地を 1箇所に集約した 1キャンパスである。熊本市の北部（北区）に位置し、
図 2-5-1に示すように、JR鹿児島本線の西里駅前にある。大学周辺は、農地など手入れ

の行き届いた環境である。図 2-5-2に校舎配置図を示す。 
アクセス    
・JR熊本駅から上り普通列車にて約 10分 
 JR西里駅下車、徒歩約 1分 
・熊本市中心部（市役所）から車で約 15分 
 
 
 
 
        
 
 
                  
 
 
 

図 2-5-1 大学周辺図 
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図 2-5-2 校舎配置図 

 
本学の校地面積は、71,736.4 ㎡で、学生 1 人あたり約 46.6 ㎡である。校舎面積（ア

リーナ、動物舎を除く）は 26,843.2㎡であり、表 2-9-1のとおりいずれも大学設置基準
に定められた面積を大きく上回っており、十分に基準を満たしている。 

 
表 2-5-1 校地・校舎面積の大学設置基準との比較   

 本学 設置基準上の必要面積 
校地面積 71,736.4        m2 14,890.0       m2 
校舎面積 26,843.2 m2 14,333.7 m2 

 
講義室、実習室、研究室、ゼミ室、学生自習室、ラーニングコモンズ「キャンパステ

ラス」、LL/PC 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。更に、同じ敷地内にテニスコー

ト（2面）、グラウンド、駐車場、駐輪場などがある。 
また、1 号館の屋根に 2,672 枚の太陽光パネルを設置し、エコキャンパスを実現する

と共に敷地内全面禁煙を実施し、教育環境を整えている。 
 

(ﾛ) 情報機器設備  
全ての講義室に PCと視聴覚機器（CD・DVDプレーヤー、VHSビデオデッキ、プロ

ジェクター、実体投影機）を配備している。講義室の PC は学内 LAN とインターネッ

トに接続している。なお、非常勤講師はファイルサーバにはアクセスできないアカウン

1 号館 

3 号館 

新アリーナ 
2 号館 
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ト設定としている。 
学生には、学内 LAN とインターネットに接続した教育用 PC を開放しており、利用

者アカウント（IDとパスワード）を、新入生オリエンテーション時に『学生便覧』など

による諸注意と共に交付している。また、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ので、

学生は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【資料 2-5-1】。 
LL/PC室（PC123台）、1202講義室（PC40台）、2210講義室（PC48台）の 3教室

は、授業で使用する時間以外は学生に PC を開放している。教室以外では、2 号館「コ

ミュニティスペース」に PC14台を設置している。図書館には館内貸出用の PCが 8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。 
上述の LL/PC室は、学生増に対応した平成 23(2011)年度の拡張工事に伴い、PCのリ

プレースと 44台の増設を行い、PC108台の快適な環境を実現した。平成 29(2017)年度
には、130席に拡張し、オープンスペース Dから PC15台を移設した。これにより、学
生に開放している PCは、1 号館 163台、2 号館 62台、図書館 14台の合計 239台とな
り、平成 30(2018)年 5 月 1 日時点では学生 6 人あたり PC1 台の割合である。更に、2
号館には大学院学生専用として PC8台、3 号館には授業専用として PC76台を配置して
いる。また、平成 29(2017)年度 4月 1 日より 1 号館キャンパステラスに PC3 台と貸出
用の PC20台を増設した。これらを含めると、学生 4人あたり PC1台の割合となる【資
料 2-5-2】。 
これらの PC からは、ネットワーク接続しているプリンターを利用することが可能で

ある。ネットワークプリンターは、1 号館に 7台、2 号館に 2台を配置している。また、
キャンパステラスにはスキャナも設置している【資料 2-5-1】。プリンターが適正かつ効

率的に利用されるよう、情報保護委員会より教職員に対しても資料配付などへの配慮を

要請している。 
平成 23(2011)年度に Web ポータルシステム(Active Academy)を導入し、学生及び教

職員に各種サービスを提供している。このシステムは暗号化通信により学外からもイン

ターネット経由で利用可能としており、学生は自宅からでも履修登録や成績確認が可能

である。掲示板機能やメールによる一斉通知機能も備えており、大学から学生への諸連

絡のほか、非常変災時には教職員も含めた緊急連絡に利用している。平成 24(2012)年度
からはWebポータルシステム上にシラバスを整備した。紙媒体からの移行期の対応とし

て、1年次生に限り入学時に紙媒体のシラバス冊子を配付していたが、平成 26(2014)年
度からは Web ポータル上のシラバスに一本化した。平成 26(2014)年 3 月にはレストラ
ンエリアで docomoと auのWi-Fi環境を整備し、スマートフォンでのWebポータルシ
ステムの利用を容易にしている。平成 26(2014)年度には SoftbankのWi-Fi環境も整備
した。また、平成 29(2017)年度には図書館及びキャンパステラスにタブレットやノート

PCでも利用できるWi-Fi環境を増設した。 
学生に開放している PCは、Webブラウザの学生専用トップページから学内及び学外

の各種サービスを選択できる共通のインターフェース設定としている。これにより、Web
ポータルシステムのほか、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
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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としてファイルサーバに個人別フォル

ダを設けてネットワークドライブとして割り当てており、学生は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。 
これら情報システムの利用説明は、その機能ごとに、新入生オリエンテーション期間

中に学務課職員や図書館司書が行うほか、情報や英語の科目担当者が授業で対応する。

機器のトラブルや問合せには、情報処理教育の補助職員が平成 23(2011)年度よりヘルプ
デスクとして対応している。 
 
2-5-② 実習施設、図書館等の有効活用 

附属図書館（1階建 1,093㎡）は、入退館管理システム、BDSシステム、図書館情報

管理システムを備え、レファレンスコーナー（文献検索等問合せカウンター）、閲覧席

（170席）、うちアクティブエリアとして、可動式テーブル 5台、椅子 11脚、電子黒板
1台、アリーナ側のアクティブエリアには、可動式テーブル 18台、椅子 18脚、ホワイ

トボード 3台、ソファ１セット、スツール 2台、グループ学習室 2室（CD・DVDプレ
ーヤー、VHSビデオデッキ、PC、プリンター、電子黒板各 1台及び可動式テーブル 28
台、椅子 28脚、ホワイトボ－ド 2台）、情報検索コーナー（PC12台）、視聴覚ブース 4
ブース（CD・DVD・ブル－レイプレ－ヤ－、VHSビデオデッキ各 1台）、LL学習室（PC4
台）、館長室、事務室を配置している。グル－プ学習室、アクティブエリアは館内ラーニ

ングコモンズとして活用している。ICT環境のさらなる強化として、平成 29(2017)年度
は、無線 LAN アクセス数を追加整備し、また貸出用ノート PC を 3 台追加し計 11 台、
無線対応プリンター1 台を導入した。開架書架、閉架書架、新聞架、雑誌架、展示架、

集密移動書架、筆記台 2 台、コピ－機 2 台（車椅子対応機を含む）、ロッカー、プロジ

ェクター1台を設置、配備している。また館外ラ－ニングコモンズ『キャンパステラス』

は、116席の可動式テ－ブルと椅子、電子黒板 3台、小型ホワイトボ－ド 10台を配備、
デスクトップ PC3台、貸出用ノ－ト PC20台、カラ－プリンター2台、無線 LANを配
備している【資料 2-5-1】【資料 2-5-6】。 
開館時間は、平日 9時から 21時、土曜は 9時 30分から 18時である。学生からの要

望を受け、国家試験直前にあたる 2 月の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人と臨時職員 1人、アルバイト（学生）を配置しており、更に館長

が委員長を兼ねる図書館運営委員会がこれを運営している。『キャンパステラス』の開室

時間は、平日 9 時から 19 時である。担当職員 1 人、アルバイト（学生）を配置し、運

用については、図書館運営委員会が運営している【資料 2-5-7】。 
閲覧室は、個人閲覧席、一般閲覧席、グル－プ学習室と多様な用途に応じている。館

内ラ－ニングコモンズとして、個別の仕切りを付けた個人学習エリア、グル－プ学習エ

リア（グル－プ学習室）、可動式のテ－ブルと椅子を配したアクティブエリアとある。ま

た、レファレンスコ－ナ－を相談窓口として総合カウンター横に設けている。そのほか、

国家試験対策コ－ナ－、就職支援・キャリア支援コ－ナ－を設置し、就職活動、卒業生

のキャリア支援を行っている。また、教員コメント付き展示コ－ナ－や学生生活支援コ

－ナ－、レポ－トの書き方、一人暮らし応援、社会への視点、放送大学テキストコ－ナ
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－を設置している。閲覧室座席は、定期試験前や学外実習帰校日、国家試験前が特に利

用が多くなる。その対策としてグル－プ学習室を開放している。また、アクティブ・ラ

ーニングとしての利用も増加している。平成 29(2017)年度入館者数は、89,022 人で
28(2016)年度より 682 人増うち学生が 3,057 人増、キャンパステラスは 16,250 人で、
6,133人増加している。情報検索コ－ナ－には、12台の PCを備え、館内蔵書検索及び

インタ－ネットを介しての各種デ－タベ－ス利用により、国内外の情報収集と電子ジャ

ーナル、電子ブックの閲覧ができる。また、館内の LL学習室にデスクトップ型 PC4台、
館内貸出用にノ－ト型 PC11 台からも同様の利用ができ、論文やレポート作成等学生の

主体的利用に活用できる。無線 LAN との接続利用も可能。また、学生から要望のあっ
た隣接する旧アリーナからの音漏れについては、平成 29(2017)年度の旧アリーナ部室の

防音工事により館内への影響は無くなった。 
図書、学術雑誌、視聴覚資料の整備状況については、電子ブックも含め 69 千冊。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。

洋雑誌の高騰や電子ブック・デ－タベ－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。また、書架を増設するスペ－スがないため、ブックトラ

ックを活用している。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、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図っている。平成 29(2017)年度は、解剖生理学の学
修支援として、解剖学 3D ソフトの導入。研究支援として、予算の有効活用と教員のニ
ーズに応えるため、電子ジャ－ナルの論文単位での購読契約を増やした。また、講習会

は、解剖学 3Dソフトの講習会を開催した。電子ブックは、44冊購入した。平成 29(2017)
年度の貸出冊数は、18,369 冊で平成 28(2016)年度より若干減少している。これは長期
学外実習に対応する長期貸出サービスの実施によるが、学生 1人あたりの数で比較する
と同規模大学の 2.4倍だった【資料 2-5-8】。 
図書館システムは、平成 29(2017)年度のバージョンアップにより新着資料をカルーセ

ルで表示、常時、最新 10タイトルを紹介。また、ベストリーダー（貸出回数）トップ 3
位までの最新情報を常時画像で表示等、新たな機能を追加した。NII や医学系デ－タベ

－スとリンクした検索機能やカテゴリ検索、電子ジャ－ナル・電子辞書とのリンク機能

に加え、PubMEDは、本学契約の電子ジャーナルと直結した入口も作成した。電子ブッ

クは、学外から利用可能で QRコ－ドを館内に展示し、スマ－トフォンからのアクセス

を可能としている。また、貸出予約・貸出延長・購入リクエスト・ILL 文献複写依頼な

どを学外から行える個人ポ－タル機能マイライブラリにより、学生自ら、自分の貸出履

歴の閲覧や図書のリクエストができる。受け入れた図書のデータは OPACにて公開して

おり、本学所蔵データを国立情報学研究所の目録所在サ－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。また、

国立情報学研究所の NACSIS－ILL、看護図書館協会、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。学外者向け

サ－ビスでは、卒業生への貸出のほか、病院職員などへの閲覧複写サ－ビスも行ってい

る。 
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図書館ホ－ムペ－ジは学内外に公開している。開館日、利用案内、『図書館通信』（図

書館報）、OPAC、情報検索デ－タベ－ス（有料デ－タベ－ス 12 種）、電子ジャ－ナル、

電子ブック、電子辞書、情報検索ガイダンス、情報検索関連リンク集、ラーニングコモ

ンズのページなどを掲載し、利用者の学修、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。平成 29(2017)年度は、学修研究支援を目的とした図書館専用 LINE
＠を契約し、図書館やラーニングコモンズの最新情報の発信を行っている。また、図書

館の利用促進活動の一環として、イメージキャラクターを募集し、LINE 投票により決
定した。『学術情報リポジトリ』では、本学の教育・研究活動の成果を電子的に蓄積・保

存・学内外へ無償公開し、本学の教育・研究の発展に寄与し、地域に貢献することを目

的とし、運用している。平成 29(2017)年度には、『熊本保健科学大学研究誌』15巻を登
録公開した。 
学修支援の一環として、必修科目「基礎セミナー」において 1年次生全員に実施して

いる文献検索講義・演習のほか、各学科、研修生、院生の目的に合わせた文献検索講義・

演習を行っている。また、キャンパステラスを含むラーニングコモンズでは、平成

28(2016)年度に導入した貸出用ノート PC などの機器や無線 LAN を活用している。グ
ル－プ学習室は教員が講義や演習に使用するほか、学生が図書館の資料やパソコン、電

子黒板、これらの機器を利用してプレゼンテーションを準備することなどに学生自らが、

主体的に活用している。ラ－ニングコモンズの活用を促すために各学科・部署の壁を越

えたメンバーによるワ－キンググループでは、各部署連携によるイベント、各種支援を

実施した。また、学生サポーターによる新入生応援などの利用者支援、館員による文献

検索支援、各種展示コーナー（新生活応援、社会への視点、放送大学テキストコーナー）

の設置、及び学外実習支援として、電子ブック 44 冊を追加購入し、学外からの利用方

法について指導した。また、学生自らが選書に参加する選書ツアーを 2回実施した。そ
のほか、IT サポート、文献検索サポート、レファレンスサービスを行っている。また、

学外実習時の特別貸出制度などを設けている。国家試験直前の 2月は、休日特別開館も

行っている。 
他機関との連携としては、NACSIS－ILL 相互貸借複写、日本看護図書館協会の重複

雑誌交換も行った。また、卒業生のキャリアアップ支援コ－ナ－や学外来館者への閲覧・

複写サ－ビス、平成 28(2016)年度からは、保護者への貸出も行っている。卒業生を含め、

医療関係者への医療系文献の提供として、地域貢献活動を行っている。 
 
2-5-③ バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性 

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
に竣工した建物であり、いずれも耐震基準を満たしている。3 号館に隣接する「50 周年

記念館」には 395人が収容可能であり、講義のほかにもシンポジウム、講演会などを開

催できる多目的ホールとなっている【資料 F-8】。 
大学全体（大学院及び助産別科などとの共用分を含む）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。また、学生が自由に活用できる多目的空間として、1 号館に
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「オープンスペース」4か所(A～D)、2 号館に「コミュニティスペース」、メディアスト

リートの一角に「キャンパススクエア」を設けている。 
そのほかの施設としては、附属図書館(1,093m2)、動物舎(91.2㎡)、体育館兼講堂とし

てのアリーナ(1,382.2 ㎡)、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、ステージと音響設備のほか、身体障害者

用トイレ、シャワー室などを設置している。また、小部屋が 8室あり、部活動に使用し
ている。レストランは平成 19(2007)年度のリハビリテーション学科設置に伴う人員増な
どに対処するために増築を行い、439席へと拡充した。 

2 号館 1階には「コミュニティモール」を設けており、学生の憩いの場となっている。
コミュニティモールに隣接してロッカー室を設置し、学部学生全員に個人用ロッカーを

与えている。ロッカー室は学生数の増加に伴い平成 23(2011)年に 1室増設し、計 5室と
した。更に、実験実習室、演習室付近にもロッカーを設置しており、授業の際などに利

用することができる。 
学生数増加に伴い売店も手狭になり、学生からも売店拡張の要望が強かったため、3

号館竣工に伴って生じた 1 号館実習室跡に平成 23(2011)年に拡張移設した。売店の移転
跡は学生からの要望を反映して学友会室として整備し、学友会の活動拠点としている。

この学友会室はレストランと図書館の間に位置し、アリーナにも近いことから、学生の

活動のために好条件となっている。 
駐車場は、教員と来客用の第 1駐車場（118台分）、学生と職員用の第 2駐車場（202

台分）及び学生軽自動車専用の第 3駐車場（117台分）の合計 437台分を整備している。
学生の自動車による通学は、「通学距離が片道 3km以上でほかに通学の手段がない」な
ど一定の条件下で許可している。また、屋根付きの駐輪場（合計約 500㎡）を設置して
いる。平成 26(2014)年 5月より第 2駐車場の出入口の整備と区割りの変更を行い、新た
に 24 台分を確保し、これと合わせて、第 2 駐車場から大学正面出入口へよりスムーズ

に移動できるよう横断歩道の位置を変更した。 
本学学生は JR通学者が多く、学生数の増加に伴い、JR西里駅における朝夕の混雑が

激化していた。JR 九州に対して環境改善及び安全確保を求めた要望書を平成 28(2016)
年度 6 月に本学から提出し、8 月に回答を得た。平成 28(2016)年末から平成 29(2017)
年初頭にプラットホームの拡幅工事が行なわれ、平成 29(2017)年 3月の新ダイヤより夕

方の下り 2便が増便されることによって、通学環境の改善を実現することができた。 
上記施設に加え、教育環境のさらなる改善のため、キャンパス拡張計画プロジェクト

を立ち上げ、本学東側に 14,325㎡の土地を平成 28(2016)年に新たに購入し、アリーナ、

園芸療法施設、駐車場、歩道の拡幅・整備を行った。平成 30(2018)年 2月に新アリ－ナ

を竣工し、駐車場は平成 30(2018)年 8月に運用を開始予定である。新規施設の概要は次

のとおりである。 
 

【施設概要】 
(1)アリーナ 
●鉄筋 2階建、総延べ床面積約 2,500㎡ 
●収容人員数：1,600人程度（旧アリーナ：約 1,000人） 
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●福祉避難所としての機能充実 
停電時でも福祉避難所として問題なく機能できるように、非常用電源としてガス発

電機を設置した。 
●地域住民への施設開放 
大学の行事を優先するが、地域住民の福利厚生、健康増進や研修のため、アリーナ

施設やジョギングコースを開放する。 
(2)園芸療法施設（コミュニティーガーデン、薬草園） 
●大学で薬草園等を活用した農業に関する研究やカリキュラムを導入 
生活機能療法学専攻の学生を対象に、平成 30(2019)年 5月より園芸療法に関する授

業で利用を開始した。 
●薬草園の管理に地域農業の活用を計画 
園芸療法施設の管理を地域農業者から雇用し、園芸療法用ガーデンで栽培した作物

等の商品化を目指した開発等を計画している。 
(3)駐車場 
●駐車台数：79台 
●JRを利用する地域住民に開放 

5台分をパークアンドライド施設として、地域住民に開放する予定。 
(4)歩車道の拡幅・整備 
●車道の拡幅と歩道の新設 
西里駅から本学までの通学路は、道幅が 4m と狭く、外灯も暗かったため、従来か

ら学生の通学時の安全確保という点で問題があった。今回車道を 6.5ｍに拡幅し、
幅 5m の歩道を新設すると共に外灯も整備したことで、安全でスムーズな通行が可

能となった。 
●休憩スペース（日よけ、ベンチ等）を整備 
竣工記念として西里駅前に植樹したヤマザクラの脇にはベンチを設置し、学生や地

域住民の休憩スポットを設けた。また、新設した歩道は、夏の日差しから歩行者を

守り、秋には紅葉が綺麗なトウカエデの並木道とした。 
 

2-5-④ 授業を行う学生数の適切な管理 

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 2-5-9】。 
講義科目では、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、必要に応じて各学科・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学科・学年ごとに習熟度別の 3 クラス体制を基本としてきたが、

平成 26(2014)年度からは「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「英語Ⅳ」を 4 クラス体制、各クラス 30
人前後のクラスサイズとした。第 5セメスターから第 8セメスターにかけて配当してい

る選択科目「英語Ⅴ」「英語Ⅵ」「英語Ⅶ」は、平成 25(2013)年度には看護学科のカリキ

ュラム移行に伴って一時的に履修登録者数が増加したが、時間割上 3科目を同一曜日・
時限に開講しているため履修登録者の分散もあり、前年度までは各科目で 10 人に満た
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ない状況であった。看護学科のカリキュラム移行期でもあることから、平成 26 (2014)
年度は前期・後期のセメスターごとに 1科目ずつ開講してクラス規模の見極めを行うこ

ととした。必修の「現代情報リテラシー」は各学科を 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 人前後）、「卒業研究」｢課題研
究｣などは当然のことながら少人数編成である。ほか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、各学科を 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。 
3 学科混成のクラス編成とする教養選択科目については、複数の科目を当該セメスタ

ーの同一曜日・時限に開講すると共に、同一科目を複数のセメスターに配当するなどし

て履修者の分散を図っている。開講科目の組み合わせや学年配置に工夫してきたが、履

修希望者数は必ずしも均等ではなく、大人数となる科目が生じている。履修希望者が講

義室の収容人数を超えれば学務課で抽選を行うこととしている。395人を収容可能な 50
周年記念館が竣工した平成 23(2011)年以降、平成 26(2014)年度までは抽選を要するケー
スは生じなかったが、平成 27(2015)年度には 1 科目で抽選を行うこととなった。なお、
平成 29(2017)年度では前後期合わせて、151～200人規模が 1 クラス、201～250人規模
が 3 クラス、251～300人規模クラスが 1 クラス、301～350人規模クラスが 2 クラスで

あった。それぞれに対して担当教員の希望があれば SA を配置し、提出物の番号揃えと

出欠確認などのサポートをする体制をとっている。 
 
(3)2－5の改善・向上方策（将来計画） 

施設設備の維持管理については、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、JR 西里駅方面にキャンパスを拡張し、新アリーナ、駐車場等を配置し

た。このことを受け、旧アリーナを活用してレストランスペース、図書館スペースの狭

隘化を解消する方向で議論している。 
平成 28 年熊本地震の際にサーバシステムがダウンするなど、本学の情報システムの

脆弱性が露呈したため、ハード面及び人的組織の見直しを含むソフト面においての改善

を施していく。 
また、よりアクティブな図書館運営を行うために、平成 29(2017)年度に公募決定して

導入した図書館キャラクターも活用し、図書館の広報や利用者の意見の聴取に努める。

アクティブ・ラーニングの場である館内外のラーニングコモンズは、大いに利用されて

おり、今後もこれまで同様、各部署と連携し、講義・演習・授業はもちろんのこと、こ

れら以外での学生の主体的で深い学びの促進を図る。 
クラスサイズについては、学科混成の教養選択科目において若干ではあるが 300人超

のクラスが生じていることから、授業の性質と教育効果を考慮して、時間割編成や SA
活用を含めて多方面から対策を講じていく。 
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2－6 学生の意見・要望への対応 

2-6-① 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意

見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

(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 学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

学修支援に関する学生からの相談、問題提起を受ける窓口として、スモールグループ

担任制、オフィスアワー、IR推進委員会及び学務課が機能している。 
スモールグループ担任は、学修を中心とする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と同時に、学修支援に関する学生の意見・要望を聴取する窓口の機

能も果たしている。教員は各自オフィスアワー（週 1時間）を設定し、これを学生に周

知しており、学修支援に関する学生の意見・要望の把握できるよう門戸を開いている。 
IR 推進委員会では、「学修行動調査」の本格的実施に先立つ試験的調査として、平成

29(2017)年度末に、ピア・サポーター、アカデミックスキルラボ指導員、奨学生 221人
に「学習行動調査」への回答を依頼し、24人から回答が得られた。 
更にアンケート回答者のうち、19人を 4グループに分けて教職員によるインタビュー

を実施し、学修支援に関する学生の意見・要望の把握に努めた。平成 30(2018)年度 4月
に、学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析のために 1回目の「学修行動調査」
を本格実施した【資料 2-6-1】。この調査は 2年生以上の全学生を対象としたアンケート
であり、学生の学業への意欲や取り組み状況を把握するとともに、本学の教育体制等に

対する学生からの意見・要望の聴取を目的とするものである。 
 これらのアンケートやインタビューの結果については、IR 推進委員会において分析
し、本学への意見・要望を該当する各種委員会や担当部署に報告し、改善策の検討依頼

を行なっている。 
 

2-6-② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の

意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

心身に関する健康相談、経済的支援等の学生生活に関する学生の意見・要望の把握に

ついては、スモールグループ担任制、学生委員会、IR推進委員会及び学務課が機能して
いる。 
先述の如く、スモールグループ担任は、学生生活全般について継続的な相談相手とな

り助言を与えると同時に、学生生活に関する学生からの意見・要望が聴取される窓口と

しても機能している。スモールグループ担任によって各学科に寄せられた、学生生活に

関する学生の意見・要望は、各学科の学生委員を通じて学生委員会に集約され、分析・

検討される体制が整えられている。この点に関連して、学生委員会は平成 29(2017)年
度において、本学学生の生活実態の把握をめざして、全学生対象のアンケート案を検討
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した。学生の経済状況、アルバイト、健康状態等の把握のためのアンケート調査は、平

成 30(2018)年度に実施を予定している。 
IR推進委員会が実施している先述の「学修行動調査」の項目には、大学の経済支援等

の諸制度や学生支援、相談体制に関するものが含まれている。このアンケートによって、

経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意見・要望の把握を行なっている。 
以上によって把握された意見・要望は、学生委員会や学科会議、教授会などで検討さ

れ、その結果、適宜、関係部署に改善策について検討が依頼される仕組みとなってい

る。  
学務課に学生担当職員を配置していること、事務室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。学務課は各種奨学

金制度の担当窓口であるため、経済支援に関する学生からの相談窓口としても機能して

いる。 
 

2-6-③ 学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用 

 学修環境に関する学生の意見・要望の把握については、学生委員会及び IR 推進委員
会が機能している。スモールグループ担任や科目担当者等を通じて各学科に寄せられた、

学修環境に関する学生の意見・要望は、各学科の学生委員を通じて学生委員会に集約さ

れる体制が整えられている。 
学生から教職員に対面的に伝える以外に、学修環境に関する要望、意見をくみ上げる

システムとしては、「学長直行便」と呼ばれる意見箱への投書がある【資料 2-6-2】。
意見箱は開学時に設置し、投書は定期的に回収（平成 29(2017)年度 0件、平成 30(2018)
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」を設けている。「目
安箱」に寄せられた要望や意見は、学友会の毎月の役員会を通じて学生委員会へ伝えら

れる。平成 29(2017)年度の意見の数は 8件で、学生を中心とした改善の仕組みが充実し
てきている【資料 2-6-3】。 
更に、IR推進委員会が実施している先述の「学修行動調査」とインタビューを通じて

も、学修環境に関する学生の意見・要望は把握されている。 
これらの諸手段を通じて把握された、学修環境に関する学生の意見・要望は学生委員

会において集約され、分析・検討を加えられる。その結果、適宜、関係部署に改善策に

ついて検討が依頼される仕組みとなっている。 
 

(3)2－6の改善・向上方策（将来計画） 

学生の意見・要望については、様々な窓口を設けて「いつでもどこでもどのような相

談にも」対応できる体制が整えられている。今後は、学生の要望に対して、対応の可否

も含めてより迅速かつ的確にフィードバックしていく。 
 また、学生の意見のくみ上げが学長直行便から学友会の目安箱に移行している現状を

受け、学生委員会と学友会との教職学連携をこれまで以上に深め、改善へ円滑につなげ

るための体制を構築する。 
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［基準 2の自己評価］ 

本学の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が

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。また、学修

支援は、学修意欲の高い学生から学修の動機づけが弱い学生まで等しく考慮されるべき

である。この点を踏まえて、広範で柔軟な学修支援体制を整えている。学習方法や習慣

などを含めて支援し、成績不振者に話しやすい相談相手を提供する仕組みとして、学修

相談室「スタディ・サポート・カフェ」、学生相談室、ピア・サポート制度などが複合的

に機能している。 
学生の学修環境改善の要望をく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。要望の中にはスペースの拡充など対応が難

