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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

設立された化血研衛生検査技師養成所である。この養成所は、予防医学を主務とする財団

法人化学及血清療法研究所（以下「化血研」という。）が、同財団の公益事業の一環として、

その寄附行為第 4 条の 5「医療技術者の養成」に基づき設立したものである。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。さらに平成 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）を立ち上げるに至った。 

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。さらに、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 

 本学の前身である化血研衛生検査技師養成所は、化血研がその公益事業の一環として設

立したものであり、厚生省指定の衛生検査技師養成所として、全国ではじめて創設された
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6 施設の一つとして誕生している。短期大学等を経て、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、作業療法士等）として約 7,000 人の卒業生を輩出してお

り、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。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）の他に、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）を

併設している。 

 

Ⅱ．沿革と現況 

１．本学の沿革 

昭和 34(1959)年 4 月 化血研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 

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 
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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 

・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(9 月開講) 

              脳卒中リハビリテーション看護分野 

              慢性心不全看護分野 

・学生数、教員数、職員数 

学生数（平成 26(2014)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 100 400 120 134 122 98 474 

看護学科 100 400 115 116 116 113 460 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 120 480 140 135 141 139 555 

保健科学部 計 320 1,280 375 385 379 350 1,489 

保健科学研究科 10 20 12 12 － － 24 

助産別科 20 20 20 － － － 20 

合  計 350 1,320 － － － － 1,533 

 

教員数（平成 26(2014)年 5 月 1 日現在） 

学部 学 科 
専 任 教 員 数 

助手 兼任 合計 
教授 准教授 講師 助教 計 

保健科

学部 

医学検査学科 16 8 6 2 32 － 

187 290 看護学科 14 11 6 7 38 － 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 12 10 10 1 33 － 

保健科学部 計 42 29 22 10 103 － 187 290 

保健科学研究科 1 0 0 0 1 － 10 11 

助産別科 1 1 1 0 3 － 20 23 

合    計 44 30 23 10 107 － 217 324 

 

職員数（平成 26(2014)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 

27 21 17 5 70 
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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明確性 

≪1－1 の視点≫ 

1-1-① 

1-1-② 

意味・内容の具体性と明確性 

簡潔な文章化 

（1）1－1 の自己判定 

基準項目 1－1 を満たしている。 

 

（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

熊本保健科学大学（以下「本学」という。）及び本学大学院の使命・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】。 

これらの教育目標等は、本学公式ホームページ（以下「ホームページ」という。）、大学

案内等によって広く開示されている【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、様々な媒体においてこれを掲げている。 

簡明な表現の制定は、第 2 次中期計画作成にあたって要請されていたものである。20 年

余り歌い継がれた学園歌のなかに｢医療の礎築かむと知識と技を磨き｣及び「生命を護る真

心の智と仁愛を育み」と謳いこまれた本学の理念を反映するものであり、その意義を平成

21(2009)年 4 月の大学運営協議会及び教授会において確認した【資料 1-1-3】【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、基本理念等を踏まえ、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】。 
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（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、社会的要請等を踏まえながら、文言等について継続的に見直していく。 

 

 

 

1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1－2 の視点≫ 

1-2-① 

1-2-② 

1-2-③ 

個性・特色の明示 

法令への適合 

変化への対応 

（1）1－2 の自己判定 

基準項目 1－2 を満たしている。 

 

（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 個性・特色の明示 

 本学の使命・目的や学部、学科・専攻及び大学院ごとの教育研究上の目的は、学則及び

大学院学則で規定し、学内外に示している。この目的は、昭和 34(1959)年に設立された化

血研衛生検査技師養成所に源を発し、専門学校、短期大学と発展してきた本学の教育の伝

統を貫いている「優れた医療技術者の養成を通じて社会に貢献する」という建学の精神を

反映するものである。この建学の精神に基づいて、本学は一貫して保健医療分野に特化し

た人材育成を行っており、「熊本保健科学大学」という名称も含めて十分に大学の個性・特

色を反映している。 

本学の設立母体である一般財団法人化学及血清療法研究所（以下「化血研」という。）は、

最先端の医薬品（ワクチン・血液製剤等）の製造を担っていることから、本学との共同研

究、また人的交流など質の高い保健医療分野での本学への支援もある。本学が化血研を設

立母体としていることは大きな個性であり、特色といえる【資料 1-2-1】。このような本学

の個性・特色は、使命・目的に反映されており、またホームページや大学案内等を通じて

明示している【資料 1-2-2】。 

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

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

らの設立の要請など、本学はその社会的需要を把握し、設置趣旨に反映させると共に「熊

本保健科学大学の目的」として学則に位置づけている。 

 

1-2-② 法令への適合 

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

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

それぞれの認可申請やアフターケアを通じて示されている。大学設置（医学検査学科、看

護学科）については、平成 14(2002)年度の大学設置審査及び平成 18(2006)年度の完成年

度履行状況調査において認められており、リハビリテーション学科設置に関する定員に係
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る学則の変更は、平成 18(2006)年 7 月に認可を受け、平成 19(2007)年 4 月には理学療法

士養成施設、作業療法士養成施設としての指定を受けた。平成 22(2010)年 8 月には言語聴

覚学専攻の新設に伴う収容定員増加に係る学則変更が認可され、平成 23(2011)年 4 月には

言語聴覚士学校養成施設としての指定を受けた。 

助産別科設置は平成 18(2006)年 9 月承認を受け、大学院については平成 20(2008)年 10

月認可を受けた。本学キャリア教育研修センターに設置される認定看護師教育課程（脳卒

中リハビリテーション看護分野、慢性心不全看護分野）については、日本看護協会による

認定看護師教育機関として認定されている。 

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

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

28(2016)年 3 月 31 日まで）。 

 

1-2-③ 変化への対応 

本学では、4 年ごとに「中期目標・中期計画」を立てて、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 1-2-3】。中期計画・中期目標の前文として大学の基本理念、

教育目標を掲げ、教職員はそれに沿って、毎年度の部門別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、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 1-2-4】。 

 

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

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

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

としての認識を学内外に浸透させる。使命・目的及び教育目的が社会のニーズに応じたも

のであるかどうかは、4 年ごとの「中期目標・中期計画」策定の過程で確認されるが、年

度ごとの事業計画においても確認する仕組みをつくる。 

 

 

 

1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1－3 の視点≫ 

1-3-① 

1-3-② 

1-3-③ 

1-3-④ 

役員、教職員の理解と支持 

学内外への周知 

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－3 の自己判定 

基準項目 1－3 を満たしている。 

 

（2）1－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

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
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立にあたって「熊本保健科学大学 設置の趣旨」【資料 1-3-1】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。設置にあたっては、

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、その制定に与

った。いずれも、昭和 34(1959)年に設立した化血研衛生検査技師養成所から専門学校、短

期大学と引き継がれてきた「優れた医療技術者の養成を通じて社会に貢献する」という建

学の精神を正統に具現化したものである。 

「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 1-2-3】。

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】。さらに、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等の意見を集約し、修正等が必要な場合は、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 1-3-2】。 

以上のように、大学の使命・目的及び教育目的等の策定及び改定は、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・目的等への理解と支持が得られている。 

 

1-3-② 学内外への周知について 

学内外への周知媒体について、表 1-3-1 に掲げる。 

 

表 1-3-1 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(2014)冒頭部分 学内 

ホームページ 大学紹介 

学内外 大学案内(2015)p.1 

平成 27年度入試ガイド p.1 

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（2014）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(2015)p.1 

平成 26年度学生募集要項 p.2 

平成 27年度入試ガイド p.1 

学園通信ぎんきょう No.29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(2014)p.94  

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。 

学生便覧(2014)p.2,p.50 

学内 大学院学則第 2条 

（学長式辞・告示など） 
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 内容 周知方法・媒体 対象 

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(2014)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(2015)p.1 

平成 26年度学生募集要項 p.2 

平成 27年度入試ガイド p.1 

学園通信ぎんきょう No.29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 

学生便覧(2014)p.1 学内 

ホームページ 理念と目標 
学内外 

平成 26年度学生募集要項 p.2 

 

基本理念及び教育目標等については、多様な方法で学内外への周知しており、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 1-3-3】【資料 1-3-4】。 

 

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

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。 

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

理事会へと順に上申され、微調整を経て最終版が承認され、あらためて全学に学内用電子

掲示板を通じて開示される。 

アドミッションポリシー（以下「AP」という。）【資料 1-3-5】、カリキュラムポリシー（以

下「CP」という。）及びディプロマポリシー（以下「DP」という。）【資料 1-3-6】の 3 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 との関係の検証等を実施した。グル

ープワークによる検討、意見交換などが活発に行われ、また、そのような活動も踏まえて、

各学科会議等による AP、CP、DP の策定や改定も行われている。その結果、平成 26(2014)

年度のすべての開講科目について、基本理念、教育目標、CP 及び DP との対比表が作成

されている【資料 1-3-7】。 

 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

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 カ月課程）
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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等で

ある。 

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及び平成 21(2009)年度の日本高等教育評価機構の

認証評価において認められている。本学の組織図を図 1-3-1 に示す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3-1 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。 

 

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

熊

本

保

健

科

学

大

学 

認定看護師教育課程 ｷ ｬ ﾘ ｱ教育研修ｾﾝ ﾀ - 

助 産 別 科 

保 健 科 学 部 

 

保 健 科 学 専 攻 

共通教育センター 

大学院保健科学研究科 

 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

看 護 学 科 

医 学 検 査 学 科 

脳卒中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護分野 

慢性心不全看護分野 

理 学 療 法 学 専 攻 

生 活 機 能 療 法 学 専 攻 

言 語 聴 覚 学 専 攻 
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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。 

 

保健科学研究科 

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

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

重点を置いており、幅広く深い学識と高度の専門的能力を持ち、豊かな人間性を備えた先

端医療を担う人材、また現場のリーダーの育成を行っている。修了後は、医療機関の臨床

検査やリハビリテーション領域のほか、社会福祉施設等で活躍している。 

 

助産別科 

本学の助産別科は、学校教育法第 91 条に基づいて設置されたもので、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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（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画） 

基本理念、教育目標について、学内外への周知は十分努力されているが、今後は在学生

や新任者などに対する四綱領の解説なども実施していく。 

 

 

 

［基準 1 の自己評価］ 

建学の精神と基本理念、教育目標の周知は、様々な媒体によって実施されており、十分

達成できている。本学が「医療専門職として社会に貢献する者」の養成を目的とする大学

である点も、入試広報、就職支援活動の報告などから、開学 10 年余りを経て、高等学校

や卒業生の主たる就職先である医療機関に知られてきた。 

本学の特色である卒業生として輩出する医療専門職の生涯学習の拠点としても、それぞ

れの分野の研究力を高め、教育研究機関としてのアイデンティティを確立するよう継続的

に努力していく。 
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基準 2．学修と教授 

2－1 学生の受入れ 

≪2－1 の視点≫ 

2-1-① 

2-1-② 

2-1-③ 

入学者受入れの方針の明確化と周知 

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

（1）2－1 の自己判定 

基準項目 2－1 を満たしている。 

 

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

熊本保健科学大学（以下「本学」という。）の入学者受入れの方針は、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、以前のものを文科省高等教育局長通知（20

高大振第 89 号）に対応する、より具体的な表記に改訂したものであり、平成 23(2011)年

度入試から採用している。 

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、医療分野に貢献できる人材の育成 

4.豊かな人間性を備え、創造性に富む、活力ある人材の育成 

ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ポ
リ
シ
ー
（
学
部
） 

医療の専門家を目指し、保健科学部への入学を希望される皆さんは、まず高等学校の主要教科に

ついて教科書レベルの知識と学習習慣をしっかりと身につけて下さい。加えて各学科では次のよ

うな資質を持った人たちに来ていただきたいと願っています。 

医
学
検
査

学
科 

1.基礎医学分野や検査業務の意義について関心をもてる人 

2.生活環境の衛生面や管理の意義について関心をもち、社会に貢献する意欲のある人 

3.医療職者として求められる、協調性と柔軟性をもつ人 

看
護 

学
科 

1.人間・健康・社会に関心を寄せることのできる人 

2.人との関わりを大切にし、だれもが尊厳をもつ存在であることを理解できる人 

3.自分の考えをもって、それを表現でき、人の意見を聴くことのできる人 

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ

ン
学
科 

1.対象者の心身の痛みや多様な価値観に共感できる心のゆとりと優しさをもつ人 

2.理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を目指すしっかりとした動機と意欲がある人 

3.他者との良好なコミュニケーションをとることで信頼関係を築くことができる人 

ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン 

ポ
リ
シ
ー
（
大
学
院
） 

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 
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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等により周知している。 

 

(ｲ) 文字媒体 

各学科の「アドミッションポリシー」は、「基本理念」と共に『学生募集要項』に掲載し

ている【資料 2-1-1】。また、『入試ガイド』『大学案内』、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、全ての試験区分の出願資

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。

さらに、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 

入学者受入れの方針は、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】。さらに、医療系の職業に興味を示す高校生に対しては

進学ガイダンスや出前授業を実施し、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 25(2013)年度は、高等学校への出前授業を 26 件実施し、進

学ガイダンスは 133 件に参加した。 

 

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

本学では、入学者受入れの方針に沿って、入学者選抜等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。入学試験区分と「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 27(2015)年度入試における入学試験区分と学科・

専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学試験区分では英語を必

須科目としている。 
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表 2-1-2 平成 27 年度入試における入学試験区分と学科・専攻別の募集人数 

入学試験区分 医学検査学科 看護学科 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

合計 
理学療法学専攻 生活機能療法学専攻 言語聴覚学専攻 

指 定 校 推 薦  15人  15人 5人 5人 5人  45人 

一 般 推 薦  35人  32人 15人 15人 15人 112人 

一 般  40人  43人 15人 15人 15人  128人 

センター利用（前期）   5人   5人 3人 3人 3人  19人 

センター利用（後期）   5人   5人 2人 2人 2人  16人 

社会人   若干名 若干名 若干名 若干名 

合  計 100人  100人 40人 40人 40人  320人 

 

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期等、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等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。「国語総合（古典を除く）」「数学Ⅰ・A」「英語Ⅰ・Ⅱ（リスニ

ングを除く）」の 3 科目からなる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、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。 
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＜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

績の他に、本学独自の面接試験を行って、総合的に合否を判定している。受験生の選択の

幅を広げ受験機会を増やす意図で、前期日程とは異なる試験科目を指定している。 

 

＜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、理解力、思考力、表現力などを把握している。 

 

(ﾊ) 実施体制 

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。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 25(2013)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 80 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、入試広報

課が担当している。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」

「入試トラブル対処マニュアル」をもとに、計画通り実施できるよう教職員に周知徹底し

ている。 

筆記試験及び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を開催して行い、審議を経て学長が合格者を決定して

いる。 

 

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。 
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表 2-1-3 入学定員・収容定員・在籍学生数（平成 26 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 100 400 474 1.19 

看護学科 100  400 460 1.15 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 120 480 555 1.16 

合  計 320 1,280 1,489 1.16 

大学院研究科 10 20 24 1.20 

 

定員の適切性は、教員、施設、設備と共に大学設置審査会によって認められている。各

学科の定員超過率は入学年度によって異なるが、概ね 1.2 倍である。 

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)年度入試における指定校の見

直しで、指定校の数を募集定員と同数にすることが決定している。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、入学者の成績等をもとに、毎年度見直すことと

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。入学者受入れの方針に沿

った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、卒業後につながる保健医療職の魅力をより一層発信していく。 

 

 

 

2－2 教育課程及び教授方法 

≪2－2 の視点≫ 

2-2-① 

2-2-② 

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

（1）2－2 の自己判定 

基準項目 2－2 を満たしている。 

 

（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

2-2-①(ⅰ) 教育目的を踏まえた教育課程編成方針 

本学は、教育課程編成方針を「カリキュラムポリシー」として定め、熊本保健科学大学

学則（以下「学則」という。）やホームページに明示している【資料 F-3】【資料 1-3-6】。 

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
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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。 

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 1-3-1】として提出した「教

育課程の編成方針」を継承しており、新たな学科等の設置やカリキュラムの改訂において

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 2-2-1】。 

 

2-2-①(ⅱ) 国家試験受験資格との整合性 

各学科の教育課程は、それぞれ、「臨床検査技師等に関する法律施行令において厚生労働

大臣が指定する科目の履修に該当することを認められた承認校」「保健師助産師看護師養成

所指定規則による指定学校」「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則による指定学校」

「言語聴覚士学校養成所指定規則による指定学校」であることを踏まえ、学生が専門分野

に応じた国家資格試験の受験資格を得て卒業できるよう編成している（医学検査学科では

臨床検査技師、看護学科では看護師・保健師、リハビリテーション学科では理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士）。 