しい件もあるが、駐車場を整備して駐車可能台数を増やすなど、改善を重ねている。 
学生サービス体制は整備されている。学修環境を保障し、また学生の安心と安全を確

保するために、学務課職員及び学生委員会委員、学生相談・修学サポートセンターの教

職員、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。学友会組織も積極的に活動しており、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。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。 
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基準 3．教育課程 

3－1 単位認定、卒業認定、修了認定 

3-1-① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修

了認定基準等の策定と周知 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

(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 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知 

1-2-④で述べたように、教育改革推進会議では、これまでの学部の 3 ポリシーを見直
し、平成 28(2016)年度に建学の精神、基本理念及び教育目標を踏まえた保健科学部のデ

ィプロマポリシー「（卒業認定・学位授与の方針）、以下同じ。」を策定した。ディプロマ

ポリシーは、アドミッションポリシーに基づいて入学した学生が基本理念とカリキュラ

ムポリシーに沿った授業科目を履修し、卒業時までに身につける能力や資質として定め

ている【資料 1-2-6】。学部のディプロマポリシーは、アドミッションポリシー、カリキ

ュラムポリシーと共に本学公式ホームページ（以下「ホームページ」という。）で公開し

周知を図っている。また、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、言語聴覚学専攻）においても、学部のディプロマポリ

シー策定を踏まえて、学科ごとのディプロマポリシーを見直し、改定したものをホーム

ページ及び学生便覧に掲載し周知を図っている。 
 

医学検査学科 
1.専門職としての役割を認識し、チーム医療の担い手としての責任と役割を十分理解す

るとともに、円滑なコミュニケーションやプレゼンテーションができる。 
2.臨床検査技術の進歩や社会情勢の変化に常に関心を持ち続け、自己啓発に努め、自ら
の能力・専門性を高めていくことができる。 

3.臨床検査や医学研究に必要な基礎的及び専門的知識・技術を活かし、検査データの適

切な解釈や病態の推測ができる。 
4.臨床検査技師として、医療関連分野や食品衛生分野などで幅広く活躍できる技能を習

得している。 
 

看護学科 

1.いのちの尊厳と人としての権利を擁護することの意義を理解し、それを判断及び行動

に結びつけることができる。 
2.自分の特徴を知り、対象となる人の人格や意思を尊重した関わりができる。 
3.人々の健康レベルを根拠に基づいて評価し、必要な看護を導き出すことができる。 
4.導き出した看護を安全に実施し、評価することができる。 
5.チームにおける自分の役割を認識し、行動に責任をもつことができる。 
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6.人々の QOL向上のため、社会資源の活用・開発や保健・医療・福祉チームとの連携

の必要性を理解することができる。 
7.個人及び集団の健康の保持・増進、疾病からの回復に向けて、看護職者として自律し
た行動をとることができる。 

8.広く科学の進歩や保健・医療・福祉を取り巻く社会の変化に関心を寄せることができ
る。 

9.看護の専門性を探究する必要性を理解することができる。 
 

リハビリテーション学科 
（理学療法学専攻） 

1.他者との良好な信頼関係を築くためのコミュニケーション能力を身につける。 
2.生命と人格を尊重し、思いやりの心を持つ。 
3.対象となる人の身体機能及び QOL向上を図るために必要な知識と技術を備える 
4.科学的根拠に基づく問題解決能力と科学的探究心を持つ。 
5.自らの考えを表現し、他者に伝えることができる。 

 
（生活機能療法学専攻） 

1.他者の立場に立って広い視野と洞察力をもつことができる。 
2.作業療法の役割を理解し保健・医療・福祉のチームの一員として、主体的に考えな

がら連携協働ができる。 
3.QOLの向上を図るために作業療法の視点から科学的な思考をすることができる。 
4.さまざまな地域の人々の文化や習慣を理解しコミュニケーションができる。 
5.作業療法の進歩や保健・医療・福祉を取り巻く社会変化に関心をもち、生涯学習の
基盤となる課題を探求することができる。 

 

（言語聴覚学専攻） 
1.保健・医療・福祉に携わる者としての高い倫理観と社会的責任について理解し、豊

かな愛情と適切な礼節をもって、人と関わることができるコミュニケーション能力

を有する。 
2.言語聴覚士に必要な基礎医学から言語聴覚の専門領域までを体系的に理解し、論理

的な思考力と判断力もって、科学的根拠に基づいた適切な言語聴覚療法を実践でき

る能力を有する。 
3.言語聴覚士の立場から社会的な役割を認識し、地域社会に貢献できる能力を有する。
また、新たな知見を意欲的に探求することで、国内外を問わずに言語聴覚学の発展

に寄与できる。 
 

学士教育課程以外のディプロマポリシー 

（大学院保健科学研究科） 

大学院修士課程の 3ポリシーについても、学部の見直しに併せて策定を行った。 
 



熊本保健科学大学 

48 

臨床検査領域 

1.臨床検査領域の現状と課題を理解し、次世代に必要とされる技術の改良や開発、その
臨床応用などについて研究することができる。 

2.豊かな人間性を備え、他の医療従事者と連携・協力し、チーム医療の推進に寄与する

ことができる。 
3.検査領域の医療現場において指導的役割を果たすことができる。 
4.臨床検査データから病態を推測できる高度の能力を培い、病気の予防、診断と治療

に寄与することができる。 
5.大学院博士後期課程を目指す基礎ができている。 

 

リハビリテーション領域 

1.リビリテーション領域の現状と課題を理解し、次世代に必要とされる技術の改良や
開発、その臨床応用などについて研究することができる。 

2.豊な人間性を備え、他の医療従事者と連携・協力し、チーム医療の推進に寄与するこ

とができる。 

3.リビリテーション領域の医療現場において指導的役割を果たすことができる。 

4.高度の専門的知識・技能に裏打ちされたリハビリテーション技術を基に、リハビリテ
ーションの充実・推進に寄与することができる。 

5.大学院博士後期課程を目指す基礎ができている。 

 

3-1-② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修 

了認定基準等の策定と周知 

学部のディプロマポリシー及び各学科・専攻のディプロマポリシーを踏まえた各学

科・専攻の単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準は学生便覧に記載さ

れており、学生にはガイダンス時に説明し周知を図っている。各科目の単位認定につい

ては、シラバスの中に「General Instructional Objective：GIO（一般目標）」「Specific 
Behavioral Objectives：SBO（個別到達目標）」「授業計画」ならびに学修評価の方法（単

位認定の方法）を示し、科目担当責任者が初回の授業の中で学生に説明し周知を行って

いる。また、平成 30(2018)年度の学生便覧には、各学科・専攻の「求める学生像」「教

育目標」「カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施の方針）」、「ディプロマポリシー

（卒業認定・学位授与の方針）」として示し、加えて、授業科目別履修単位一覧、ナン

バリング及びカリキュラムマップを記載し、4か年の履修の順次性（進級基準）、履修科
目間のつながり、履修科目とディプロマポリシーとの関連について一目で分かるように

している。これにより、学生はディプロマポリシーに掲げる目標を達成する（卒業認定

基準）ためには、カリキュラムマップの授業レベルや履修順序を確認し、どのような履

修科目を選択しどのように体系的な学修を進めればよいかを判断できるようにしてい

る。 
 

3-1-③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用 

単位の認定、進級・卒業・修了要件については、学則第 7章・第 9章及びそれに基づ
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いて策定された「熊本保健科学大学学修規程」（以下「学修規程」という。）に定めら

れており、厳正に適用されている【資料 F-3】【資料 3-1-1】。 
 

(ｲ) 成績評価 

単位の認定は、学修規程第 2～12条の定めに従い、科目の履修と試験などに基づく学
修の成績評価によって行われる。授業科目の学修結果の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。評価方法は、各科目の責任担当教員がシラ

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。また、平成

29(2017)年度から各学科・専攻の学外実習にルーブリック評価法を導入し、平成

30(2018)年度から卒業研究や一部の課題レポートについてもルーブリック評価法を導入

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。定期試験などの結果、学修の評価が不合格になった者に対しては、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、各セメスター

の期末に設定される定期試験の代わりに、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終了試験を行うこともできる。 
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）。それぞれの評価の意味は、「AA：一般目標を十分に達成し、きわめて

優秀な成果をおさめている」「A：一般目標を十分に達成している」「B：一般目標を達成

している」「C：一般目標を最低限達成している」「D：一般目標を達成していないので更

に勉強が必要である」としている【資料 3-1-1】。 
定期試験（終了試験）・追試験、再試験を経て確定成績が開示された後、2週間の｢不

服申立て｣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 29(2017)年
度の申立てはなかった。 

 

(ﾛ) 既修得単位などの認定 

本学入学前に大学または短期大学などにおいて修得した単位は、学則第 35 条の定め
るところに従い、教育上有益と認められるとき、60単位を超えない範囲で、本学におけ
る授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。また、この規定は、本学

の学生が外国の大学に留学する場合及び外国の大学が行う通信教育における授業科目を

履修する場合にも準用する。これに該当する学生は、入学時に所定の手続きにより願い

出ると、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。認定の対象となる科目が自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。申請件数も少なく、平成 30(2018)年度入学者からの申請は 1件のみであ
った。また、入学後のケースでは、平成 27(2015)年度、平成 28(2016)年度は本学保健
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科学部で転学科した学生の既修得単位認定がそれぞれ 1件であり、平成 29(2017)年度は
他大学で修得した教養科目の単位認定が 1件であった。 
また、学則第 33 条に定める他の大学などの単位互換による認定については、今のと

ころ実績はない。更に、平成 19(2007)年度より TOEICによる単位認定の制度を導入す
ることが教授会で承認された。平成 25(2013)年度には学則第 33 条の 2 として検定試験
の成績の取扱いを定めた。TOEIC 公開試験または本学で実施する TOEIC-IP 試験にお
いてスコア 500点以上を取得した希望者に、1 年次開講の「英語Ⅰ」または「英語Ⅱ」
（必修 1単位）の単位が認定される。平成 20(2008)年度に 1人、平成 23(2011)年度に 2
人、平成 25(2013)年度に 1人、平成 26(2014)年度に 1人、平成 27(2015)年度に 1人、
平成 28(2016)年度に 1人、平成 29(2017)年度に 1人について TOEICによる英語科目の
単位認定を行った【資料 F-3】【資料 3-1-2】。 
平成 29(2017)年度には、同年度に開始した本学短期留学プログラムにより ELS の所

定のコースを"Pass"の評価をもって修了した学生には届出により選択科目の「英語Ⅴ」
「英語Ⅵ」「英語Ⅶ」のいずれかを単位認定することを定めた。これにより、平成 30(2018)
年 3月からの留学で所定の評価を受けた学生のうち、医学検査学科とリハビリテーショ
ン学科の学生計 9 人に対し、平成 30(2018)年度前期開講の「英語Ⅴ」（選択 1 単位）の
単位を認定した。なお、当単位認定の運用開始にあたっては、認定対象科目が配当され

るセメスターでの届出としたため、配当が異なる看護学科の学生に対しては、平成

30(2018)年度後期の受付となる。 
 

(ﾊ) 進級要件  

進級要件は学修規程第 13 条に定められている。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、履修した必修科目のうち未修得（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)年度からは履修登録、出欠入力、成績
管理までの一連の作業にWeb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。年度末には学修規程

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。 
 

(ﾆ) 卒業要件 

卒業要件は学則第 44条及び学修規程第 15条に定められている。卒業要件単位数は平
成 20(2008)年度までは 3学科共に 126単位であったが、法令上の変更などに基づきカリ

キュラムを改定していった結果、現在は学科によって異なり、125～127 単位となって
いる【資料 3-1-3】。 
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(ﾎ) 成績の通知 

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【資料 3-1-4】。
具体的には、GPAの結果に応じて、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、生活指導が行われ、連続した 3セメスターにわたって
GPA が基準値(1.50)を下回った場合は、学部長が退学を勧告できることとしている。他
方、GPAの優秀な学生は、卒業時に学長表彰の対象となる。 
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 3-1-5】

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。 
 

(ﾍ) 学士教育課程以外での単位認定 

大学院保健科学研究科 

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

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年であるが、職業を有している等の事情により標準の修

業年限で修了することが困難な者などに対しては、申請により 1年延長の長期履修を認
めている。長期履修制度は、熊本保健科学大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）

第 10条 2 項、及び「熊本保健科学大学長期履修制度規程」【資料 3-1-6】に定めている。
大学院を修了するためには研究指導 12単位を含め必修 17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「熊本保健科学大学学位規程」【資料 3-1-7】に定めている。 
修士論文及び最終試験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人以上からなる審査委員会を設置する。審査委員会は提出された修
士学位論文を審査すると共に、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。これらの手

続きは、『熊本保健科学大学大学院学生便覧』の中に入学から修了までのフローチャー

トで示している【資料 3-1-8】。 
 
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及び修了認

定を適切に行っている。 
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(3)3－1の改善・向上方策（将来計画）  

 シラバスにおいて、授業計画や成績評価基準を全ての科目について示しているが、成

績評価の結果を分析し、より客観的な評価に努める。これに加えて、熊本保健科学大学

の卒業生のブランド力を高めるために、成績評価基準のより厳格な適用がなされるよう、

教員間の共通認識を得る。単位の認定、進級・卒業・修了要件については、学修規程に

沿って円滑に実施されており、今後も適切に学修規程を運用すると共に、必要に応じて

規程の見直しを行っていく。また、平成 24(2012)年の中央教育審議会答申（中教審答申）

では、個々の授業における学修成果の公平で客観的な評価法としてルーブリックによる

評価法の導入が提言されている。本学においては、学外実習、卒業研究、課題レポート

についてルーブリック評価法の導入を開始しているが、教員間で評価にばらつきが認め

られる。今後、評価法の課題や効果を教員間で共有しながら、ルーブリックの評価項目

（観点）や到達レベル（尺度）を見直し推進を図る。 
 
 
 
3－2 教育課程及び教授方法 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

3-2-④ 教養教育の実施 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施 

(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） 

3-2-① カリキュラム・ポリシーの策定と周知  

保健科学部では、知識・技術・思慮・仁愛の四綱領を基本とするディプロマポリシー

を達成するための教育課程編成・実施の方針を「カリキュラムポリシー」として定め、

ホームページに明示している【資料 F-3】【資料 1-2-7】。また、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、言語聴覚学専攻）

においても、学部のカリキュラムポリシー策定を踏まえて、学科ごとのカリキュラムポ

リシーを見直し、改定したものを学生便覧及びホームページに掲載し周知を図っている。 
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条第 2 項によって、「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ふさわ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。 
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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 1-2-1】として提
出した「教育課程の編成方針」を継承しており、新たな学科などの設置やカリキュラム

の改定においても、これを踏まえている。 
また、教育課程において必要な授業時間を確保するため、授業暦を作成し明示してい

る【資料 3-2-1】。 
 

医学検査学科 
平成 29(2017)年度はカリキュラムポリシーの周知を口頭で確認するのみであったが、

平成 30(2018)年度からは学生便覧に示し、ガイダンス時に説明し周知している。また、

卒業までの履修科目や順次性については、授業科目別履修単位一覧及びカリキュラムマ

ップに示し、いつでも学生が確認できる状態へ変更した。学生便覧には、大まかな到達

目標として求める学生像、教育目標、ディプロマポリシーも同時に掲載した。医学検査

学科のカリキュラムポリシーは以下のように定めた。 
1. 1 年次には、生命の尊厳を基盤とした使命感と倫理感を背景として、チーム医療の

担い手としての主体的思考やコミュニケーション能力などを養う教養科目、保健科

学基幹科目を配当する。また、臨床検査学を学ぶ際の基礎となる人間の健康、身体

の構造、機能などを学ぶ専門基礎科目を配当する。 
2. 2 年次には、専門基礎科目に加えて、臨床検査学に関する専門知識や技術の中核を

なす部分を学習するための講義及び実習科目を多く配当し、臨床検査に対する理解

を深める。また、専門科目において、アクティブ・ラーニングを導入し、様々なテ

ーマについて問題提起、調査、討論などを行ない、自ら学ぶ姿勢を育成する。 
3. 3 年次には、疾病と検査との係わり、精度管理や医療安全など、臨床現場に即した
より実践的な専門科目の講義と実習を多く配置する。また、臨地実習を通して、臨

床検査の実践能力、医療チームの一員としての責任と役割、医療人としての倫理感

などを育成する。 
4. 4 年次には、卒業後に臨床検査に関する研究を積極的行うことができる人材を育成
するために、問題発掘能力、問題解決能力、ディスカッション能力、プレゼンテー

ション能力などを養う卒業研究を配置し、研究の素地を培う。また、チーム医療に

貢献するために、検査データを総合的に解析し病態を推測できる能力を培う講義や

演習を配当する。更に、臨床検査技師の職種の多様性を鑑み、食品衛生関連、医療

情報関連、卒業後の各種認定技師などの資格取得に対応した講義や演習を配当する。 
 

看護学科 
平成 28(2016)年度に以下のカリキュラムポリシーを策定し、在学生への周知としては

学生便覧の授業科目別履修単位一覧にて 4年間の履修内容の確認を行っている。しかし、
平成 30(2018)年度入学生からは、学生便覧に掲載された授業科目別履修単位一覧及びカ

リキュラムマップによって、4 年間の履修科目の順序性や関連等についても周知してい
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る。 
1. 教養科目では、人間・社会・環境などの考え方を学び、広い視野を獲得し、また、

自らの考えを表現し、伝えることができる力などを養成する。保健科学基幹科目に

は、保健医療の概要、健康障害とヘルスプロモーションを学ぶ科目、倫理観につい

ての深い理解を目指す科目などを配置している。 
2. 専門基礎科目では、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習させ

る。専門科目では、看護師、保健師に必要な知識・技術、思考方法を修得させる。 
3. 1年次では、教養科目に加えて、専門基礎科目を主に配置し、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る。また、基礎となる専門科目も配置し、

看護学の方向性を示すとともに動機づけを行う。 
4. 2 年次以降は、専門基礎科目と専門科目を主に配置し、さまざまな健康レベルにあ

る人の看護を段階的に学習する。 
5. 3 年次後期には、特定の疾患や看護場面における、より専門的な看護実践を学ぶ科

目を配置する。 
6. 最終学年の 4 年次では、看護のマネージメント機能を学ぶ科目を配置する。また、

看護現象における自らの疑問・関心を探求する能力を養うための研究科目（課題研

究）を配置する。 
7. 看護の基礎教育の中で実習科目は重要であり 1 年次より配置している。1 年次は看

護の対象となる人に関心を寄せ、その人との関わりから看護の役割機能を考え、２

年次では、身体的・心理的・社会的側面から看護の対象となる人を理解し、その援

助を考える。続いて 3年次では、それまで学んだ看護論・方法論の知識・技術に基
づき、各看護学の特徴的な技術と問題解決能力を養う。4 年次では、総合的な判断
力、場に応じた看護技術を提供する対応能力を養うことを目的とした実習を配置す

る。 
8. 地域の健康問題に対応できる看護職を育成するために、地域看護関連の科目を配置

し、地域住民の健康問題の解決について学びを深めさせる。また、地域で活躍でき

る保健師を育成するための科目を配置し、選択制で履修させる。 
 

リハビリテーション学科 
（理学療法学専攻） 
理学療法士国家試験に必要な科目を含めて、理学療法学の知識と技術を身につけるた

めの多様な専門科目を体系的に学ぶため、教養科目、保健科学基幹科目、専門基礎科目、

専門科目により構成し、次のような方針で科目を系統的、段階的に編成する。 
1. 1 年次には、チーム医療の担い手としての主体的思考やコミュ二ケーション能力な

どを養う教養科目、保健科学基幹科目を配当する。また、理学療法学を学ぶ際の基

礎となる人間の健康、身体の構造、機能などを学ぶ専門基礎科目を配当する。「臨床

見学実習」を通して、障害を持つ人々に対する思いやりの心を養うとともに、保健・

医療・福祉領域の専門職がチームで働いていることを体験することにより、チーム

アプローチを理解させる。また、対象者との交流を通して対象者の抱える問題の多
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様性、病院・施設の目的、役割、運営について理解し、医療専門職を目指す学生と

しての自覚と態度を身につけさせる。 
2. 2 年次には、専門基礎科目に加えて、理学療法を実施する際に必要な検査項目に関

する専門知識を学習するための講義及び演習科目を多く配当し、理学療法学を理解

させる。また、「臨床検査測定実習」を通して、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、各検査の技術習得とともにその臨床的意

義について理解を深めさせる。 
3. 3 年次には、疾病と評価、その評価に基づく治療との係わりなど、臨床現場に即し

た理学療法学に関する実践的な専門科目の講義と演習を多く配当する。また、「臨床

評価実習」を通して、検査測定技法の実際的な実施から客観的視点での問題点の抽

出と分析、加えて基本的治療プログラムの考え方まで理解させる。 
4. 4 年次には「臨床総合実習Ⅰ」及び「臨床総合実習Ⅱ」を配当する。それら臨床総

合実習を通して評価や問題点を統合的に解釈し、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プロセスを総括的に理解させる。また、卒業研

究を配当し、研究計画の立案、実施、論文作成、プレゼンテーションを通して理論

的・論理的な方法論を習得させる。最終的には国家試験合格レベルの知識を習得し、

卒業後に保健・医療・福祉分野のみならず社会の中で自らが新しい領域を開拓し、

情報発信できるような理学療法士を育成する。 
 
（生活機能療法学専攻） 
生活機能療法学専攻では、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と態度を涵養させるために、次の

ような方針で教育課程を系統的、段階的に編成する。 
1. 1 年次には、リハビリテーションの理念や理論の理解に必要となる基本的知識を学

ぶための教養科目と専門基礎科目を配置している。また、専門科目では作業療法の

基本的概念を形成する作業活動について学び、専門職としての動機づけを深めるた

めの科目を揃えている。更に、1 週間の「入門実習Ⅰ」を通して、職業イメージと

自己の将来像を形成させる。 
2. 2 年次には、教養科目に加え、代表的な疾病や障害、個人や集団と環境や社会との

関係、社会福祉、保健行政など作業療法に関する実践的で専門的な知識と技術を学

ぶための専門基礎科目と専門科目を多く配置している。更に、「入門実習Ⅱ」では対

象者とのコミュニケーションや介護支援を通して、作業療法士の役割とチーム医療

の重要性について認識を深化させる。 
3. 3 年次には、臨床実践に必要な検査測定技術及び作業療法の理論と技術を習得させ

るための専門科目を多く配置している。後期には 2 週間の「評価実習」を配置し、
対象者との関係を通して専門職としての役割と責任を学ばせる。更に、8週間の「総
合臨床実習Ⅰ」では専門科目で学んだ専門科目の対象者への応用を通して、問題解

決能力を発揮できる作業療法士としての適性を身につけさせる。 
4. 4 年次には、8 週間の「総合臨床実習Ⅱ」を配置し、更に技能を向上させる。これ



熊本保健科学大学 

56 

に加え、3 週間の「地域実習」を通して、対象者の社会参加支援に携わる作業療法
士としての適性を向上させる。実習終了後、卒業研究を通して科学的に課題を探求

しながら研究法の基礎を学び、生涯学習の基盤となる自己研鑽の意識を向上させる。

そして、国家試験に合格できる知識を定着させることによって、作業療法士として

の臨床実践能力と態度を涵養させる。 
 
（言語聴覚学専攻） 
言語聴覚士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）

等の基準を踏まえた上で、4 年制大学にふさわしい最高水準の知識・技術を修得させ、
卒業後も高い倫理観と社会的責任を持って、地域社会に貢献し、かつ、言語聴覚士の発

展に寄与できる人材を養成する。 
1. 1 年次では、言語聴覚士として必要な専門力を高める上で必要な基礎力を育成する

ための教養科目と専門基礎科目を主に配置している。教養科目では生命倫理をはじ

めとする人間と社会を取り巻く種々の問題を認識し広い視野から主体的そして連携

協働して課題探究及び問題解決ができる力を育み、専門基礎科目では人の身体、心、

言葉そのものについて深く学ばせる。また 1週間の「入門実習」を配置することで
言語聴覚士への動機付けを行う。 

2. 2 年次では、言語聴覚士に必要な知識・技術・思考方法などを修得するため、言語
聴覚障害における基礎として、各種言語聴覚障害の原因、症状、発症機序に関する

知識を系統的、段階的に学ばせる。加えて、言語聴覚士の臨床現場で必要となる様々

な実践的な能力を、各障害別に実技や演習を通じて育成する。 
3. 3年次では、より高度な専門科目に加え、学外での 3 週間の「評価実習」及び 8 週

間の「臨床実習」を配置する。学外実習前に OSCE(Objective Structured Clinical 
Examination：客観的臨床能力試験）を実施することにより、患者との接遇を含め、

臨床現場で必要な判断力や臨床技能の評価を行う。学外実習では、学内で学習した

知識・技術を統合するとともに、科学的根拠に基づいた訓練計画を立案し、それを

実践できる力を身につけさせる。 
4. 4 年次では、言語聴覚障害ならびにコミュニケーションに関わる課題・問題に対し

て研究課題を設定し、卒業研究を行う。その過程を通して、将来、言語聴覚領域の

専門性を高める人材になるために必要な研究の方法論、研究論文の書き方、効果的

なプレゼンテーションの方法などを学ばせる。また、言語聴覚士に関する社会的ニ

ーズを認識し、他職種と連携協働してチーム医療を実践するための基礎力を身につ

けさせる。 
 
学士教育課程以外のカリキュラムポリシー 

（大学院保健科学研究科） 

1. 保健医療系大学の大学院修士課程にふさわしい最高水準の知識・技術を修得させる
ことにより、臨床の現場で必要となる研究力を養成し、かつ、大学院博士課程進学

希望者に対しては、そのための基礎を養う。 
2. 教育課程の科目構成を図-１に示す【資料 F-13】。 
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① 大学院のカリキュラムは、必修科目と選択科目からなり、大きく共通科目、専

門科目及び研究指導に分かれている。専門科目は、臨床検査領域とリハビリテ

ーション領域の科目からなる。それぞれの領域、すなわち、前者では「臨床検

査特別実習」、後者では「維持期リハ実習」という実習科目が含まれている。こ

れらの実習科目では、学部での実習に比べてより高度な内容を含む実習を行う。

また、「研究指導」は研究活動を実践する科目であり、教員の指導の下で研究を

実践し、修士論文を作成する。 
② なお、1 年次に講義科目を多く配置し、2 年次においては実習科目を開講し、
研究実践科目である研究指導の時間配分を多くする。 

3. 各科目は、主に以下の目的のために開講する。 
① 共通科目の必修科目、「保健学研究論」では、生命倫理に加えて研究者として基
本となる研究者倫理の重要性を認識する力、課題発見力・課題設定力及び研究

手法の修得や論文執筆に必要な力を養う。 
② 共通科目の選択科目では、2 つの領域に共通の高度な医療系の知識・技術を養
う。   

③ 領域別専門科目の必修科目では、各領域の高度な学識を習得するとともに臨床
現場で必要となる高度な実践的知識・技術及びチームリーダーに必要な視点・

コミュニケーション力・統率力などを養う。 
④ 領域別専門科目の選択科目においては、それぞれの領域におけるより専門性の
高い知識と技術、更に、それらを臨床や研究の現場で応用できる力を養う。 

⑤ 「研究指導」においては、指導教員から与えられたテーマや自ら設定したテー
マについて教員指導の下での研究を実践し、調査・実験、成果のまとめ、論文

作成、及び成果発表などに必要な研究能力を養う。 
 

3-2-② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性  

保健科学部では、本学が掲げる知識・技術・思慮・仁愛の四綱領と基本理念のもと、

アドミッションポリシー（入学者受け入れ・選抜の方針）に基づいて入学した学生が、

ディプロマポリシー（卒業認定・学位授与の方針）で述べた力を有する人材となるよう、

教育課程を編成し、実施している。【資料1-2-6】 
共通教育センター、各学科・専攻では、卒業までに修得すべき授業科目が、どのよう

に配置され、どのような関連性を持つかを体系的に示すカリキュラムマップを作成し、

カリキュラムの年次進行、授業科目間のつながりなど、カリキュラムの順次性が一目で

分かり、学生の履修準備などに役立つようにしており、これを学生便覧に掲載している。

また、カリキュラムマップには、各科目とディプロマポリシーとの連動性を明示し、カ

リキュラムポリシーとディプロマポリシーとの一貫性を可視化している。 
  

大学院保健科学研究科 

熊本保健科学大学大学院においては、本学が掲げる知識・技術・思慮・仁愛の四綱領

と基本理念に基づいて入学した学生が、保健科学研究科保健科学専攻の「教育目標」の

もとで、新たなディプロマポリシー（修了認定・学位授与の方針）で述べる力を有する
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人材となるよう、平成 29(2017)年度に大学院臨床検査領域及びリハビリテーション領域
のディプロマポリシーを改定した。それに伴い、ディプロマポリシーと一体性と整合性

のあるカリキュラムポリシーの改定を平成 30(2018)年度に予定している。 
 
助産別科    

教育課程編成・実施の方針は、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）の基準に従いつつ策定し、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」、更に、平成 23(2011)年保健師助産 
師看護師学校養成所指定規則などの一部改正カリキュラムを踏まえて実施しており、単

位を取得することにより、到達目標が達成されるよう組み立てられている。 
 

3-2-③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成 

本学の教育課程は、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）により構成する。このうち、教養科目群と保健科学基幹科目は保健科学部の全

学科を対象として開講されるため、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。また、履修科目別履修単位一覧及

びシラバスには、本学で開講されている全ての履修科目に番号付け（ナンバリング）を

行い、科目の分野、学修段階（レベル）や履修順序を明示し、順次性のある体系的な教

育課程の構築や可視化を図っている。また、学生便覧のカリキュラムマップには、学生

が卒業までに修得すべき授業科目がどのように配置され、どのような関連性を持つかを

体系的に示している。 
本学の学士教育課程における開講科目のバランスは、表 3-2-1 に示すとおりである。

各科目と編成方針（学科などの教育目標）との整合については、資料に示す【資料 1-2-7】。 
 
表 3-2-1平成 30(2018)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 29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 5 26 59 99 156 
選択 33 3 6 15 57 

卒業要件 26以上 35以上 66以上 127以上  

看護学科 
必修 9 5 20 70 104 165 
選択 33 3 3 22 61 

卒業要件 26以上 27以上 72以上 125以上  

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 
（理学療法学専攻) 

必修 9 5 30 60 104 152 
選択 33 3 5 7 48 

卒業要件 26以上 37以上 64以上 127以上  

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 
（生活機能療法学専攻) 

必修 9 5 30 58 102 159 
選択 33 3 5 16 57 

卒業要件 26以上 37以上 64以上 127以上  

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 
（言語聴覚学専攻) 

必修 9 5 28 58 100 148 
選択 33 3 2 10 48 

卒業要件 26以上 35以上 66以上 127以上  
以下に、まず共通科目（教養教育及び保健科学基幹科目）の編成について、次に学科
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及び専攻別の専門科目の編成について示す【資料 3-2-2】。 

 

(ｲ) 共通科目（教養科目・保健科学基幹科目）の編成   

教養科目は、以下の方針のもとで『コモン・ベーシックス』『人文科学』『社会科学』

『自然科学』『コミュニケーションの技法』の 5中区分によって編成している。 
(1)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。 
(2)学生が、少なくとも一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を

設定する。いずれも、本学が育成を目指す医療専門職者として必要な汎用的技能と位

置づけている。 
(3)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。多岐にわたる学びのための基盤を整えるトレーニングを初年次の必修科目と

して位置づける。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。 
(4)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

機会をつくると共に、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。 
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している専門基礎科目である。自分の専門分野

以外の他職種との協働を意識しながらチーム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。 
共通科目は、各学科の学外実習期間との関係などを考慮して配置している。初年次教

育にあたる科目を含む性格上、開講が低学年に偏る傾向はあるものの、看護学科とリハ

ビリテーション学科言語聴覚学専攻を例外として全学年に何らかの共通科目が開講され

ており、学士課程の学びを担保している。 
 

＜教養科目＞  
中区分『コモン・ベーシックス』の 4科目「ライフサイエンス入門」「基礎セミナー」

「情報科学」「現代情報リテラシー」は、全て 1 年次の必修科目としている。情報の 2
科目では大学での学びに不可欠な情報リテラシーの基礎を修得させる。前期の「基礎セ

ミナー」では他学科の学生と交流を深めながら課題を探求し、情報収集・調査、資料の

まとめ・解析及びプレゼンテーションなどのスキルを身につけさせる。後期の「ライフ

サイエンス入門」は人文科学、社会科学、自然科学のオムニバス科目として構成し、医

療の対象である人間の「ライフ」について複合的な視点を獲得させる。 
中区分『人文科学』『社会科学』『自然科学』の科目は、全て 2単位・30時間の選択科

目である。履修が特定の中区分に偏らないよう、教養選択科目は各中区分から 1単位以
上選択することを卒業要件に定めている。平成 25(2013)年度以降の入学者カリキュラム

では、『人文科学』に「哲学」「芸術と人間」「文学入門」「心理学」の 4 科目、『社会科
学』に「社会学」「教育学」「法と人間」「環境と経済」「文化と経済」の 5 科目、『自然
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科学』に「統計学入門」「生命と進化」「環境と生命」「健康スポーツ科学」「情報処理技

術」の 5科目を配置している。これらの科目は主に 1年次と 2年次に配当している。ま

た、学科により若干の相違があるが、『人文科学』『社会科学』『自然科学』の中区分から

それぞれ 2科目前後を複数のセメスターに配当し、選択の機会を広げている。 
中区分『コミュニケーションの技法』には、必修科目の「英語Ⅰ」～｢英語Ⅳ｣と、選

択科目の「英語Ⅴ」～「英語Ⅶ」「カウンセリング技法」「レクリエーション技法」を配

置している。「英語Ⅰ」～｢英語Ⅳ｣は、1年次から 2年次にかけての四つのセメスターに
それぞれ配当している。「英語Ⅴ」～「英語Ⅶ」は学科及び専攻により配当に相違がある

が、3 年次以降に少なくとも一つのセメスターで開講する。「カウンセリング技法」「レ

クリエーション技法」は 1年次に配当している。 
卒業要件総単位数に占める教養科目の量的配分とその適切性、妥当性については、保

健医療分野の専門職者育成を目指す他大学の平均的な単位数と大幅に異ならない範囲で

配置している。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、カリキュラム改定を挟んで編成に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 25(2013)
年度以降の入学者の例では、27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。 

 
＜保健科学基幹科目＞  
必修科目として、予防医学を含む保健医療の概要を学ぶ「保健医療概論」（1単位・15

時間）、健康障害とヘルスプロモーションを学ぶ「生活保健論」（1 単位・30 時間）、現
代の医療現場を視野に入れた倫理観についての深い理解と涵養を目指す「生命と倫理」

（2単位・30時間）を配置している。また、平成 25(2013)年度入学者カリキュラムから

は、3学科の学生全員が協働を通じて他職種への理解を深める「チーム医療演習」（1単
位・30時間）を配置している。 
選択科目としては、「臨床検査概論」「看護学概論」「リハビリテーション概論」（いず

れも、1単位・15時間）を 1年次前期に配当し、学生は自分が所属していない学科の概

論（医学検査学科の学生であれば「看護学概論」と「リハビリテーション概論」の 2科
目）から少なくとも一つを選択することとしている。また、平成 24(2012)年度入学者カ

リキュラムまでは、チームワーク及びリーダーシップについて捉え直す 3学科混成クラ

スの「チームワーク論」（1単位・30時間）を 4年次で開講してきたが、平成 25(2013)
年度入学者カリキュラムからは上述の必修科目「チーム医療演習」へと再編した。更に、

文部科学省の大学間連携共同教育推進事業「減災型地域社会のリーダー養成プログラム」

に対応して、平成 26(2014)年度からは選択科目「災害時における保健医療」（1 単位・
30時間）を開講している。これは熊本市内の国公私立 4大学の連携による人材育成の取
組みであり、平成 30(2018)年度の本学の履修者数は 303人である。 
これら保健科学基幹科目の配当年次は、いくつかの科目で学科により若干の相違があ

るが、1 年次前期に他学科の概論を学び、以後それぞれの学科で専門分野を学んだ学生
が、4 年次後期に 3 学科混成の「チーム医療演習」で医療職の協働を捉え直すという流

れを基本としている。医学検査学科及び看護学科で 4年次に配置している必修科目「生
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命と倫理」もまた、大学での学びを総合的に振り返り、生涯学習の起点とするよう考慮

している。 
 

(ﾛ) 学科別専門科目（専門基礎科目、専門科目）の編成 

医学検査学科 
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。 
 

＜専門基礎科目＞ 
専門基礎科目は、『生命科学の基礎』、『人体の構造と機能』、『医学検査の基礎と疾病の

理解』、『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 26
科目を学ばせる。その多くは専門科目の基礎として 1年次から 2年次前期にかけての開
講となるが、『保健医療福祉概論』は 3 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、臨床を踏まえた疾患と病態生理を総合的に学ばせる
「臨床病態検査学Ⅰ」は 3年次前期の必修科目として配置している｡ 

 
＜専門科目＞ 
専門科目は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』、『医療安全管理学』

及び学外実習や課題探求能力の育成を目的とした『特別科目』の 9 中区分で 59 科目を
配置している。『医療安全管理学』は、「診療放射線技師法施行規則及び臨床検査技師等

に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について」（平成 27 年 2 月 17 日医
政発 0127第 8 号、10 号）に対応して、臨床検査技師の業務として認められた検体採取

業務や味覚・嗅覚検査に対応した科目で平成 28(2016)年度入学者からのシラバスに反映

した。59科目の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。また、｢実験動物学｣、｢バイオテクノロジー演習Ⅰ、Ⅱ｣、｢食品学｣などの選択

科目、更に中区分『特別科目』に 4年次生向けに配置した選択科目「薬物動態論」、「治
験学概論」及び「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の可能性を拡げている。 

4 年次必修の「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及び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に行うことが

できる人材の育成を目指す。研究発表会を経て卒業研究論文集を作成している。 
チーム医療の進展と共に、他医療職種との連携や患者との直接的な関わりがより一層

重要になってきている。学内の実習・演習では、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いる。また、チーム医療体制の下では、臨床検査技師は症
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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る。

そこで、『臨床検査学』のなかの必修科目「臨床検査学総合演習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。 
また、平成 27(2015)年度には、高大接続システム改革に対する大学教育改革に対応す

るため、学科内にカリキュラムワーキングを立ち上げ、三つのポリシーの策定と同時に、

これまでのカリキュラムを総合的に見直し、大幅なカリキュラム改革を実施した。この

新カリキュラムは、平成 29(2017)年度入学者からが適用されている。新カリキュラムの

特徴として、①時間数を削減しカリキュラムのスリム化を図る、②空きコマを使用して

アクティブ・ラーニングを導入する、③病院の検査室ではシステム化や IT 化の進展と
共に、医療情報技師の養成が求められている。そこで、医療情報に興味を持つ学生を育

てるために「医療情報演習」を新設、④これまで国家試験受験資格に必要で選択科目で

あった「臨床検査学特論Ⅱ」の必修化「臨床検査学総合演習Ⅱに名称変更」、⑤卒後の臨

床検査専門領域の認定資格（細胞検査士、認定一般検査技師、認定血液検査技師など）

取得に向けた卒前教育として「形態学演習Ⅰ」「形態学演習Ⅱ」の新設、などが挙げられ

る。 
 
看護学科 

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る。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、看護学の方向性を示すと共に動機づけを行う。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、看護の対象となる人とその
家族に対して看護を計画・実践・評価する学外実習（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。更に、全ての領域に共通する「がん看護論」、「リハビリテーション看護論」、「救

急看護論」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、学外実習を踏まえて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」を配置している。最終学年の 4年次では、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ことで知識や技術の統合を図る「看護総合実習」

を配置すると共に、看護現象における自らの疑問・関心を探究する能力を養うための研

究科目として「課題研究演習Ⅰ」「課題研究演習Ⅱ」を配置し、将来への足がかりとする。 
また、保健師養成カリキュラムでは、3 年次から公衆衛生看護関連の科目を配置し、

地域住民の健康問題の解決について学びを深めさせる。また、3 年次後半から 4 年次に
かけて「公衆衛生看護実習」を配置し、3年次での学びを 4年次に実践で応用させる。 
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リハビリテーション学科 
リハビリテーション学科の 3 専攻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」及び「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 専攻の教育課程は必
然的に異なる。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、更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

反映したものである。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」であることに何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を行った。その妥当性は、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。 

 
＜専門基礎科目＞ 
●理学療法学専攻・生活機能療法学専攻 
理学療法学専攻及び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共に、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、3中区分からなる 31科目を
配置している。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、『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、『保健医療福祉とリハビ

リテーションの理念』では、障害の考え方に関する歴史的変遷、個人や集団と環境や社

会との関係、社会福祉、保健行政などについて学ばせる。 
●言語聴覚学専攻 
リハビリテーション学科の他専攻とは指定規則の異なる言語聴覚学専攻では、他専攻

の 3中区分（18科目）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 科目を配置し、心理学、言語学といった人間に対する深い
洞察を行い、言語障害を理解するための基礎を体系的に学修する。そのため、ほかの 3
中区分における開講科目はほかの 2専攻より少ない。 
専門基礎科目として 4 中区分からなる 27 科目を配置している。中区分『人体の構造

及び心身の発達』『疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進』『心理と言語の科学』   

『保健医療福祉とリハビリテーションの概念』において、言語に関する身体面と心理面

の両面の基礎となる科目を学ぶ。専門科目として、9中区分からなる必修科目 58、選択
科目 10を配置している。『言語聴覚学総論』では、言語聴覚士の歴史から社会的役割と
いう入門知識から、卒業後臨床に出てからの応用的な講義まで 1年次と 4年次で総合的
に学習できるように 8 科目を配置している。『言語聴覚障害診断学』では、小児から成
人の多岐にわたる障害の診断法について演習を交えて学ぶ 3 科目を配置している。『失
語・高次脳機能障害学』では、脳損傷に伴う失語症と失行、失認などの高次脳機能障害

について検査、評価方法の実技の習得を含めて学ぶ 7 科目を配置している。『言語発達
障害学』では、言語発達の仕組みから言語発達障害の要因、評価、訓練について学ぶ 5
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科目を配置している。『発声発語・摂食嚥下障害学』では、発達が関与する小児の構音障

害から、高齢化社会に伴う対象の増加に伴う摂食嚥下障害まで 7科目を配置して幅広く

学ぶ。『聴覚障害学』では、5 科目で小児から成人に起こる聴覚障害について検査評価、
人工内耳をはじめとする最新の治療法について学ぶ。『地域言語聴覚学』では、2科目で
重症心身障碍児の在宅支援、訪問リハビリテーションなど地域に関わる言語聴覚士の仕

事を学ぶ。『臨床実習』は、1 年次終わりの入門実習 1 週間、3 年次の評価実習 3 週間、
臨床実習 8 週間が配置されている。『卒業研究』では、研究の方法論から実際の調査研
究、論文作成までを経験することによって、将来の研究の基礎を学ばせる。 
以上の 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。 
 

＜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 
専門科目として 6中区分からなる 43科目を配置している。中区分『基礎理学療法学』

には、理学療法の基本概念と評価や治療や研究に繋がる実践的理学療法学の基礎につい

て学ばせる 7 科目を配置している。『理学療法評価学』では、理学療法評価の基礎とな

る関節可動域評価、徒手筋力評価、動作観察や歩行観察の評価、神経系理学療法学に繋

がる評価技術を学ぶ 3 科目を配置している。『理学療法治療学』には 23 科目を配置し、
理学療法実践の理論と技術について疾患の特性に応じた講義と演習を組み合わせている

8 科目、理学療法において運動療法と共に重要な位置を占める物理療法学の講義と演習

に 2科目、義肢装具や補装具や福祉住環境に関して理解させ、適用・作成の理論と技術

を教授する 4科目、運動療法の特殊技術を学ぶ徒手理学療法学を 3科目、その他障がい
者スポーツ、高次脳機能、予防、リハビリテーション工学等に 5 科目を配置している。
『地域作業療法学』には 3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。『臨床実習』には、5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と態度を涵養させる。理論と実践が結びつくよう、実習科

目は講義の進行に合わせて段階的に組み立てている。『卒業研究』においては、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。 
●生活機能療法学専攻 
専門科目として 6中区分からなる 46科目を配置している。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。『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。『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、補装具や福祉住環境に関して理解させ、適用・作成の理論と技術を教



熊本保健科学大学 

65 

授する 4 科目を配置している。『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。

『臨床実習』には、5 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と態度を涵養させる。理

論と実践が結びつくよう、実習科目は講義の進行に合わせて段階的に組み立てている。

『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。 
●言語聴覚学専攻 
専門科目として 9中区分からなる 43科目を配置している。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。『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。『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、更には社会心理的問題について

学ばせる。『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。『発声発語・摂食・嚥下

障害学』には 7科目を配置し、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 科目を配置している。『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。『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。『臨

床実習』には 3科目を配置し、学内で学んだ言語聴覚療法の理論と技能を、学外実習施

設において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。『臨床実習』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。『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共に、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。  
 

(ﾊ) 学士教育課程以外の編成 

大学院保健科学研究科 
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【資料 3-2-3】。 
大学院保健科学研究科では、それまで実施されていた研究内容及び大学院生の意見を

踏まえて、平成 25(2013)年度にカリキュラムの見直しを行った【資料 3-2-4】。 
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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、必修科目である「保健学研究

論」を含む 7科目を設置している。 
専門科目の臨床検査領域では、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、必修科目である「臨床検査診断学特論」を含む 6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。 
専門科目の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を
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、必修科目である「地域リハビリテーション概論」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。 
 
助産別科    

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

育成を目指している。従って、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

できるようなカリキュラムになっている。 
表 3-2-2 に示すとおり、授業科目は『基礎助産学』、『助産診断・技術学』、『地域母子

保健』及び『助産管理』の科目を主に前期に配置している。『助産学実習』は前期から継

続事例実習（妊娠・分娩・産褥・新生児期）及び外来実習、後期に、分娩介助実習、褥

室実習、ハイリスク妊産婦のケア実習、母乳育児相談室実習、育児支援家庭訪問実習及

び地域母子保健実習を行っている。 
 

表 3-2-2 平成 30(2018)年度 助産別科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 
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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 

 
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認定看護師の育成を開始した。更に、平成 29(2017)
年 4月には臨床現場のニーズが高い認知症看護認定看護師の育成を開始した。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 か月、研修生の定員は 15～24
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

野ともに日本看護協会が策定する認定看護師教育課程に準じている。課程を修了した脳

卒中リハビリテーション看護認定看護師と認知症看護認定看護師は、厚生労働省による

診療報酬の算定要件となっている。 
 

3-2-④ 教養教育の実施 

 (ｲ) 教養教育組織上の措置 

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「生命の尊厳と社会について洞察力を有し、自立できる」「広い視野に立ち、

課題探求力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

を理解し、国際的な言語運用能力と情報技術を持つ」人材の育成を目指すことを明記し

ている【資料 F-3】。 
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。 
 

(ﾛ) 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。リハビリテーション学科が

平成 22(2010)年度に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
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23(2011)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。本学では教養科目を主として担当する専任教員を、加算定員（平成 30(2018)年 5
月 1 日現在で 16 人）の半数を目処として共通教育センターに配置している。共通教育
センターに配置されている教員（以下「教養教員」という。）は、平成 28 (2016)年 4月
にライティング教育充実のために講師 1人、平成 30(2018)年 4月に「地域包括連携教育
研究センター」から所属替えによる講師 1 人を加え合計 10 人となった。事務担当とし

て嘱託職員を配置している。 
教養教員は原則として学科に分属して各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、共通教育センターの組織を学科と並立させることにより、

事務処理の一元化と業務の拡大を図っている。教養教員の研究室は隣接するように配置

され、緊密な連絡を可能としている。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配置している。この共通教育センター体制によって、

とりわけ学修支援における組織的な活動（学修相談室など）の可視化が進んだ。 
共通教育センターでは、「熊本保健科学大学共通教育センター規程」【資料 3-2-5】に

則り、共通科目に関する年間実施計画（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、教養教育に関わる

自己点検・評価及びこれに基づく見直し、学科間の連絡調整、広報活動、予算及び決算

などについて、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リメディアル教育などの正課外の業務も担当している【資料

3-2-6】。 
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。必要に応

じて臨時会議及びメール審議を行っている。会議の議事録は教授会に報告し、その後、

学内用Web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、情報保護委員会（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。 
教養科目は、学外での長期実習の都合を勘案しながら、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有効に機能するよう、時

期や内容を考慮している。「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

て各科目のコーディネート担当者を決めている。非常勤講師への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 25(2013)年度から
は、「英語」担当者の情報交換会を開催している。平成 29(2017)年度末は非常勤講師 5
人、本学英語担当者 5 人（専任教員 3 人、4 月着任予定の専任教員 1 人、及び LL アシ
スト）の計 10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」
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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。これら 30 人前後の担当教員のうち 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)年度からは、共通教育センターが「基礎セ

ミナー」に組織的に関与する事務局体制を整え、より効果的な実施を可能にした。平成

25(2013)年度開講分の担当依頼からは、担当者向けの説明資料集を作成、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ている。また、平成 27(2015)年度
には成績評価にルーブリックを導入し、セミナーの評価の明確化を図っている。活動の

参考となるよう「実践事例集」を作成し、平成 28(2016)年度から利用できるようにした。
平成 29(2017)年度には「概要集」の形式を変更し、セミナーの性格･重点をよりわかり

やすくした。参考資料とともに携帯に便利な A5 判の「基礎セミナー学修サポートブッ

ク」としてまとめ、平成 30(2018)年 4月に学生、担当教員全員に配付した。 
 

3-2-⑤ 教授方法の工夫・開発と効果的な実施   

本学では、高大接続システムの改革（平成 26年 12月中央教育審議会答申）及び平成

34(2022)年度から年次進行で実施予定の高等学校新学習指導要領の内容に対応するため、
本学の教育改革及び入学試験改革を推進・実施することを目的として、学長を核とした

教育改革推進会議（以下「推進会議」という。）を置いている。 
推進会議で提起された教育方法の改革等については、学部長を委員長とする教育方法

改革委員会にて審議又は意見交換等を行っており、平成 29(2017)年度には、アクティ

ブ・ラーニングワークショップを 3回（6月、10月、3月）開催し、アクティブ・ラー

ニングの推進を図った。更に、本学教員が講義の中に導入しているアクティブ・ラーニ

ングの実践例を集めた報告集を作成し、その内容、効果や課題等を教員間で共有してい

る。また、平成 30(2018)年度のシラバスには、講義科目について、アクティブ・ラーニ

ングの要素を含むか否かを明記した。学士教育課程では、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 3-1-1】。この数字は大きいが、学外実習を組み込

むカリキュラムの年次偏向を反映しているためである。また、全ての科目についてシラ

バスで準備学習を明記し、学生に対して教室外での学修を指示している【資料 3-2-7】。 
以下に、本学の教育課程の特色である学内外での演習及び実習により実践能力を涵養

する取組みについての工夫を述べる。 
 

(ｲ) 共通科目（教養科目・保健科学基幹科目）での工夫 

教養科目 
＜学科混成の少人数セミナー＞ 
共通科目の運営においては、一部の科目を学科混成のクラス編成とするなど、日常的

に他学科の学生と共に学ぶことを意識づけるよう工夫している。その中でも全学的な取

組みとなるのが、1年次前期に開講している必修科目「基礎セミナー」である。 
「基礎セミナー」は、チームワーク・トレーニングとコモン・ベーシックスのトレー

ニングを兼ねたフレッシュマン・セミナーである。大学生活への適応状況を定期的にモ

ニタリングし、適宜フォローするという点でも、1 年次前期セメスターに開講される少
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人数編成の必修科目は最適の機会である。本学では開学以来、「基礎セミナー」を初年次

教育プログラムとして多面的に機能させている。 
「基礎セミナー」は専任教員のほとんど全員が担当する。共通教育センターに所属す

る教員は毎年、それ以外の教員は 2～3 年に 1 回程度の割合でセミナーを担当する。毎

年、担当教員が各学科均等になるよう配慮している。 
同じ医療職とはいえ、臨床検査技師、看護師・保健師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士では、様々な点で職業上の性向が異なり、それぞれの職業を志向する学生の気

質にも違いが感じられる。学科及び専攻の異なる学生が互いに交流を深め、将来のチー

ム医療に有用な資質を育成することにつながるように、セミナーのメンバー編成は、テ

ーマの希望状況を考慮しつつ学科が均等になるよう調整している。また、学生同士が交

流を深め、かつ教員のフォローが行き届くよう、各セミナーは 12 人前後の少人数編成
としている。セミナー編成は学生の希望調査をもとに共通教育センターが行い、例年、

7～8割の学生が第 1～第 3希望のテーマで確定している。第 5希望まで含めると 9割強
となる。 
担当教員の専門分野及び関心を反映して、セミナーのテーマは多彩である【資料

3-2-8】。様々なテーマのいずれかに沿って、学生は①問題のありかを探る、②必要な資
料を収集する、③討論を重ねる、④課題発表する、⑤レポートにまとめる、といった基

本的な学びのスキルを身に付けると共に、互いに交流を深めていく。資料収集のトレー

ニングの一環として、図書館スタッフによる文献検索演習 1コマも組み込んでいる。 
施設見学やフィールド調査など学外での活動も可能なように、時間割編成上、午後の

時間帯を 3限から 5限まで連続で使用できるようにしている。交通費や消耗品費など、
セミナー単位で執行が可能な予算措置も行っている。予算化にあたって基本額は各セミ

ナーにつき 2万円である。活動内容によって執行額には差があるが、セミナー全体では

予算内に収まっている。 
平成 20(2008)年度からはセミナーの最終回を合同発表会として、各セミナーの成果を

互いに披露している。運営は学生が主体となって行う。発表の形式はセミナーごとに任

意としており、口頭発表とポスターセッションが例年ほぼ半々の割合である。合同発表

会終了時に実施している受講者アンケートでは、学科の枠を超えた交流について例年高

い評価が与えられており、チームワーク・トレーニングの素地となっていることがわか

る【資料 3-2-9】。 
 

(ﾛ) 学科別専門科目（専門基礎科目、専門科目）での工夫 

医学検査学科 
＜学内実習＞ 

1年次前期において、「検査機器学」を開講し、主な臨床検査分野で使用される共通機
器の原理、使用方法などの講義に加え、学内実習、臨地実習にあたっての心構え、準備

なども講義内容に含め、今後の修学にスムーズに入ることができるような内容とした。

なかでも、電子天秤、マイクロピペット、光学顕微鏡、遠心分離器など検査室で頻繁に

使用する機器については、少人数に分かれての演習を実施し、基本的な手技を習得でき

るようにした。また、病院検査室を少人数で訪問し、臨床検査で働く臨床検査技師の実
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際の業務や体験談を見聞する機会をつくり、将来へむけてのモチベーションを向上させ

る一助とした。 
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

連続して行うことができる。また、実習科目の開講順にも配慮しており、基礎的な科目

を全て終了して次の科目へ学習が進むので、体系的な知識修得が可能となる（「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）。法改正にともなうカリキュラム変更事項として、

「医療安全管理学」の新設講義のほかに、「生理検査学Ⅱ」及び「生理検査学実習」のな

かで味覚検査、嗅覚検査に関する事項、「微生物検査学講義」及び「微生物検査学実習」

のなかで検体採取の模擬実習などを取り入れた。また、平成 29(2017)年度から、講義の

科目責任者は、振り返り小テスト、グループワーク、 ディスカッションやプレゼンテー

ションなど独自に工夫したアクティブ・ラーニングを導入している。また，平成 29(2017)
年度入学生から適用されている新カリキュラムでは、2 年次前期・後期に空きコマを設
けてグループワークを中心としたアクティブ・ラーニングを行うようにしている。平成