なお、看護学科の平成 24(2012)年度入学者からは、全国的な規模で進められた保健師選

択制の導入によって、保健師育成のカリキュラムは選択となった。この変更については平

成 22(2010)年度から平成 23(2011)年度にかけて、看護学科で検討部会を中心に議論を重ね、

教務委員会、教授会、大学運営協議会、理事会の決議を経て、新しい教育課程のもとで教

育を実施している。このカリキュラムの妥当性は、平成 23(2011)年 8 月に申請した保健師

看護師学校変更承認申請に対する承認によって示された。 

看護学科及びリハビリテーション学科では、国家試験受験資格取得の条件は卒業要件に

含まれる（指定校）。医学検査学科では卒業後の進路が多様であることから、国家試験受験

資格を得ないで卒業することも可能な教育課程（承認校）としているが、ほとんどの学生

は受験資格を得て卒業する【資料 2-2-2】【資料 2-2-3】。 

 

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

2-2-②(ⅰ) 編成方針に沿った体系的編成 

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

科目と編成方針（学科等の教育目標）との整合については、資料に示す【資料 1-3-7】。 

 

表 2-2-1 平成 26 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 26 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 27 47 88 
156 

選択 33 3 6 26 68 

卒業要件 26 以上 36 以上 64 以上 126 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 
153 

選択 33 3 6 7 49 

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 
160 

選択 33 3 6 16 58 

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  

  平成 26 年 5 月 1 日現在 

 

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、次に学科及

び専攻別の専門科目の編成について示す【資料 2-2-2】。 

 

(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 1 つの外国語の実践的な力と、現代社会が要請する情報リテラ

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

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。 
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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、看護学科の平成

24(2012)年度入学者からのカリキュラムを例外として全学年に何らかの共通科目が開講

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、すべて 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、調査や討論、発表などのスキルを身

につける。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、すべて 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 4 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 1 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、カリキュラム改訂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
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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深耕を目指す「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。「チーム医療演習」は 4 年次開講のため、実施は平成 28(2016)年度からとなる。 

上述の「保健医療概論」は、従来は 1 単位・30 時間・必修としてきたが、「生活保健論」

及び各学科における開講科目との内容上の一部重複を調整し、平成 26(2014)年度入学者カ

リキュラムから 1 単位・15 時間・必修へと変更し、学生の自主的な学びの時間を増やすこ

ととした。なお、当該科目は法律施行令の指定する「医学概論」に相当するものと位置づ

けられてきており、1 単位・15 時間への変更は、この点において条件を満たすものである。 

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 1 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 年次で開講している。「チームワーク論」は、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。さらに、

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 26(2014)年度の本学の履修者数は 286 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「チームワーク論」あるいは「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 27 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、『保健医療福祉と医学検査』は 2 年次後期から、また、遺伝子検査技術の基礎と

なる「分子生物学」は 2 年次後期、臨床を踏まえた疾患と病態生理を総合的に学ばせる「臨
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床病態論」は 3 年次前期の必修科目として配置している｡ 

＜専門科目＞ 

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』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 8 中区分で 58 科目を配置している。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｣、｢食品学｣などの選択科目、さらに中区分『特別科目』に

4 年次生向けに配置した選択科目「薬物治療学」、「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、

『特別科目』のなかの必修科目「臨床検査学特論Ⅰ」では、R-CPC(Reversed Clinico 

Pathological Conference)を取り入れて、病態・症例解析の基礎的な能力を養うようにして

いる。なお、平成 22(2010)年度より日本臨床衛生検査技師会主催の「臨地実習指導者講習

会」に、本学の学外実習先のうち 2 施設（毎年順番制）の中堅臨床検査技師に参加しても

らい、その内容の報告を兼ねて臨地実習連絡会議の場で伝達講習を行うことで、学外実習

教育における質の向上と均一化を図っている。 

 

看護学科 

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

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

ムの 2 種類を現在並行して実施している。平成 24(2012)年度入学者から適用された保健師

選択制のカリキュラムでは、それまで特にタイトなカリキュラムであった 2 年次開講科目

の配置を一部 1 年次に移動し、年次ごとの履修単位数の偏りを緩和した。 

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
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の活用のみならず、問題解決能力、対人関係能力、倫理観、責任感、自己管理能力など看

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

地域、社会に応用展開できるように地域看護関連の科目を配置している。さらに、全ての

領域に共通する「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、「課題研

究演習」などの研究科目を配置し、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。 

＜専門基礎科目＞ 

専門基礎科目は 4 中区分で構成し、看護学の理論と実践の展開に必要な医学や保健医療

の基礎となる科目について学ばせ、その過程で人間科学としての保健医療の考え方を学修

させる。 

中区分『生命現象の基礎』では人体の構造と機能について、『健康障害の成り立ち』では

疾病の成り立ちについて学ばせる。『回復の援助技術』では疾病の回復に関わる基礎的な知

識を、『社会生活と健康』では社会保障制度と生活者の健康を理解する能力を養う。 

平成 24(2012)年度入学者から適用された保健師選択制のカリキュラム変更においては、

『生命現象の基礎』で 4 科目の科目名を変更し、さらに「人体の構造と機能演習」を新設

した。また、『健康障害の成り立ち』で、「発達加齢論」を「小児病態論」及び「母性病態

論」へ変更し、『回復の援助技術』に「臨床栄養論」を新設した。理解しやすく学びやすい

よう教育効果の観点から再編成し、20 科目を配置している。 

＜専門科目＞ 

専門科目は、看護師及び保健師として有すべき専門知識、技術及び態度を修得させるこ

とを目的に構成している。 

指定規則などの一部改正による教育課程の変更により、専門科目においては、平成

21(2009)年度入学者からのカリキュラムに統合分野が新しく追加された。これに応じるた

め、中区分数はそのままに再編成し、4 中区分からなる 50 科目を配置した。 

平成 24（2012）年度入学者から適用された保健師選択制のカリキュラムにおける専門

科目の編成においては、中区分数はそのままとして、中区分名『社会と健康』を『社会生

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

康』は、地域看護関連科目を公衆衛生看護関連科目へと再編成した。また、看護師として

の基礎教育の充実を目指し、『看護の統合と展開』に新たな必修科目として「看護倫理」、

「医療安全管理」及び「看護セミナーⅠ」を、選択科目として「看護セミナーⅡ」、「救急

看護論」及び「代替医療」を追加し、58 科目を配置している。「看護セミナーⅠ」（1 年次）

では、身体活動やグループ単位の学修によって、看護の対象となる人に接する時のマナー、

情報伝達の方法など、看護職者を目指すものとしての基本的姿勢を身につけさせる。平成

27(2015)年度に開講する「看護セミナーⅡ」（4 年次）は「看護セミナーⅠ」と連携させ、
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初学者である 1 年次生に対して 4 年次生が指導的役割を担いながら学修する教育方法を取

り入れる。さらに、研究的視点を持った課題解決能力の育成を目指し、「課題研究演習Ⅱ」

を必修科目としている。 

 

リハビリテーション学科 

リハビリテーション学科の 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、

さらには生きがいや社会参画にまで拡大している現状を専攻名称に反映したものである。

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 32 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、他の 3 中区分にお

ける開講科目は他の 2 専攻より少ない。 

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』
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には理学療法に対する理解と関心を深め、将来理学療法士として働く医療・福祉・保健の

分野で求められる専門知識、技術及び態度を修得させる 7 科目を配置している。『理学療

法評価学』には理学療法を効果的に施行するために、理学療法の対象となる障害を正確か

つ客観的に評価する技術を修得させる 3 科目を配置している。『理学療法治療学』には 23

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

科目を配置し、将来の方向性に応じて専門職の知識と技術を深化させるための選択科目と

して 7 科目を配置している。『地域理学療法学』には地域あるいは在宅におけるリハビリ

テーション及び理学療法の目的、位置づけ、現状、今後の方向性を学修させる 3 科目を配

置している。『臨床実習』には 5 科目を配置している。学内で学んだ理学療法の理論と技

能を学外実習施設で実際の障害を持った対象者に実践することで、広くリハビリテーショ

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

将来医療現場で協働する他職種との相互理解を深める重要な課程と位置づけている。『卒業

研究』には 2 科目を配置し、卒業研究を通して研究の基礎を学び、医療の発展に貢献でき

るような医療研究開発者としての能力を身につけさせる。 

●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、補装具に関して理解させ、適用・作成の理論と技術を教授する 4 科目を配置してい

る。『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、さら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
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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 

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 2-2-4】。 

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 2-2-5】。 

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 

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

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

科である。修了生には学位は与えられないが、国家試験に合格することによって助産師の

国家資格を得る。 

教育課程編成方針は、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、
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厚生労働省令）の基準に従いつつ構想し、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」を踏まえて改訂している。 

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

きる助産師の育成を目指している。したがって、助産臨床実践に必要な基礎的知識と技術

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

深めることができるようなカリキュラムになっている。 

表 2-2-2 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』は継続事例実習（妊

娠・分娩・産褥・新生児期）、外来実習、分娩介助実習、褥室実習、ハイリスク妊産婦のケ

ア実習、助産院における助産実習、母乳育児相談室実習、育児支援家庭訪問実習及び地域

母子保健実習を後期に行っている。 

 

表 2-2-2 平成 26 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 

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。センター長は学長が兼任し、課

程長は看護学科教授が兼任している。各分野とも教育機関は 6 カ月、研修生の定員は 15

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

で認定看護師教育課程に準じている。 
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2-2-②(ⅱ) 編成方針に沿った教授方法の工夫・開発 

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

2-2-6】。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 2-2-7】。 

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繋がるように、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 13 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、8 割強の学生が第

1～第 3 希望のテーマで確定している。第 4 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 2-2-8】。

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レポートする、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 万円であるが、活動内容によって執行額には差があるため、セミナーの全日程が終

了した時点で、セミナー全体としての調整を行っている。 
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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

2-2-9】。 

 

(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、「検査学入門」を開講し、臨床化学、生理検査、微生物検査、病理

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

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

数（10 人以下）で訪問し、臨床現場で働く検査技師の実際の業務や体験談を見聞する機会

を得させ、将来にむけてのモチベーションを向上させる。この科目で、顕微鏡の取扱い方、

血清分離方法、遠心機の取扱い方など基礎的な手技を修得する。 

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

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

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、基礎的な科目をすべ

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）。 

＜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 5 月に臨地実習施

設希望調査を実施し、学科会議で学生の実習先を決定する。実習期間は 47 日で、平成

25(2013)年度の実習先は九州全県の 42 施設と中国地方（山口県、鳥取県）の 2 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、職業人としての意識を高めて実習に送り出す。また、各施設担当の教員を決め

て、施設の実習責任者と本学教員との相互連絡を密に行える体制を整えている。各施設で

の実習科目（7 単位）の構成は、一般検査、病理学的検査、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。実習終了後は、施

設側指導者との合同の臨地実習連絡会議を開催し、学生の実習状況について意見交換を行

う【資料 2-2-10】。 

 

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。模擬患者を活用した
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り、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。さらに、細

やかな指導が必要な技術（例えば、注射・採血）の演習の場合は、学生を 2 つのグループ

に分けて指導している。また、2 年次の「看護の統合演習Ⅰ」においては、基礎看護実習

で受け持った患者の情報を整理統合し、必要な援助を考え実施する演習を行うことで、2

年次の各領域看護論に繋げている。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。 

平成 24(2012)年度から新たに 1 年次に配置した「看護セミナーⅠ」では、看護職者とし

て必要な基本的な対人マナー、チームワーク、思考・表現能力などを身に付けさせるため

に、学生を 1 グループ 7～8 人に分け、看護学科教員が指導にあたっている。また、4 年次

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

セスを学ぶこととしている（平成 27(2015)年度から開講予定）。 

＜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深める

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「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。平成 23(2011)

年度からは学外実習施設の確保や調整を円滑に進めるために、事務部門に実習支援センタ

ーを設置した。平成 24(2012)年度からは実習支援センターにより、学生の交通・宿泊や、

実習施設との会議の調整などに対して支援が行われている。 

学生自身が看護技術の卒業時到達目標を視野に入れて学修できるよう、「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、達成状況を把握し、結果は実習内容検討の資料にすると共に、年度末の臨地実習合

同会議で実習施設に報告している。 

学生配置は、基礎看護実習では 4～6 人のグループ単位であり、領域別実習では学生全

体を領域ごとの 6 グループに分け、その中をさらに 2～5 人ずつに分けて、各実習科目を

ローテーションしながら約 6 カ月間実施する。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。また、施設の年間計画のもとに大学と施設側との合同の

会議を定期的に実施し、実習時における諸問題の検討を行っている施設もある。大学と施

設との間では、「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

習環境をさらに充実させる取組みを行っている【資料 2-2-10】。 

 

リハビリテーション学科 

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



熊本保健科学大学 

30 

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。 

「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。さらに「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Ⅱ」（生活機能療法学専

攻）は 2 年次後期に配置され、それまでの学修内容を踏まえたうえであらためて病院等施

設の見学と併せて、障害を有していながら芸術活動を行う芸術家の作品が展示された美術

館の見学を通して、対象者の生活の質(Quality of Life; QOL)の向上のための作業療法士の

役割を考えさせる。「入門実習」（言語聴覚学専攻）では、1 年次後期に 5 日間、病院・老

人保健施設・小児療育医療施設において、1 施設に実習学生 1～2 人が赴き、リハビリテー

ション関連施設の目的と役割、1 日の業務の流れ、リハビリテーション関連施設で働く他

職種の役割を学ばせると共に、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、「臨床検査測

定実習」「臨床評価実習」（理学療法学専攻）、「評価実習」（生活機能療法学専攻、言語聴覚

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

学内で履修した検査測定技術を実習先の病院・施設で実際の対象者に実践し、各検査の技

術修得と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 3 年次後期の「評価実習」

において、疾患及び個々の背景を踏まえた対象者の理解、基本的治療プログラムの考え方

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

した言語評価について臨床の場で実践するための実習を行う。 

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

は 4 年次に「臨床総合実習Ⅰ」「臨床総合実習Ⅱ」を配置し、生活機能療法学専攻では 3

年次後期と 4 年次に「臨床実習Ⅰ」「臨床実習Ⅱ」を配置する。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。 

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

割、特に、高齢者・障害者の在宅における生活支援ならびに就労支援を学ばせるために、
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介護老人保健施設や障害者就労移行支援に関する施設において、「地域実習」（4 年次後期）

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 2-2-10】。 

 

(ﾊ) 学士教育課程以外での工夫 

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

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

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

床現場での実習を配置している。 

リハビリテーション領域では、「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

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

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

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

る意義は大きい。実習では、維持期リハ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、すべ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。その為、大

学設置基準第 25 条（授業の方法）にもある、多様なメディアを高度に利用して当該授業

を教室以外の場所で履修させる取組みについて、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、さらに、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、後期から e-ラーニングを実施可能とした。レポートオプションでは Web 上でレポー

ト課題の提示及びレポートの提出ができ、平成 25(2013)年度は学部や助産別科と合わせ

30 件の利用があった【資料 2-2-11】。e-ラーニングは平成 26(2014)年度にコンテンツを追

加する計画である。 

 

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、模擬授業等で学生の

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

る授業方法で行っている。 

助産学実習の履修は、実習要項に実習の目的及び行動目標、実習方法等を明示している。
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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 1,200～1,300 件の 2 施設と、実習内容に合致した医

療・助産活動を行っている 4 施設を確保している。学生は各グループ 2～5 人で実習して

いる。平成 25(2013)年度、10 例の分娩介助実習は、実習期間内に学生 20 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 2 回実習指導責任者会議を行い、実習の目的・方法の確認や諸

問題を協議し、連携を図っている。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。 

 

キャリア教育センター（認定看護師教育課程） 

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

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

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

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

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

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

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

るよう、施設側の協力を得ながら、配置する工夫をしている。 

 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

平成 26(2014)年度から開講される教養科目「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

る「チーム医療演習」について、実施体制を整備していく。 

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。そこで、学修相談室（後述）の運用などにより対応していく。 

教養科目には中区分を設定しているが、さらに開講科目の関係を構造化して示し、プロ

グラムとしての可視化を進める。 

また、シラバスに示している準備学習の内容を充実させ、さらに単位の実質化を進める。 

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。 
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2－3 学修及び授業の支援 

≪2－3 の視点≫ 

2-3-① 

 

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

び授業支援の充実 

（1）2－3 の自己判定 

基準項目 2－3 を満たしている。 

 

（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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

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

った。TA については、平成 22(2010)年より「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 2-3-1】によって運用が始まっている。本学大学院の学生は、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 人である。 

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

内容を定めた「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 2-3-2】を作成し、平成 22(2010)年度から授業支援等に配置している。運用初年度の試