30(2018)年度の前期は、2～3コマ／週がアクティブ・ラーニングとして利用されている。 
 

＜学外実習＞ 
学外実習である「臨地実習」においては、3 年次の学生を対象として 4 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決定する。実習期間は 47 日で、平
成 29(2017)年度の実習先は九州全県の 46 施設であった。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、合格した学生には最終

日に臨地実習認定式で臨地実習適格認定書を授与し、病院での実習生としての意識を高

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、RI（放射性同位体）検査を含む生化学的検査、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。また、新たな試みとして、平成 29(2017)
年度の学外実習からルーブリック評価法を導入している。実習終了後は、施設側実習指

導者との合同の臨地実習連絡会議を開催し、学生の実習状況について意見交換を行う【資

料 3-2-10】。 
 

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は、常時 8～9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。更に、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、学生を二つのグループに分

けて指導している。また、模擬患者を活用し、現在の療養環境に近い学習環境を作るな

どして、教育効果を高めている。2 年次の「看護の統合演習Ⅰ」においては、基礎看護
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実習で受け持った患者の情報を整理統合し、提供されていた援助の根拠を再度捉え直さ

せ、個別的な看護を展開するための基盤となる能力を習得させて、2 年次の各領域看護
論に繋げている。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年次の学外実習に繋げている。 

1 年次の「看護セミナーⅠ」では、身体活動を通してチームワークについて学ばせる

とともに、看護者の姿勢、態度を身につけさせるため、マナー専門講師による講義・演

習を行っている。また、3年次までの学外実習がすべて終了した後、「看護の統合演習Ⅱ」

では、グループワークを通して自己の実習経験を振り返り、学びを統合する機会として

いる。4年次の「看護セミナーⅡ」は「看護セミナーⅠ」 と連携し、下級生と上級生が
ともに学んでいる。 

 
＜学外実習＞ 
学外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

強める体制をとっている。また、長期の学外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「実習認定式」を行い、認定書の授与と学生が考えた「誓詞」を斉唱し

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修できるよう、「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

て自らの看護技術項目に関する学修状況を把握し、実習に活用している。4 年次の実習
終了後には各学生に自己評価させ、卒業時の達成状況として保管させている。 
学生配置は、基礎看護実習では 2～4 人のグループ単位であり、領域別実習では学生

全体を領域ごとの 6 グループに分け、その中を更に 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。3 年次は、2 年次に行われた「基礎看

護実習Ⅱ」や学内演習での学生の状況を踏まえ、学力、健康、グループダイナミクス、

実習施設への移動手段などを配慮して学生配置を行っている。本学は附属の実習施設を

有していないため、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。 
 
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、三つの段階で実習を実施している。 
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・2 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）及び「作業療法学入門実習Ⅰ」（生活機能療法学

専攻）では、1 年次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。更に「臨床見学実習」（理学療法学専攻）では同セメスター内

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）では、医療法、介護保健法、福祉法に関連する病院・老人保健施設・小

児療育医療施設などの 9施設の見学を通してリハビリテーション関連施設の目的と役割、
リハビリテーション関連部門の業務内容を学ばせる。また、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共に、
専門職として必要なコミュニケーション能力と学修態度を涵養する。 
第 2段階として、理学療法、作業療法及び言語聴覚療法における検査測定・評価や理

学療法士、作業療法士及び言語聴覚士への理解と自己の将来像の形成を目的に、2 週間
の「臨床検査測定実習」、3週間の「臨床評価実習」（理学療法学専攻）、5日間の「作業
療法学入門実習Ⅱ」（生活機能療法学専攻）、2週間の「評価実習」（生活機能療法学専攻）
「評価実習」（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共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 2年次後期の「作業療法学入門実習Ⅱ」において、施設等を利用する対象者
とのコミュニケーションや介護・支援実習を通して、対象者の生活について考えさせる。

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年次前期に「言
語聴覚診断学演習Ⅰ」において、各種評価・診断の理論と方法を実際の医療面接場面を

想定して、講義と演習を行い、臨床場面で適切に検査が実施できるようにする。更に、

臨床能力や対象者への基本的マナーの習熟度を評定し、臨床能力の向上を目的とした

OSCE(Objective Structured Clinical Examination：客観的臨床能力試験）を実施する。
そしてその上で、「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。 
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 年次にそれぞれ 7 週間の「臨床総合実習Ⅰ」「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 年次にそれぞれ 8 週間の「臨床実習Ⅰ」「臨床実習
Ⅱ」を配置する。言語聴覚学専攻では、3年次後期に 8週間の「臨床実習」を配置する。
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
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までの一貫した理学療法、作業療法及び言語聴覚療法プロセスを総括的に理解させるた

めの学外実習を実践している。以上の実習を通して各療法の臨床的意義を考えさせ、理

学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の役割と機能を学ばせると共に、今後進むべき方

向や研究テーマについて考えさせる。 
更に、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、3 週間の「地域実習」
（4 年次前期）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共に、密接な連携体制の必要性を確認する場として

いる【資料 3-2-10】。 
 

(ﾊ) 学士教育課程以外での工夫 

大学院保健科学研究科 
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て、変化する医

療現場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、臨床検査領域

では、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
先進医療など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

などを学ばせる臨床現場での実習を配置している。平成 30(2018)年度からは、医療現場
での管理運営力を養うための講義「臨床検査運営学特論」2単位（選択）を追加した。 
リハビリテーション領域では、「維持期リハ実習」を配置して維持期リハビリテーショ

ンを取り上げている。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

建や高次脳機能障害など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、維持期リハビリテーション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は社会人のため、全ての授業を教室で実施す

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困難である。そのため、

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。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、更に、Webポータル
システム(Active Academy)のカスタマイズにより、平成 25(2013)年度の前期からレポー
トオプション、臨床検査領域では平成 26(2014)年度より前期・後期 5科目（合計 8コマ）
の e-ラーニングを開始している。レポートオプションでは Web 上でレポート課題の提



熊本保健科学大学 

75 

示及びレポートの提出ができ、平成 29(2017)年度は学部や助産別科と合わせ 100件の利
用があった【資料 3-2-11】。 
 
助産別科 

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、模擬授業などで学

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。 
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、実習方法などを明示して

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、その内容や方法を周

知している。実習施設は、平均年間分娩数が 1,100～1,200 件の 2 施設と、実習内容に
合致した助産活動を行っている 10施設を確保している。学生は各グループ 2～6人で実
習している。平成 29(2017)年度、10例の分娩介助実習は、実習期間内に学生 21人全員
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 人ずつ配置され、助産ケアの

指導を行っている。また、年 3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。実習施設へは、実習指導者の育成に努めよう働

きかけている。特に実習指導者講習会への参加を促し、年間 1～2 人の実習指導者が参
加している。 
 
(3)3－2の改善・向上方策（将来計画） 

平成 26(2014)年度から開講されている教養科目「情報処理技術」、同じく保健科学基
幹科目「災害時における保健医療」の形成的評価を行う。また、平成 28(2016)年度から
開講されている「チーム医療演習」について、実施体制を整備していく。教養教育は共

通教育センターを中心とする実施体制が整っている。今後も「基礎セミナー」を中心と

して全学的な実施体制を担保していく。また、本学における教養教育と教養科目、初年

次教育の関係を図示し、学士力・社会人基礎力養成における位置づけを明確にする。更

に、本学の特徴を踏まえた教養教育、その実践としての教養科目のあり方について、検

討を行うとともに、教育改革推進会議及びその下部委員会である教育方法改革委員会及

びカリキュラム改革委員会等で、各学科の専門教育に対する教養教育の位置づけに関す

る審議や三つのポリシーの一体性・整合性・実質化の検証を実施し、必要な修正を行っ

ていく。医学検査学科では、平成 29(2017)年度入学生から新カリキュラムが適用されて

いるが、講義・実習の開講時期や時間数などを検証し随時見直していく。また、アクテ

ィブ・ラーニングについても、その効果や課題などを教員間で共有しながら改善を図る。

看護学科では、保健師選択制のカリキュラム導入に際して、科目配置の都合上、3 年次
に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、ほとんど影響は生じないが、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おり、正課授業以外の面で教養教育の実質を担保す

る必要がある。 
10 年後の医療専門職の在り方を見据えたカリキュラムの改定の検討や教育方法にア

クティブ・ラーニングの手法やルーブリック評価を今後も積極的に導入していく。 



熊本保健科学大学 

76 

大学院保健科学研究科では、平成 25(2013)年に導入した e-ラーニングシステムの有効

な活用を図る。平成 30(2018)年度には、学部の三つの方針の修正を受けて、大学院も 3
ポリシーの改定を行ったが、今後も学部と同様に三つの方針の一体性、整合性、実質化

の検証を実施し、必要な修正を行っていく。 
助産別科では成人学習（自己主導型学習）を充実させる教育方法を検討する。 
 
 
 

3－3 学修成果の点検・評価 

3-3-① 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の

フィードバック 

(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 三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用 

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 1-1-7】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:specific behavioral 
objective)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個別到達目標を平成 17(2005)年度から導
入している。また、学修成果を可視化するために、平成 29(2017)年度から、各学科の学
外実習にルーブリック評価を導入し、更に平成 30(2018)年度から学修ポートフォリオの
導入に関する検討を開始している。 
 

(ｲ) 学修・資格取得・就職状況等の調査 

学生の意識調査は、IR推進委員会において、新入生に対し、高校での学びや活動、今
後の大学生としての学修に対する意欲などを調べる「大学生基礎力調査」を実施し、結

果をスモールグループの担任を通じて指導に生かす努力を行っている。また、IR推進委
員会では、平成 28(2016)年度より 2、3 年次生のうち学友会やボランティア活動などを

活発に行っている学生に対してインタビューを行い、活動の意義や困っている点などを

聴取するとともに、平成 29(2017)年度にパイロット実施から始めた「学修行動調査」を

平成 30(2018)年度にはすべての 2～4 年次生に対して実施し、選択式回答の統計的分析

や自由記述の吸い上げなどによる、教育環境の改善に向けての検討を行っている。FD
推進委員会によって毎年実施されている授業改善アンケートの分析や、学外の組織によ
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る本学学生へのアンケート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重要視しており、

就職委員会、就職支援課、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、関係部署に対応を求めている。 
平成 21(2009)年度には、医学検査学科と看護学科の 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などを具体的に把握し、その分析結果を教員も含

めて学内で共有している。教職員は就職や実習指導の御礼として毎年、施設を訪問して

おり、その際の情報も出張報告書などにより共有している。本学の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、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。 
その他の取り組みとして、卒業生を対象に定期的なアンケート調査を実施している。

具体的には、卒業後 1年を対象とした「久しぶり、元気かい（会）」、卒業後 5年を対象
とした「久しぶり、逢おうかい（会）」の開催案内時にアンケートを同封し、回答を求め

ている。なお、久しぶり、逢おうかい（会）は、今年度が初めての試みで、医学検査学

科が先行して実施している。アンケート内容は、現状の在職状況を含め、本学のディプ

ロマポリシーに即した質問を設けており、実際に働いて役立っているかを把握できるよ

う取り組んでいる。 
 

(ﾛ) 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、質の高い授業が展開されているか

検証しつつ、課題を抽出し、改善案を次年度の授業に反映させることを目指している。 
授業改善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 推進委員会が毎年見直しを行ってお
り、平成 24(2012)年度には「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。また平成 27(2015)年度には設問を「学生自身に関するもの」と「授業に

関するもの」に分けて区別するとともに、「シラバスを読んだか」という設問の選択肢を

3択から 2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、ほかの質問項目である「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 3-3-1】。 
このほか、1 年次前期開講の少人数セミナーである「基礎セミナー」（30 班程度）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授業改

善アンケートを実施する体制を構築してきた。しかし学生数の増加などに伴い、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」へと条件を変更した。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。 
また、授業改善アンケートの結果については、回答用紙の原本を担当教員に返却せず、
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自由記入欄のコメントも含め集計結果を全て学内 LAN のファイルサーバに設けられた

教員個人フォルダを経由して電子データで渡している。これにより、担当事務職員から

の受け渡しが効率的に行われている。 
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、柔軟な運用を可能にしている。しかし、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ため、平成

29(2017)年度からの授業改善アンケートは質問項目・選択肢の見直しを行い、Webポー
タルシステム(Active Academy)を利用したWeb入力を開始した。Web化により、用紙
作成・印刷、回収、データ入力といった手間が省け、集計・分析の大幅短縮が可能とな

った。 
平成 28(2016)年度の授業改善アンケートの実施については、図 3-3-1に示す流れに沿

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

則最終回に授業改善アンケートを実施した。 
 

図 3-3-1 授業改善アンケートによる教員の自己点検・評価 

 

(ﾊ)ルーブリック評価の導入 

平成 29(2017)年度から、医学検査学科及び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、言語聴覚学専攻）では、学外実習にルーブリック評価を導入した。
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学外実習受入先の実習責任者には、事前にルーブリック評価の趣旨や評価方法について

説明を行い、了解を得てから行った。看護学科及びリハビリテーション学科の成績評価

はルーブリック評価のみであり、点数（100 点満点）による評価は実習施設のルーブリ

ック評価に基づいて学内教員が行った。医学検査学科の成績評価は、ルーブリック評価

と点数評価の両方で行っている。今後は、ルーブリック評価のみにするかどうかは実習

受入先の意見を聞きながら決定する。 
 また、各学科・専攻では、平成 30(2018)年度から卒業研究（課題研究）、レポート提
出、学内実習における実技試験等にルーブリック評価法の導入を開始した。評価法とし

ては、レポート、振り返りの小テスト、クリッカーを用いた授業等である。学生には、

前期ガイダンス時に、また授業科目ごとに評価法（到達目標やレベル）について説明し

た。 
 

3-3-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・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は、FD 推進委員会が

随時見直しを行っている。平成 24(2012)年度からは、集計結果については、専任教員の

実施科目について、自由記入を除く全ての項目を授業科目名で教職員及び学生に公開す

ることとした。公開は PDFファイルを学内用 Web掲示板にアップロードすることによ

り行う。なお、教職員と学生に公開されるものには、科目別の集計結果のほかに、授業

形態（講義、演習、学内実習）別の総合集計結果及び学科・専攻別の経年変化グラフ（講

義、演習）、授業改善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。 
授業改善アンケート結果の公開は、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、FD 推進委員会の事務を担当する学務課職員が科目別集計結果と転記した自

由記入のコメント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。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 Web
掲示板に公開する。公開期間は 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」を授業改善アンケート結果への対応と

位置づけて公開することにより、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。 
リハビリテーション学科の学外実習のルーブリック評価は、実習期間中に実習受入先

の実習責任者によって学生にフィードバックされ、学生は残りの実習期間で改善を目指

すようにしている。 
 

(3)3－3の改善・向上方策（将来計画） 

授業改善アンケート及び授業改善計画などのデータについても IR(Institutional 
Research)の一つとして位置づけ、IR推進委員会、IR室との好適な連動を図り、教育目
的の達成状況の評価に資する。 
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平成 29(2017)年度からの授業改善アンケートは従来の紙媒体から Web ポータルシス
テム(Active Academy)を利用した Web 入力に変更したが、一部の科目では回収率 70%
以下であった。これは、学生が授業終了後の空き時間にスマートフォンから入力してい

ること、授業に問題がない場合には学生の入力に対する意識が低いこと、などが原因と

考えられる。今後は、最後の授業時間の一部を使用して入力を行うように、各教員への

周知徹底を図る。 
また、各学科・専攻では、平成 30(2018)年度から卒業研究（課題研究）、レポート提

出、学内実習における実技試験等にルーブリック評価を導入しているが、シラバス上の

記載が間に合わなかった。このため、平成 30(2018)年度内に改善しながら平成 31(2019)
年度からシラバスにも評価法を記載し完全実施を目指す。また、科目の成績評価におい

て、ルーブリック評価によるパフォーマンス評価と筆記試験等による点数評価をどのよ

うに総合するかの検討を開始する。 
また、教育改革推進会議の下に、学修ポートフォリオ・ワーキンググループを組織し、

学修ポートフォリオ実施に向けた検討を開始する。平成 30(2018)年度後期に一部学科・
学年で試行し、平成 31(2019)年度からの全学的に実施する。 
 

 

 

［基準 3の自己評価］ 

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。また、本学の学士課程において専門教育と共に必要である人

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。

更に、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成果の一つ

である。アクティブ・ラーニングについては、今後もワークショップを開催し、効果や

課題等を共有しながら質的向上を目指していく。学外実習や卒業研究におけるルーブリ

ック評価の課題は、各授業科目の到達目標に沿って、できるだけ客観的に評価できるよ

うに評価基準を設定したにもかかわらず、評価者間の差が大きいことである。今後は、

評価者間の評価基準の標準化が必要と思われる。 
ディプロマポリシーやカリキュラムポリシーを踏まえた学修成果の検証法としては、

学修行動調査、学修到達度調査、ルーブリック評価、学修ポートフォリオなどが例とし

て挙げられる。学修行動調査は IR 推進委員会、学修到達度調査はそれぞれの授業で実

施されているが、ルーブリック評価の全学的な導入や学修ポートフォリオの実施と成果

については今後の課題として残されている。ルーブリックによる成績評価で留意すべき

点は、①シラバス上の到達目標ごとの成績評価がどのように行われるかが学生に見える

ようにすること、②成績評価が公平で客観的かつ厳格に行われること、③学習成果のフ

ィードバックが行われることの 3点が挙げられる。本学では、個々の履修科目の評価法
は、上述したように授業内容・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で評価されているが、到達目標ごとの評価は明確にさ

れていない。今後は、履修科目ごとの到達目標の評価手段及び評価比率をシラバス上に
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明示する必要があると思われる。 
大学院保健科学研究科では、実質的に学生のほとんどが社会人学生であったが、平成

29(2017)年度は医学検査学科から 1人、リハビリテーション学科から 2人、合計 3人の
学部卒業生からの大学院進学者が出て、現在、大学院生として在籍している。これを契

機に、学部からの大学院進学を更に促し、大学院の活性化を目指すことが肝要である。 
また、講義については、社会人が受講しやすいように e-ラーニングを増やす必要があ

る。平成 30(2018)年度入学者は、定員 10 人に対して 7 人の入学者であり、学部からの
進学だけでなく、社会人の入学者の確保も難しくなってきている。これまでは、県内在

住者だけであったが、今後は県外からの入学者の確保が必要であり、そのためには e-ラ
ーニングの普及が必須である。 
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基準 4 教員・職員  

4－1 教学マネジメントの機能性 

4-1-① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの

確立・発揮 

4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

(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 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの

確立・発揮 

(ｲ) 意思決定組織の構成 
熊本保健科学大学（以下「本学」という。）は本学学則（以下「学則」という。）に基

づき、教育に関わる学内意思決定機関を整備している。組織上の位置づけを明確にし、

適切に機能させるため、本学の運営体制の特徴である以下の分担により、現状の把握と

課題の発見、改善のための提案などを審議・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。 

学長が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

4-1-1】に則り、本学の組織、運営の基本方針、学則、そのほか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。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に示す【資料 4-1-2】。 
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 4-1-3】に則って運営され、機能している。 
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 4-1-4】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。 
それぞれの会議体のもとでは各種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、本学の全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及び本学大学院学則の改廃権は

学校法人銀杏学園（以下「本学園」という。）の理事会にあり、本学園寄附行為に則って

本学が運営されていることを制度上からも支えている。 
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(ﾛ) 学長の適切なリーダーシップ 
学長は「熊本保健科学大学学長選考規程」【資料 4-1-5】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、副学長、学術研究部長、学部長及び図書館長の指名権を有している。また、

本学には学部、大学院とは別組織として助産別科、キャリア教育研修センター、地域包

括連携医療教育研究センター及び学生相談・修学サポートセンターを設置しているが、

学長はこれらの組織の長の指名権も有している。 
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。また、大学において計画・立案され、審議された事項を理事会に

提出する立場と、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を形成する役割を果たしている。 
学生の入学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める（学校教育法 93条）。学長
はまた、法に基づく手続きを踏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、本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ており、大学としての意思決定において学長がリーダーシ

ップを取ることができる体制となっている。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及びキャリア教育センターの長も属

すことから、実質的に、理事会以外の全ての意思決定は、学長のもとにおいてなされて

いる。 
学長が議長（委員長）である委員会は表 4-1-1 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 4-1-1 学長が議長である委員会【資料 4-1-6】 

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条第 2 項  
自己点検・評価委員会 自己点検・評価委員会規程第 3条第 2 項  
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条第 2項 副学長 
危機管理委員会 危機管理委員会規程第 2条第 2 項  
教育改革推進会議 教育改革推進会議規程第 3条  

 
委員会組織以外に、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（学長・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 4-1-2のとおりである。 
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表 4-1-2 学長が議長（委員長）を指名する委員会【資料 4-1-7】 
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 
情報保護委員会 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 
ホームページ委員会 ホームページ委員会規程第 2条 
ライフサイエンス倫理審査委員会 ライフサイエンス倫理規程程第 10条 
動物実験委員会 動物実験規則第 7条 
IR推進委員会 IR推進委員会規程第 3条 
入学試験改革委員会 入学試験改革委員会規程第 2条 
アカデミックスキルラボ アカデミックスキルラボ規程第 2条 
大学施設委員会 大学施設委員会規程第 3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などが活動している。また、学長を補佐する副学長を置

くと共に、学長宛の諸調査や外部諸機関との交流、学長発案の企画などの下調査・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している。IR(Institutional Research)に関する諸データなどは、従

来、学内の複数の部署の管理のもとにあり、主として企画課及び担当副学長などを通じ

て横断的な分析が試みられてきたが、平成 25(2013)年 10月に IR 体制準備委員会が組織

され、IRに関する規程や体制を審議・決定すると共に、学内にある IR関連データの洗

い出し作業を行った。更に、平成 26(2014)年 4月には準備委員会が発展解消されて組織
された IR 推進室が立ち上がり、その後 IR 推進委員会となり、学長の指示のもとで IR
関連業務（主に教学 IR）を統合する仕組みを構築している【資料 4-1-8】。また、平成
29(2017)年 4月には、事務組織の再編に伴い、法人事務局の経営企画部経営戦略課に IR
室を新設し、専任の職員（室長補佐）を配置するとともに、経営 IRの分析に着手した。 
 
4-1-② 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築 

(ｲ) 権限と責任の分担 
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

はそれぞれ学部長、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
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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、事務局長及び学長指名として経営企画

部長が委員として出席している。 
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。一方、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たの

ち、教授会に伝達される。大学運営協議会のメンバーは、全員教授会に出席しており、

その議事内容及び議事録を共有している。学術研究会議の報告は教授会においてもなさ

れ、必要に応じて学術研究部長から直接全学に公開される。 
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公開し、運営計画の透明性や適切性の担保、実施の円滑化を図

っている。いずれの会議体も、部外秘となるデータを除いては、学内用Web掲示板を通

じて公開している。 
 
(ﾛ) 各種委員会 
大学運営協議会、教授会及び学術研究会議には、下部組織として各種委員会が設けら

れている【資料 4-1-9】【資料 4-1-10】。それぞれの委員会は本学の当該委員会規程に則

って、付託される事項あるいは当該委員会の議題を協議、審議し、その議事を上位組織

に報告する。上位組織は委員会からの報告を受け、承認その他の意思決定を行う。各種

委員会の議事録は、教授会などを通じて学内に公開される。また、委員会の年次事業計

画と事業報告は、教授会、大学運営協議会を経て理事会に報告される。 
更に、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人以上加えている。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、事務部門の見解を反映

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、各種委員会などが担当する業務ごとに学修者

の要求に対応できるよう適切に機能している。更に、事業計画書や議事録の公開により、

学内の了解の下で機能できる仕組みとなっている。 
 

4-1-③ 職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性 

本学園の事務組織は、法人組織と大学組織とで構成されており、事務の遂行に必要な

職員を確保し、適切に配置している【資料 4-1-11】。 
それぞれの本学園事務分掌規程、本学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月に大学組織に新たに人事課、環境施設管理課、実習支援センター（平成
29(2017)年度より実習支援課）を設置し、業務の分業、効率化を図った。その後、本学
の経営企画力、情報システム体制、学科事務職員などのサテライト職員の管理・監督体

制などの脆弱性が課題として挙がり、これらの解決に向け、平成 28(2016)年度に事務局
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内の検討部会を立ち上げた。平成 29(2017)年度からの実質的運用に向けた規程化、学内

での説明、役員会での承認などの準備を進めた。その結果、平成 29(2017)年 4 月より、
法人事務局に経営企画部の新設、大学事務局を学務部・総務部の二部体制とすることな

ど、新たな体制で今後の課題解決に取り組むこととなった。 
また、本学園組織運営規程上に、入試及び学生募集にかかる企画立案並びに入学者選

抜における多面的・総合的な評価に関する職務に従事する入試専門員であるアドミッシ

ョンオフィサーを位置づけ、平成 30(2018)年度は 1人のアドミッションオフィサーを発

令している。 
本学では、各課長が実質的な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。 
各課員に対しては、毎朝開催する朝礼などで情報の共有化を図っている。 
職員の配置においては全体的なバランスを考慮した定期的なローテーションの実施を

企図し部分的には実施されているものの、充分な遂行には至っていない。また、本学の

運営、管理、事務の状況を考慮し、増員が必要な場合には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検討した上で人事課が採用計画案を作成し、「学校法人銀杏

学園事務職員の採用について（内規）」【資料 4-1-12】に基づき随時選考採用している。
昨今の私立大学を取り巻く状況下での事務業務の拡大と複雑化を鑑み、平成 28(2016)
年度は公募による採用活動を実施し、中途キャリア採用 2人、新卒対象採用（本学嘱託

職員からの登用を含む）2人を決定した。平成 29(2017)年度は、更に中途キャリア採用
1人、新卒対象採用 1人を決定した。また、平成 28(2016)年度末を目途に設立母体から

の出向制度を解消すべく、出向職員の意向を尊重した、個々の本学への転籍・設立母体

への帰還を決定し、平成 29(2017)年度からの実質化に向けた対処を施した。 
職員の採用・昇任については「学校法人銀杏学園就業規則」【資料 4-2-7】及び「学校

法人銀杏学園職員人事評定制度規程」【資料 4-1-13】に基づき、適切に運営されている。 
 
(3)4－1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。今後、法人事務局経営企画部内に新設された IR室との連携の下、IR推進
委員会の運営の充実を図り、確実な業務遂行に基づく適切な情報の提供により、学長の

リーダーシップを更に発揮しやすい仕組みを構築していく。 
 
 
 
4－2 教員の配置・職能開発等 

4-2-① 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開

発と効果的な実施 

(1)4－2の自己判定 

基準項目 4－2を満たしている。 
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(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 教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置 

(ｲ) 教員数の充足 

学部・学科など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、「大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数」である加算定員を含めて 47人
であるが、本学の助教以上の教員数は 103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学外実習科目、実技・実験を伴う

科目の多いことに由来する。 
本学の教育課程は、医療専門職者の育成について定めた学校養成所指定規則（文部科

学省令、厚生労働省令）と密接な関係を持ち、大学設置基準と共に同規則にも沿うもの

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（現：医学検査学科、以降「医学検査学科」と記す）、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）の申請に際して、医学検査学科との間で必要教員数の

調整がなされた。大学設置基準上の医学検査学科の必要教員数自体は減でよいとなった

が、医学検査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ほかに、看護学科では学外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【資料 4-2-1】。  
大学院（保健科学研究科）については、全て保健科学部教員の兼担である。研究指導

教員数及び研究指導補助教員数は、大学院設置基準で定める数を満たしている【資料

4-2-1】。 
助産別科については、指定規則による教員の定員（3人）を確保している【資料 4-2-1】。 
  

(ﾛ) 教員の資格等 

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、教員

人事委員会や教授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、適切に配置している【資

料 4-2-2】。 
 

(ﾊ) 教員構成（専任・兼任、年齢）のバランス 

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、エビデンス集（データ編）表 4-1 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
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ても、専任教員を、人文・社会・自然・外国語・情報の領域別にバランスよく配置して、

兼任教員との情報共有などにも配慮している。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。 
全学の職位別年齢構成は、本学は「平成 25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、やや低い傾向にあり、平成 30(2018)年 5月 1日現
在では学部・研究科等併せて 65 歳以上の教員が 102 人中 10 人であり、9.8%となって
いる。（文部科学省統計では私立大学の 65 歳以上 11.0%）。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、自己点検・評価を踏まえ、教員の配置及び非常勤講師などの活用も

含め、年次ごとに見直している。  
男女比率については、看護学科における女性教員の比率が特に高いという特性から、

学部全体としては女性 50.0%と、極めてバランスの良い結果となっている（文部科学省

統計による学部女性教員 22.1%）。 
看護学科においては、年に 2回、看護学科人事選考委員会を開催し、適正な教員配置

について検討している。 
 

(ﾆ) 教育担当時間の配分 

 教育担当時間の配分については、教員によって著しく偏りが出ないよう、各学科・専

攻において調整している。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、教員評価のデータに基づいて合

理的な配分基準を検討している。 
 

(ﾎ) 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

あることを規定している。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 4-2-3】及び「熊本保健科学大学教員選考及び昇任に関する規程」（以

下「教員選考・昇任規程」という。）【資料 4-2-4】によって示している。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、「資格・能力」、「教育歴・研

究歴」、「研究業績」について審査・選考するとしてきた。大学設置基準の法改正に対応

して上述の規程と昇任基準を見直し、調整を経て、平成 20(2008)年から大学における教
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

される担当領域及び分野については、「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教員選考・昇任規程第 8条及び第 9条に従って、概ね以下の

次第で実施する。 
学科長などは、当該所属内で退職など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、文書によって教員人事委
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員長（学長）に申し出る。採用においては、委員長が委員会を招集した後の選考手続に

おいて、平成 27(2015)年度より選考委員を決定した後、選考委員によって提出された公

募内容を審議するように変更した。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、学内に開かれた教育（模擬講義を含む）及び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。ただし、助教公募では面接のみを課して

いる。選考委員会から教員人事委員会へ結果を上申し、更に審議によって決定する。こ

の結果は理事長に報告され、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。後者においては、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、昇任に相当する該当者

があれば、学科長などが人事委員会に書面によって申し出る。教員人事委員会は、上述

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」（以下「教員評定制度規程」

という。）【資料 4-2-5】によって、教育、研究、学内運営、社会貢献の可視化をすすめ、

昇級（昇任）及び昇給についても規定した。評定の結果が所定の条件を満たすことは、

昇任審査でも優先度の位置づけが高い。 
そのほか、本学には以下のような教員を置くことができる。前二者の選考については

教員人事委員会の議に基づき学長が選任する。名誉教授については、教授会の上申を受

けて大学運営協議会が決定し、理事長が授与を行う。 
・ 特任教員 （「熊本保健科学大学特任教員に関する規程」【資料 4-2-6】） 
・ 客員教授 （「熊本保健科学大学客員教授規程」【資料 4-2-6】） 
・ 名誉教授 （「熊本保健科学大学名誉教授授与規程」【資料 4-2-6】） 
 

4-2-② FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開 

4-2-② (i) 教員の資質・能力向上への取り組み 1（教員評価体制） 

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、

また所属学科などの一員として、ふさわしい貢献ができる人材を育成し、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目指して試行を重ねてきたが、平成 22(2010)年9月には、
学長のもとに新プロジェクトを立ち上げ、評価体制の再構築を図り、プロジェクトの試

案作成を開始した。 
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。更に、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（教員評定制度規程の新設、「学校法人銀杏学園就業

規則」【資料 4-2-7】、「学校法人銀杏学園給与規程」【資料 4-2-8】、「学校法人銀杏学園再
雇用に関する規則」【資料 4-2-9】の一部改定。いずれも理事会の改廃と位置づけられて
いる）。これらは平成 24(2012)年 5月の理事会において承認され、同年 6月 1日より施
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行されている。 
平成 24(2012)年度分の評定からは、年度内実施を目指して簡略化を図り、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改善を行っている。 
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・能力の向上を目指す制度上の工夫が各大学に求められ

ている。本学では、大学の進むべき方向について教員全体のベクトルを合わせるために、

以下の視点から評定制度を構築している。 
 

(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、以下の 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、文部科学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） 
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「勤務態度」と「勤務実績」について行う。「勤務態度」は「教育」と「学内業

務」に関する四つの着眼点についてそれぞれ 5段階で評定される（教員評定制度規程第
6 条）。「勤務実績」は、上述の 4 カテゴリに区分されており、本学独自のポイント制の

もとで、それぞれ 5 段階で評定される（教員評定制度規程第 7 条）。また、教育力の自
己評定にあたっては、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、当該年度 1年間について提出する「自己評定表」を用いて毎年 3月に評定

される。「自己評定表」は、4 カテゴリのポイント算定資料シートとリンクしており、評

定の参考となるデータを数値として可視化する仕組みとしている。 
第一次評定者は所属長であるが、大学教員の業務内容は全学規模の会議などを含め多

岐にわたり、所属長が全てを把握できる状況にはない。そこで、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

して評定する。ポイントは単に多ければよいということではなく、全学的視点から業務

分担にフィードバックされるべきものと位置づけている。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。 
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(ﾊ) 評定結果の活用 

個々の教員は自己評定によって、本学の「使命・目的の実現に、職位に応じて、また

所属学科などの一員として、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。自己評定を基に、所属長による 1次評定（学科長の評定は学部長）、学
部長による 2次評定（学科長の評定は学長）、学長による 3次評定（学科長の評定は理
事長）が行われる。最終的には、人事評定部会による調整を経て法人側へ結果が報告さ

れ、評定が確定される。学校法人銀杏学園は、人事評定結果（決点）によって定期昇給

の判定を行い、給与に反映させる。教員人事委員会は昇級審査基準を参考に検討し、教

員選考・昇任規程により、昇任に関わる昇級審査を行う。こうして、個々の評定結果を

大学の目的実現のためのモチベーションへと繋いでいる。 
 

4-2-② (ⅱ) 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 4-2-10】。FD推進委員長は、学部長が位置づけられており、1学部構成の大学である
利点を活かして全学的な FD 体制としている。委員は、各学科及び共通教育センターか

ら 1人ずつ、事務部門から学務課長、更に研究科からも委員として加わることにより、
大学院も含めた全学的な取組みを可能としている。 

 

(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。授業改善アンケートには、学修に関する全般

的な事柄についての「授業改善アンケート【全般型】」と、個々の授業科目についての「授

業改善アンケート【科目別】」がある。 
「授業改善アンケート【全般型】」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「授業改善アンケート【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Web掲示板で学内教職員及び

学生に公開している。なお、「授業改善アンケート【科目別】」と同様に、平成 29(2017)
年度から「授業改善アンケート【全般型】」の質問項目・選択肢の見直しを行い、Web
ポータルシステム(Active Academy)を利用した Web入力を行っている。 
平成 17(2005)年度後期からは、「授業改善アンケート【科目別】」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。授業改善計画は FD 推進委員会が取りま
とめ、学内用Web掲示板で教職員と学生に一定期間公開している。 

 
(ﾛ) FD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
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19(2007)年度からは年 2回開催（最低 1回は参加）とした。平成 23(2011)年度からは「FD
セミナー」とし、年 2回の開催と報告書作成を継続している。 
平成 29 (2017) 年度の第 1回 FDセミナーは 8月、第 2回は 3月に実施した。第 1回

目は、関西国際大学の濱名篤学長を講師に迎え、「三つのポリシー(DP・CP・AP)を踏ま
えた教育の質保証の在り方」というテーマでセミナーを開催した。これには 58 人の教
職員が参加した。平成 30(2018)年 3月には、九州工業大学学習教育センター准教授の宮

浦崇氏を講師に招き、「大学のアクティブ・ラーニングが目指すもの」というテーマでセ

ミナーを開催し、104人の教職員が参加した。教員の出席率は、第 1 回が 42.3％、第 2 
回が 81.1％であり、どちらか 1回以上参加した教職員は 92.6%であった（FD委員会事
業報告・議事録）。 
また、平成 29 (2017)年 6月、10月、平成 30 (2018)年 3月には、アクティブ・ラー

ニングの導入を推進するために、アクティブ・ラーニングのワークショップを教育方法

改革委員会と FD委員会との合同開催で 3回行った（教育方法改革委員会事業報告・議

事録）。いずれのセミナーも、各学科及び共通教育センターから、講義の中で行っている

アクティブ・ラーニングの実践例を 1 題ずつ選び報告する形式をとった。これには、3
回とも 30人程度の教職員が参加した。 

 

(ﾊ) 教員による授業相互見学 

授業のピアレビューの導入に先立ち、授業の相互見学を実施した。実施にあたっては、

まず、副学長以下、学部長、学科長など管理職にあるものが授業を実施し、各教員が自

由に参観するという方式で行なった。各授業の見学者は、事務職員の見学も含めて各授

業当り 10数人から 20人程度であった。 
平成 29 (2017)年度は、アクティブ・ラーニングのワークショップを FD委員会と教

育方法改革員会で合同開催し、その中で報告されたアクティブ・ラーニング実施の講義

について授業公開を行った。また、リハビリテーション学科では学科内の教員における

アクティブ・ラーニング手法の充実をはかるため、文書においてアクティブ・ラーニン

グの目的、実践内容、効果をまとめる形でアクティブ・ラーニングバンクを新設した。

7割以上の教員から 36件の報告がなされた。 
このアクティブ・ラーニングは平成 29 (2017)年度中において全教員を対象とした実

践報告として拡大された。最終的に 300件を超える報告がなされ、『アクティブ・ラー

ニング事例集』という形でまとめられた【資料 4-2-11】。 
 

(ﾆ) 学外での研修 

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。FD推進委員をはじめ、関連する各委員会などでは、こ
うした学会などの企画を周知すると共に予算措置を行い、教員及び職員の参加を支援し

ている。医学検査学科では、平成 25(2013)年度から、臨床経験が少ない教員を対象に臨
床現場での研修制度を設けている。 
看護学科では、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などが開

催する研修会への参加も行っている。また、学外実習を依頼している施設と大学の間で
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は、「臨地実習合同会議」（年 1 回）、「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

を更に充実させる取組みを行っている。 
リハビリテーション学科では、日進月歩の臨床現場の状況を教育や研究に反映できる

ように、利益相反の生じない範囲内で臨床現場での技術指導を教員に推奨している。平

成 29(2017)年度において、生活機能療法学専攻では厚生労働省と（公財）医療研修推進

財団の共催で開催される「理学療法士･作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会」

にそれまで教員経験の乏しい新任教員を出張させ、教員としての資質向上に努めている。 
 

(ﾎ) 他大学との連携 

平成 27(2015)年度には九州地域大学教育改善 FD・SDネットワーク(Q-Links)賛同校
となった。また、近隣の崇城大学とも大学間連携協定書を交わし、平成 28(2016)年 3月
には双方で企画された FD研修会への相互参加を実現すると共に、連携 FD委員会を開
催した。平成 29(2017)年度の第 1回 FDセミナーでは、崇城大学・大学コンソーシアム

熊本・Q-Links加盟校にも案内を出し、18人の参加があった。また、平成 30(2018)年 2
月には、崇城大学で開催された第 2回 FD講演会に 16人の教職員が参加した。 
 

(ﾍ) その他 

教員が高等学校での履修形態の多様化及び教育内容の変化を把握して教育に反映でき

るように、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、図書館に配

架することにより、教員だけでなく学生も閲覧できるようにしている。2 年程度ごとに
教科書採択状況を確認して更新している。また、平成 25(2013)年度には小学校と中学校
の教科書を購入し、共通教育センターに配架した。発達心理学や小児看護学などの資料

としても有用であり、初年次教育の参考としている。1 年次前期の必修科目「基礎セミ

ナー」は毎年 30 人程度の教員が担当しており、その 4 分の 1 は共通教育センター、4
分の 3 は各学科に所属する教員である。「基礎セミナー」は学生のみならず学科所属の

教員にとっても、他学科の学生を知る貴重な機会である。これは教授法の開発にもつな

がる。ほぼ全ての専任教員は「基礎セミナー」を担当することが義務付けられており、

学科所属の教員は業務を調整しながら 2年ないし 3年に 1回程度の割合で担当する。こ

のように、開学以来一貫して、学科混成の初年次教育への全員参加体制を継続している。 
 
(3)4－2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。「教員選考・昇任規

程」は、選考手続きについて、実際の運用に合せて規程を見直す。看護学科は現在、専

任教員が欠員となっている領域があり、特に臨地実習において教員の不足が学生の学修

に影響を及ぼしているので、各領域間で実習助手も含め横断的に協力・人材確保が必要

である。医系教員に関しては、平成 30(2018)年度から新たに医学・基礎医学関連教育調

整会議を発足させたので、この中で教員の確保に取り組んで行く。 
教員の資質・能力の向上と授業改善について、従来のように外部講師による FD セミ

ナーを開催するとともに、授業の相互参観について今後拡充していく。 



熊本保健科学大学 

94 

教員の評価体制については、平成 24(2012)年 6月 1日から施行となった教員評定制度
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入れて評

価すると同時に評価体制の更なる改善を図る。また、運用が凡そ定着したことを受けて、

より簡略化を企図した改正評価制度を平成 30(2018)年度から運用していく。 
 
 
 
4－3 職員の研修 

4-3-① SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向

上への取組み 

(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 SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向

上への取組み 

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・機関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、本学にて主任・係長クラス研修を実施した。平成 25(2013)
年から平成 28(2016)年までは、他大学と合同で主任・管理職研修を実施した。階層別の

研修のほか、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
月から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

同研修を実施している。平成 29(2017)年度も 2回の階層別研修（新人研修、中堅職員研
修）及び 2回の機能別研修（交流会：教務担当者、人事・労務担当者）を実施した。こ

のことによって事務職員のレベルアップを図り、これを SD(Staff Development）の一
環としている【資料 4-3-1】。 
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ができつつある。 
更に、平成 28(2016)年度は SDのさらなる深化を求め、事務局長名で「熊本保健科学

大学における SDの実施方針」【資料 4-3-2】を定め、その方針に基づき全職員（一部教
員を含む）を対象とした SD 研修会を実施した。具体的には、事務管理職を講師とする
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学内での SD研修会を 8月と翌年の 3月に 2回実施し、有期雇用職員、派遣職員を含む

ほとんどの事務職員が参加し、大学事務職員として知っておくべき必須の知識の整理や

グループワークを通した部門横断的な協議が行われ、有意義なものとなった。 
平成 29(2017)年度は、8月に「教育改革の動きと教職協働の一端を担う事務職員の役

割について」というテーマで外部講師を招いた SD研修会を実施し、教員 6人を含む 39
人の教職員が参加した。 
また、平成 29(2017)年度には、5年ぶりに正規職員として新入職員が入職したことを

機に、新入職員の研修・育成についての基本方針を示し、継続的な研修を実施した。基

本方針は、「OJTを基本とし、これに一定の効果的な OffJTを組み合わせることにより、
大学事務職員として職務上必要とされる知識や技能を高め、意識と意欲を喚起する」こ

とである。具体的には、半年間の試用期間については、特定の課に所属させず、人事課

を所管する総務部長付として複数の課の業務をローテーションで体験させるとともに、

日々の研修日誌を記させて、自身で設定させた数値化された複数の目標を半年間で達成

することを義務づけた。更に、月 2回のペースで事務管理職による職場内研修を合計 12
回実施した【資料 4-3-3】。この研修には新入職員の他、新たに嘱託・臨時職員として採

用された職員にも参加を促し、また希望する職員も参加を可能にするなどして、新入職

員研修を基盤とした研修を充実させている。 
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。評価の手順としては、所属長による 1次評定（課長の
評定は所属部長）、所属部長による 2次評定（課長の評定は事務局長）、事務局長による
3 次評定（課長の評定は学長・理事長）が行われる。その後、事務部門管理職会議によ

る部内調整を経て法人側へ結果が報告され、評定が確定される。人事評定の確定後、評

定表、人材育成計画シートをもと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っている。 
なお、従前より実施されている正規事務職員に加えて、臨時・嘱託職員などの有期雇

用職員、派遣職員を対象とする人事評価の試行を平成 28(2016)年度に実施し、平成
29(2017)年度から運用を開始した。この評定制度により、有期雇用等職員の公正な処遇、

雇用継続の判断の根拠につなげることとしている。 
 
(3)4－3の改善・向上方策（将来計画） 

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が、大学全入時代の到来、

社会情勢の変容など、私学を取り巻く環境が一層厳しくなる中、時代のニーズに対応し

て大学運営を行う上で高度な知識と対応力を持った人材育成は不可欠である。大学事務

職員の質的向上を図るためには、SD活動を継続的に運用することが重要であり、教育・

自己啓発のシステム化を図り今後も内容をより充実させたものにしていく。 
 更に、本学事務職員の過半数を占める臨時・嘱託職員などの有期雇用職員、派遣職員

の戦力化を見据えた職務形態の整備と規程の円滑な運用、また正規事務職員を柱に据え

た組織内での適正配置を促進する。 
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4－4 研究支援   

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

(1)4-4の自己判定 

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

4-4-① 研究環境の整備と適切な運営・管理 

本学は、学長の指名による学術研究部長が「熊本保健科学大学学術研究会議運営規程」

に則り、学術研究会議を主宰している【資料 4-4-1】。学術研究会議は、研究に関わる各

種規程案の策定、審議、研究環境の整備、学術講演会（セミナー）開催支援、各種学内

研究費の配分、学内研究発表会の開催、研究成果の学外への公表、学外からの共同研究

計画などの受け入れ可否、若手研究者等の支援などの審議を行う。 
委員は学術研究部長が各学科の原則として教授から指名する。学術研究会議は、研究

誌委員会、ライフサイエンス倫理審査委員会、バイオセーフティ委員会、遺伝子組換委

員会、動物実験委員会及び発明委員会などとの組織上の関係を有し、本学が関与する研

究について、適切な運営がなされるよう図っている。学術研究会議は年に約 10 回の定
例・臨時会議を開催し、上記の案件について審議決定し、必要に応じて大学運営協議会

への上申を行う。 
また、本学の研究活動状況を検証し、問題点を改善する取り組みは学術研究会議を中

心にライフサイエンス倫理審査委員会、バイオセーフティ委員会、遺伝子組換委員会、

動物実験委員会及び発明委員会などでも行われている。 
ライフサイエンス倫理審査委員会は、本学において行われる人を対象とする研究に関

し、文部科学省・厚生労働省が示した「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針に

ついて（平成 27年 4月 1日施行）」などの指針に沿った倫理的配慮を図るため、該当の

研究について提出された申請書（研究計画書）について審査し、研究及び実験の適正な

実施を支援している【資料 4-4-2】。また、動物実験委員会は、実験動物管理者、動物実
験実施者及び飼養者に対して動物実験の基本方針と実践倫理、関係法令・指針などに関

する事項、本学における動物実験の規則と運用などの教育訓練を実施している【資料

4-4-3】。 
 
(ｲ)実験施設の整備 

平成 27(2015)年度より若手研究者との意見交換会を開催し、研究環境等に関する要望

を取り上げ、全学的な研究環境の整備の一環として 1 号館、2 号館総合研究室の整備を

行った。【表 4-4-1】。 
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表 4-4-1 実験施設の整備状況 

 

(ﾛ)研究機器の管理 

学内で共通に使用できる研究機器備品を学内の教員に周知し、同様の機器の重複購入

を防ぐと共に、機器の有効活用を図るため、研究機器備品リストの作成について検討し

た。機器名、メーカー・規格、設置場所、簡単な機器説明、購入時期や購入資金、管理

責任者及び写真を添えて一覧にし、学内共有ネットワークにて公開した【資料 4-4-4】。
また、機器ごとの使用記録簿を作成し、管理することで使用頻度の確認を行うこととし

た。 
 研究に係る機器・書籍等の購入希望調査を今年度も実施した。9件の希望申請があり、
学術研究会議で審議の上、1件（超音波画像診断装置：486万円）購入を決定した。 
 

(ﾊ)学術講演会・セミナー開催支援 

毎年、研究の質向上を目的とし、学術講演会（セミナー）の開催支援を行っている。

各学科１件の応募を見込み、1テーマあたり上限 10万円の援助をする。 
平成 29(2017)年度は岩手県釜石病院・看護師長坪井忠和氏による「3.11東日本大震災

からの教訓 医療から減災を考える～一人でも多くの命を救うために～」と東京大学・

教授池谷裕二氏による「脳回路から脳機能を眺める」の２回の講演会を開催した。 
  

4-4-② 研究倫理の確立と厳正な運用  

本学は、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実

施基準）」（平成 26 年 2 月 18 日改正）、日本学術会議声明「科学者の行動規範」（平成

18年 10 月 3 日公表、平成 25 年 1 月 25 日改定）に準拠し、「熊本保健科学大学におけ
る公的研究費の取扱い及び不正使用防止に関する規程」、「熊本保健科学大学における研

究活動に係る不正行為に関するガイドライン」などを定めている【資料 4-4-5】。これに
沿って管理・運営を行い、不正行為が発生しないよう、啓発に努めている。 
また、通報・相談窓口を本学公式ホームページ（以下「ホームページ」という。）に公

開しており、不正行為に関する通報者の保護に関して「学校法人銀杏学園公益通報者保

護規程」【資料 4-4-6】を定めている。研究活動の不正行為に関する基本方針、規程など

は表 4-4-2のとおりである。物品購入の手続きは、会計システム(TOMAS-PS/EX2)にて
統制されており、発注は総務課にて一括して行われ、納入の際は検品が徹底されている。 

1号館 

 第 1総合研究室 使い勝手を良くするよう、整備中 

 
第 2 総合研究室

（1411機器室） 

主に若手研究者のための第２総合研究室と位置づけ、床の

張り替えや流しの設置、実験台、試薬棚、コンセント増設

等の改修を実施 

2号館 

 2402研究室 実験台等、収納棚、電気水道等工事、間仕切り工事を実施 
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研究倫理教育を大学等の研究機関にて行うことが義務化されたことを受け、本学にお

いても「公的研究費の取扱い及び不正使用防止に関する規程」の第 12 条において研究
者等（研究費の運営・管理（発注・検収等）を行う事務職員も含む）は、倫理教育に係

る研修会を受講することを定め、大学院生を含む全ての者に「APRIN e-ラーニングプロ
グラム(CITI Japan)」を履修することを義務付けている。 
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全ての者に、倫理的な責任

主体であることを求めている。 
 
表 5-1-3 研究活動の不正行為に関する基本方針、規程等【資料 5-1-14】    

 

4-4-③ 研究活動への資源の配分 

教員の研究活動を推進するため、2 種類の研究費を配分している。ひとつは「研究及
び教育研鑽費」、もうひとつは「学内研究費（教育研究プログラム・拠点研究プロジェク

ト）」である【資料 5-1-2】。また、学外から案内のある研究費助成、研修会やセミナー

については学内掲示板及び学内用Web掲示板に掲載し、周知を行っている【資料 5-1-3】。 
 

(ｲ) 「研究及び教育研鑽費」とその運用 
「研究及び教育研鑽費」は、教員個人が教育研究のために裁量できる研究費として、

一律支給される（研究費：講師以上年額 30万円・助教 20万円、研究旅費：10万円 / 年
間）。専任教員は、毎年度年間研究計画書を申請することにより、職位に応じて一律支給

される。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」の提出を求め、研究費の適切な運用を行っている【資料 5-1-4】【資料5-1-5】。 
 

(ﾛ) 「学内研究費（教育研究プログラム・拠点研究プロジェクト）」とその運用 
学内研究費（教育研究プログラム・拠点研究プロジェクト）（以下、「P&P」という。）

は、専任教員が特定の研究テーマによって毎年 1月初旬（新規申請）、1月下旬（継続申

請、その他支援）までに申請し、審査、採択を通じて配分される。P&Pは次の 6つに分
類される。  

研究活動の不正行為に関する規程等 
熊本保健科学大学における公正な研究活動行為に関する行動規範 
熊本保健科学大学における研究活動に係る不正行為防止に関する基本方針 
熊本保健科学大学における公的研究費の取扱い及び不正使用防止に関する規程 
熊本保健科学大学における研究活動に係る不正行為に関するガイドライン 
熊本保健科学大学公的研究費不正使用防止計画 
熊本保健科学大学公的研究費に係る内部監査内規 
熊本保健科学大学公的研究費の運用に関わる不正等に対する取引停止取扱規程 
公的研究費に係る換金性の高い物品の管理と確認及び特殊な役務の検収に関する

申合せ 
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表 5-1-1 学内研究費(P&P)の種目一覧 

 
平成 29(2017)年度は継続分を含み、我が国の中核的な学術研究拠点として発展する可

能性のある優れた本学における COE (center of excellence)研究として支援する Aタイ

プ（研究期間 3～4 年、研究費額上限 500 万円／件）が 1 件、教育研究システム改革＆

先端的共同研究支援プログラムを支援する B タイプ（研究期間 2～3 年間、研究費額上
限 200万円／件）が 1件、中核的研究を支援する Cタイプ（研究期間 1～3年、研究費
額上限 300万円／件）が 20件、若手・萌芽的研究支援の Dタイプ（研究期間 1～2年、
研究費額上限 80 万円／件）が 2 件、人文・社会科学・看護学支援の Eタイプ（研究期

間 1～3年、研究費額上限 50万円／件）が 5件採択されている。また、国内・海外研修

支援が 2件あり、平成 29(2017)年度の学内研究費助成額総計は約 2,297万円、実績額は
約 2,080万円であった【資料 5-1-6】。 
 なお、平成 30(2018)年度からは、研究種目に地域包括連携医療教育研究センタープロ
ジェクト支援枠を新設、研究種目の一部、評価システム、採択条件の追加、研究期間延

長に関し変更を行った。変更後の種目は以下のとおりである。 
 
表 5-1-2 学内研究費(P&P)の種目一覧 

種 目 

Aタイプ 先端的共同研究支援 
本学における中核的研究としてＣタイプや科学研究費の「基盤研

究Ｃ」、「若手研究」レベルを受領して十分な成果をあげ、更に我

が国の中核的な学術研究として発展する見込みのある優れた学

内共同研究（科学研究費の「基盤研究Ｂ」レベル以上をめざす）

を支援する。 
申請額：200万円まで/年（研究期間総計申請上限額 600万円） 
研究期間：2～3年間 
採択予定件数：1件 

Bタイプ 教育研究システム改革研究支援 
本学における教育研究システムの改革の推進に関する研究を支 
援する。 

申請額：100万円まで/年（研究期間総計申請上限額 300万円） 

種 目 
Aタイプ COE研究支援 
Bタイプ 教育研究システム改革＆先端的共同研究支援 
Cタイプ 中核的研究支援 
Dタイプ 若手・萌芽的研究支援 
Eタイプ 人文・社会科学・看護学研究支援 
その他の支援 国内・海外研修費支援、出版費支援 
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研究期間：2～3年間 
採択予定件数：2件 

Cタイプ 中核的研究支援 
Dタイプ 若手・萌芽的研究支援 
Eタイプ 人文・社会科学・看護学研究支援 
その他の支援 地域包括連携医療教育研究センタープロジェクト支援 

地域包括連携医療教育研究センタープロジェクト事業として行

う研究を支援する。学内を主とした研究グループによるものを対

象とする。 
申請額：80万円まで/年（研究期間総計申請上限額 160万円） 
研究期間：3～4年間 
採択予定件数：10件 
国内・海外研修費支援 
出版費支援 