行結果も踏まえて、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作業時間を考慮すると共に、

守秘義務や勤務条件について周知を徹底している。また、出欠等の転記作業においては転

記用紙を授業 1 回ごとに分けて用意し、連続した情報に SA が触れることのないよう配慮

している【資料 2-3-3】。 

他方、情報処理教育、外国語教育については、開学当初より補助職員各 1 人を採用し、

LL/PC 室関連授業の支援を行っている。また、各学科での実習、演習の支援を行う教務嘱

託、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。各学科等の事務を担当

する職員も配置している。 

 

2-3-①(ⅱ) 学生への学修支援体制 

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

国家試験対策委員会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) 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 15 人程度であ
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る。専任教員 2 人の複数担任制となっている場合は教員 2 人に学生 30 人程度となる。 

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

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

況の把握、GPA(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、学生相談室など）。 

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

事会などのためのスモールグループ活動予算も年度ごとに整えられている【資料 2-3-4】。 

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

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

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

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 22(2010)年度入学生については資料に示すよう

に 84.1％であった【資料 2-3-5】。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、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 2-3-6】。 

 

(ﾛ) 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 2-3-7】。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。 

 

(ﾊ) 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。「英語」につ
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いては、平成 23(2011)年度入学者向けの課題より e-ラーニングを導入した。「日本語」は

平成 24(2012)年度入学者から実施し、視写を課している。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 25(2013)年度

も同じ構成で平成 26(2014)年度入学者向け通信型リメディアルを実施した【資料 2-3-8】。 

いずれの科目に関しても実施率はほぼ 100%である。 

平成 26(2014)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 67.5%から 86.1%を占めた【資料 2-3-9】。 

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。講師は学外の高等学校教育経験者

などに依頼しているが、専任教員が担当する場合もある。リメディアルの開講科目は、各

学科における専門基礎科目及び専門科目との接続を考慮し、各学科の意向を確認して毎年

見直しを行っている。平成 25(2013)年度は「化学」（60 分×10 回）を医学検査学科と看

護学科、「生物」（60 分×10 回）を看護学科とリハビリテーション学科、「物理」（90

分×5 回）をリハビリテーション学科の理学療法学専攻と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はカリキュラムを考慮して 1 年次後期の開始直前

に「物理」（90 分×6 回）を集中開講した。 

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

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

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

ことから、平成 24(2012)年度入学者より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すこととした。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 2-3-10】。 

各科目の最終回に実施したアンケート調査では、講義型リメディアルについて「役に立

った」「ある程度役に立った」の合計は、各科目で 9 割から 10 割を占めた【資料 2-3-11】。 

平成 26(2014)年度は「生物」を「90 分×6 回」に変更し、実施期間短縮の効果を検証し

ようとしている。 

 

(ﾆ) ピア・サポーター 

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

ア・サポート体制が取り入れられた。これは SA の一形態として、事前研修を受講した 2

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

後輩からの質問や相談に対応するものである【資料 2-3-12】。 

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

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

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

マを設定した。平成26(2014)年5月1日時点でのピア・サポーターは72人で、平成26(2014)

年度新入生オリエンテーション時のグループワークや学修相談室「スタディ・サポート・

カフェ」にも参画するなど、その活動の幅も拡がっている。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」の登録も開始した【資料 2-3-13】。 
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(ﾎ) 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、入学式の翌

日から 3 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、情報セキュリティ委員会、共通教育センター、附属図書館、保健室、学

生相談室、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には、ファシリテータ

ー役として新入生 6～7 人からなる各グループに 1 人ずつピア・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。 

教務委員会は平成 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 2-3-14】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、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 26(2014)年度の新入生歓迎会には、

保健科学部の新入生 367 人中 344 人、助産別科の 20 人中 10 人が参加した。教職員の参

加は 47 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、5 日後の期限までに 1 年生 19 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室のもとにあり、平成 26(2014)年度から試行的に活動を開始する。

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。 

 

(ﾍ) 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 2-3-15】。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」を構想した。

平成 21(2009)年度より試行し、分野特化型として、「物理・数学」及び「情報」の相談室

を試験的に開室した。平成 22(2010)年度は総合的な窓口である「スタディ・サポート・カ

フェ」（通称｢スタサ｣）【資料 2-3-16】として試行を継続し、前期に週 1 回、後期に週 2
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回開室した。平成 23(2011)年度はさらに浸透を図り、前期・後期とも週 3 回開室した。1

回の開室時間は 2 時間程度で、教養科目担当の専任教員が分担して待機する。学修困難に

陥っている学生の支援を目指すにあたり、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 回程度実施する共

に、その受験対策のための課外クラスを設けている。 

平成 25(2013)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 29

回、後期 27 回で、開室時間の合計は約 118 時間であった。このうち学生に対応した時間

は 38 時間で、開室 1 回あたりの平均利用時間は約 40 分となる。場所は共通教育センター

事務室に隣接する非常勤講師室で行っている。非常勤講師の利用時間帯との違いを利用し

たシフト制である。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いる。平成 26(2014)年 4 月の履修登録期間には、2 回にわたっ

て開室時間を拡大し、合計 9 時間 30 分の開室とした。その間、ピア・サポーター以外に

28 人が訪れ、うち 26 人が 1 年次生であった。 

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

いることから認知度は高い。1 年次生全員を対象に 7 月上旬に実施している「リメディア

ル教育アンケート」の結果では、平成 25(2013)年度は回答者 358 人の 88％にあたる 315

人が学修相談室を知っているかまたは利用したことがあると答えた。しかしそのうち利用

したことがあると答えたのは 13 人に過ぎず、大半の学生は「知っているが利用したこと

はない」というのが現状である。これは、各種の学修支援体制により相談内容が補完され

ているためである。 

 

(ﾄ) 障害学生支援室 

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 2-3-17】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ている。 

平成 25(2013)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。 

平成 26(2014)年 5 月現在で、障害学生修学支援等依頼書【資料 2-3-18】が提出されてい

る支援室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。 

支援室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、支援

室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
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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。さらに、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。 

 

2-3-①(ⅲ) 学修支援に対する学生の意見くみ上げ等 

学生の学修支援、学修環境の改善の要望は、主として FD(Faculty Development)推進委

員会が実施するアンケート（以下「FD アンケート」という。）によって定期的にくみ上げ

ている。全学年で科目別に実施する学生による授業改善アンケート（以下「授業改善アン

ケート」という。）とは別に、大学に期待する授業や国家試験への意識、施設設備の充足度

など、学修に関する全般的な事柄についてのアンケート（以下「全般型アンケート」とい

う。）を年 1 回、1・2 年次生を対象に実施している【資料 2-3-19】。授業改善アンケート

と全般型アンケートの 2 種類の FD アンケートを実施することにより、学生の意見を幅広

くくみ上げ、学修支援に活かしている。これらの FD アンケート集計結果は学内用電子掲

示板により開示している。学生から挙げられた要望は、その内容に関連する委員会などが

案件として扱う。 

FD アンケートのほか、「学長直行便」と呼ぶ意見箱を通しても要望はくみ上げられる。

意見箱への投書に対しては、学長名で回答を掲示している。また、教職員がくみ上げる以

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

る動きも定着しつつある。 

学修支援に対する学生の意見は、FD アンケートや投書以外では、スモールグループ担

任や科目担当者などを通じて関係部署に伝達され、教授会や学科会議、学生委員会、教務

委員会などで検討される。また、小規模大学であることから事務カウンターが集中的かつ

開放的であり、事務職員と学生のコミュニケーションも比較的密接である。そのため、学

生の意見は事務職員を通じても吸い上げられる【資料 2-3-20】。学生のニーズを反映した

取組みの一つとして、平成 26(2014)年度入学者より学部生には、本学のミッション、四綱

領、基本理念、そして 4 年間の開講科目を示した「授業科目別履修単位一覧表」をクリア

ファイルに印刷し、入学時に配付している【資料 2-3-21】。学生が日頃から履修登録や修

得状況をチェックして卒業までの履修計画を意識できるように、書き込みが可能な素材と

している。これは学生からの明示的な要望ではなく、履修状況を把握していない学生への

応対から事務職員と教務委員会が発案したものである。 

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

を貼ると共にオフィスアワーを明記している。特に 1 号館の教員室は学生が日常的に利用

する空間に隣接しており、学生が訪問しやすい設計となっている。教員個人研究室につい

ては、ハラスメント防止対策として、通路から室内の状況が目視できるよう透明ドアを使

用しており、ドアブラインドも特別な理由がない限り一定程度開けておくこととしている。 

国家試験に向けた学習についても要望に応じて支援している。自習室に参考図書や問題

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

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

開講して応えている。 
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（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

ピア・サポート制度のさらなる充実を図り、学生の主体的な活動を引き出していく。具

体的には、研修や実践をとおしてスキルアップしたピア・サポーターのキャリア段階に応

じた体制（ジュニア・シニア等）を構築する。また、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する。 

リメディアル教育は、平成 21(2009)年告示の高等学校新学習指導要領における高校学校

の教育内容の変更（特に数学・理科科目）を踏まえて、平成 27(2015)年度からの入学者に

対応する。 

また、支援室については、対応学生の障害種別が多岐にわたり、その数も増加している

現状を踏まえて、組織・支援体制の見直しを行う。 

 

 

 

2－4 単位認定、卒業・修了認定等 

≪2－4 の視点≫ 

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

（1）2－4 の自己判定 

基準項目 2－4 を満たしている。 

 

（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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 2-2-6】。また、卒業時までに身につける

力を「ディプロマポリシー」として定めている【資料 1-3-6】。 

 

(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、科目の履修と試験等に基づく学修の

成績評価によって行われる。評価方法についてはシラバスに明記するなどして周知してい

る。 

授業科目の学修結果の評価は、試験その他の方法により行う。評価方法は授業科目によ

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

記録などを組み合わせて多面的に評価している。同一科目を複数教員が分担する場合は、

当該科目の責任者が全体を統括する。学修規程に沿って、各科目の責任担当教員が評価方

法をシラバスに明記し、また初回の授業で言及するなど、学生に周知している。 

授業科目の成績評価のための試験は、定期試験、追試験、再試験及び終了試験とするこ

とを学修規程第 8 条に規定している。各セメスターの期末に定期試験を行い、やむを得な

い理由により定期試験を受験できなかった場合には、追試験が受けられるよう配慮してい

る。定期試験等の結果、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



熊本保健科学大学 

40 

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さらに勉強が

必要である」としている【資料 2-2-6】。 

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 25(2013)年度

に申立てはなかった。 

 

(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等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。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。毎年 1、2 件程度の申請があるが、認定の対象となる科目が自ず

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。平成 25(2013)年度及

び平成 26(2014)年度入学者からの申請はなかった。 

また、学則第 33 条に定める他の大学等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。 

さらに、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 2-4-1】。 

 

(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
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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、法令上の変更等に基づきカリキュラ

ムを改訂していった結果、現在は学科によって異なり、125～127 単位となっている【資

料 2-2-3】。 

 

(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 2-4-2】。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する。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 2-4-3】

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 

保健科学研究科 

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

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

大学院の修業年限は 2 年である。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、熊本保健科学大学大学院学則（以

下「大学院学則」という。）第 38 条【資料 F-3】及び「熊本保健科学大学学位規程」【資

料 2-4-4】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
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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、審査委員会は審査結果を研究科長に報告し、研究科委員会で審

査委員会の審査結果を踏まえて学位授与について審議し、結果を学長に報告する。これら

の手続きは、『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 2-4-5】。 

 

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。 

 

（3）2－4 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、科目間格差を減らしていく。 

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。 

 

 

 

2－5 キャリアガイダンス 

≪2－5 の視点≫ 

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

（1）2－5 の自己判定 

基準項目 2－5 を満たしている。 

 

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

進路に関する相談・助言体制として、就職については、就職支援センター、就職委員会、

スモールグループ担任の連携体制が、進学については、専門分野担当の教員や共通教育セ

ンター教員、学務課による支援体制がそれぞれ機能している。3 年次及び 4 年次に保護者

会を開くことで、就職に関する保護者の理解と協力を図っている。また、卒業要件や国家

試験資格対策の情報を保護者にも提供し、大学としての説明責任を果たすものと位置づけ

ている【資料 2-5-1】。 

本学は医療専門職の育成を目指すことから、教育課程内でも社会的・職業的自立につな

がる指導を随所で行っている。また、本学では学外での実習をインターンシップのひとつ

として位置づけている。教育課程内で全学生を対象として実施している長期の学外実習を

とおして、通常の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 2-5-2】。さらに、コミュニケーションやチームワークの能力育成を念頭にし

た各種の科目も設定されており、卒業後 2 年から 3 年程度の卒業生の話を聞くプログラム

も用意されている。正規の教育課程外の指導体制を以下に挙げる。 
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(ｲ) 就職支援センター・就職委員会による支援 

就職支援センターは、平成 19(2007)年 4 月に就職支援専門の部署として立ち上げられ、

専従職員 4 人が配置された。学生数の増加に対応するため、平成 23(2011)年 9 月に事務エ

リアから現在の場所に拡張移転した。移転した場所は、大学敷地のほぼ中央に位置し、レ

ストラン近くの学生が比較的多く集まる場所で、学生の利便性を配慮したものである。現

在は職員 7 人体制で支援を行っている。就職支援センターの｢就職支援コーナー｣では、常

に専従職員が学生の進路相談に応じる体制をとっている。ここでは、就職に関連する資料、

就職関連機関誌、就職情報ナビによる検索用の PC2 台、求人情報票などを集中的に配置し

ている。この他に、関係情報をより多くの学生が目にするよう、就職支援センター前に就

職情報専用掲示板を設置している。就職支援センターへの平成 25(2013)年度の相談件数は

延べ 1,988 件であった。 

また、就職支援の機能を強化するために CDA（キャリア・デベロップ・アドバイザー）

などのカウンセラーとしての資格を取得した要員を増やすことに力を入れている。現在

CDA の有資格者は 2 人（事務局全体では 3 人）であるが、さらに 1 人が受験をすること

になっている。大学の制度として、就職支援さらにキャリア支援を行う教職員が CDA な

どのカウンセラーに関する資格を取得する場合は、支援をすることとなっている。 

キャリア教育に関しては、1 年次から正課外で、キャリアデザイン教育、キャリアモデ

ルの紹介、自己分析、自己 PR 講座などを実施している。また 3・4 年次生を対象に、就職

に関する希望状況調査を実施している。これらの結果は就職支援センターでとりまとめら

れ、スモールグループ担任に提供されて、個人面談などの資料となる。 

就職支援センターはこのほかに、平成 21(2009)年度からは｢卒業生講演会」「セルフコー

チング」「就職情報ナビ説明会」「マナー講座｣などの各種講演会、また、医学検査学科 3

年次生に対して就職内定済み 4 年次生による就職活動の体験報告会などを実施している。

本学では全学科で学外実習が必修となっており、医療職種への就職に際して大きなミスマ

ッチはないと判断するが、目指す就職先での研修体験などは貴重であることから、就職支

援センターが窓口となって短期のインターンシップを積極的に指導している。また「ジョ

ブカフェくまもと」が主催するセミナーも定期的に広報している。資格取得に関しては、

医薬情報担当者(MR)、治験コーディネーター(CRC)及び卒業生の講演を実施している。ま

た、ハローワークと連携し、面接対策講座を実施している。 

就職支援センターは就職委員会と協働で、学科・学年別に、キャリア教育を兼ねる学科

別のプログラムによって｢キャリア支援スケジュール｣を企画、実施している。また、学生

の就職活動をサポートするため、本学独自の『就職活動応援マニュアル』を作成し、3 年

次学生に配付している【資料 2-5-3】【資料 2-5-4】。 

本学の卒業生は、専門の職域の違いにより、学科ごとに求人のあり方が異なっている。

医学検査学科では、学科教員、就職支援センター職員等が、就職先開拓のため医療機関、

医療系企業などを対象に広報活動と情報収集活動を行って支援している。看護学科は年 2

回（平成 25(2013)年度のみ 3 回）、リハビリテーション学科は年 1 回、｢医療施設合同就職

説明会｣を本学内で開催している。この説明会は参加医療機関や学生からも好評である（参

加医療機関は、看護学科延べ 118 施設、リハビリテーション学科 55 施設）【資料 2-5-5】。 

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
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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。前半の意見交換会で、当該期生に対しイベント開催案

内時に実施したアンケートの結果を就職委員長が報告している。また、後半の懇親会でも、

卒後の状況などの情報交換を行っている【資料 2-5-6】。 

平成 25(2013)年度卒業生の進路状況は、表 2-5-1 及び資料のとおりである【資料 2-5-7】。 

 

表 2-5-1 進路の状況 平成 26 年 5 月 1 日現在 

 