 
P&Pは、研究費の効果的な配分を目的とし、学内の教員からなる教育・研究審査委員

会で審査され、学術研究会議において審議後、採択案を大学運営協議会へ上申し、決定

している。上記のように、専門領域の中核的研究から萌芽的研究、人文系の研究に至る

まで幅広く研究の支援を行っている。なお、採択された P&P が事情によって断念ない
し中断される場合は、経過の説明と共に返還を求めていたが、平成 29(2017)年度より、
研究計画途中で研究を中断せざるを得ない正当な理由が生じ、研究計画の翌年度への延

長を希望する場合は、変更する研究計画書に延長の理由を添えて学術研究会議に申請す

ることができることとした。審議の結果、やむを得ない事由と判断された場合、翌年度

への延長を認めることがある。また、研究成果は、3 月開催の学内研究発表会（ポスタ

ー形式）や「学内研究助成報告集」で報告される【資料 5-1-7】【資料 5-1-8】。 
 

(ﾊ) 研究支援のための取り組み 
研究支援体制の強化の一環として、平成 27(2015)年度から、学術研究会議では、若手

研究者の研究を支援するため、各学科・専攻から推薦された准教授・講師・助教との意

見交換会を行い、研究環境について現状の問題点や今後の要望などを出してもらった。

提出された要望などを検討した結果、P&P報告書や報告回数の簡略化、海外学会発表支

援の拡充、決済システムの変更による物品購入手続きの迅速化、1 号館及び 2 号館研究

室の整備などを実施済み、あるいは進行中である【資料 5-1-9】。更に、研究全般につい
て相談できるメンター制度を設け、平成 27(2015)年度から各学科にアドバイザーを置い

た【資料 5-1-10】。また、競争的資金（主に科研費）の採択率向上のため、申請書の書

き方のアドバイスを希望する者に対し、これまで複数回科研費に採択された実績のある

研究者から助言するというアドバイスチームを立ち上げた。 
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(3)4－4の改善・向上方策（将来計画） 

学位取得者の割合は、大学における研究力の指標でもある。学位取得のインセンティ

ブを高め、支援の方策を検討するため、学位取得支援に関する アンケートやヒアリン
グを実施する予定である。また、講義や実習指導等で忙しい教員にとって最大の悩みは

研究時間の確保であるという声が多い。この問題についても今後改善策を検討する。 
また、科研費採択や外部資金獲得の増加に向けて、複数回採択者に申請書の書き方の

ポイント等を紹介してもらう説明会の実施や申請者の個別相談窓口を設置するなどの支

援体制を構築していく予定である。 
更に、科研費採択率向上や学位取得支援のため、P&P の枠や審査基準の見直しが必

要と思われる。見直しのポイントとして、①評価に応じた減額率、②科研費採択・不採

択に応じた増減率、③学位取得枠の新設などが考えられ、今後検討していく予定であ

る。 
 
 
 
［基準 4の自己評価］ 

本学では、学術研究会議が、学内研究費の配分、学外からの共同研究計画の受け入れ、

若手研究者の支援などを行っており、研究推進体制は整備されている。特に、研鑽費に

加えて学内研究費の配分を行っていることは本学が強力に研究支援を行う姿勢の現れと

言って良いだろう。 
 研究支援体制の強化の一環として、平成 27(2015)年度に若手研究者からいろいろな要
望を聞き、研究環境についていくつかの改善を行った。平成 28(2016)~30(2018)年度に
かけて、主に若手のために１号館、2 号館について実験室を整備し、研究機器も導入し

たので、物理的な研究環境整備については一定の成果はあげたものと評価される。  
 本学では、公的研究費の取扱い及び不正使用防止に関する規程などを定めていたが、

平成 27(2015)年度は研究活動一般の不正行為に関する基本方針、規程などを定め、教職

員、学生を含む本学の構成員全ての者に周知し、倫理的な責任主体にふさわしい行動を

とることを求めている。 
 学内研究発表会の開催方式は従来 2日間にわたる口演方式であったが、自分の専門に

近い領域の発表しか聞かないという傾向があり、発表を聞く人の数が少なかった。そこ

で、ポスター方式に変更したところ、時間も短くなり、参加者も多くなった。 
 学内研究費の配分方式についても、科学研究費等外部資金への申請のインセンティブ

を与えるような形に改善を行った。 
 科学研究費については、平成 29(2017)年度は新規で 1件のみの獲得であった。そこで、
学術研究部長を含め 5～6人で組織する科研費採択率向上WGを設置し、平成 29年度科
研費で不採択者に任意で審査結果と申請書の提供を求め、区分（不採択 A～C）ごとの
要因などを分析した。その結果をまとめ、全体的な調査結果と個人別の調査結果を作成

し、個人別の結果は希望者へフィードバックした。全体的な結果は教授会で報告後、全

学にメール配信した。平成 30(2018)年度は 36件申請し、挑戦的研究（萌芽）を除いた
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採択は 7件であった（採択率 22.6%）。科研費採択率向上に向けた取り組みが実を結び
つつあるものと考えられる。 
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基準 5 経営・管理と財務 

5－1経営の規律と誠実性 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

5-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

(1)5－1の自己判定 

基準項目 5－1を満たしている。 
 
(2)5－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-1-① 経営の規律と誠実性の維持 

熊本保健科学大学（以下「本学」という。）の設置者は学校法人銀杏学園（以下「本学

園」という。）である。 
本学の管理運営は、「学校法人銀杏学園寄附行為」（以下「寄附行為」という。）【資料

F-1】及び『規程集』に収めた「学校法人銀杏学園就業規則」（以下「就業規則」という。）
【資料 4-2-7】、「学校法人銀杏学園組織運営規程」【資料 5-1-1】、「学校法人銀杏学園事
務分掌規程」（以下「法人事務分掌規程」という。）【資料 5-1-2】などの諸規程と、「熊
本保健科学大学事務分掌規程」（以下「大学事務分掌規程」という。）【資料 5-1-2】、「熊
本保健科学大学学則」（以下「学則」という。）、「熊本保健科学大学大学院学則」（以下「大

学院学則」という。）【資料 F-3】、「熊本保健科学大学助産別科規程」【資料 5-1-3】など
教育研究組織の管理運営に関わる諸規程に従って運営している。 
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「熊本保健科学大学利益相反ポリシー」、「熊本保健科

学大学利益相反マネジメント規程」、「熊本保健科学大学利益相反マネジメント体制」、「熊

本保健科学大学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 5-1-4】。平成 23(2011)
年度から毎年 2回の委員会を開催し、全教職員対象の顧問弁護士による利益相反セミナ

ーも実施している【資料 5-1-5】。また、平成 24(2012)年以降は毎年 1月に利益相反に関

する実態を調査しており【資料 5-1-6】、その結果を大学運営協議会及び外部アドバイザ

ーで構成されるアドバイザリーボードへ報告している。 
研究活動に係る不正行為への対応については、「熊本保健科学大学における研究活動に

係る不正行為に関するガイドライン」【資料 5-1-7】に定め、通報・相談窓口は本学公式

ホームページ（以下「ホームページ」という。）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「学校法人銀杏学園公益通報者保護規程」【資料 5-1-8】に定めている。
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全ての者に、倫理的な責任

主体であることを求めている。 
 

5-1-② 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、
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「保健医療分野の教育と研究を通して社会に貢献できる医療技術者を養成する」ことを

ミッションとしている。 
大学の使命・目的の実現は、これを掲げる学則に則り、本学園及び本学の諸規程に沿

った管理運営によって継続的に努力している。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。 
管理運営体制は図 5-1-1で示すとおりである。 
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図 5-1-1 学校法人銀杏学園 運営組織図  
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本学は、4 年ごとに中期目標・中期計画を策定し、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【資料 1-1-7】。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、記念行事と共に、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、本学の使命・目的の実現を側面から支援するものであ

る。 
 
5-1-③ 環境保全、人権、安全への配慮 

(ｲ) 環境保全への配慮 
 水質管理については、年 1回の簡易専用水道法定検査を受検し、定期排水分析につい

ては年に 3回熊本市上下水道事業管理課の点検を受け、適正であることを確認している。 
化学物質や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 5-1-9】をもとに運用している。 
平成 22(2010)年に稼働した太陽光発電設備の実績は毎年 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、休日などで消費電力が少ない時は売
電している。また、省エネルギー対策としてクールビズを導入し節水・節電協力の貼り

紙などを各所に貼付して省エネ意識を喚起している。 
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、本学最寄り

の JR駅舎及びその周辺では、毎月 1回（土曜日）、学生及び教職員が JR職員と協働し

て清掃活動を行い、環境美化に努めている。 
 

(ﾛ) 人権についての配慮 
基本的人権の尊重に基づき、各種ハラスメントへの対応については「熊本保健科学大

学ハラスメント防止ガイドライン」「熊本保健科学大学ハラスメント防止に関する規程」

「熊本保健科学大学ハラスメント防止委員会規程」【資料 2-4-10】に定めている。ハラ
スメント防止の周知を図るため、学生に対しては、学生掲示板へ相談窓口を掲示すると

共に、新入生オリエンテーションでガイドラインや相談窓口の説明を行っている。また、

リーフレット（「学生編」「教職員編」「実習施設編」の 3 種類）を作成、配付し、啓発
に努めている【資料 2-4-11】。 
個人情報の保護及び情報セキュリティの維持に関しては、平成 29(2017)年度には従前

の情報セキュリティー委員会と個人情報保護委員会を統合し、情報保護規程を制定して

情報保護委員会を設置した【資料 5-1-10】。 
学生に対しては、本学情報システムを利用するにあたって最低限知っておくべきこと

を「情報システム利用の手引き（学生向け）」【資料 5-1-12】としてまとめている。平成
25(2013)年度には、SNS(Social Networking Service)利用上の注意などをまとめた「情

報セキュリティのしおり」【資料 5-1-11】も作成した。平成 27(2015)年度以降はこれら
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を『学生便覧』に収録して配付し、新入生オリエンテーションで参照させるなど周知徹

底を図っている。 
教職員に対しては、平成 27(2015)年度以降「情報システム利用の手引き（教職員向け）」

【資料 5-1-12】を作成し、学内用 Web 掲示板において開示するほか、新任教職員には

着任時の説明会で紙媒体も配付している。データの持ち運びに USB メモリーが多用さ
れていることから、平成 26(2014)年度には、教職員が使用する USBメモリーを強制暗
号化機能付き製品とすることを定めた。以降、年 2回は購入希望者を募って一括購入す
るなど、浸透を図ってきた。 
平成 26(2014)年度から平成 28(2016)年度まで情報セキュリティ規程に基づいて委嘱

してきた情報セキュリティアドバイザーを、平成 29(2017)年度より情報保護規程に基づ
いて委嘱している。平成 26(2014)年度以降、情報セキュリティアドバイザーを講師とし

て、教職員向け研修会を年 2 回の開催を目標に実施している。平成 29(2017)年度には、
第 1回目（9月）の研修会に 67人、第 2回目（3月）の研修会に 110人が参加した。 
平成 28(2016)年度には、教職員、学生、業者などによる情報漏洩インシデント・アク

シデントを想定し、「情報紛失漏洩等報告書」の運用を試みた。平成 29(2017)年 3 月か
ら試行運用を開始し、同年 10 月から正式運用を開始した。提出された報告書について

は、情報保護委員会で確認及び管理を行っている。 
平成 29(2017)年度は、事務部門など学内の約半分の部署を対象に、情報保護委員会が

情報セキュリティ監査を実施した。次年度は残り半分の部署を対象に監査を実施する予

定である。更に、大規模な情報漏洩が起こった場合を想定し、机上で情報漏洩対応訓練

を実施し、その結果が大学運営協議会にて報告された【資料 5-1-13】。 
 

(ﾊ) 安全への配慮 
労働安全衛生法に基づき、衛生委員会を設置している。定期的な職場巡視を行い、職

場の環境保全や危険防止に努めている【資料 5-1-14】。 
また、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」【資

料 5-1-15】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。更に、全学的な危機管理体制を整備するため平成 25(2013)年度に危機管理委員
会を組織し、基本方針や規程などを整備すると共に、これまでの部署ごとの運用を危機

管理ガイドラインとして定め一元化した【資料 5-1-16】。 
平成 28 年熊本地震では、本学での倒壊の危険性や倒壊した建屋はなく、また火災や

薬品瓶の転倒などによる有毒ガスの発生など、重大な二次災害も発生しなかった。施設

は壁や床のクラックなどが発生したが、専門家により建物の安全性が確認された。 
 

(ﾆ) 研究に関わる配慮 
研究についても各種規程を定め、環境保全、人権、安全への配慮を行っている。関連

する規程を表 5-1-1に示す。 
倫理審査については、平成 26(2014)年度まで臨床研究審査分科会（人を対象とする生

理／病態科学に関する研究計画について審査）、疫学・行動科学研究審査分科会（人を対

象とする疫学、行動科学に関する研究計画について審査）、動物実験審査分科会（動物実
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験を含む研究計画について審査）の 3分科会で審査を実施していた。しかし平成 27(2015)
年度から文部科学省・厚生労働省が示した「人を対象とする医学系研究に関する倫理指

針について（平成 27年 4月 1日施行）」などの指針に沿って、ヒト由来の試料または人

間を対象とした研究についてはライフサイエンス倫理規程に基づきライフサイエンス倫

理審査委員会で、動物実験などについては表 5-1-1 に示す各々の規程に基づいて審査を

行っている。更に倫理指針の一部改定（平成 29 年 3 月 8 日）に従って本学の倫理審査
申請書の改定を行った。また平成 29(2017)年度から、より迅速な審査体制構築のために、

これまで 1グループ 3人の学内審査委員 3グループで構成される専門委員会を 6グルー
プへ増やした。 

 
表 5-1-1 教育研究活動に関連する規程・規則等【資料 5-1-17】 

研究対象 関連する規程等 
ヒト由来の試料または人間

を対象とした基本的人権へ

の配慮を必要とする研究 
ライフサイエンス倫理規程  

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  
飼養保管施設運営部会内規 

 

(3)5－1の改善・向上方策（将来計画） 

時代の要求、変化に合わせて適宜規程の見直し、整備を行い、組織倫理の確立に努め、

コンプライアンスの組織風土を醸成する。また、危機管理体制については、熊本地震の

教訓を活かし各部門などにおける現行の対応を整理し、大学全体として効率的かつ漏れ

のない対応とする。学生への情報倫理教育についても新入生オリエンテーション以降、

カリキュラムに応じて段階的に浸透を図る。更に、研究成果の公開について大学という

公的な立場を認識し、ホームページなどによる、より適切な広報活動の体制を整備し情

報公開を進めていく。 
 
 
 
5－2 理事会の機能 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

(1)5－2の自己判定 

基準項目 5－2を満たしている。 
 

(2)5－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-2-① 使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性 

理事会は寄附行為に基づき適切に運営されている。本学の管理運営体制は図 5-1-1 の
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とおりであり、理事会は本学園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。 
理事の定数は、寄附行為第 5条に定められており、理事は、9人以上 13人以内（現員：

10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 30(2018)
年 5 月現在では 1 号理事は 1 人、2 号理事 5 人、3 号理事 4 人の計 10 人である【資料

5-2-1】。なお、平成 28(2016)年度の米満理事長の退任に伴い﨑元学長が理事長に就任し

た。またこれを機に、設立母体からの自立・独立性を強化する目的で、理事の構成員を

熊本県内の医療機関、熊本大学、経済界に広く求め、このことは今後の学校法人の経営

及び運営に大きく寄与することが期待される。 
定例の理事会は年 4回開催され、決算、補正予算、予算、寄附行為変更、法人関係規

則変更、学則変更、事業実績、事業計画、寄附行為に定められた理事及び評議員の選任、

その他重要事項について審議している。 
寄附行為第 15 条第 9 項により、理事会は理事総数の過半数の理事が出席しなければ

ならないことと規定されているが、出席状況は高く、平成 29(2017)年度の 5回の実出席
率平均は 86.0%である【資料 5-2-2】。 
 

(3)5－2の改善・向上方策（将来計画） 

環境の変化に迅速に対応できるよう、通常の理事会とは別に常勤理事協議会を年 2回
程度実施し、これを徹底させることで機動的・戦略的意思決定ができる体制を整備する。

また、学長が理事長を兼務する利点を活かし、迅速かつ慎重な意思決定と的確な大学運

営を遂行できるような仕掛けを構築したい。 
 
 
 
5－3 管理運営の円滑化と相互チェック 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

(1)5－3の自己判定 

基準項目 5－3を満たしている。 
 
(2)5－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-3-① 法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化 

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、別科、キャリア教育研修センター、地域包括連携医療教育研究

センター及び学生相談・修学サポートセンターに係る大学全体の運営、管理に関する組
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織として、大学運営協議会がある。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（兼）、各学科長、共通教育センター長、学術研究部長（兼）、附属図書

館長、助産別科長、キャリア教育研修センター長、地域包括連携医療教育研究センター

長（兼）及び学生相談・修学サポートセンター長（兼）、事務部門管理職から、法人局長、

事務局長である。平成 30(2018)年 5 月 1 日現在では、更に｢その他学長が必要と認めた
者｣として事務部門管理職から経営企画部長が加わっているが、同一人の兼ねている職も

あり、全員で 14 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、法人局長は評議員である。 
教授会は教育に係る意思決定機関である。学内の全教授が構成員となり、教学部門の

意思決定に参画している。 
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。「中期目標・中

期計画」【資料 1-1-7】に基づいて、毎年、各部門、各委員会が策定する事業計画案がそ

れぞれの上位組織で審議し承認され、最終的には 3月の理事会において承認される。同
様に、事業報告書も各部門、各委員会の検討を経て 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

教学部門間の連携可能な体制となっている。 
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。いずれも学内の会議体の議事録は原則として学内用Web掲示板を通じ、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。 
 

5-3-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性 

監事及び評議員会については寄附行為に基づき、適切に機能している。 
(ｲ) 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」としており、これに基づき 2 人の監事を選任している【資料 5-2-1】。また、
寄附行為第 14 条に基づき、法人業務及び財産状況について監査を実施している【資料

5-3-1】。 
監事は理事会及び評議員会に出席して意見を述べることができ、事前の配付資料など

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。理事会及び評議員会への

監事の出席率は極めて高く、平成 29(2017)年度の実出席率は 100%である【資料 5-2-2】。 
また、監事は、監査法人と理事長との意見交換の場に同席し、必要に応じて報告など

を行っている。更に、平成 29(2017)年度からは、監事は年 6回開催される事務部門管理

職による理事長への業務報告会の場にも同席しており、業務監査の質を高めている。 
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(ﾛ) 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 30(2018)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人であり、理事（10人）の 2倍を超えている
【資料 5-2-1】。「理事会」の項目でも記したが、理事長の交代を機に、評議員の構成員

にも従前からの大きな変化が生じた。設立母体からの比重が減少し、3 号評議員（学識

経験者）枠の多様性が増大した。 
定例の評議員会は年 2 回開催され、寄附行為第 21 条によって掲げる予算、事業計画

などの重要事項については、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

ないと定められており、寄附行為に則って行われている。また、決算及び事業報告につ

いては、理事会での確定後、評議員会に報告している。 
 寄附行為第 19 条第 8 項により、評議員会は評議員総数の過半数の評議員が出席しな

ければならないことと規定されているが、出席状況は極めて高く、平成 29(2017)年度の
実出席率平均は 94.0%（書面表決出席者を除く。）である【資料 5-2-2】。 
 
(3)5－3の改善・向上方策（将来計画） 

法人及び大学の各管理運営機関は、現在の会議体とその運営について特段の課題は見 

当たらず、参画者の真摯な姿勢により円滑な意思決定が遂行されている。より好ましい

方向としては、会議体の事務局のさらなる意識及び職務の機能向上が図られ、議長との

綿密な意志疎通がなされることが期待される。 

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性についても、好適な運営がな

されていると考えられるが、法人の理事会、評議員会の構成役員に対して学園の実態を

さらによく理解してもらう仕掛けを検討したい。 

 

 

 

5－4 財務基盤と収支 

5-4-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

5-4-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

(1)5－4の自己判定 

基準項目 5－4を満たしている。 
 
(2)5－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-4-① 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。 
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その後、平成 19(2007)年度にリハビリテ－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か月）の新設、平成 23 (2011)年度に言語聴覚学専攻の
新設などにより学生数が増加。本学の収入増に大きく寄与している。その一方で、学生

数の増加に伴う経費も増加し、平成 26(2014)年度の消費税改正、平成 28(2016)年度の
熊本地震への対応により経費の増加も見られた。 
平成 29(2016)年度の事業活動収支決算は、事業活動収入が 25.0 億円で、対前年比で

0.07億円(0.3％)増加し、事業活動支出は､24.7億円で､アリ－ナ建設に伴う周辺道路整備

に係る熊本市への寄付 1.2億円などにより対前年比で 1.7億円(7.65％)増となった。その
結果、事業活動収支差額は、前年比で 1.7 億円縮小したものの、0.2 億円のプラスを確
保しており収支均衡を達成している。 
また、平成 29(2016)年度の資金収支決算は、アリーナ建設に伴う設備支出等により、

次年度繰越支払資金は前年比で 11.3億円減少の 15.5億円となった。 
なお、これまでの収支状況の推移は、表 5-4-1のとおりとなっている。 

 
表 5-4-1 収支状況の推移 

年 度 事業活動収

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 25年度 3.1億円 1.4億円 21.9億円  
平成 26年度 2.8億円 3.7億円 25.6億円 消費税改正 
平成 27年度 2.7億円 △4.4億円 21.2億円  
平成 28年度 1.9億円 5.5億円 26.8億円 熊本地震 
平成 29年度 0.2.億円 △11.2億円 15.5億円 アリーナ建設 

 
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【資料 5-4-1】。 
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 5-4-2】【資料 5-4-3】【資料 5-4-4】。 
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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り、

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、寄附行為に基づき、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 5-4-3】【資料 5-5-4】。 
また、予算の変更が生じた場合は補正予算案を作成し、予算案と同様の手続きを経て

決定している。 
 
5-4-② 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、科学研究費、奨励寄附金、受託研究

費、共同研究費などが挙げられるが、これらの外部資金獲得の体制も徐々に整備されて

いる。平成 29(2016)年度における外部資金の導入総額は約 26,100千円となっている。 
また、資産運用については「学校法人銀杏学園資産運用規程」【資料 5-4-5】に基づき、

適切な運用を行い、本学の収入源のひとつとなっている。 
 
(3)5－4の改善・向上方策（将来計画） 

事業活動収入の約 8割を占める学生納付金収入を安定的に得るため、今後も学生数の
確保に努める。また、教学部門と協力し、学術研究会議が中心となって科学研究費や学

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。更に、安全性と流動性を重

視した資産の運用を行い、財政基盤をより強固なものとし、適正な収支バランスの確保

を図る。 
 新設施設の竣工、経年劣化が懸念される大学の建造物・施設の維持、新設組織拡充及

びこれに伴う人件費の増大など、今後の支出増が想定される。これらへの対応としての

財務の基本方針の案出・施行と具体的実施策の遂行が喫緊の課題であり、全学的な会議

体での協議を開始していく。 
 

 

 

5－5 会計 

5-5-① 会計処理の適正な実施 

5-5-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

(1)5－5の自己判定 

基準項目 5－5を満たしている。 
 
(2)5－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

5-5-① 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
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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「学校法人銀杏学園稟議規程」【資料 5-5-1】、「学校法人銀杏学園経
理規程」【資料 5-5-2】、「学校法人銀杏学園固定資産および物品管理規程」【資料 5-5-3】
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、

事業活動収入、事業活動支出、事業活動収支差額の推移を、過年度の実績をもとに定期

的に管理し、理事長報告会等で情報共有を図っている。ミクロレベルでは、所属ごとの

予算額、予算執行額、執行後予算残高を会計システム(TOMAS－PS/EX2)にて随時更新
し、適正に管理している。 
なお、予算額と乖離がある決算額の科目については補正予算を編成している【資料

5-5-4】。 
 
5-5-② 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）、複数視点からの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 29(2017)年度は 10回、延べ 37人により実施された。

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 5-5-5】。 
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 29(2017)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、理事長への業務報告会に出席し、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。 
 

(3)5－5の改善・向上方策（将来計画） 

平成 29(2017)年度は、事業活動収支差額が 0.2億円と収支均衡が図られており、経営

基盤としての財務の健全性は確保されている。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、さらなる経営基盤の強化を

図っていく。例年の予算計上に際し、とりわけ、予算と実執行額との間に乖離が生じて

おり、概して、各学科・部署からの過超予算請求となっている。改善のための教職員へ

の啓発とより確度の高い予算計上、執行に対するモニタリングの仕掛けを検討する。 
 
 
 
［基準 5の自己評価］ 

大学の管理運営は法人の寄附行為に則って適正に行われている。特に、「大学運営協議

会」を定期的に開催し、管理部門と教学部門との密な連携が図られている。環境保全や

人権、安全への配慮が適切に行われている。寄附行為に基づいて理事会、評議員会が構

成され、重要事項に関する審議とともに、それらの内容に関する適切な監査が行われ最

高決定機関としての機能が発揮されている。学長の適切なリーダーシップが発揮され、

ガバナンスが強化されており、また、副学長をはじめ、学長のガバナンスを補佐する体
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制が整っている。財政については開学以来良好な財政基盤が整えられており、施設・設

備の維持・改善に努めながら、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。会計処理は学校法人会計基準等に即して適切に実施されている。 
今後は、教育活動の充実や消費税率のアップを想定して、安定的な経営が維持できる

よう、授業料などの値上げ、寄附文化の醸成、外部資金の獲得等を含めた増収策の検討

を行っていく。 
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基準 6 内部質保証 

6－1 内部質保証の組織体制 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

(1)6－1の自己判定 

基準項目 6－1を満たしている。 
 
(2)6－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-1-① 内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立 

6-1-①(i) 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

熊本保健科学大学（以下「本学」という。）の自己点検・評価は、熊本保健科学大学学

則（以下「学則」という。）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 6-1-1】によって規定されている。本学の自己点検・評価活動は、
毎年度、基本的に二つの側面からなされている。ひとつは、『自己点検・評価報告書』に

よる点検評価（以下「評価書による評価」という。）であり、もうひとつは「中期目標・

中期計画」【資料 1-1-7】に応じて、学内各組織が年次別に現状確認と自己評価を行う「事
業計画書及び事業報告書による点検評価」（以下「報告書による評価」という。）である

【資料 6-1-2】。 
 「報告書による評価」は、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。事業計画書及び事業報告書には、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。これらの計画

書や報告書は全て、学内用Web掲示板でいつでも参照できる。 
 

(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、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、地域連携委員会、化血研奨学生推薦委員会、熊保

大奨学生選考委員会、利益相反マネジメント委員会、情報保護委員会、ホーム

ページ委員会、障害学生支援室、危機管理委員会、IR(Institutional Research)
推進委員会、教育改革推進会議、教育方法改革委員会、カリキュラム改革委員

会、入学試験改革委員会 
 

(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、更に理事会 
へ報告されるもの 

    入試委員会、教務委員会、学生委員会、FD(Faculty Development)推進委員会、
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 
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ライフサイエンス倫理審査委員会、遺伝子組換え生物等使用安全委員会、バイ

オセーフティ委員会、動物実験委員会、発明委員会 
 
「評価書による評価」は、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 6-1-1】
【資料 6-1-2】。学長を委員長とする自己点検・評価委員会は、法に定められた認証評価
の受審を念頭に置いて、受審予定の評価機関が公開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での確認を経て理事会に報告され、本学公

式ホームページ（以下「ホームページ」という。）や冊子体によって内外に公開される【資

料 6-1-3】。 
「報告書による評価」は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、理事会）への事業報告とい

う側面を持つ。これに対して、「評価書による評価」は、こ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。このため、「評価

書による評価」と「報告書による評価」は連動しているが、時間的に「報告書による評

価」の後になっている。 
 

6-1-①(ⅱ) 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員各 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 28(2016)年度は学長が必要と認めた者 2 人を追加した 11
（1 人兼務）人である【資料 6-1-2】。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共同してとりまとめると共に、報告書

を作成する。具体的には「事実の記述」の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関が公開している基準項目ごとに作成された 

（評価機関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 6-1-1 に示す自己点検・評価責任者である。点検・評価の責任者

であると共に、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、案の段階で各会議、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

結果は全文公開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・評価委員及び自己点検・評価責任者は、他の学内委員会構成員と同じく 2

年任期（再任可能）であり、委員が不在の年度はなく、委員会業務を恒常的な活動とし

て位置づけている。 
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表 6-1-1 自己点検・評価責任者 
事項 責任者 

大学に関する事項 理事長、学長、副学長、学部長、学術研究部長 
学部・学科等に関する事項 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 

 

6-1-①(ⅲ) 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、年度ごとに『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)年度以降の報告書は、日本高等教育評価機構

の基準項目に応じて作成している【資料 6-1-3】。 
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。 
 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。 
 本学は、平成 26(2014)年度に 2 度目の認証評価を受審し、四つの基準で構成された
22基準項目 51視点と本学独自に設定した基準について記述、40種のデータ、188種の
資料を提出して審査を受けた。平成 27(2015)年度以降の自己点検・評価もこの折の「本
編」及び「データ集」の更新を原則として、更に新たな基準「研究活動の状況」も追加

して加筆や修正を施しつつ展開している。また平成 27(2015)年度からは報告書作成スケ

ジュールを前倒しし、タイムラグの解消を図っている。 
 
(3)6－1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、省力化のための制度改革を検討する。 
 

 

 

6－2 内部質保証のための自己点検・評価 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

(1)6－2の自己判定 

基準項目 6－2を満たしている。 
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(2)6－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

6-2-① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有 

本学は、公益財団法人日本高等教育評価機構(JIHEE)による平成 21(2009)年度の認証
評価を受審し、結果は条件なしの「認定」で、各基準項目では多くの点に高い評価を得

た。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学内用 Web 掲示板等を通じて広く学内に公開されていることを高

く評価された。更に平成 26(2014)年度に 2度目の認証評価を受審し、結果は条件なしの
「認定」で、改善を要する点や公表を要する参考意見も皆無であった。この中で特に授

業改善アンケート結果に対する教員のコメントや改善計画を学内用電子掲示板により公

開していることを高く評価された。 
上述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

いる。使用するデータは、文部科学省による「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「学校法人基礎調査」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

たデータを的確に使用している。 
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、結果は学内用Web掲示板やホームページで公開し、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。更に平成 22(2010)年度は、『自
己点検・評価報告書 平成 21(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、簡易製本冊子と学内用Web掲示板により、学内公開を

行っている。また、『自己評価報告書（平成 21(2009)年度）』及び『自己点検評価書（平

成 26(2014)年度）』のホームページ上での公開に伴い、平成 22(2010)年度以降の『自己
点検・評価報告書』もホームページでの公開を実施することとしており、現在は平成

23(2011)～28(2016)年度版を公開している【資料 6-2-1】。 
 

6-2-② IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析 

平成26(2014)年4月、学長の指示のもと、本学の教育、研究、学生支援、経営等に関

するデータ及び情報を管理・分析し、本学の内部質保証、計画立案、政策形成及び意思

決定の支援を目的とした「IR推進室」を設置した。それまでは、IR機能に特化した部署
がなかったため、各部門や各委員会単位で関連するデータの収集、調査、分析を行って

きたが、「IR推進室」で各種の調査・アンケート等を集め、一元的に管理していくこと
になった【資料6-2-2】。更に、平成29(2017)年度からは全学委員会の「IR推進委員会」
として発足するとともに、法人事務局経営企画部経営戦略課内にIR室を置いた【資料

4-1-8】。IR推進委員会は主として教学IR、IR室は経営に資するIRと位置づけられる。
教学IRは教育改善に資すると同時に、大学のブランディング向上により経営改善につな

がると考えられる。 
 平成 28(2016)年度から毎年新入生全員を対象に、基礎学力、協調的問題解決力、大学・
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大学教育への期待等を調査する「大学生基礎力レポート I」を開始した。その全体的な

集計結果は全教員へ報告するとともに、学生一人ずつの結果については学科長、スモー

ルグループ担任を経て学生へ渡し、指導や自己省察の参考資料として生かすことになっ

た。また、平成 28(2016)年度 1年生が 3年生となる平成 30(2018)年度から、2年間の成
長度を測ることも含めて「大学生基礎力レポート II」を毎年実施するとともに、学生と
のインタビューを実施する。その準備期間として、平成 29(2017)年度にはピア・サポー
ターや学友会の幹部等の学生を対象に、「大学生基礎力レポート II」の試行をすると共
に、インタビューも行って要望等を聞き、学生委員会に報告した。更に、平成 30(2018)
年度からは、新たに 2～4年次全員を対象に、自習時間や教育への満足度等を調べる「学

修行動調査」を 4 月初めに実施した【資料 2-6-1】。なお、「学生生活実態調査」につい
ては、4年に一度全学生対象に、学生委員会で実施することになっている。 
 
(3)6－2の改善・向上方策（将来計画）  

第三サイクルを迎えた認証評価では「内部質保証の実質化」が求められている。具体

的には、「学習成果の可視化」や「改革に意欲的な組織の醸成」が求められており、これ

らはいずれも、IR 活動の実質化等によって成し遂げられるものである。「大学生基礎力

レポート I・II」や「学修行動調査」の結果の分析と、教育改善等へ向けた資料の提示を

関係委員会等へ行なっていく予定である。また、他大学との共同 IR についても検討し
ていく予定である。 
また、昨年度策定した本学の将来ビジョンの実現とブランド向上へ向けて、全学的な

体制のもとにブランディング事業が計画されており、IR推進委員会は同事業の推進に必
要な調査・データの収集と分析を行い、根拠データに基づく大学経営の改善を推進して

いく予定である。 
 

 

 

6－3 内部質保証の機能性 

6-3-① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組

みの確立とその機能性 

(1)6－3の自己判定 

基準項目 6－3を満たしている。 
 
(2)6－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

自己点検・評価のための恒常的な体制は確立され、かつその結果を、教育研究をはじ

め大学運営の改善・向上につなげる仕組みが構築され、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公開すると共に、大学の運営に反映させている【資料 6-3-1】。
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、具体的な取組みが

なされる。 
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自己点検・評価委員会で前回受審時に指摘を受けた部分を担当する部署を確認し、改

善へ繋げた。 
 

(3)6－3の改善・向上方策（将来計画） 

PDCAのサイクルの仕組みは適切に機能しているが、社会情勢や環境等の変化に合わ

せて仕組みの改善を継続的に行っていく。また、前年度の報告書において「改善・向上

方策」として挙げた部分に関して、該当部門の事業計画書へ反映させるなど、改善を図

る。特に、教育の質保証については、アセスメントポリシーを定め、アドミッション、

カリキュラム、ディプロマの 3ポリシーが PDCAサイクルに組み込まれ、適切に機能し

ているかを評価し改善する仕組みを構築する【資料 1-2-8】。 
 

 

 

［基準 6の自己評価］ 

「自己点検・評価報告書」による点検評価は、学長を委員長とする自己点検評価委員

会を中心に実施され、教授会、大学運営協議会などでの点検、確認を経て、理事会に報

告される。並行して「中期目標・中期計画」に応じて、学内各組織が年次毎に現状確認

と自己評価を行い、教授会、学術研究会議、大学運営協議会、理事会に報告、確認され

る。この二つの評価体制により、内部質保証のための組織の整備、責任体制が確立され

ている。 
内部質保証のための自己点検・評価については、毎年ほぼ同様の視点から自己点検・

評価を行い、結果は学内用Web掲示板やホームページで公開しているのに加え、数年ご

とに冊子体も作成し、学内外に配布している。また、平成 26(2014)年 4 月に「IR 推進
室」を、平成 29(2017)年度からは「IR 推進委員会」を設置し、各部門や各委員会単位
でデータ収集、調査、分析を行ってきた機能を IR推進委員会及び IR室に一元化し、本
学の内部質保証、計画立案、政策形成及び意思決定を支援する体制を構築し、運用して

いる。 
年次計画・報告及び自己点検評価報告の二重の自己点検評価体制により、改善向上方

策のほとんどについて具体的な取組がなされていることからも、大学全体の PDCAサイ

クルの仕組みは確立されており、内部保証の機能性が確保されていると考える。 
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Ⅳ．大学が独自に設定した基準による自己評価 

 

基準 A.地域連携 

A-1．地域との連携 

《A-1の視点》 

A-1-① 地域との連携に関する方針の明確化 

A-1-② 地域との連携に関する具体的取組み 

(1)A-1の自己判定 

独自基準 A-1を満たしている。 
 

(2)A-1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-1-① 地域との連携に関する方針の明確化 

熊本保健科学大学（以下「本学」という。）における地域連携活動は、地域連携委員会

（以下「委員会」という。）による活動と、平成 29(2017)年 4 月に設置した地域包括連
携医療教育研究センター（愛称「ちいき楽募（らぼ）」）（以下「ちいき楽暮」という。）

による活動に大別できる。委員会は、保健医療系大学としての専門性を発揮することに

より、主に健康増進の側面から地域への貢献を目指している。新たにちいき楽暮を設置

した目的、方針は次のとおりである。 
本学の将来のビジョンは、多様化する地域社会のなかで、10 年後、20 年後もその変

化に対応し、働き続けることのできる医療技術者を養成することである。75歳以上の後
期高齢者が急増し、介護・医療費などの社会保障費が急拡大する 2025 年問題が眼前に
迫っている状況において、医療から介護へ、病院から施設・在宅へという流れが今後加

速するため、地域で医療、介護を担う地域包括ケアシステムの構築が急務となっている。

つまり、医療機関においても退院後の生活につなげていくことができ、地域の施設や在

宅でも活躍できる医療技術者の養成が肝要となる。 
そこで本学では、地域における健康増進と地域包括ケアシステムの研究を進めるちい

き楽募を平成 29(2017)年４月に立ち上げ、熊本市北区や合志市、NPO 団体、民間施設

と連携し、それぞれの地域における課題解決やシステムモデルの提言や協働事業を行い、

意欲のある学生の参加を促すことによって将来地域で活躍できる医療技術者の養成をめ

ざすことになった。将来的には地域包括連携医療における教育・研究の核となるセンタ

ーを目指す。 
 

A-1-② 地域との連携に関する具体的取組み 

委員会は各学科選出の教員及び総務課長により構成され、①健康福祉関連分野で地域

連携に関すること、②社会連携の円滑遂行に関すること、③地域団体との連携拡大に関

すること、④ボランティア活動の取組に関すること、⑤その他委員会が必要と認めた事

項について、審議を行う【資料 A-1-1】。地域連携委員会は年度初めに年間活動計画を策

定している【資料 A-1-2】。 
平成 29(2017)年度は健康福祉分野など 10 のイベントに参加して、来場者の健康チェ

ックなどを行うブースを設置した。これらのイベントの主催者は、小学校区、商工会、
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区役所、株式会社フードパル熊本などである。当初計画にない急な参加要請に対しても、

教職員及び学生の積極的な協力により対応し、主催者からも好評を得ている。本学ブー

スには年間の合計で教職員約 75 人と学生約 244 人が関わり、利用者は約 1,991 人であ
った【資料 A-1-3】【資料 A-1-4】。なお、これらのイベントの中には西里校区グランド・

ゴルフ協会による参加者が 200～300 人規模の大会もあり、教職員及び本学学生も積極
的に大会に参加している。また、学友会主催による JR 西里駅（本学の最寄駅）の清掃
活動も、JR 九州職員と共に学生・教職員がボランティア参加して定期的に実施してい

る【資料 A-1-5】。この活動は平成 23(2011)年より継続している。複数のボランティアサ

ークルも精力的に活動しており、職業意識の涵養にもつながっている。 
ちいき楽暮は、副学長 1名（センター長）と、教員 3名の計 4名で構成され、「地域

で育ち、地域で暮らし、地域で看取る」を大きなテーマとして、地域住民との協働によ

る実践的な教育研究活動を開始した。まず、地域に暮らすロールモデルとなる人物、す

なわち性別や年齢、疾患や障害、介護の有無に関わらず他者と関わりながらその人らし

く生きることのできる地域の生活者である「生きる達人」が増えることが、地域力を増

し、魅力的な街づくりへとつながっていくと考え、「生きる達人」を発掘し、増やしてい

くことをちいき楽暮の活動目標の一つと位置づけた。1団体＋7人の方々を平成29(2017)
年度の「生きる達人」として認定し、年度末の「ちいき楽暮活動報告会」で表彰を行っ

た。  
また記念品として、推薦人が「生きる達人」の活動の詳細をインタビューし、達人本

人の「一人称の語り」として冊子にまとめた「聞き書き本」の贈呈を行った【資料 A-1-6】。 
さらに、ちいき楽暮では「地域で育ち、地域で暮らし、地域で看取る」ということを

大きなテーマとし、全学科教員に向けて研究プロジェクトを公募した。「学生の連携力を

育む内容」や「地域住民の健康増進・介護予防に関すること」「住民の健康調査や在宅検

査法に関すること」等で、10件のテーマの応募があった。8月の募集であり、それぞれ
の研究プロジェクトはほぼ 10月から開始した【資料 A-1-6】。 

 
 (3)A-1の改善・向上方策（将来計画） 

委員会参加イベントでの健康チェックは、本学ブース利用者に対し、待ち時間短縮、

測定項目の充実など、サービス向上が課題である。そのためには、測定機器などのほか、

教職員及び学生から十分な人員を確保する必要がある。しかし一方では、イベントの増

加に伴い、一部の教職員への休日出勤などの負担が大きくなりつつある。特定の教職員

や学生に負担が集中することを避けるために、学内から広く協力者を募るよう、地域連

携委員会から周知と働き掛けを行う。今後、ちいき楽暮とも連携し、人的・物的資源の

効率的な運用で社会貢献し、学生の教育・研究の面においても拡大、深化を図る。 
ちいき楽暮における「生きる達人発掘＆養成プロジェクト」については、引き続き来

年度も発掘と養成を行う。さらに、「生きる達人」が地域で増えるよう、支えるために、

医療・保健・福祉がどのように力を注いでいけば効果的であるか、という点を明らかに

する。また、今後本学で取り組んでいくべき教育のあり方を検討する一つの材料とした

い。 
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A-2. 地域との協働活動 

《A-2の視点》 

A-2-① 教育資源（物的・人的資源）の地域への提供 

A-2-② 関連施設（大学・病院・地域）との協働による地域連携活動への取組体制の強

化 

(1)A-2の自己判定 

独自基準 A-2を満たしている。 
 

(2)A-2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-2-① 教育資源（物的・人的資源）の地域への提供 

物的資源として、本学の講義室及びアリーナなどの施設の提供は、平成 29(2017)年度
実績で年間 492件（月平均 41件）であり、前年度 367件（月平均 31件）に比べて 125
件の 34％増となっている。【資料 A-2-1】。本学施設は、医学検査領域、看護領域、リハ
ビリテーション領域関連の専門団体から広く利用されており、関連団体への貢献に大い

に寄与している。また官公庁関連では厚生労働省の医師国家試験の会場として定着する

と共に、熊本県教育委員会主催の小・中・高等学校教員を対象とした各種研修会へも毎

年会場を提供している。医療関係にとどまらず、地域商工会議所からは、各種資格検定

などの試験会場としても利用されている。アリーナは、近隣の保育園から運動会などの

会場としても利用されている。 
また、人的資源の提供により、各学科・専攻などの専門性を活かした地域貢献がなさ

れている。活動内容は、各種専門団体の役員や委員、学会・研修会での業務、市民対象

の出前授業や高等学校の模擬授業などへの講師派遣、市民対象イベントのボランティア

スタッフなど多岐にわたる。平成 29(2017)年度のちいき楽暮の設置により、人的資源の
提供は更に増加している。平成 28(2016)年度からは、前年度の社会活動実績を本学公式

ホームページ（以下「ホームページ」という。）で公表している【資料 A-2-2】。 
 

A-2-② 関連施設（大学・病院・地域）との協働による地域連携活動への取組体制の強

化 

A-2-②(i)委員会 

大学と医療機関の連携活動として、本学と熊本機能病院、崇城大学の 3機関で構成す
る「MUSASHI会」（市民の健康生活を考える会）が、平成 21(2009)年に発足した。同
会は「地域住民の健康増進を目指すと共に、地域交流の場の提供により、希薄となった

地域コミュニティの再生に貢献する」ことを目的に、参加者が 200人を超えるイベント

を毎年開催している。平成 29(2017)年度は 11月に崇城大学で「ウォーキング（インタ

ーバル速歩）講演会＆グラウンドゴルフ大会」と題して開催され、本学も健康測定・体

力測定のイベントを実施した。【資料 A-2-3】。 
また、一般社団法人大学コンソーシアム熊本は「熊本県内にある大学・高等教育機関

等と行政・経済界が連携・協力して、高等教育機関の教育・研究・社会貢献の充実及び

地域社会の向上・発展に寄与すること」を目的とした団体で、県内の全高等教育機関 14
校と行政（熊本県、熊本市）から成り立っており、本学は正会員として積極的に活動に
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関与している。【資料 A-2-4】。平成 29(2017)年度には、本学を会場として「進学ガイダ

ンスセミナー」を開催し、会員大学が参加した。県内各地から高校生・保護者 1,819人
が参加し、本学も模擬授業などを行った。【資料 A-2-5】。 
そのほか協定として、①熊本市北部商工会との地域協定、②合志市との包括協定、③

大学間連携共同教育推進事業の共同実施に関する熊本大学、熊本県立大学、熊本学園大

学、熊本県、熊本市との協定、④大規模災害時に設置する「福祉避難所」に関する熊本

市との協定、⑤阿蘇市との災害協定を締結し、地域連携に取り組んでいる【資料 A-2-6】。 
 

A-2-②(ⅱ)ちいき楽暮 

(ｲ) 減災型地域社会のリーダー養成プログラム 

大学間連携共同教育推進事業では、「減災型地域社会のリーダー養成プログラム」の一

環として、平成 26(2014)年度入学者カリキュラムより本学の保健科学基幹科目に選択科

目「災害時における保健医療」を新設し、協定を締結した他大学の学生も受講できるよ

う、関連規程などを整備した。この科目の演習は、本学、熊本大学、熊本県立大学と 3
大学合同で行っており、平成 29(2017)年度は本学アリーナにおいて 1泊 2日の避難所演
習を行った。受講学生が 400人を超えており、2回に分けて実施した。熊本市消防署と
も連携し、避難所での集団食中毒を想定した大規模訓練も行った。 
 
(ﾛ) 熊本市北区との共同研究 

平成 30(2018)年度から実施する、熊本市北区主催の「若い世代からのフレイル予防対

策」及び「子育て世代からのアンチエイジング事業」の準備として、本センターが窓口

となり熊本市北区の担当者と「北区まちづくり推進事業合同会議」を開催した。その中

で、上記事業の準備として本学医学検査学科を中心とする研究チームを立ち上げ、北区

との連携調整を行った。 
 
(ﾊ) 北区健康まちづくり報告会 

平成 29(2017)年度北区健康まちづくり報告会「ぶらりきたくなる大学」を平成
30(2018)年 2月 16日本学アリーナで開催した。熊本市北区の各校区の地域の民生委員

他、各世話人や行政職及び本学学生・教職員からなる小グループを構成し、その中で地

域づくりについて検討を行った。開催に際し「桜井･法貴グローバル教育研究所」の桜井

高志氏を講師に招聘し、「今後のまちづくりのために～“健康”でまちづくりを進めよう」

と題したワークショップを行った。各立場から活発な意見が出され、地域住民及び大学

との連携という意味でも重要な会となった。  
 
(ﾆ) 老人クラブ活性化に係る提言書検討委員会 

合志市からの要請により、「老人クラブ活性化に係る提言書検討委員会」に本学学生 3
人も委員として継続的に出席した。高齢化に伴い、地域社会における老人クラブの担う

役割は大きいが、一方で新規加入者の減少やそれに伴うクラブ活動の不活発化に対して、

どのような対策を講じるのがよいのか、ということについて本学学生が若い世代の代表

として意見を述べ、提言書作成に協力した。 
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(3)A-2の改善・向上方策（将来計画） 

閑静な郊外の立地条件と 440台以上の駐車場を備える本学の好環境を反映し、大学施

設の学外利用は年々増加している。本学の使命・目的に即して、今後も教育関係者、医

療関係者、地域の団体など、協働関係にある関連分野からの要請に応えるよう配慮して

いく。本学教員の専門性を活かした社会活動については、利益相反を回避しながら今後

も支援していく。 
MUSASHI会、一般社団法人大学コンソーシアム熊本、各種協定に基づく活動にも積

極的に参画し、本学の特性を活かして地域に貢献するよう努める。 
「災害時における保健医療」は平成 30(2018)年度も 3大学合同で演習を行う予定であ

るが、新アリーナにおいて約 450人の宿泊避難所演習を 1回とする予定である。 
熊本市北区主催の「若い世代からのフレイル予防対策」及び「子育て世代からのアン

チエイジング事業」については、次年度から実施に移る予定である。 
 

A-3.地域への情報発信 

《A-3の視点》 

A-3-① 公開講座等による社会への知の還元 

(1)A-3の自己判定 

独自基準 A-3を満たしている。 
 

(2)A-3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本学では平成 15(2003)年度の開学より、「生命の尊厳」を基調テーマとして開始して、
今では広い題材にわたって、一般市民向けの公開講演会を開催していた。【資料 A-3-1】。
第 1回から平成 19(2007)年度の第 5回までは年 1回、本学アリーナ（800人収容）にて
開催していたが、毎年参加希望者が多いことから、平成 20(2008)年度からは年 2回開催

へと変更すると共に（平成 22(2010)年度のみ 1回開催）、交通の利便性と収容人員を考

慮して、熊本市中心部の熊本県立劇場（コンサートホール収容定員 1,810人）または市
民会館崇城大学ホール（収容定員 1,591人）としていたが、平成 26(2014)年度を最後に
平成 28(2016)年度まで休止していた。 
平成 29(2017)年度より「熊保大健康と科学の夕べ」として公開講演会を再開し、山梨

大学大学院総合研究部泌尿器科学教授、武田正之先生をお招きし、『排尿機能と性機能～

よりよく生きるために』と題し、本学 50 周年記念館にて 1月に開催した【資料 A-3-1】。 
また、臨床検査技師、看護師を対象とした生涯教育プログラムとして、医学検査学科

同窓会、看護学科同窓会との共催で、毎年公開講座を開催している。 
更に、平成 21(2009)年度からブックレットを発刊し、本学から社会への情報発信のひ

とつとしている。平成 28(2016)年度は発刊していないが、これまでの、発刊タイトルを

表 A-3-1に示す。 
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表 A-3-1 ブックレット一覧 
発刊年度 タイトル 

平成 21年度 オムツを穿いたネコ －もっと猫を知ろう 

平成 22年度 202本の桜 －花びら遊びて 

平成 23年度 お天道さまには敵わない 

平成 24年度 言葉を生きる 

平成 25年度 感染症とワクチン －熊本の先輩たちの功績 

平成 26年度 脳卒中の予防と治療 －くまモンの脳卒中ノート－ 
  
 ちいき楽暮においても地域の住民や保健医療福祉専門職者向けのセミナーや研修会を

実施した【資料 A-3-2】。 
 
(3)A-3の改善・向上方策（将来計画） 

今後、大学の個性を更に強調するため、テーマをより深く保健医療に特化しながら公

開講演会を企画していく。 
生涯教育プログラムの公開講座は、生涯教育としての質を高めつつ、同窓会会員のみ

ならず広く一般市民に保健医療の知見を還元できるものとする。また、ちいき楽暮とも

連携し、地域の住民、保健医療福祉専門職に向けての情報発信を強化していく。 
医学検査学科同窓会、看護学科同窓会と同様にリハビリテーション学科同窓会におい

ても、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を対象とした生涯教育プログラムを支援し

ていく。 
 
 
 
[基準 Aの自己評価] 

学生及び教職員による各種の活動を通じて、本学の存在は地域に浸透してきた。現在

は地域の健康増進の一端を担っているといえる。本学の学生にとって、こうした地域連

携活動に参加することは、職業意識の涵養や専門の学びの定着の機会であるほか、対人

関係形成力のトレーニングにもなる。より多くの学生がなんらかの形で地域連携活動に

主体的に参加するように、入学時から学友会などを通じて意識づけを行っていく必要が

ある。 
平成 29(2017)年度も昨年度に引き続き地域連携委員会の年間活動計画 100％達成、グ

ラウンドゴルフ大会及び健康チェックの実施、学友会による西里駅の清掃活動などを通

じて、本学学生と地域住民との連携活動の継続・強化を行った。また、平成 29(2017)
年度の本学施設貸出実績は 492件となっており、これは本学が地域交流の場として不可
欠な存在となってきている結果と思われる。 
その他一般社団法人大学コンソーシアム熊本の活動においても、平成 29(2017)年度も
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理事会、各部会に積極的に参加し、参加団体と協力して、各種イベントの運営など、高

等教育機関の教育・社会貢献の充実及び地域社会の向上・発展に寄与している。更に、

各種の協定に基づいて地域の諸機関・諸団体と良好な協力関係を築き、地域連携を充実

したものにしている。 
上記のように、本学は開学以来、地域との交流も深く、地域の清掃、まつり、施設や

病院へのボランティアなど学生だけでなく教職員も住民として参加してきた。また、熊

本地震のなかでも、ほとんどの学生が被災しながら自主的に様々なボランティアを行っ

ていた。このような背景のもとに、本学は本学の立地する熊本市と隣接する合志市の両

市と研究実施に関する連携協定を結んでいる。これまでの継続した取り組みを更に発展

させ、地域の人々の健康や健康的なまちづくりに寄与する実践、調査研究を実施する母

体として、学長の主導のもと平成 29(2017)年 4月本学にちいき楽暮が設置されたことは
極めて意義深い。キックオフシンポジウムにおいて、熊本市、合志市の両市長もパネリ

ストとして参加し、それぞれの市の地域包括ケアについての現状と課題を報告し、本学

への期待を寄せられた。参加者のアンケートからも本学の地域連携活動への高い期待感

が感じられた。 
本学の建学の精神は「優れた医療技術者の養成を通じて社会に貢献すること」であり、

「知識」「技術」「思慮」「仁愛」を四綱領とし、保健医療系大学として我が国のリーディ

ング大学の一つとなることをコンセプトに、次の三つを将来ビジョンとして掲げている。  
(1) 社会の変化に対応し、リーダーシップを発揮できる医療技術者の養成  
(2) 地域に根ざし、地域と共に歩み、社会の幸福実現に貢献  
(3) 10年後も 20年後も選ばれ続けるためのブランド力の強化 
 今後、委員会活動やちいき楽暮における地域連携活動を通して、地域の課題を認知し、

地域の人々、専門職、医療機関や行政と連携して解決すると共に、地域のためにリーダ

ーシップを発揮して働く医療技術者を育てることが、今後の地域社会の幸福の実現に大

きく貢献することになるだろう。 
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基準Ｂ.研究活動 

B -1．研究活動の成果 

《B-1の視点》 

B-1-① 研究成果の公表 

B-1-② 研究の質の向上 

B-1-③ 研究成果の社会への還元 

 

(1)B -1の自己判定 

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

B-1-① 研究成果の公表 

研究活動の公表については、所属学会や研究会、専門分野の知見を深める研修会など

への発表、論文投稿などのほかに、本学発行の『熊本保健科学大学研究誌』への投稿が

あり、平成 30(2018)年度発行の第 15 号は総説 1報、原著 7 報、研究報告 5 報、資料 1
報、その他 1 報が収載された【資料 B-1-1】。また、『熊本保健科学大学研究誌』は『学
術情報リポジトリ』で広く公開している。 
毎年度の研究業績は、『学園通信ぎんきょう』によって学内外へ公開していたが、平成