(ﾛ) 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、本学にとっ

てキャリア教育の一環として位置づけられる。 

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は詳細な年間計画を策定し、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 3～4 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、補習授業の企画などを担当している。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に合格しなかった者や、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

提供すると共に、就職支援センターによる支援も継続して行っている。また、上級及び中

級バイオ技師認定資格、健康食品管理士の資格取得に対する支援も行っている。 

このような支援の結果、国家試験の合格率は表 2-5-2 に示すとおり全国平均より高い。 

 

表 2-5-2 国家試験合格率 

国家試験 

平成 22(2010)年度 平成 23(2011)年度 平成 24(2012)年度 平成 25(2013)年度 

受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 

臨床検

査技師 

本学 89 71 79.8% 93 90 96.8% 98 88 89.8% 115 113 98.3% 

全国 3,959 2,652 67.0% 4,012 3,027 75.5% 4,097 3,162 77.2% 4,148 3,368 81.2% 

看護師 
本学 117 111 94.9% 111 108 97.3% 117 114 97.4% 132 132 100.0% 

全国 48,509 46,785 96.5% 49,336 46,928 95.1% 56,530 50,224 88.8% 58,891 52,900 89.8% 

保健師 
本学 117 96 82.1% 110 98 89.1% 117 117 100.0% 131 121 92.4% 

全国 13,748 12,332 89.7% 14,528 12,963 89.2% 16,420 15,764 96.0% 17,308 14,970 86.5% 

学部 学科 

平成 25(2013)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 122 112 111 99.1% 351 1 

看護学科 132 125 125 100.0% 787 7 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 90 82 82 100.0% 1,157 2 

学部 計 344 319 318 99.7% 2,295 10 

助産別科 19 19 19 100.0% 186   
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国家試験 

平成 22(2010)年度 平成 23(2011)年度 平成 24(2012)年度 平成 25(2013)年度 

受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 受験者 合格者 合格率 

助産師 
本学 21 21 100.0% 20 20 100.0% 20 19 95.0% 19 18 94.7% 

全国 2,097 2,059 98.2% 2,064 1,982 96.0% 2,113 2,072 98.1% 2,079 2,015 96.9% 

理学療

法士 

本学 37 31 83.8% 43 42 97.7% 39 39 100.0% 47 45 95.7% 

全国 10,416 7,736 74.3% 11,956 9,850 82.4% 11,391 10,104 88.7% 11,129 9,315 83.7% 

作業療

法士 

本学 20 17 85.0% 38 37 97.4% 42 39 92.9% 43 41 95.3% 

全国 5,794 4,116 71.0% 5,821 4,637 79.7% 5,279 4,079 77.3% 5,474 4,740 86.6% 

 

(ﾊ) 進学支援 

進学については、スモールグループや関連分野や共通教育センターの教員が入試対策の

助言も含め支援している。進学先は、本学の大学院及び助産別科をはじめとする医療また

は基礎医学分野がほとんどである。進学を支援するため、課外の学習支援を平成 16(2004)

年度より行っている。希望者の規模と要望に応じて、英文講読や文献講読、小論文指導な

どを実施している。 

 

(ﾆ) 保護者会 

各学科 3 年次生の保護者と 4 年次生の保護者を対象とする保護者会を、それぞれ年 1 回

開催している。 

 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

就職については就職委員会・就職支援センター・スモールグループ担任の連携体制が、

進学については専門分野の教員や学務課による支援体制が成果を上げていることから、こ

れらの体制をさらに充実させ、学生の主体的な進路選択を支援していく。就職支援の機能

を強化するために、CDA 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

る。就職支援センターでは有資格者 3 人体制を目指す。 

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。今後

も、国家試験合格率 100%を目標に、支援の充実を図っていく。 

 

 

 

2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2－6 の視点≫ 

2-6-① 

2-6-② 

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

（1）2－6 の自己判定 

基準項目 2－6 を満たしている。 

 

（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

学生の学修状況・資格取得・就職状況の調査、学生の意識調査、就職先へのアンケート
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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 1-2-3】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 SBO を平成 17(2005)年度から導入している。 

 

(ｲ) 学修・資格取得・就職状況等の調査 

学生の意識調査は、FD 推進委員会によって毎年実施されている FD アンケートの分析

や、学外の組織による本学学生へのアンケート（「新入生調査(JFS2013)」大学調査研究プ

ロジェクト同志社大学高等教育・学生研究センター）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【資料 2-6-1】。 

また、医療職者の育成を教育目的として掲げていることから、国家試験の合格率、専門

分野に関連する資格の取得状況、専門職就業率などについて大学は十分関心を持っており、

就職委員会、就職支援センター、国家試験対策委員会による分析が行われ、大学運営協議

会、教授会に報告されると共に、関係部署に対応が求められる。 

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等を具体的に把握し、その分析結果を教員も含めて学内で

共有している。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。 

 

(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いる。

平成 24(2012)年度には質問紙を改訂し、「総合的満足度」などの項目について選択肢を 4

択から 5 択へと変更した。「総合的満足度」は必ずしも教育の成果を反映するわけではな

いが、他の質問項目である「授業への関心」や「理解度」との間に全体として相関が見ら

れる（相関係数 0.6 程度）ことから、代表的な指標として運用している【資料 2-6-2】。 

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

や「看護セミナーⅠ」などについては、異なる質問紙で調査を実施している。  

FD 推進委員会は平成 16(2004)年度以降、原則として全ての開講科目について授業改善

アンケートを実施する体制を構築してきた。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」
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へと条件を変更したが、平成 25(2013)年度は、全 322 科目のうち 75 科目の担当者から、

前年度から連続して実施したいとの意向が示された。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。 

実施対象科目の条件変更以外は平成 25(2013)年度分についても基本的に同様であるが、

後期実施分からは授業改善アンケート回答用紙の原本を担当教員に返却せず、集計結果は

自由記入欄のコメントも含めすべて学内 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すこととした。これにより、担当事務職員からの受け渡

しに要する時間が大幅に短縮された。 

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

行を重ねながらも、質問紙の作成、印刷から集計まで外注することなく教職員の手で行い、

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

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

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

っている。 

平成 25(2013)年度分の実施については、図 2-6-1 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 2-6-1 授業改善アンケートによる教員の自己点検・評価 
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2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

学生による授業評価とそのフィードバックのサイクルについては、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、自由記入を除くすべての項目を授業科目名で教職員及び学生に開示するこ

ととした。開示は PDF ファイルを学内用電子掲示板にアップロードすることにより行う。

なお、教職員と学生に開示されるものには、科目別の集計結果のほかに、授業形態（講義、

演習、実習）別の総合集計結果及び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開示は、当該セメスターの成績確定後に行っている。順序と

しては、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電子掲示板に開示

する。開示期間は 1 年としている。 

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

と位置づけて開示することにより、評価の双方向性を確保している。また、教員が担当科

目について任意の集計を行うことができるよう、集計の元データ（CSV テキスト形式）を

ファイルサーバの教員別フォルダに科目ごとに保存している。 

 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

授業改善アンケート及び授業改善計画等のデータについても IR(Institutional 

Research)の一つとして位置づけ、IR 推進室との好適な連動を図る。 

 

 

 

2－7 学生サービス 

≪2－7 の視点≫ 

2-7-① 

2-7-② 

学生生活の安定のための支援 

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

（1）2－7 の自己判定 

基準項目 2－7 を満たしている。 

 

（2）2－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

2-7-①(ⅰ) 学生サービス、厚生補導のための組織と機能の適切性 

学生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 2-3-20】【資料 2-5-1】。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、
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学籍、証明書、通学手段、奨学金、保険、クラブ活動、掲示、事故、トラブルなどであり、

学生生活のほぼ全般にわたっている。学生に対しては、『学生便覧』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。さらに、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、学生相談室選出の相談員、事務局長、学務課長によって構成されている【資料 2-7-1】。

委員会では、学生の福利厚生、課外活動、賞罰、その他学生指導及び学生生活に関するこ

とを協議、審議すると共に、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。 

 

2-7-①(ⅱ) 奨学金などの学生に対する経済的な支援の適切性 

本学における経済的な学生支援として以下の制度を運用している【資料 2-7-2】【資料

2-7-3】。 

 

(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 2-7-4】。

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 人当たりの免除額を減らし、その分広く学生支

援ができる制度へと変更するというのが新制度導入の趣旨である。新制度では、選考によ

り各学年 16 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るため、現在特待生制度

と熊保大奨学生制度が併用されている状況である。平成 26(2014)年 5 月 1 日時点で特待生

は 11 人（4 年生 5 人、3 年生 6 人）、熊保大奨学生は年次更新であるため 2 年生 6 人に給

付している。熊保大奨学生については 5 月中に 2 年生 10 人を追加採用、さらに 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 25 (2013)年度は、各学科・学年 1 人ずつの計 12 人に給付している。 

 

(ﾊ) 学外奨学金制度 

日本学生支援機構奨学金、地方自治体の奨学金及び民間団体の奨学金制度への積極的応

募を奨励している。日本学生支援機構へは学生本人が申請することになっており、学務課

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 25(2013)年度実績は、日本学生支援機構 924

人、その他の奨学生 25 人、合計 949 人（学生総数の約 6 割）が学外奨学金制度を利用し



熊本保健科学大学 

50 

ている。 

以上の奨学金制度は、『大学案内』【資料 2-7-5】、『学生便覧』【資料 2-7-2】などに収載

し、入学時のオリエンテーションで説明を行うと共に、学内掲示板にて募集の掲示を行っ

ている。 

 

(ﾆ) 学納金延納制度 

本学の学納金は前期と後期の分納制としている。前期は 3 月 31 日までに、後期は 9 月

30 日までに納入しなければならない。各期の期限内に学納金の納入がない場合、学則上は

除籍となるが、昨今の社会全体の経済的不況による学費納入者の経済的事情を考慮し、「学

納金延納願い」の提出があった場合には一定の期間（前期は 6 月 30 日、後期は 12 月 26

日まで）、学納金の延納を認めている。平成 25(2013)年度の対象者は延べ 52 件であり、前

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

ることが窺える。また、本学提携教育ローンシステムの利用者は、平成 25(2013)年度が

37 件、平成 26(2014)年度前期は 22 件となっている。 

 

(ﾎ) その他 

学生向けのアルバイト求人情報を掲示している。大学周辺地域から寄せられる求人情報

のうち、学生にふさわしくない業種（危険職種業務、深夜早朝勤務、出来高歩合制、風俗

など）でないかを学務課で精査し、修学に影響が少ないと認められる情報のみを提供して

いる。学内のアルバイトとしては、図書館のカウンター業務や SA 制度のほかに、平成

23(2011)年度から聴覚障害学生への PC ノートテイク業務、平成 24(2012)年度からピア・

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。 

 

2-7-①(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等さまざ

ま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 2-7-6】。学友会は本学の全学

生が所属する組織で、本学の基本理念の実現及び学生間の親睦を図ることを目的としてい

る。下部組織は 35 の体育系及び文化系のクラブで構成されており、平成 26(2014)年度の

クラブ参加者延べ学生数は 1,147 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・運営等を執り行っている。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。 

学友会には顧問として学長及び学生委員会委員長が位置づけられており、平成 23(2011)

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

（学外研修施設利用）を実施している【資料 2-7-7】。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
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26(2014)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 331 万円

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

会議の開催や毎年 10 月と 2 月の 2 回、各クラブに「収支決算報告書」を提出させ、経費

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

や届出手続き等を行う支援も実施している【資料 2-7-8】。 

 

2-7-①(ⅳ) 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等の適切性 

学生からの相談、問題提起を受ける窓口として、スモールグループ担任制、学生相談室、

ハラスメント相談窓口、保健室、オフィスアワー及び学務課が機能している。 

スモールグループ担任は、学業に限らず学生生活全般について継続的な相談相手となり

助言を与える。スモールグループには活動のための経費（平成 25(2013)年度実績 605 万円）

を計上しており、年に数回、学内外において食事を兼ねたミーティングをするなどしてグ

ループ内の親睦を深めている。 

学生相談室は、学生生活のなかで抱く悩みの相談に対応する目的で、週 2 日、昼休み時

間に開室している【資料 2-7-9】。この正規開室時間以外にも予約による相談や保護者から

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

件数は年々増加し、平成 25(2013)年度の延べ相談述べ件数は 840 件（対前年度比 47％増

加）であった。学生相談員は、教育経験豊富で、教育課程など学内の事情も十分理解した

各科の専任教員 3 人（うち、1 人は臨床心理士の資格所有）と、保健室勤務の看護師 1 人

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

相談事例が多様化していることから、平成 20(2008)年度からは教員のストレス軽減や教員

をサポートする体制の整備も視野にいれて、外部臨床心理士と業務委託契約を結び支援強

化に努めている。また、平成 25(2013)年 4 月には、学生を支援する教職員へのサポートと

して、『教職員のための学生サポートガイドブック』第 2 版【資料 2-7-10】を作成・発行

した。 

ハラスメントに対しては、「熊本保健科学大学ハラスメント防止に関する規程」に基づい

て、学長、事務局長を含む委員会を設置すると共に、相談員として 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 2-7-11】。

相談員には守秘義務が課されており、相談内容及びその対応については厳重に管理される。

ハラスメント防止の関連資料は、学内用電子掲示板に開示し、学内からいつでも参照でき

るようにしている。また、学生には入学時のオリエンテーションのほか、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

2-7-12】。さらに、平成 23(2011)年 1 月～3 月にかけて全学生及び教職員を対象としてハラ

スメントに関する実態調査を実施し、その集計結果は学内用電子掲示板に開示した。 

保健室には学医と保健師、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、麻疹等）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 25(2013)年度の保健
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室利用述べ件数は 1,944 件であった【資料 2-7-13】。さらに、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 2-7-14】。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 カ月に 1 回入れ替

えている。他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

示予定である。 

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。 

 

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

学生の意見は、スモールグループ担任、クラブの顧問、学生相談員、学務課職員などを

通じて関係部署に伝達され、学生委員会や学科会議、教授会などで検討される。要望、意

見をくみ上げるシステムとしては、学生から教職員に対面的に伝える以外に、「学長直行便」

と呼ばれる意見箱への投書がある【資料 2-7-15】。意見箱は開学時に設置し、投書は定期

的に回収（平成 25(2013)年度 2 件、平成 26(2014)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25(2013)年度の意見の数は19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 2-7-16】。  

学務課に学生担当職員を配置していること、事務カウンターがオープンな構造となって

いることもあって、職員と学生のコミュニケーションは比較的密接である。そのため、学

生サービスに対する学生の意見はくみ上げやすくなっている。 

 

（3）2－7 の改善・向上方策（将来計画） 

経済的に就学困難な学生を支援する制度をさらに充実させる。 

学生相談室への相談件数が増加している現状に対応できる体制を整えていく。 

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ことから、要望

を整理・検討して改善へと円滑につなげるための体制を構築する。 
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2－8 教員の配置・職能開発等 

≪2－8 の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

 

2-8-③ 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

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

する教員の資質・能力向上への取組み 

教養教育実施のための体制の整備 

（1）2－8 の自己判定 

基準項目 2－8 を満たしている。 

 

（2）2－8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

(ｲ) 教員数の充足 

学部・学科等の教員数については、保健科学部の大学設置基準上必要な最低専任教員数

は、「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：理学療法学専攻、作業療法学専攻（現：生活機能療法学専攻、以降

「生活機能療法学専攻」と記す））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

ない教務嘱託の他に、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 2-8-1】。  

大学院（保健科学研究科）については、専任教授 1 人以外は全て保健科学部教員の兼担

である。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 2-8-1】。 

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 2-8-1】。 

  

(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
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所指定規則が要求している教員の資格（医師、臨床検査技師、看護師、保健師、助産師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など）については、適切に配置している【資料 2-8-2】。 

 

(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 2-17 に示すように、教養科目

で専任の比率が低くなっているが、大学全体としては相対的に高い。教養科目についても、

専任教員を、人文・社会・自然・外国語・情報の領域別にバランスよく配置して、兼任教

員との情報共有等にも配慮している。また、各学科は兼任教員及び実習施設側の実習指導

者と合同で各種の連絡会議を開催して、教育の質を確保する体制を取っている。 

全学の職位別年齢構成は、本学は「平成 22 年度学校教員統計調査報告」（文部科学省）

による大学教員の年齢構成に比べて、やや高い傾向にあり、平成 26(2014)年 5 月 1 日現在

では学部・研究科合わせて 65 歳以上の教員が 104 人中 13 人であり、12.5 %となっている。

（文部科学省統計では私立大学の 65 歳以上 10.3%）。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等の活用も含め、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ことから、学部全体

としては女性 42.7%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 20.2%）。 

 

(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。 

 

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

る教員の資質・能力向上への取組み 

2-8-②(ⅰ) 教員の採用及び昇任 

教員の採用及び昇任に関する事項は、学則第 11 条によって教員人事委員会の担当であ

ることを規定している。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 2-8-3】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 2-8-4】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
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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並びに

分野については、「臨床経験年数」も基準に含めることを明記した。また、広く人材を募る

ため、公募を原則としている。 

採用及び昇任に関しては教員選考・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。 

学科長等は、当該所属内で退職等による欠員が生じる場合やカリキュラム変更による増

員の必要が生じた場合、新規採用や内部昇任について、文書によって教員人事委員長（学

長）に申し出る。採用においては、委員長は委員会を招集し、規定に従って公募内容を審

議し、選考委員を決定する。公募期限後、書類審査による一次選考を経て、二次選考では、

学内に開かれた模擬講義もしくは研究に関するプレゼンテーションを課すと共に、選考委

員による面接を行う。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。この結果は理事会・理事長に報

告され、理事長が任命する。以上の過程で決定に至らない場合は、差し戻される。 

本学教員の昇任は、公募された職位への応募による場合と、定例的な内部昇格の審査に

よる場合とがある。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、学科の選考委員で検討し、承認に相当する該当者が

あれば、学科長等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 2-8-5】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。 

その他、本学には以下のような教員を置くことができる。前二者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、現時点の実績はない。  

・ 客員教授 （「熊本保健科学大学客員教授規程」【資料 2-8-6】） 

・ 特任教員 （「熊本保健科学大学特任教員に関する規程」【資料 2-8-6】） 

・ 名誉教授 （「熊本保健科学大学名誉教授授与規程」【資料 2-8-6】） 

 

2-8-②(ⅱ) 教員の資質・能力向上への取り組み 1（教員評価体制） 

本学の教員人事評定制度は、熊本保健科学大学の使命・目的の実現に、職位に応じて、

また所属学科等の一員として、ふさわしい貢献が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。さらに、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
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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 2-8-7】、「学校法人銀杏学園給与規程」【資料 2-8-8】、「学校法人銀杏学園再雇用に

関する規則」【資料 2-8-9】の一部改訂。いずれも理事会の改廃と位置づけられている）。

これらは平成 24(2012)年 5 月の理事会において承認され、施行されている。 

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 4 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等を含め多岐に

わたり、所属長がすべ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
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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。 

 

(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

属学科等の一員として、ふさわしい貢献」ができているかどうか、自己点検・評価の機会

とする。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、

給与に反映する。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、昇任にかかわる昇級審査を行う。こうして、自己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。 

 

2-8-②(ⅲ) 教員の資質・能力向上への取り組み 2（FD 活動） 

全学的に教育指導方法の検討、改善を進めるため、FD 推進委員会を設置している【資

料 2-8-10】。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、さら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、「FD 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。 

また、個々の授業科目についての授業改善アンケートとは別に、学修に関する全般的な

事柄についての全般型アンケートを実施している。全般型アンケートの対象は各学科の

1・2 年次生で、実施は前期セメスターのみである。1・2 年次生を対象とするのは、初年

次段階での意識を把握して学修支援にフィードバックするためであり、また、学内での授

業が多い学年であることから施設設備への要望を集めやすいことも理由である。この全般

型アンケートの結果は自由記入欄への書き込み（転記）も含め、学内用電子掲示板で学内

教職員及び学生に開示している。  

平成 17(2005)年度後期からは、授業改善アンケートの結果を踏まえた「授業改善計画」

の提出を専任教員に求めている。授業改善計画は FD 推進委員会が取りまとめ、学内用電

子掲示板で教職員と学生に一定期間開示している。 

 

(ﾛ) FD 学内研修会の実施  

平成 15(2003)年の開学以来、全教員参加を旨として FD 研修会を毎年開催している。FD

研修会は本学の研究教育に関する現実的な課題について、全学規模で学科横断的な意見交

換や討論を行える貴重な機会である。これを全員参加の主要な企画と位置づけ、日程の都

合で参加できない教員を考慮すると共に FD 活動の浸透を図るために、平成 19(2007)年度
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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 25(2013)年度の第 1 回 FD セミナーは 8 月、第 2 回は 3 月に開催した。第 1 回は「学

修困難な学生への対応Ⅱ～その実態把握と情報の共有化について～」というテーマで、デ

フアーティストの乘富秀人氏を、また第 2 回は「教養教育の在り方について」というテー

マで、大学教育学会会長の小笠原正明氏を招いた。教員参加者数は、第 1 回は 89 人（全

体の 76.0％）、第 2 回は 90 人（全体の 78.3％）で、2 回とも参加した教員は 72 人（全体

の 62.6％）であった。また、FD セミナーには、教員だけでなく職員も毎回参加している

【資料 2-8-11】。 

 

(ﾊ) 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、関連する各委員会等では、こうした

学会等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等が開催す

る研修会への参加も行っている。 

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。 

 

(ﾆ) 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 人弱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。ほぼすべての専任教

員は「基礎セミナー」を担当することが義務づけられており、学科所属の教員は業務を調

整しながら 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。 

 

2-8-②(ⅳ) 教員の資質・能力向上への取り組み 3（研究支援） 

本学では、学内デュアルサポートシステム（基盤［経常］的研究資金と競争的研究資金

で構成される研究費のシステム）によって研究費を実質的に運用している。 
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(ｲ) 基盤的な額及び運用 

教員個人が教育研究のために裁量できる研究費としては、一律支給される「研究及び教

育研鑽費（研鑽費）」がある（研究費：講師以上年額 30 万円・助教 20 万円、研究旅費：

一律年額 10 万円）。専任教員（教授、准教授、講師、助教）は、年間研究計画書を申請

することにより、上述の研究費と研究旅費を研鑽費として職位に応じ一律支給される。研

鑽費の研究費と研究旅費は相互に流用可能である。年度末に「研究及び教育研鑽費（研鑽

費）実施報告書」を提出することを義務づけ、研究費の適切な運用を図っている。 

 

(ﾛ) 学内の競争的研究助成の制度化の状況とその運用 

他方、専任教員が特定の研究テーマによって申請し、審査、採択を通じて配分される研

究費（以下「学内研究費」という。）を運用している。学内研究費は研究費の効果的な配

分を目的とし、助成申請のあった研究内容を学術研究会議において審査・採択している。 

学内研究費は毎年 2 月初旬までに提出する次年度研究計画書による申請などに基づき、

各研究分野の専門委員による審査を経て採択された研究に対して支給される。毎年 10 月

時点での研究の進捗管理報告を義務付けており、断念または中断される場合は、経過の説

明と共に、学内研究費の返還を求めている。研究成果は 3 月に学内研究助成研究報告会を

開催し、年度終了後には学内研究報告集としてまとめ、学内教職員へ配付及び附属図書館

へ配架している。さらに当該分野の学会発表や学術雑誌投稿などを通じて学内外へ発表し

ている【資料 2-8-12】。 

平成 22(2010)年度より一定期間研究費等の重点配分を行い、研究及び教育の一層の発展

を図ることを目的として「熊本保健科学大学教育研究プログラム・拠点研究プロジェクト

（通称 P&P）」を設置し、大型研究の援助プログラムを開始している【資料 2-8-13】。

平成 25(2013)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 2～3 年、研究費額上限 500 万円／件）が 3 件、教育研究システム改革プログラム

を支援する B タイプ（研究期間 1～2 年間、研究費額上限 100 万円／件）が 0 件、中核的

研究を支援する C タイプ（研究期間 1～2 年、研究費額上限 100 万円／件）が 21 件、萌

芽的研究支援の D タイプ（研究期間 1 年、研究費額上限 100 万円／件）が 6 件、人文・

社会・基礎科学支援の E タイプ（研究期間 1 年、研究費額上限 50 万円／件）が 5 件採択

されている。また、海外研修支援が 3 件あり、平成 25(2013)年度の学内研究費助成額総計

は約 2,799 万円、実績額は約 2,295 万円であった。 

学内研究費は申請と審査を通じて支給されるため、申請による研究費の配分は研究領域

の異なりを反映することができ、公正な審査を経ることで相対的に多額の研究費を得る分

野が生ずることに合理性を与えている。平成 22(2010)年度からは、学内の教員からなる教

育・研究審査委員会の委員が申請された研究テーマ採択の可否を審議している。若手教員

の研究に対して手厚く支援する傾向にある。 

 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

2-8-③(ⅰ) 教養教育組織上の措置 

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、
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「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。 

 

2-8-③(ⅱ) 教養教育の運営上の責任体制 

教養教育の責任体制を明確にし、また円滑な運営を行うために、本学では平成 15(2003)

年の開学時から教養教育運営委員会を置いていた。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

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 26(2014)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 26(2014)年度時点では 7

人である。事務担当として嘱託職員を配置している。 

教養教員は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 2-8-14】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 2-8-15】。 

共通教育センターでは毎月 1 回、審議及び議決を行う定例会議を開催する。その前週に

定例会議のプレミーティングを開催し、課題や問題点の共有、意見交換など、議決を行わ

ないことを前提に自由討議を行って、構成員間の意思疎通を図っている。また必要に応じ
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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

用電子掲示板に公開している。 

また、入試委員会、教務委員会、教員人事委員会、自己点検評価委員会、ホームページ

委員会、学生委員会、ハラスメント防止委員会、個人情報保護委員会、情報セキュリティ

委員会、FD 推進委員会、附属図書館運営委員会、利益相反マネジメント委員会、研究誌

委員会などに共通教育センターからの委員枠をもち、各委員会と連携しながら全学的な視

点でバランスの取れた教養教育を運営できる体制としている。 

教養科目は、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 25(2013)年度末は非常勤講師 5 人、本学英

語担当者 3 人（専任教員 2 人及び LL アシスト）の計 8 人が参加した。 

また、教養科目のうち、30 人程度の専任教員配置が必要な初年次の「基礎セミナー」に

ついては、全学の専任教員が交替制で担当する職務として位置づけ、全学の協力を得てい

る。これら 30 人近い担当教員のうち 4 分の 3 は学科に所属する教員であることから、担

当依頼、趣旨と実施要領の説明、各種連絡、成績評価方法の擦り合わせなど、調整の負担

は大きい。そこで、平成 24(2012)年度からは、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。 

 

（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画） 

教員の構成及び数については、年次ごとの要請に対応して見直す。教員の評価体制につ

いては、平成 24(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いれて評価すると同時に評価体制の

更なる改善を図る。学内研究助成の充実と研究環境の整備を図り、研究活動をさらに活発

化することによって科学研究費などの外部資金の獲得に繋げていく。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。 
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2－9 教育環境の整備 

≪2－9 の視点≫ 

2-9-① 

2-9-② 

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2－9 の自己判定 

基準項目 2－9 を満たしている。 

 

（2）2－9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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

2-9-①(ⅰ) 教育環境の整備 

(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 2-9-1

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 2-9-2 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 3 分 

・熊本市中心部（市役所）から車で約 15 分 

 

 

                        図 2-9-1 大学周辺図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9-2 校舎配置図 

 

 

3 号館 

50 周年記念館 

1 号館 

2 号館 
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本学の校地面積は、57,411 ㎡で、学生 1 人あたり約 38.6 ㎡である。校舎面積（アリー

ナ、動物舎を除く）は 22,816 ㎡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 2-9-1 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 57,411.0        m2 14,890.0        m2 

校舎面積 22,815.7 m2 14,333.7 m2 

 

講義室、実習室、研究室、ゼミ室、学生自習室、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。さらに、同じ敷地内にテニスコート（2 面）、グラウンド、駐車場、駐輪場等がある。 

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) 校舎・設備 

校舎は、1 号館（1 階建）、2 号館（5 階建）、3 号館（4 階建）で構成されている。1 号

館は平成 14(2002)年度に、2 号館は平成 18(2006)年度に、3 号館は平成 22(2010)年度に竣

工した建物であり、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 399 人が収容可能であり、講義の他にもシンポジウム、講演会などを開催できる多目

的ホールとなっている【資料 F-8】。 

学内はバリアフリーに配慮した造りとなっている。大講義室（1300 講義室 L、50 周年

記念館）は階段状の教室であるが、車椅子での受講が可能なスペースを設けている。また、

2 号館・3 号館は、エレベーターにより車椅子での移動も可能となっている。 

大学全体（大学院及び助産別科等との共用分を含む）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「オー

プンスペース」4 カ所（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。 

その他の施設としては、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。

さらに、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
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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、学友会やピア・サポーターの活動拠点

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 以上で他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

を確保することが決定している。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することも決定している。 

 

(ﾊ) 情報機器設備 

すべての講義室に 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、実態投影機）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。非常勤講師は学内 LAN にはアクセスできないアカウント設定としてい

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』等による

諸注意と共に交付している【資料 2-9-1】。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 2-9-2】。 

LL/PC 室（PC109 台（データ変換用 1 台を含む））、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、1 号館「オープンスペース D」に PC15 台、2 号館「コミュニティスペース」

に PC17 台を設置している。図書館には館内貸出用の PC が 3 台あり、図書館に併設され

ている LL 学習室には PC4 台を設置している。 

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、PC109 台の快適な環境を実現した。これにより、学生に開

放している PC は、1 号館 164 台、2 号館 65 台、図書館 7 台の合計 236 台となり、平成

26(2014)年 5 月 1 日時点では学生 6 人あたり PC1 台の割合である。さらに、2 号館には大

学院学生専用として PC21 台、3 号館には授業専用として PC84 台を配置している。これ

らを含めると、学生 4 人あたり PC1 台の割合となる。 

これらの PC からは、ネットワーク接続しているプリンタを利用することが可能である。

ネットワークプリンタは、1 号館に 6 台、2 号館に 2 台を配置している。また、LL/PC 室

にはスキャナも設置している【資料 2-9-1】。適正かつ効率的に利用されるよう、情報セキ

ュリティ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。 
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学内 LAN では、平成 23(2011)年度に Web ポータルシステムを導入し、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。

電子掲示板機能や電子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電子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

は電子シラバスに一本化した。なお、紙媒体にも利便性があるため、全科目のシラバスを

紙媒体に出力してファイルに綴じ、事務室で学生及び教職員が閲覧できるよう配慮してい

る。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

中には Softbank の Wi-Fi 環境も整備することが決定している。 

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ヘルプデスクとして対応している。 

 

(ﾆ) 附属図書館 

附属図書館（1 階建 1,093 ㎡）は、入館管理システム、BDS システムを備え、レファレ

ンスコーナー（問合せカウンター）、閲覧席（135 席）、グループ学習室 2 室（CD・DVD

プレーヤー、VHS ビデオデッキ、PC、プリンタ各 1 台）、情報検索コーナー（PC12 台）、

視聴覚ブース 4 ブース（CD・DVD プレーヤー、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。開架書架、閉架書架、新聞架、雑誌架、集

密移動書架、コピー機 2 台（車椅子対応機を含む）、館内貸出用ノート PC3 台、プロジェ

クター1 台を設置、配備している【資料 2-9-3】。 

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 月は、休日開館も実施している。スタッフとしては、館

長のほか、司書 3 人とアルバイト（学生及び社会人）を配置しており、さらに館長が委員

長を兼ねる図書館運営委員会がこれを運営している【資料 2-9-4】。 

閲覧室は、個人閲覧席、一般閲覧席、グループ学習室と多様な用途に応じている。また、

レファレンスコーナーを相談窓口として総合カウンター横に設けている。その他、国家試

験対策コーナー、就職支援・キャリア支援コーナーを設置し、就職活動、卒業生のキャリ

ア支援を行っている。平成 25(2013)年度には新聞書評コーナーや視聴覚展示コーナーを設

置した。 
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閲覧室座席は、定期試験前や学外実習帰校日、国家試験前には満席になる。その対策と

してグループ学習室を開放するほか、平成 24(2012)年度には 20 席増設した。机上の直射

日光の遮断と省エネ対策のため、窓ガラスに断熱・遮光フィルムを貼る作業を平成

23(2011)年度から行っている。 

情報検索コーナーには、12 台の PC を備え、館内蔵書検索及びインターネットを介して

の各種データベース利用により、国内外の情報収集ができる。また、館内の LL 学習室に

デスクトップ型 PC4 台、館内貸出用にノート型 PC3 台を配備している。 

図書、学術雑誌、視聴覚資料の整備状況については、同規模の大学平均と比較すると図

書の蔵書数が下回っている。医療関係学術図書や雑誌の単価が高額であることなどもある

が、大学としての蓄積の歴史が浅いことにも由来する。図書購入費の増額と共に書架も増

やし、洋雑誌の高騰や電子ブック・データベース利用要請の増大など新しい利用形態の動

静を見ながら、運営を行っている。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。また学生選書リクエストもオン