28(2016)年度より、本学公式ホームページ（以下「ホームページ」という。）で公開して

いる【表 B-1-1】【資料 B-1-2】。研究活動の状況を各教員が互いに認識し合うことも含め、

教育研究の促進に役立っている。 
 
(ｲ) 研究業績管理システムの導入について〔資料 4〕 
学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の改正により、大学は社会に対する説明

責任を果たすため、教育研究活動等の状況について情報を公表するものとされている。

そこで本学では、ホームページにおいて研究者の教育研究情報を公開している【資料

B-1-2】。ただし、ホームページ公開用データを別途作成し、それをもとにページを更新

することで対応しているが、問題点として、研究業績データの一元管理ができておらず、

また昇任審査、人事評価、文部科学省への提出、外部評価など、その都度別々の書式で

個別に作成及び集計作業が発生しているため、教員・事務共に負担が大きい。そこで、

これらの問題を解消し、作業の効率化を図るために、研究業績管理システムを導入する

こととし、研究業績管理システム導入検討部会において内容等について検討し、平成

30(2018)年度から運用を開始した【資料 B-1-3】。 
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表 B-1-1 平成 29(2017)年度研究業績報告数（延べ） 
誌上発表               140件 

原著論文（査読有） 65  

原著論文（査読無） 45  

学位論文 3  

著書 15  

総説 4  

解説,その他 8  

口頭発表               216件 

国際学会発表 11  

国内学会発表 179  

研究会･シンポジウム等 26  

 

B-1-② 研究の質の向上 

平成 29(2017)年度における外部資金の導入総額は約 2,158万円である。 
獲得した外部資金の内訳を表 B-1-2に、また、開学した平成 15(2003)年度からの科学

研究費の獲得実績を表 B-1-3、平成 20(2008)年度からのその他研究費獲得実績を表 B-1-4
に示す【資料 B-1-4】。 

 
表 B-1-2 外部資金導入一覧        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外部資金の種類 平成 29年度 （平成 28年度） 

科学研究費 1,489万円 (1904.5万円) 

その他 

奨励寄附金 153万円  (0万円) 

受託研究費 288万円  (0万円) 

共同研究費 97万円 (288万円) 

その他合計 131万円  (151万円) 
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表 B-1-3 科学研究費獲得実績一覧 *前任校からの継続を含む 

 
表 B-1-4 その他研究費獲得実績一覧 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
科学研究費については、平成 29(2017)年度は新規で 2件の獲得であった。そこで、

学術研究部長を含め 5～6人で組織する科研費採択率向上ワーキンググループを設置し、
平成 29(2017)年度不採択者に任意で審査結果と申請書を提供いただき、区分（不採択

A～C）ごとの要因などを分析した。その結果をまとめ、全体的な調査結果と個人別の

年度 獲得件数 
(うち前年度からの継続) 

申請件数 
(専任教員数) 

配分総額 
(分担金含む) 

平成 15年度 1件 ( 1件*) 0 (52) 400,000 
平成 16年度 1件 ( 0件) 13 (60) 2,400,000 
平成 17年度 1件 ( 1件) 18 (63) 1,300,000 
平成 18年度 3件 ( 0件*) 21 (65) 5,600,000 
平成 19年度 9件* ( 4件*) 14 (75) 21,890,000 
平成 20年度 5件 ( 5件) 16 (82) 13,104,000 
平成 21年度 8件＊ ( 2件) 22 (89) 16,641,000 
平成 22年度 9件 ( 7件) 26 (98) 15,372,000 
平成 23年度 9件 ( 7件*) 50 (109) 20,632,000 
平成 24年度 12件 ( 4件) 57 (107) 32,263,000 
平成 25年度 16件 (13件*) 41 (105) 32,567,000 
平成 26年度 20件 (12件) 44 (107) 27,752,000 
平成 27年度 15件 ( 9件) 40 (107) 26,972,000 
平成 28年度 14件 (13件) 34 (103) 19,045,000 
平成 29年度 2件 (13件) 36 (104) 14,894,240 

年度 獲得件数 獲得額 

平成 20年度 8件 17,350,000 
平成 21年度 11件 25,383,395 
平成 22年度 11件 11,955,000 
平成 23年度 7件 18,415,000 
平成 24年度 7件 4,590,000 
平成 25年度 7件 10,700,800 
平成 26年度 6件 9,147,330 
平成 27年度 6件 8,431,953 
平成 28年度 5件 4,390,000 
平成 29年度 6件 6,692,000 



熊本保健科学大学 

131 

調査結果を作成し、個人別の結果は希望者へフィードバックした。全体的な結果は教授

会で報告後、全学にメール配信した。平成 30(2018)年度は 36件申請し、挑戦的研究（萌
芽）を除いた採択は 7件であった（採択率 22.6%）。なお、平成 30(2018)年度より学内
研究費（教育研究プログラム・拠点研究プロジェクト）（以下、「P&P」という。）に採
択された者で科研費に応募する者は、不採択の場合のランクと理由書を提出することを

義務付けた。 
 
B-1-③ 研究成果の社会への還元 

 社会・経済・文化の領域への研究成果の提供については、医療系大学の特徴を活かし

た多くの取り組みが行われている。教員個人の成果は、著書や論文、解説などに取りま

とめられ、様々な分野で有用な情報として活用される。また、教員は学会での委員会活

動や理事活動を行っているほか、各種専門団体の役員や委員、専門家向けの講習及び一

般向けのセミナーや講習会での講習、市民対象イベントのボランティアスタッフなど、

多くの事業に参加しており、研究成果は広く地域社会に還元されている【資料 B-1-5】。 
 
(ｲ) 研究シーズ集の作成について 

本学の教職員がどのような研究活動を行っているのかを分かりやすくまとめ、本学が

保有する知的資源を「研究シーズ集」として取りまとめて広く公開する。これにより本

学と地域との連携を促進し、地域の抱える課題の解決や新たな技術・事業の創出に寄与

し、大学の「知」を地域社会へ還元することを目的とする。シーズ集の単位は、個人別

や研究グループ（プロジェクト）別が考えられる。作成したシーズ集はホームページ上

で公開する。研究業績管理システムを平成 30(2018)年度初めに導入するので、シーズ集
の作成完了及び公開の時期を平成 30(2018)年度末として検討を進めている。 
 
(3)B－1の改善・向上方策（将来計画） 

 科研費等の採択率向上に向けて、複数回採択された教員に申請書の書き方のポイント

等を紹介する講習会や申請者の相談窓口の設置など、さらなる支援体制を構築していく

予定である。 
 
 
 
［基準Ｂの自己評価］ 

 本学では、学術研究会議が、学内研究費、学外からの共同研究計画の受け入れ、若手

研究者の支援などを行っており、研究推進体制は整備されている。特に、研鑽費に加え

て学内研究費を配分していることは、本学が強力に研究支援を行う姿勢の現れと言って

良いだろう。 
研究成果は、専門誌への論文投稿などのほか、本学発行の『熊本保健科学大学研究誌』

『学園通信ぎんきょう』『学術情報リポジトリ』によって学内外へ公開している。また、

一般向けのセミナーや講習会での講習、市民対象イベントのボランティアスタッフなど、

多くの事業に参加しており、広く地域社会に還元されている。 
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 学校教育法施行規則等の一部を改正する省令の改正により、大学は社会に対する説明

責任を果たすため、教育研究活動等の状況について情報を公表するものとされている。

本学では、ホームページにおいて研究者の教育研究情報を公開しているが、研究業績管

理システムの運用を平成 30(2018)年度から開始したことから、研究業績データの一元管

理を可能にし、かつ公開への作業の効率を高めることができる。 
 科研費採択率向上のため、科研費不採択者について区分（不採択 A～C）ごとの要因
などを分析した結果をまとめ、個人別の結果は希望者へフィードバックし、全体的な結

果は教授会で報告後、全学にメール配信した。平成 30(2018)年度は採択率 22.6%であっ
たことは、採択率向上に向けた取り組みが実を結びつつあるものと考えられる。 
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Ⅶ．エビデンス集一覧 

エビデンス集(データ編)一覧 

コード タイトル 備考 

【共通基礎】 認証評価共通基礎データ  
【表 F－1】 理事長名、学長名等  
【表 F－2】 附属校及び併設校、附属機関の概要  
【表 F－3】 外部評価の実施概要  
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【表 2－8】 学生の課外活動への支援状況(前年度実績)  
【表 2－9】 学生相談室、医務室等の状況  
【表 2－10】 附属施設の概要(図書館除く)  
【表 2－11】 図書館の開館状況  
【表 2－12】 情報センター等の状況  
【表 3－1】 授業科目の概要  
【表 3－2】 成績評価基準  
【表 3－3】 修得単位状況(前年度実績)  
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【資料 1-1-1】 ホームページ：大学紹介、大学案内(2018)pp.1-2、ぎんきょ

う No.35裏表紙  

【資料 1-1-2】 創立 50 周年記念式典リーフレット 
 

【資料 1-1-3】 平成 21年 4月大学運営協議会議事録（抄）及び資料 
 

【資料 1-1-4】 平成 21年 4月教授会議事録（抄）及び資料 
 

【資料 1-1-5】 熊本保健科学大学のミッション 
 

【資料 1-1-6】 ホームページ：大学概要、大学案内(2017)p.3-4  

【資料 1-1-7】 熊本保健科学大学の中期目標・中期計画（第 1～4期）  

【資料 1-1-8】 学生便覧冒頭部分  

【資料 1-1-9】 熊本保健科学大学の将来ビジョン  

1-2．使命・目的及び教育目的の反映 

【資料 1-2-1】 熊本保健科学大学 設置の趣旨 
 

【資料 1-2-2】 
平成 25年 8月臨時教授会議事録及び資料 
平成 25年第 2回理事会議事録（抄）及び資料  

【資料 1-2-3】 銀杏学園歌 
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【資料 1-2-7】 三つのポリシー別紙 2(CP)  

【資料 1-2-8】 アセスメントポリシー（案）  

 

基準 2．学生 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

2-1．学生の受入れ 

【資料 2-1-1】 入学者受入の方針（アドミッションポリシー）  

【資料 2-1-2】 平成30年度入試ガイドp.2-3、平成31年度入試ガイドpp2-3、
各学科、ホームページ：入学案内、学部・学科  

【資料 2-1-3】 入学試験要項：出願資格  

【資料 2-1-4】 広報冊子『Proud』  

【資料 2-1-5】 平成 30年度 APと入学者選抜方法との対比表  

【資料 2-1-6】 平成 30年度入試ガイド  

【資料 2-1-7】 熊本保健科学大学入学者選抜規程（学部、大学院）  

【資料 2-1-8】 熊本保健科学大学入試委員会規程（学部、大学院）  

2-2．学修支援 

【資料 2-2-1】 スモールグループ活動助成金について  

【資料 2-2-2】 平成 26年度入学生の進級及び卒業率一覧  
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【資料 2-2-3】 スモールグループ制度ガイドライン  

【資料 2-2-4】 オフィスアワーについて  

【資料 2-2-5】 通信型リメディアル実施の資料   

【資料 2-2-6】 通信型リメディアルアンケート結果  

【資料 2-2-7】 自己診断テスト  

【資料 2-2-8】 講義型リメディアルアンケート結果  

【資料 2-2-9】 
ピア・サポーター募集案内、ピア・サポーター目標、年間活

動計画 2018  

【資料 2-2-10】 熊本保健科学大学ピア・サポート実施要項(決定)  

【資料 2-2-11】 プチ・サポーター  

【資料 2-2-12】 平成 30年度新入生オリエンテーションの手引き  

【資料 2-2-13】 熊本保健科学大学障害学生支援室規程  

【資料 2-2-14】 障害学生修学支援等依頼書、リーフレット  

【資料 2-2-15】 熊本保健科学大学大学院ティーチング・アシスタント規程  

【資料 2-2-16】 
熊本保健科学大学スチューデント・アシスタント(SA)に関す
る規程  

【資料 2-2-17】 平成 29年度 SA募集掲示（業務内容）、活動実績  

【資料 2-2-18】 リメディアル教育 1年次全員アンケート  

【資料 2-2-19】 スタディ・サポート・カフェ周知資料  

2-3．キャリア支援 

【資料 2-3-1】 就職ガイダンス 2018大学案内 P.59-60  

【資料 2-3-2】 学外実習スケジュール  

【資料 2-3-3】 平成 29年度進路先一覧  

【資料 2-3-4】 平成 29年度 就職支援課 指導記録  

【資料 2-3-5】 「久しぶり、元気かい(会)」案内  

【資料 2-3-6】 「久しぶり、逢おうかい(会)」案内  

2-4．学生サービス 

【資料 2-4-1】 熊本保健科学大学学生サービス体制  

【資料 2-4-2】 熊本保健科学大学学生委員会規程  

【資料 2-4-3】 奨学金制度等 学生便覧(2018)p104-p106   

【資料 2-4-4】 熊保大奨学生募集 手続きのしおり  

【資料 2-4-5】 学友会会則  

【資料 2-4-6】 リーダーズ研修会に関する資料  

【資料 2-4-7】 クラブ支援に関する資料  

【資料 2-4-8】 学生相談室 学生便覧 (2018) p.113  

【資料 2-4-9】 教職員のための学生サポートガイドブック  

【資料 2-4-10】 

熊本保健科学大学ハラスメントの防止に関する規程 
熊本保健科学大学ハラスメント防止委員会規程 
熊本保健科学大学ハラスメント防止ガイドライン 

 

【資料 2-4-11】 

ハラスメントのない楽しいキャンパスライフのために(学生
編) 
ハラスメント防止に向けて(教職員編) 
ハラスメント防止に向けて(実習施設編) 

 

【資料 2-4-12】 平成 29年度保健室利用状況等  

【資料 2-4-13】 

敷地内全面禁煙 
熊本保健科学大学 News Letter(No.37) 
ホームページ：キャンパス紹介 

 

2-5．学修環境の整備 

【資料 2-5-1】 情報関連設備利用案内   
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学生便覧 (2018) pp.122-124 
【資料 2-5-2】 キャンパステラス見取り図  

【資料 2-5-3】 
ゼミ室の利用ルール  
学生便覧 平成 30年度入学生(2018) p135  

【資料 2-5-4】 学校法人銀杏学園諸施設・機器使用規程  

【資料 2-5-5】 防災訓練実施要項  

【資料 2-5-6】 図書館内見取図(写真付)  

【資料 2-5-7】 熊本保健科学大学附属図書館運営委員会規程  

【資料 2-5-8】 平成 29年度図書館利用状況  

【資料 2-5-9】 履修者数集計表  

2-6．学生の意見・要望への対応 

【資料 2-6-1】 学修行動調査  

【資料 2-6-2】 学長直行便について  

【資料 2-6-3】 目安箱について  

 

基準 3．教育課程 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

3-1．単位認定、卒業認定、修了認定 

【資料 3-1-1】 熊本保健科学大学学修規程  

【資料 3-1-2】 
本学以外での学修による単位の認定  
学生便覧(2018)pp.25-28  

【資料 3-1-3】 卒業要件 学生便覧 (2018) pp.21-23  

【資料 3-1-4】 
学修の成績評価と GPA制度 学生便覧(2018)pp.17-20、 
熊本保健科学大学学生表彰規程  

【資料 3-1-5】 熊本保健科学大学成績優秀者表彰規程  

【資料 3-1-6】 熊本保健科学大学大学院長期履修制度規程  

【資料 3-1-7】 熊本保健科学大学学位規程  

【資料 3-1-8】 入学から修了まで 大学院学生便覧平成 30年度(2018) p.16  

3-2．教育課程及び教授方法 

【資料 3-2-1】 授業暦  

【資料 3-2-2】 授業科目別履修単位一覧 学生便覧(2018) pp.42-67  

【資料 3-2-3】 大学院授業科目一覧 大学院学生便覧(2018)p.15  

【資料 3-2-4】 平成 25年度第 4回理事会資料 pp.92-94  

【資料 3-2-5】 熊本保健科学大学共通教育センター規程  

【資料 3-2-6】 共通教育センター事業報告書(H29)・事業計画書(H30)  

【資料 3-2-7】 Webシラバス  

【資料 3-2-8】 平成 30年度基礎セミナー一覧(概要集)  

【資料 3-2-9】 平成 29年度基礎セミナー受講者アンケート  

【資料 3-2-10】 平成 29年度学外実習施設指導者会議・研修会資料  

【資料 3-2-11】 レポートオプション手引書  

3-3．学修成果の点検・評価 

【資料 3-3-1】 授業改善アンケート結果(講義・演習・学内実習)  

 

基準 4．教員・職員 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

4-1．教学マネジメントの機能性 
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【資料 4-1-1】 熊本保健科学大学大学運営協議会規程  

【資料 4-1-2】 大学運営協議会管轄下の委員会と業務  

【資料 4-1-3】 熊本保健科学大学教授会規程  

【資料 4-1-4】 熊本保健科学大学学術研究会議運営規程  

【資料 4-1-5】 熊本保健科学大学学長選考規程  

【資料 4-1-6】 

熊本保健科学大学大学運営協議会規程 第 3条 
熊本保健科学大学教員人事委員会規程 第 3条第 2 項 
熊本保健科学大学自己点検・評価委員会規程 第 3条第 2 項 
熊本保健科学大学ハラスメント防止委員会規程 第 3 条第 2
項 
熊本保健科学大学危機管理委員会規程 第 2条第 2 項 
熊本保健科学大学教育改革推進会議規定 第 3条 

 

【資料 4-1-7】 

熊本保健科学大学学術研究会議運営規程 第 2条 
熊本保健科学大学広報委員会規程 第 2条 
熊本保健科学大学就職委員会規程 第 2条 
熊本保健科学大学情報保護委員会規程 第 2条 
熊本保健科学大学保健室委員会規程 第 2条 
熊本保健科学大学国際交流委員会規程 第 3条 
熊本保健科学大学附属図書館規程 第 3条 
熊本保健科学大学附属図書館運営委員会規程 第 2条 
熊本保健科学大学国家試験対策委員会規程 第 2条 
熊本保健科学大学ホームページ委員会規程 第 2条 
熊本保健科学大学ライフサイエンス倫理規程 第 10条 
熊本保健科学大学動物実験規則 第 7条 
熊本保健科学大学ＩＲ推進委員会規程 第 3条 
熊本保健科学大学 入学試験改革委員会規程 第 2条 
熊本保健科学大学アカデミックスキルラボ規程 第 2条 
熊本保健科学大学大学施設委員会規程 第 3条 

 

【資料 4-1-8】 熊本保健科学大学ＩＲ推進室設置規程  

【資料 4-1-9】 教授会管轄下の委員会と業務  

【資料 4-1-10】 学術研究会議管轄下の委員会と業務  

【資料 4-1-11】 学校法人銀杏学園組織別事務体制  

【資料 4-1-12】 学校法人銀杏学園事務職員の採用について（内規）  

【資料 4-1-13】 学校法人銀杏学園職員人事評定制度規程  

4-2．教員の配置・職能開発等 

【資料 4-2-1】 教員数対比表  

【資料 4-2-2】 教員（有資格者別）配置一覧  

【資料 4-2-3】 熊本保健科学大学教員人事委員会規程  

【資料 4-2-4】 熊本保健科学大学教員選考及び昇任に関する規程  

【資料 4-2-5】 学校法人銀杏学園教員人事評定制度規程  

【資料 4-2-6】 

熊本保健科学大学客員教授規程 
熊本保健科学大学特任教員に関する規程 
熊本保健科学大学名誉教授授与規程 

 

【資料 4-2-7】 学校法人銀杏学園就業規則  

【資料 4-2-8】 学校法人銀杏学園給与規程  

【資料 4-2-9】 学校法人銀杏学園再雇用に関する規則  

【資料 4-2-10】 
熊本保健科学大学ファカルティ・ディベロップメント推進委

員会規程  

【資料 4-2-11】 アクティブ・ラーニング事例集  

4-3．職員の研修 

【資料 4-3-1】 SD研修一覧  

【資料 4-3-2】 熊本保健科学大学における SDの実施方針  
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【資料 4-3-3】 職場内研修プログラム(12回)  

4-4．研究支援 

【資料 4-4-1】 熊本保健科学大学学術研究会議運営規程  

【資料 4-4-2】 熊本保健科学大学ライフサイエンス倫理規程  

【資料 4-4-3】 熊本保健科学大学動物実験規則  

【資料 4-4-4】 研究機器等リスト  

【資料 4-4-5】 

熊本保健科学大学における公的研究費の取扱い及び不正使用

防止に関する規程 
熊本保健科学大学における研究活動に係る不正行為に関する

ガイドライン 

 

【資料 4-4-6】 学校法人銀杏学園公益通報者保護規程  

【資料 4-4-7】 

熊本保健科学大学における公正な研究活動行為に関する行動

規範 
熊本保健科学大学における研究活動に係る不正行為防止に関

する基本方針 
熊本保健科学大学における公的研究費の取扱い及び不正使用

防止に関する規程 
熊本保健科学大学における研究活動に係る不正行為に関する

ガイドライン 
熊本保健科学大学公的研究費不正使用防止計画 
熊本保健科学大学公的研究費に係る内部監査内規 
熊本保健科学大学公的研究費の運用に関わる不正等に対する

取引停止取扱規程 
公的研究費に係る換金性の高い物品の管理と確認及び特殊な

役務の検収に関する申合せ 

 

【資料 4-4-8】 熊本保健科学大学学内研究費助成規程  

【資料 4-4-9】 
学内掲示板（学術研究） 
学内用Web掲示板（研究助成案内）  

【資料 4-4-10】 
研究及び教育研鑽費（研鑽費）計画書 
研究及び教育研鑽費（研鑽費）実施報告書  

【資料 4-4-11】 研究費取扱い手引き（2018年度版）  

【資料 4-4-12】 2017年度 P&P採択一覧  

【資料 4-4-13】 平成 29年度 学内研究助成 研究報告会 プログラム/抄録  

【資料 4-4-14】 学内研究助成報告集平成 28年度(2016)年度  

 

基準 5．経営・管理と財務 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

5-1．経営の規律と誠実性 

【資料 5-1-1】 学校法人銀杏学園組織運営規程  

【資料 5-1-2】 学校法人銀杏学園事務分掌規程 
熊本保健科学大学事務分掌規程  

【資料 5-1-3】 熊本保健科学大学助産別科規程  

【資料 5-1-4】 

熊本保健科学大学利益相反ポリシー 
熊本保健科学大学利益相反マネジメント規程 
熊本保健科学大学利益相反マネジメント体制 
熊本保健科学大学利益相反アドバイザリーボード要項 

 

【資料 5-1-5】 利益相反に係る教育研修会資料  

【資料 5-1-6】 利益相反実態調査  

【資料 5-1-7】 熊本保健科学大学における研究活動に係る不正行為に関する

ガイドライン  

【資料 5-1-8】 学校法人銀杏学園公益通報者保護規程  
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【資料 5-1-9】 感染予防及び危険防止マニュアル  

【資料 5-1-10】 

熊本保健科学大学個人情報保護方針（プライバシー・ポリシ

ー）熊本保健科学大学情報保護規程 
熊本保健科学大学情報保護委員会規程 
熊本保健科学大学情報セキュリティポリシー 
熊本保健科学大学情報セキュリティ手順 

 

【資料 5-1-11】 情報セキュリティのしおり  

【資料 5-1-12】 情報システム利用手引き（学生向け）  

【資料 5-1-13】 情報システム利用手引き（教職員向け）  

【資料 5-1-14】 情報漏洩対応訓練報告書  

【資料 5-1-15】 熊本保健科学大学衛生委員会規程、事業報告書(H29)  

【資料 5-1-16】 熊本保健科学大学非常変災時に対する運用マニュアル  

【資料 5-1-17】 危機管理ガイドライン  

【資料 5-1-12】 

熊本保健科学大学ライフサイエンス倫理規程 
熊本保健科学大学遺伝子組換え生物等使用安全管理規程 
熊本保健科学大学遺伝子組換え生物等使用安全委員会規則 
熊本保健科学大学病原体安全取扱・管理規程 
熊本保健科学大学バイオセーフティ委員会規則 
熊本保健科学大学動物実験規則 
熊本保健科学大学動物実験細則 
熊本保健科学大学飼養保管施設運営部会内規 

 

5-2．理事会の機能 

【資料 5-2-1】 理事、監事、評議員の名簿  

【資料 5-2-2】 理事会、評議員会の開催状況  

5-3．管理運営の円滑化と相互チェック 

【資料 5-3-1】 監査報告書  

5-4．財務基盤と収支 

【資料 5-4-1】 財務計算に関する書類(H24-29) 
財産目録(H29)  

【資料 5-4-2】 消費収支予算書（シミュレーション） 
事業活動収支予算書（シミュレーション）  

【資料 5-4-3】 

平成 29年度熊本保健科学大学事業計画、重点目標 
平成 30 年度学校法人銀杏学園（熊本保健科学大学）予算編
成方針 

 

【資料 5-4-4】 平成 30年度収支予算書  

【資料 5-4-5】 学校法人銀杏学園資産運用規程  

5-5．会計 

【資料 5-5-1】 学校法人銀杏学園稟議規程  

【資料 5-5-2】 学校法人銀杏学園経理規程  

【資料 5-5-3】 学校法人銀杏学園固定資産及び物品管理規程  

【資料 5-5-4】 平成 30年度補正予算書  

【資料 5-5-5】 監査法人による監査  

基準 6．内部質保証 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

6-1．内部質保証の組織体制 

【資料 6-1-1】 熊本保健科学大学自己点検・評価に関する規程  

【資料 6-1-2】 熊本保健科学大学自己点検・評価委員会規程  

【資料 6-1-3】 自己点検・評価報告書（平成 29年度版）  

6-2．内部質保証のための自己点検・評価 
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【資料 6-2-1】 自己点検・評価及び認証評価の公表状況（ホームページから）  

【資料 6-2-2】 
熊本保健科学大学平成 29 年度卒業時アンケート、図書館ア

ンケート調査、平成 29 年度熊本保健科学大学 1 年生の生活
と意識に関する調査、大学生基礎力レポート 

 

   

6-3．内部質保証の機能性 

【資料 6-3-1】 学内への公開 Avtive Academy掲示板  

 

基準 A．地域連携活動 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

A-1．地域との連携 

【資料 A-1-1】 熊本保健科学大学地域連携委員会規程  

【資料 A-1-2】 平成 30年度地域連携委員会事業計画書  

【資料 A-1-3】 平成 29年度地域連携委員会事業報告書  

【資料 A-1-4】 平成 29年度地域連携活動実績  

【資料 A-1-5】 JR西里駅清掃参加人数  

【資料 A-1-6】 

“生きる達人”一覧(表彰) 

地域包括連携医療教育研究センター”ちいき楽暮(らぼ)平成

29年度報告書 

 

A-2．地域との協働活動 

【資料 A-2-1】 平成 29年度施設貸出実績  

【資料 A-2-2】 社会活動報告公開ページ(本学 HP)  

【資料 A-2-3】 MUSASHI会開催資料  
【資料 A-2-4】 コンソーシアム熊本関連資料  

【資料 A-2-5】 H29年度進学ガイダンスセミナーチラシ  

【資料 A-2-6】 協定一覧  

【資料 A-2-7】 
地域包括連携医療教育研究センター”ちいき楽暮(らぼ)平成

29年度報告書 
 

A-3．地域への情報発信 

【資料 A-3-1】 『熊保大健康と科学の夕べ』案内チラシ  

【資料 A-3-2】 
地域包括連携医療教育研究センター”ちいき楽暮(らぼ)平成
29年度報告書 

 

 
基準 B．研究活動 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

B-1．研究活動の成果 

【資料 B-1-1】 熊本保健科学大学研究誌第 15 号  

【資料 B-1-2】 研究業績公開ページ（本学 HP）  

【資料 B-1-3】 研究業績システム（画面）  

【資料 B-1-4】 科研費、外部資金獲得一覧  

【資料 B-1-5】 社会活動報告公開ページ（本学 HP）  

 
 