ラインで随時受け付けている。 

学生への貸出状況については、平成 25(2013)年度の学生 1 人あたりの数で比較すると同

規模大学の 1.4 倍で、前年度の貸出数より 1.2 倍増加している。IC チップ内蔵の学生証に

より入館管理及び図書貸し出しが容易になっている【資料 2-9-5】。 

図書館システムは、電子ブック・電子ジャーナルとのリンクや新たな検索機能の追加等、

随時カスタマイズしている。NII や医学系データベースとリンクした検索機能やカテゴリ

検索、電子ジャーナル・電子辞書、文献管理ソフトとのリンク機能に加え、平成 25(2013)

年度からは全電子ブックが学外から利用可能となった。紙媒体と共に OPAC 検索からその

まま利用でき、学外からの閲覧もできる。また、貸出予約・貸出延長・購入リクエスト・

ILL 文献複写依頼等を学外から行える個人ポータル機能により、学生自ら、自分の貸出履

歴の閲覧や配架図書のリクエストができる。この機能により平成 25(2013)年度のリクエス

ト数は前年度の 2.5 倍と増加した。 

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

所の目録所在サービス(NACSIS-CAT)に登録することにより、国内の大学図書館との間で

学術情報の有効利用を図っている。また、国立情報学研究所の NACSIS-ILL、看護図書館

協議会、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。平成 25(2013)年度 1 年間の学外からの申込み受付は、本学から

の依頼件数の 1.4 倍であった。学外者向けサービスでは、卒業生への貸出のほか、病院職

員等への閲覧複写サービスも行っている。 

図書館ホームページは学内外に公開している。開館日、利用案内、OPAC、情報検索デ

ータベース（有料データベース 12 種）、電子ジャーナル、電子ブック、電子辞書、文献管

理ソフト、情報検索ガイダンス、情報検索関連リンク集などを掲載し、利用者の学習、研

究活動を支援すると共に、学外へ図書館情報を公開している。検索窓拡大、展示図書紹介

も実施している。また、本学『保健科学研究誌』掲載論文の全文公開も CiNii を通して行

なっており、リポジトリ構築を目標に規程等を準備中である。 

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
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る文献検索指導のほか、実習や学科等の目的に合わせた文献検索講義を行っている。また、

グルー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等の

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活用されている。また、教員指

定図書のブックトラックの増設や学生サポーターによる利用支援も実施している。その他、

レファレンスサービス、特別貸出制度などを設けている。 

 

2-9-①(ⅱ) 運営と管理 

講義室、実習室及びゼミ室は、学科による使用頻度に偏りはあるが、原則として全学共

用である。講義室については、学生数また授業の形態などを踏まえ、学務課が講義室の割

振りを行い、適切に運用している。ゼミ室については使用する教職員が Web ポータルシス

テムで予約することとしているが、教養科目の「基礎セミナー」では 13 人前後のセミナ

ーが 28 班程度できるため、共通教育センターがゼミ室を一括予約した上でセミナー担当

教員に割当てを行い、円滑な運用を図っている【資料 2-9-6】。 

学生に開放している PC 設備は上述したとおりである。「オープンスペース」（1 号館）、

「コミュニティスペース」（2 号館）は、PC 利用以外の自習や歓談にも幅広く活用されて

いる。1 号館の「オープンスペース(A～C)」及び 2 号館の「コミュニティスペース」には、

自由に使用できる広机（4～6 人用）と椅子を設置している。机は 1 号館「オープンスペー

ス(A～C)」に計 31 脚、2 号館「コミュニティスペース」に 8 脚で、「オープンスペース D」

及び「コミュニティスペース」の PC 用座席を含めると常時 200 人以上がこれらの区画を

利用できる。1 号館の「オープンスペース(A～D)」の 4 ヶ所は、いずれも教員室に近いこ

とから、教員とのミーティングや自主学習などに終日活用されている。また、教員による

予約を通じて、学生もゼミ室の利用が可能である。図書館のグループ学習室 2 室はゼミ室

と同程度の広さをもち、学生が自ら予約して利用できる。このほか、1 号館の中講義室 1

室を学生自習室として開放している。売店横のゆとりあるスペースを活用し、テーブルと

椅子、カウンター席を設置し（合計 48 席）、「オープンスペース」と同様に学生の自習や

憩いの場としている。レストランもまた、アメニティの高さから、食事時間帯以外は学生

の自習室としても利用されている。以上のように、学生が自由に利用できる設備と空間を

複数用意している。 

アリーナ及びレストランの開館時間は 8 時から 21 時までとしている。アリーナは授業

で利用するほか、入学式、卒業式、球技大会、クラブ活動、地域社会への開放など、広く

活用されている。アリーナ以外の施設も地域貢献活動等の一環として外部に開放している。

「学校法人銀杏学園諸施設・機器使用規程」【資料 2-9-7】に従って、本学の教育研究目的

の達成に関与すること、営利目的の会合でないことを条件に貸し出し、大いに活用されて

いる。各専門医療団体（臨床検査技師会、看護協会、理学療法士協会、作業療法士会、言

語聴覚士会）との連携は深く、それぞれの卒後教育研修会の場として会場提供を行ってい

る。 

施設設備の破損や不具合については、関係部署（学生委員会、衛生委員会、警備員、清

掃業者等）から環境施設管理課に随時報告され、修繕など機能性の保持に必要な措置を速

やかに講じている。また、消防設備や電気設備などの保守点検は、専門の業者に委託して

定期的に行っている。施設設備のメンテナンスについては、建築、付帯設備、空調、電気、
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給排水等の項目に関して対応し、安全、かつ十分な機能を保持している。 

また、防災計画に基づき、各講義室や演習室などのほか、事務関係施設においてもそれ

ぞれ火元責任者が定められている。学生及び教職員を対象に構内火災発生を想定した消防

訓練（避難訓練）に加え、地震を想定した防災訓練を実施している【資料 2-9-8】。 

教職員、学生とも、JR 西里駅の清掃ボランティアや、井芹川清掃の地区活動などをと

おして、周辺環境も含めた清潔なキャンパス維持への意識を高めている。保健医療系大学

にふさわしい清潔さの維持を心がけ、学内の清掃については専門業者に外部委託している

ほか、学友会も点検活動を行っている。 

 

2-9-② 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 2-9-9】。 

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｣（13 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。他に選択科目であっても演習的な要素のある「カウンセリング技法」

は、毎年多くの学生が選択するので、各学科を 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が、399 人を収容可能な 50 周年記

念館が竣工した平成 23(2011)年以降は、抽選を要するケースは生じていない。平成

25(2013)年度では前後期合わせて、151～200 人規模が 3 クラス、201～250 人規模が 3 ク

ラス、251～300 人規模クラスが 2 クラス、301～350 人規模クラスが 3 クラスであった。

それぞれに対して SA を配置し、提出物の番号揃えと出欠確認等のサポート体制をとって

いる。 
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（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画） 

「学校法人銀杏学園諸施設・機器使用規程」による外部への施設開放については、本学

関係者から要請があった場合は無償で貸出しているが、昨今の光熱費値上げ等を鑑み、相

応の光熱費等について徴収する方向で検討している。 

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、将来的なキャンパス拡大に向けて検討していく。 

図書館は、学生数の増加に伴い、今後も空間利用を更に工夫していく。本学の貸出しの

多さや実習先等学外からの利用に供するよう、電子ジャーナルや電子ブック等と合わせカ

スタマイズし、その新機能を使いこなすための新たな利用者教育を考えていく。図書館シ

ステムの更新も準備している。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。 

 

 

 

［基準 2 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、本学の学士課程おいて専門教育と同時に必要である人間形成

のための教養教育は、共通教育センターを中心にして全学的に取り組まれている。さらに、

学生の国家試験合格率と就職率はいずれも高い水準に達しており教育成果の一つである。 

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。より全般的な、学習方法や

習慣などを含めての支援、成績不振者の話しやすい相談相手などを提供する仕組みとして

学修相談室「スタディ・サポート・カフェ」を展開している。 

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。要望のうち機器整備などには可能な限り対応し

ているが、スペースの拡充など対応が難しい件もあった。 

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

しても考慮されるべきである。この点を踏まえて、より広範な教育プログラムの提供も必

要である。 

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、学生相談員、各スモールグループ担任は、

それぞれの持ち場で常に気を配り、学生を多面的に支援する体制を整えている。こうした、

学生と教職員を連携させるシステムが、本学のような小規模の大学で相互補完的に機能し

ている点は優れた点であるといえる。しかし、このシステムは関係者の不断の努力によっ

て維持されているものであり、注意や努力を怠れば形骸化してしまう可能性があることを

常に認識しておかなければならない。 
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基準 3．経営・管理と財務 

3－1 経営の規律と誠実性 

≪3－1 の視点≫ 

3-1-① 

3-1-② 

3-1-③ 

 

3-1-④ 

3-1-⑤ 

経営の規律と誠実性の維持の表明 

使命・目的の実現への継続的努力 

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守 

環境保全、人権、安全への配慮 

教育情報・財務情報の公表 

（1）3－1 の自己判定 

基準項目 3－1 を満たしている。 

 

（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

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

2-8-7】、「学校法人銀杏学園組織運営規程」【資料 3-1-1】、「学校法人銀杏学園事務分掌規程」

（以下「法人事務分掌規程」という。）【資料 3-1-2】などの諸規程と、「熊本保健科学大学

事務分掌規程」（以下「大学事務分掌規程」という。）【資料 3-1-2】、「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 3-1-3】など教育研究組織の管理運

営に関わる多くの諸規程に従って運営している。 

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 3-1-4】。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 3-1-5】。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

ている【資料 3-1-6】。 

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 3-1-7】に定め、通報・相談窓口はホームページ

で公開しており、不正行為に関する通報者の保護に関して「学校法人銀杏学園公益通報者

保護規程」【資料 3-1-8】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

員であるすべての者に、倫理的な責任主体であることを求めている。 

 



熊本保健科学大学 

71 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力  

本学は、優れた医療技術者の養成を通じて社会に貢献するという建学の精神に基づき、

「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 3-1-1 で示すとおりである。 

 

 

図 3-1-1 学校法人銀杏学園 運営組織図 

 

本学は、4 年ごとに中期計画・中期目標を立て、使命・目的の実現へ向けて継続的に努

力する体制を確立している【資料 1-2-3】。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。 
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3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に 

関連する法令の遵守 

本学は、学校法人の就業規則と管理関係諸規程、大学学則に基づく大学運営及び教学に

関わる諸規程、附則等を、必要に応じ、関連責任部署を通じて審議検討し、策定・改廃し

ている。教職員及び学生の法令遵守については、就業規則第 1 条や学則第 58 条、「熊本保

健科学大学懲戒処分に関する規程」【資料 3-1-9】などによって、学園の姿勢を示している。 

学校教育法、私立学校法、大学設置基準に関する法令等の遵守状況については、エビデ

ンス集（データ編）表 3-2 に示すとおり適切に対応している。 

 

3-1-④ 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 3-1-10】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、休日等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・節電協力の張り紙等を各所

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 

あり、敷地内の樹木の手入れや除草作業も定期的に行われている。また、近隣の JR 駅舎

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、以下のような配慮を行っている。 

各種ハラスメントについては「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 2-7-11】に定めている。ハラスメント防止の周知を図るために学生に対して

は、新入生オリエンテーションで、ガイドラインや相談窓口の説明を行うと共に、学生掲

示板へ相談窓口を掲示している。また、リーフレット（「学生編」「教職員編」「臨地実習施

設編」の 3 種類）を作成し、防止に努めている【資料 2-7-12】。 

個人情報については、個人情報保護方針を定め、個人情報保護委員会及び情報セキュリ

ティ委員会で管理している【資料 3-1-11】。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 2-9-2】及び「情

報システム利用の手引き（教員向け）」【資料 3-1-12】としてまとめている。また、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 3-1-13】も作成した。いずれも平成 26(2014)年度入学者全

員に紙媒体で配付すると共に、学内用電子掲示板により全学に周知している。平成 25（2013）

年度はプライバシー・ポリシーに基づき、外部非常勤講師による全教職員を対象とした研
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修「個人情報の管理と活用」を 3 回開催した。また、情報セキュリティポリシーに基づき、

セキュリティベンダーより講師を招いて全教職員を対象とした情報セキュリティ研修会も

実施した。 

 

(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 3-1-14】。 

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 3-1-15】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。さらに、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、基本方針や規程等を整備すると共に、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 3-1-16】。 

 

(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 3-1-1 に示す。 

 

表 3-1-1 教育研究活動に関連する規程・規則等【資料 3-1-17】 

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  
ライフサイエンス倫理審査委員会細則 
臨床研究審査分科会規程  
疫学・行動科学研究審査分科会規程 

遺伝子組換え生物 
遺伝子組換え生物等使用安全管理規程  
遺伝子組換え生物等使用安全管理委員会規則 

病原体 
病原体等安全取扱・管理規程  
バイオセーフティ委員会規則 

動物実験 
動物実験規則 
動物実験細則  
動物実験施設運営部会内規 

 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

「学校法人銀杏学園熊本保健科学大学情報公開規程」【資料 3-1-18】に基づき、本学公

式ホームページ（以下「ホームページ」という）等を通じて公表している。この公表内容

には、学校教育法施行規則第 172 条の 2 で指定されている教育情報の 9 項目全てを含んで

いる。教育研究活動等の情報や財務情報については、ホームページ上、『保健科学研究誌』

【資料 3-1-19】、『銀杏学園通信ぎんきょう』【資料 3-1-20】、『学内研究助成報告集』【資料

2-8-12】等で広く公開している。 

 

（3）3－1 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、現状のシステ
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ムを更に充実させる。さらに、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、

ホームページ等による、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。 

 

 

 

3－2 理事会の機能 

≪3－2 の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）3－2 の自己判定 

基準項目 3－2 を満たしている。 

 

（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

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 3-1-1 のと

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：

11 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 26(2014)年 5

月現在では 1 号理事は 1 人、2 号理事 6 人、3 号理事 4 人の計 11 人である【資料 3-2-1】。 

定例の理事会は年 4 回開催され、決算、補正予算、予算、寄附行為変更、法人関係規則

変更、学則変更、事業実績、事業計画、寄附行為に定められた理事及び評議員の選任、そ

の他重要事項について審議している。 

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、出席状況は極めて高く、平成 25(2013)年度の 4 回の実出

席率平均は 95.8%である【資料 3-2-2】。 

 

（3）3－2 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学内理事懇談会を年 2～3

回程度実施し、機動的・戦略的意思決定ができる体制を整備する。 

 

 

 

3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3－3 の視点≫ 

3-3-① 

3-3-② 

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 
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（1）3－3 の自己判定 

基準項目 3－3 を満たしている。 

 

（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

本学は学則に基づき、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、審議・決定し、必要に応じて理事会へ上

申している。 

① 大学の管理運営に係る意思決定の審議は大学運営協議会が担当する。 

② 学部、大学院の教育に係る意思決定の審議は､それぞれの教授会が担当する。 

③ 学術研究に係る意思決定の審議は、学術研究会議が担当する。 

それぞれの会議体のもとでは各種の委員会が下部組織として活動している。いずれの組

織もその組織を規定する規程の改廃権をもつ上位組織のもとに位置づけられており、教授

会と学術研究会議は大学運営協議会のもとにある。教授会規程と学術研究会議規程の改廃

は大学運営協議会の議を経なければならない。大学運営協議会規程の改廃は大学運営協議

会にあるが、本学のすべての活動の基盤として位置づけられている大学の使命・目的を定

め、その運営に必要な諸規程の根拠ともなる学則及び大学院学則の改廃権は理事会にあり、

寄附行為に則って本学が運営されていることを制度上からも支えている。 

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運営協議

会が担当している。学部長、研究科長、学術研究部長もまたこの構成員として位置づけら

れており、事務部門からは法人局長、事務局長、総務部長が委員として出席している。 

大学の運営実務は大学運営協議会、教授会、学術研究会議で協議、審議、諮問、報告し、

議事録などを学内に開示し、運営計画の透明性や適切性、円滑化を図っている。 

教授会及び学術研究会議は、その規程によって、それぞれの会議において重要な審議事

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

る。学術研究会議の報告は大学運営協議会に対してなされ、必要に応じて、教授会に報告

され、もしくは学術研究部長から直接全学に開示される。大学運営協議会のメンバーは、

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。さらに大学運営協

議会の内容は教授会に報告され、理事会の内容は大学運営協議会に報告されてのち、教授

会に伝達される。 

実際は、いずれの会議体も、毎回議事録を作成し、特に部外秘となるデータを除いては、

学内用電子掲示板を通じて開示している。 

学長の主宰する大学運営協議会は、「熊本保健科学大学大学運営協議会規程」【資料 3-3-1】

に則り、本学の組織、運営の基本方針、学則、その他の学内諸規程の制定及び改廃、全学

的な教育研究目標・計画の策定、本学の予算案などについて協議、審議、決定し、または

必要に応じて理事会に上申する。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
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資料に示す【資料 3-3-2】。 

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 3-3-3】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 3-3-4】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。 

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 3-3-5】

【資料 3-3-6】。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し、その結果を報告する。教授会及び学術研究会議は委員会

からの報告を受け、承認、決定している。各種委員会は議事録などを教授会及び学術研究

会議報告後に学内開示している。それぞれの委員会は、年次事業計画と事業報告を行うと

共に、これを教授会、大学運営協議会、理事会に報告し、また学内に開示している。 

さらに、教育全般に関わる各種委員会の多くには、議決権を持つ委員として、教員以外

の職員を 1 人以上加えている。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、事務部門の知見を反映する

実際的で効率的な討議に資することを期待するものである。事務部門からの陪席という形

態よりも、具体的な発言や責任の明確化などの点で適切であるとの判断に基づいている。  

以上のような学内意思決定の仕組みは、各種委員会等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いる。さらに、事業計画書や議事録の開示により、学内

の了解の下で機能できる仕組みとなっている。 

 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

学長は「熊本保健科学大学学長選考規程」【資料 3-3-7】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、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及びキャリア教育研修センターがを設置しているが、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、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める（学

校教育法施行規則 144 条）。学長はまた、法に基づく手続きを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
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から、実質的に、理事会以外のすべての意思決定は、学長のもとにおいてなされている。 

学長が議長（委員長）である委員会は表 3-3-1 のとおりである。業務によっては担当副

学長を置いて補佐させている。 

 

表 3-3-1 学長が議長である委員会【資料 3-3-8】 

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 副学長 

ハラスメント防止委員会 ハラスメント防止委員会規程第 3 条第 2 項 副学長 

 

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）、障害学生支援室（平成 25(2013)年度の室長は副学長）、学

生相談室（室長は学長指名、顧問は副学長）などがある。 

学長が議長（委員長）を指名する委員会は表 3-3-2 のとおりである。 

 

表 3-3-2 学長が議長（委員長）を指名する委員会【資料 3-3-9】 

委員会 規程 

学術研究会議（学術研究部長） 学術研究会議運営規程第 2 条 

広報委員会 広報委員会規程第 2 条 

就職委員会 就職委員会規程第 2 条 

個人情報保護委員会 個人情報保護委員会規程第 2 条 

保健室委員会 保健室委員会規程第 2 条 

国際交流委員会 国際交流委員会規程第 3 条 

附属図書館運営委員会（図書館長） 
附属図書館規程第 3 条 

附属図書館運営委員会規程第 2 条 

国家試験対策委員会 国家試験対策委員会規程第 2 条 

 

以上のように、学長のリーダーシップのもとで、全学的な課題の運営に関わる大学運営

協議会を始めとする諸会議体等が活動している。また、学長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、学長発案の企画等の下調査・調整等について

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)に関する諸データ等は、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等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。さら

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、学長の指示のもとで IR 関連業務を統合する仕組みを構築している【資料 3-3-10】。 
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（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

大学を取り巻く環境変化に迅速に対応できる体制、大学規模の拡大に対応できる体制を

構築する。今後、IR 推進室の運営の充実を図り、適切な情報の提供により学長のリーダー

シップがさらに発揮できやすい仕組みを構築していく。 

 

 

 

3－4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3－4 の視点≫ 

3-4-① 

 

3-4-② 

3-4-③ 

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化 

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

（1）3－4 の自己判定 

基準項目 3－4 を満たしている。 

 

（2）3－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる 

意思決定の円滑化 

管理部門と教学部門の連携は適切になされている。 

本学の学部、大学院、別科及びキャリア教育研修センターに係る大学全体の運営、管理

に関する組織として、大学運営協議会がある。会議の構成員は、教学部門から、学長、副

学長、学部長、研究科長、各学科長、共通教育センター長（代行）、学術研究部長、附属図

書館長（代行）、助産別科長、キャリア教育研修センター長（兼）、事務部門管理職から、

法人局長、事務局長である。平成 26(2014)年 5 月 1 日現在では、さらに｢その他学長が必

要と認めた者｣として 2 人が加わっている（リハビリテーション学科言語聴覚学専攻長、

総務部長）が、同一人の兼ねている職もあり、全員で 15 人である。このうち学長、副学

長は学園の理事・評議員であり、学部長、法人局長、事務局長は評議員である。 

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 1-2-3】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電子掲示板を通じ、教職員
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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。 

 

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

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 3-2-1】。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 3-4-1】。 

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 25(2013)年度の実出席率は 100%である【資料 3-2-2】。 

また、監事は、監査法人と理事長との意見交換に同席し、必要に応じて報告等を行って

いる。 

 

(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 26(2014)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（11 人）の 2 倍を超えている【資料 3-2-1】。 

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、事業計画等

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 25(2013)年度の実出

席率平均は 88.0%である【資料 3-2-2】。 

 

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

事業計画や予算の策定においては、理事長、学長の方針を反映した重点目標のもと、各

部門、各委員会の事業計画が立案され、その計画に基づいて運営されている。計画立案の

際には、教授会、学術研究会議及び各種委員会などを通じて、大学の教職員の意見がくみ

上げられる仕組みになっている。 

さらに、年末の仕事納め式、年始の仕事始め式、夏季・冬季の賞与支給式など、年に数

回開催される全教職員対象の集まりにおいて、理事長、学長の指針が述べられている。ま

た、コミュニケーションの円滑化の一助として、平成 23(2011)年 6 月から、理事長や学長
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の挨拶、学園の状況、学内外の行事、新任教職員の紹介などを掲載した「熊本保健科学大

学 News Letter」を毎月発行している（学内教職員メール配信、理事・評議員には紙媒体

郵送、発令記事等を削除してホームページで公表もしている）【資料 3-4-2】。 

開学以来、学科増などによって規模は少しずつ拡大してきたものの、小規模大学である

ことには変わりなく、教職員の相互認知度も高い。各学科は、それぞれの特性を持ってい

るが、保健科学部に属す一員としてのアイデンティティは、緩やかに確立されて維持され

ている。そのような背景も、本学の管理部門と教学部門の連携を支えるものとなっている。 

 

（3）3－4 の改善・向上方策（将来計画） 

コミュニケーションとガバナンスに関しては、管理部門と教学部門の更なる連携を目指

し、IR による情報収集の強化を図っていく。さらに副学長の業務の明確化を行い、学長補

佐機能を明確化しガバナンス強化を図る。 

 

 

 

3－5 業務執行体制の機能性 

≪3－5 の視点≫ 

3-5-① 

 

3-5-② 

3-5-③ 

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

業務執行の管理体制の構築とその機能性 

職員の資質・能力向上の機会の用意 

（1）3－5 の自己判定 

基準項目 3－5 を満たしている。 

 

（2）3－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業

務の効果的な執行体制の確保 

本学園の事務組織は、法人組織と大学組織とで構成しており、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 3-5-1】。 

それぞれの学園事務分掌規程、大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

月に人事課、環境施設管理課、実習支援センターを新たに設置し、業務の分業、効率化を

図っている。 

本学では、各課長及びセンター長が業務の責任者であり、関連部署と協議を密に行いな

がら、事業計画、予算に基づいて業務を執行している。また、事務部門管理職会議を定例

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、毎朝開催する朝礼等で情報の共有化を図っている。 

 職員の配置においては定期的なローテーションを実施し、全体的なバランスを考慮して 

いる。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、 
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「学校法人銀杏学園事務職員の採用について（内規）」【資料 3-5-2】に基づき随時選考採 

用している。 

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 2-8-7】及び「学校法 

人銀杏学園職員人事評定制度規程」【資料 3-5-3】に基づき、適切に運営されている。 

 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

学園事務分掌規程及び大学事務分掌規程により、各課の業務を適切かつ明確に分担して

おり、中期計画、目標をもとに各課の年次事業計画を立案し、業務目標を明確にすると共

に、年次事業報告において執行状況を確認している。 

さらに各委員会の構成員として事務職員が参画し、経営、教学組織において教職協働を

実現している。これらの事項は各課等におけるミーティングにおいて周知され、情報の共

有化を図っており、現状の確認と認識を共有した業務執行の管理体制を構築している。ま

た、年 4 回、事務部門管理職と理事長との報告会を開催し現状の報告を行う機会を設け、

経営のトップである理事長が業務執行状態を把握できる体制を取っている。 

 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

職員の職務遂行能力向上と、常に問題意識を持ち続け積極的な改善提案ができる人材を

育成するために、研修会などの受講を奨励している。文部科学省、日本私立学校振興共済

事業団、日本私立大学協会など関連団体などの関係機関などが開催する機能別研修会に職

員を参加させ、職員のスキルアップ、資質の向上を図っている。 

 平成 20(2008)年 12 月には、主任・係長クラス研修を実施した。平成 25(2013)年 9 月か

ら、他大学と合同で主任・管理職研修を実施している。主任・係長クラスは職場の要であ

ることからこのクラスを中心に Off JT として今後も研修を計画する。階層別の研修の他、

職員の能力向上のため業務改善をテーマした機能別研修を熊本市内 3 大学の合同研修とし

て平成 22(2010)年 10 月から開始、平成 23(2011)年 8 月には 1 大学増えて 4 大学、平成

24(2012)年 8 月には更に 1 大学増えて 5 大学となり、平成 25(2013)年 8 月には大学コンソ

ーシアム熊本と連携することで、県内の他の大学にも呼びかけて合同研修を実施している。

このことによって事務職員のレベルアップを図り、これを SD(Staff Development)の一環

としている【資料 3-5-4】。 

職員の資質の向上は大学運営において重要な課題と認識している。人材育成のための研

修は積極的に受講させ、職務遂行能力向上と、常に問題意識を持ち続け積極的な改善提案

ができる人材を大学は求めていることを示してきた。単に受講するだけでなく、その結果

が日常の職務に反映されているかを検証することが肝要である。他大学との業務改善研修

については、平成 23(2011)年 8 月から、受講 1 年後に、実際の業務改善事例発表会を兼ね

て、フォローアップ研修を実施している。職員人事評定制度との連携によって能力向上を

図る仕組みはできつつある。 

平成 20(2008)年 4 月から導入の人事評価制度を事務職員の資質の向上、モラールの向上

のために適切に運用している。評価の手順としては、所属長による 1 次評定（課長の評定

は総務部長）、総務部長による 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、総務部管理職会議による部内調整
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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。 

 

（3）3－5 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

会情勢の変容等、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、今後も内容をよ

り充実させたものにしていく。 

 

 

 

3－6 財務基盤と収支 

≪3－6 の視点≫ 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）3－6 の自己判定 

基準項目 3－6 を満たしている。 

 

（2）3－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

平成 15(2003)年度に銀杏学園短期大学を改組転換し、新たに 4 年制の熊本保健科学大学

として発足した本学は、平成 18(2006)年度に完成年度を迎えた。また、平成 19(2007)年

度にリハビリテーション学科及び助産別科（1 年課程）を新設し、平成 21(2009)年度に「大

学院保健科学研究科（2 年課程）及びキャリア教育研修センター認定看護師教育課程（6

カ月）を新設、平成 23 (2011)年度に言語聴覚学専攻を新設した。これまでの収支状況を整

理すると、表 3-6-1 のとおりである。 

 

表 3-6-1 収支状況の推移 

年 度 帰属収支差額 資金収支差額 
次年度繰越 

支払資金 
備 考 

大学開設時   19.0 億円  

平成 15 年度 △6.3 億円 △1.7 億円 17.3 億円  

平成 16 年度 △2.7 億円 △1.4 億円 15.9 億円  

平成 17 年度 3.4 億円 7.1 億円 23.0 億円 特別寄付金 5 億円 

平成 18 年度 0.4 億円 △6.4 億円 16.6 億円 2 号館建設 

平成 19 年度 0.4 億円 3.2 億円 19.8 億円 新学科開設 

平成 20 年度 1.5 億円 5.6 億円 25.4 億円  

平成 21 年度 3.7 億円 3.2 億円 28.6 億円  

平成 22 年度 3.3 億円 △9.3 億円 10.8 億円 3 号館建設 
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年 度 帰属収支差額 資金収支差額 
次年度繰越 

支払資金 
備 考 

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 25(2013)年度の消費収支決算は、新専攻の学年進行などで収入が前年比 1.8 億円増

加し、支出は 1.2 億円の減少となった。その結果、帰属収入から消費支出を引いた帰属収

支差額は 3.1 億円のプラスとなり、収支の均衡を達成できている。平成 23(2011)年度から

リハビリテーション学科に定員 40 人で言語聴覚学専攻を増設したので、平成 26(2014)年

度までは学生数が増加し収入は増えるものの、学生数の増加に伴い経費なども増加するこ

とに加え、平成 26(2014)年度は消費税改正の影響を受け消費支出が増加し収支差額は縮小

する見込みである。 

資金収支決算は、大型の設備投資が平成 22(2010)年度で終了したため、次年度繰越支払

資金は前年度から 1.4 億円増加し、21.9 億円となった【資料 3-6-1】。 

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 3-6-2】。 

中長期的な財務計画は、経営計画と表裏一体のものであるから、中期経営計画を策定す

る際に、同一期間における財務シミュレーションを作成し経営計画との整合を図っている。

この財務シミュレーションをベースとして単年度の予算編成方針を確定する【資料 3-6-3】

【資料 3-6-4】。 

単年度予算の編成においては、各部門から提出される予算原案を経理課が窓口となって

調整し、全体の予算案を作成する。予算案は大学運営協議会の審議を経て理事長が承認す

る。その後、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 3-6-5】。 

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。 

 

3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

中長期的な財務計画では、収支のバランスは確保できる見通しである。より安定した財

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 25(2013)年度における外部資金の導入総額は約 4,327 万円であり、科学研究費の獲得

件数も着実に増加している。 

獲得した外部資金の内訳を表 3-6-2 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 3-6-3 に示す。 
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表 3-6-2 外部資金導入一覧        表 3-6-3 科学研究費獲得実績一覧 

 

*前任校からの継続を含む 

 

科学研究費については、平成 25(2013)年度は新規で 4 件を獲得できた。前年度からの

継続を含めると 16 件の研究が進んでおり、学内で科学研究費獲得のための講習会を開催

し、申請を奨励したことが大きく寄与している。科学研究費の獲得に関しては、本学の

規模に相応の水準に達していると考える。 

その他の外部資金については、平成 24(2012)年度の 459 万円から平成 25(2013)年度は

1,070 万円と増加したが、これは奨励寄附金の増加によるものである。 

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 3-6-6】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）3－6 の改善・向上方策（将来計画） 

帰属収入の約 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。さらに、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、収支バランスの確保を図る。 

 

 

 

3－7 会計 

≪3－7 の視点≫ 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）3－7 の自己判定 

基準項目 3－7 を満たしている。 

外部資金の種類 
平成 25 年度 

（平成 24 年度） 

科学研究費 
3,256.7 万円 

（3,226.3 万円） 

そ

の

他 

奨励寄附金 
773.8 万円 

（120.0 万円） 

受託研究費 
186.3 万円 

（126.0 万円） 

共同研究費 
110.0 万円 

（213.0 万円） 

その他合計 
1,070.1 万円 

（459.0 万円） 

年度 
獲得件数 

（うち前年度からの継続） 

 
（うち前年度からの継続） 

平成 15 年度 1 件（1 件*) 

平成 16 年度 1 件（0 件) 

平成 17 年度 1 件（1 件) 

平成 18 年度 3 件*（0 件) 

平成 19 年度 9 件*（4 件*) 

平成 20 年度 5 件（5 件) 

平成 21 年度 8 件*（2 件) 

平成 22 年度 9 件（7 件) 

平成 23 年度 9 件（7 件*) 

平成 24 年度 12 件（4 件) 

平成 25 年度 16 件（13 件*) 

平成 26 年度 20 件（12 件) 
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（2）3－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

予算の執行においては、予算執行責任者である事務局長が、各部門の業務計画に基づい

て全体の管理を行っている。各部門の予算執行伝票（目的別予算執行伺書）は、諸活動の

内容が記載された証憑と共に所属長の決済を受けて、経理課に回付される。経理課では証

憑書類のチェックを行った後、学校法人会計基準に基づいて会計処理を行っている。また、

本学には「学校法人銀杏学園稟議規程」【資料 3-7-1】、「学校法人銀杏学園経理規程」【資

料 3-7-2】、「学校法人銀杏学園固定資産及び物品管理規程」【資料 3-7-3】が整備されてお

り、これらに則った会計処理がなされている。 

予算管理については、マクロレベルでは、役員会で確定した当年度予算額に対して、帰

属収入、消費支出、帰属収支差額の推移を、過年度の実績をもとに月次シミュレーション

チャートにしている。毎月の執行状況をこれにプロットし、アラームレベル(±5%)、アク

ションレベル(±10%)を設定して管理している（収支月次管理）。ミクロレベルでは、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。 

また、予算額とかい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

3-7-4】。 

 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本学における監査システムは、監査法人による会計監査（外部監査）、監事による業務監

査（監事監査）、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25(2013)年度は12回、延べ37人によって実施された。

私学振興助成法に基づく会計監査のほか、大学全般についての運営、管理が適正に行われ

ているかについて、財務面を通して監査が行われている【資料 3-7-5】。 

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 25(2013)年度は 9

回実施し、その都度、公認会計士とも意見交換を行った。また、監事は理事会、評議員会

に出席し、学校法人の業務執行が適切に行われているかを監査している。 

 

（3）3－7 の改善・向上方策（将来計画） 

平成 25(2013)年度は帰属収支差額が 3.1 億円の黒字になり、経営基盤としての財務の健

全化は達成できている。今後も引き続き部門別予算管理によって支出をコントロールし、

毎年度の予算の確実な執行を行い、更なる経営基盤の強化を図っていく。 

 

 

 

［基準 3 の自己評価］ 

管理部門と教学部門がそれぞれの特性を活かして機能しているだけでなく、必要に応じ

て適切な連携体制をとることができており、透明性の高い経営を進めている。施設・設備

の維持・改善に努めながら、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。 
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基準 4. 自己点検・評価 

4－1 自己点検・評価の適切性 

≪4－1 の視点≫ 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

（1）4－1 の自己判定 

基準項目 4－1 を満たしている。 

 

（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

熊本保健科学大学（以下「本学」という。）の自己点検・評価活動は、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 4-1-1】によって規定されている。実際には、本学の自己点検・評価

は、毎年度、基本的に二つの側面からなされている。ひとつは、「中期計画・中期目標」【資

料 1-2-3】に応じて、学内各組織が単年度ごとの事業計画書及び事業報告書によりながら、

現状確認と自己評価を行う「学内組織別年次計画及び年次報告書による点検評価」（以下「報

告書による評価」という。）【資料 F-7】であり、もうひとつは、学則に規定されている「自

己点検・評価委員会による点検評価」（以下「委員会による評価」という。）である【資料

4-1-2】。 

 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。年次計画及び年次報告書には、部門別と委員会別があ

り、以下のように確認と報告の手続きが位置づけられている。これらの計画書や報告書は

全て、学内用電子掲示板でいつでも参照できる。 

 

(ｲ) 各組織から大学運営協議会に報告され、確認後、教授会と理事会へ報告されるもの 

教育部門、研究部門、医学検査学科、看護学科、リハビリテーション学科、共通

教育センター、大学院研究科、助産別科、キャリア教育研修センター、附属図書

館、事務部門、自己点検・評価委員会、教員人事委員会、広報委員会、ハラスメ

ント防止委員会、衛生委員会、個人情報保護委員会、国家試験対策委員会、就職

委員会、保健室委員会、国際交流委員会、地域連携委員会、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、情報セキュリテ

ィ委員会、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)推進室 

 

(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、さらに理事会 

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 
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(ﾊ) 各組織から学術研究会議に報告され、確認後、大学運営協議会・教授会と理事会へ報 

告されるもの 

ライフサイエンス倫理審査委員会、遺伝子組換委員会、バイオセーフティ委員会、

動物実験委員会、発明委員会 

 

委員会による評価は、年次事業報告書も踏まえつつ、第三者評価機関の基準項目に沿っ

て、学外の客観的な視点から、本学の現状の点検・評価を行うものである【資料 4-1-1】【資

料 4-1-2】。学長を委員長とする自己点検・評価委員会は、法に定められた認証評価の受審

を念頭に置いて、受審予定の評価機関が開示している基準項目ごとに点検・評価及び改善

案をとりまとめ、それらを自己点検・評価報告書として作成する。この報告書は各学科等

の長からなる大学運営協議会などでの確認を経て、理事会にも報告され、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開示される【資料 4-1-3】。 

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、委員会による評価は、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、「委員会による評価」

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。 

これら二つの自己点検活動は、いずれも、大学の使命・目的に則した自主的・自律的な

自己点検・評価である。報告書による評価は 4 年サイクルで策定される「中期計画・中期

目標」に則して立てられる学内各組織の年次事業計画による点検評価であり、委員会によ

る評価は公的・客観的な基準によりながら、本学の使命・目的の実現を念頭に置いて、そ

の高等教育機関としての活動・運営の現状を点検評価するものである。 

 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

自己点検・評価委員会の構成は、「熊本保健科学大学自己点検・評価委員会規程」第 3

条に定められるとおり、「学長、学長が指名する専任教員 2 人、大学事務局長、各学科か

ら選出された専任の教授各 1 人、共通教育センターから選出された専任教員１人、研究科

から選出された専任の教授 1 人、事務部門より選出された者 1 人、その他学長が必要と認

めた者」であり、平成 24(2012)年度は 10 人、平成 25(2013)～26(2014)年度は学長が必要

と認めた者 3 人を追加した 13 人である【資料 4-1-2】。委員の配置は全学の状況を点検評

価の場に引き出す機能を意図して構成されている。委員は、現状の把握、点検・評価の実

施、改善策案の提示などを、学内のそれぞれふさわしい部署と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開示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 4-1-1 に示す自己点検・評価責任者である。点検・評価の責任者であ

ると共に、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
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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、評価結果は全文開

示されることなどから、重複が本学の点検評価活動に不適切な影響を与えることはない。 

自己点検・評価委員及び自己点検・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。 

 

表 4-1-1 自己点検・評価責任者 

事項 責任者 

大学に関する事項 学長、副学長、学部長、学術研究部長 

学部・学科等に関する事項 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 

 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

 委員会は、平成 15(2003)年の開学以来、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 4-1-3】。 

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 21(2009)年度の認証評価を受審し、全 11 基準のもとに 32 基準項目 68 視

点の記述、56 種のデータ、62 種の資料を提出して審査を受けた。平成 21(2009)年度を対

象とする自己点検・評価以降は、この折の「本編」及び「データ集」の更新を原則として、

加筆や修正を施しつつ展開してきた。平成 23(2011)年度対象の平成 24(2012)年度作成版に

おいては、新基準項目に合わせて大きく編成替えし、現在に至っている。 

 

（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

自己点検・評価と事業計画・報告、中期計画、長期計画の策定時期の関係を見直し、タ

イムラグの合理化、省力化のための制度改革を検討する。 
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4－2 自己点検・評価の誠実性 

≪4－2 の視点≫ 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

（1）4－2 の自己判定 

基準項目 4－2 を満たしている。 

 

（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

本学は、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電子掲示板等を通じて広く学内に開示されていることを高く評価され

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。 

 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

 本学では現状把握のため、FD 推進委員会や共通教育センター等が行っているアンケー

トの他に、入学時から卒業時まで継続的に各種アンケート調査を実施している【資料 4-2-1】。 

平成 26(2014)年 4 月に学長の指示のもと、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

を支援することを目的とした「IR 推進室」を設置した。これまでは、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。今後は、これらの機能を IR 推進室で一元化していく【資料 3-3-10】。 

 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

基準項目の変更などに対応して、大きな改編がある場合を除き、毎年ほぼ同様の視点か

ら自己点検・評価を行い、結果は学内用電子掲示板やホームページで開示し、外部から個

別に提示の求めがあった場合にそれぞれ対応している。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。さらに平成 22(2010)年度は、『自己点検・

評価報告書 平成 21 年度(2009)年度』として印刷製本版及び CD-ROM 版を作成し、本学

教職員のほか、本学の役員、母体企業、日本高等教育評価機構の会員校、県内の大学・短

大・高等専門学校などに配付した。平成 22(2010)年度版（平成 23(2011)年度作成）の自己

点検・評価報告書は、簡易製本冊子と学内用電子掲示板により、学内開示を行っている。

また、『自己評価報告書（平成 21(2009)年度）』のホームページ上での開示に伴い、平成
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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開示を実施することとして

おり、現在は平成 23(2011)～25(2013)年度版を公開している【資料 4-2-2】。 

 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

平成 26(2014)年度に設置した IR 推進室を中心に、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・分析していく。これらの情報をもとに、各関連委員会

で、自己評価、計画立案、政策形成及び意思決定を支援できる体制を構築する。 

また、自己点検・評価報告書は、学内には学内用電子掲示板で、学外にはホームページ

での開示を引き続き実施する。 

 

 

 

4－3 自己点検・評価の有効性 

≪4－3 の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

（1）4－3 の自己判定 

基準項目 4－3 を満たしている。 

 

（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

自己点検・評価のための恒常的な体制は確立され、かつその結果を、教育研究をはじめ

大学運営の改善・向上につなげる仕組みが構築され、機能している。 

上述のように、大学全体として、自己点検・評価は毎年継続的に実施されており、その

結果についても毎年学内開示すると共に、大学の運営に反映させている。本学の実質的な

自己点検・評価体制が二重の側面（年次計画・報告及び自己点検・評価報告）をもってい

ることから、改善・向上方策のほとんどについて、具体的な取組みがなされる。 

平成 25(2013)年度からは、認証評価対応として新たにリエゾンオフィスを立ち上げ、 

自己点検評価及び認証評価制度に関する事項の浸透を目的とした会議や協力体制の構築を

図っている。これにより、全学的な評価体制を補完し、総合的な評価へ導いている【資料

4-3-1】。 

自己評価責任者による検討会では、前年度の改善・向上策の実現の程度も査定されてお

り、当該年度での改善・向上策との整合性を検討、協議することができる仕組みである。  

 

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

PDCA のサイクル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。 
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［基準 4 の自己評価］ 

 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価を規程に基づき適切に毎年

実施している。評価結果はホームページで公開し、事業計画に反映させることで PDCA の

仕組みを大学運営の改善・向上に繋げている。 
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Ⅳ.大学が使命・目的に基づいて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 

本学における地域連携活動は、①健康福祉関連分野での地域連携に関する活動、②地域

団体との連携支援活動、③ボランティア活動及びその支援活動、と大別できる。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。 

 

A-1-② 地域との連携に関する具体的取組み 

本学では地域連携を推進するために、平成 22(2010)年度より地域連携委員会を設置して

いる。地域連携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 25(2013)年度には 10 のイベントに参加して、来場者の健康チェックを行うブース

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、区役所、株式会社フード

パル熊本等である。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

70 人と学生約 280 人が関わり、利用者は約 2,800 人であった【資料 A-1-3】【資料 A-1-4】。

参加者からは「本学の健康チェックを毎回楽しみにしている」との感想も頂いている。 

また、西里校区グランド・ゴルフ協会とタイアップして 200～300 人規模のイベントを

開催した。そこでは、健康チェック、健康増進プログラム、地域の困りごと相談などを企

画し、参加者への啓発を行った。 

学友会主催による JR 西里駅（大学の最寄駅）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。2 年にわたる実績が JR 九州に認められ、無人駅である西

里駅に平成26(2014)年3月より快速列車が停車することとなった。本学の学生のみならず、

近隣住民の利便性向上にもつながった。 

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。 
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（3）A-1 の改善・向上方策(将来計画) 

イベントでの健康チェックは、本学ブース利用者に対しては、待ち時間短縮、測定項目

の充実等、サービス向上が課題である。そのためには、測定機器等のほか、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等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。 

 

 

 

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、本学の教室及びアリーナ等の施設の提供は、平成 25(2013)年度実績と

して年間 186 件（月平均 14 件）を記録している【資料 A-2-1】。提供先としては、臨床検

査技師会 7 件、看護協会 6 件、言語聴覚士会 13 件、リハビリテーション団体 30 件、発達

障害等難病関係団体 17 件、官公庁 9 件、商工会関係 10 件、保育園等 9 件などがある。 

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、各種資格検定等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等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・専攻等の専門性を活かした地域貢献がなされて

いる。本学教員による社会活動は年 400 件以上の実績がある。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等への

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。『銀杏学園通信

ぎんきょう』において、前年度の社会活動実績を毎年公表している【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 

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
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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 25(2013)年度は本学が幹事校を務めた。ローカルタレントで熊本県介護

福祉会名誉顧問でもある英太郎氏による「笑いと健康」をテーマとした講演会を開催する

と共に、グランドゴルフ大会及び健康チェックを実施し、大変好評であった【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・社会貢献の充実および地

域社会の向上・発展に寄与すること」を目的とした団体で、正会員として県内の全高等教

育機関 14 校と行政（熊本県、熊本市）から成り立っている【資料 A-2-4】。本学の学長が

副会長を務め、本部に事務職員を出向派遣する等、積極的に活動に関与している。平成

24(2012)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、12 大学が参

加した。県内各地から高校生 1・2 年生を中心とした 1,030 人が参加し、模擬授業や実習

体験を行った【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熊

本大学、熊本県立大学、熊本学園大学、熊本県、熊本市との大学間連携共同教育推進事業

の共同実施に関する協定、④熊本市との大規模災害時に設置する「福祉避難所」に関する

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】。このう

ち、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、

関連規程等を整備した。 

熊本市の災害医療訓練にも模擬患者役として本学の学生が毎年参加しており、平成 25 

(2013)年度は 260 人が参加した。また、同時開催された「熊本市第 1 回福祉避難所連携訓

練」でも想定訓練に参加した。 

 

（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 430 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。 

 

 

 

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。 
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（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、一般市民

向けの公開講演会を毎年開催している。平成 25(2013)年度で第 16 回となった【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）での開催とした。平成 25(2013)年度は、6 月に「可能性

をつくる」というテーマで安藤忠雄氏、11 月には「本の楽しさ」というテーマで出久根達

郎氏を演者として開催した。 

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。医学検査学科同窓会と

の公開講座は、短期大学であった昭和 48(1973)年に第 1 回が開催された。通算 41 回目と

なる平成 25(2013)年度は、平成 26(2014)年 3 月に「水俣から未来へ」というテーマで杉

本肇氏（水俣病資料館「語り部」）の講演会を開催した。看護学科同窓会との公開講座も、

平成 2(1990)年の第 1 回開催から平成 25(2013)年度で通算 25 回目となり、平成 26(2014)

年 2 月に「ディズニーから学ぶ人の心を動かすコミュニケーション術」というテーマで上

田比呂志氏の講演会を開催した。 

さらに、平成 21(2009)年から毎年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【資料 A-3-2】。これまでに、発刊したタイトルを表 A-3-1 に示す。 

 

表 A-3-1 ブックレット一覧 

発刊年 タイトル 

平成 21 年 オムツを穿いたネコ －もっと猫を知ろう 

平成 22 年 202 本の桜 －花びら遊びて 

平成 23 年 お天道さまには敵わない 

平成 24 年 言葉を生きる 

平成 25 年 感染症とワクチン －熊本の先輩たちの功績 

平成 26 年 脳卒中の予防と治療 －くまモンの脳卒中ノート－ 

 

（3）A-3 の改善・向上方策(将来計画) 

開学以来 11 年、16 回にわたって一般市民向け公開講演会を開催してきたことにより、

本学の取組みに対する地域住民の認知は深まってきている。そこで今後は大学の個性をさ

らに強調するため、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。 

今後は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
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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、入学時から学友会等を通じて意識づけを行っていく必要がある。 

平成 25(2013)年度に本学が幹事を務めた MUSASHI 会のアンケート結果では、参加者

の満足度は高く、規模と質の両面において地域連携に貢献したといえる。また一般社団法

人大学コンソーシアム熊本の活動においても、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。さらに、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。 

医学検査学科同窓会、看護学科同窓会と共催して行っている生涯教育公開講座は、当初

は医療関係職種に従事する者を対象にした専門的な内容であったため参加者も限られてい

たが、近年は一般市民にも親しみやすい内容とし、広く市民に保健医療の知見を還元する

プログラムとなっている。 
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【資料 2-7-12】 

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 2-7-13】 平成 25 年度保健室利用状況等  

【資料 2-7-14】 
禁煙啓発掲示物、禁煙区域拡大周知掲示物、ホームページ：キ

ャンパス紹介 
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【資料 2-7-15】 学長直行便について  

【資料 2-7-16】 目安箱について  

2-8．教員の配置・職能開発等 

【資料 2-8-1】 教員数対比表  

【資料 2-8-2】 教員（有資格者別）配置一覧  

【資料 2-8-3】 熊本保健科学大学教員人事委員会規程  

【資料 2-8-4】 熊本保健科学大学教員選考及び昇任に関する規程  

【資料 2-8-5】 学校法人銀杏学園教員人事評定制度規程  

【資料 2-8-6】 

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 2-8-7】 学校法人銀杏学園就業規則  

【資料 2-8-8】 学校法人銀杏学園給与規程  

【資料 2-8-9】 学校法人銀杏学園再雇用に関する規則  

【資料 2-8-10】 
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 2-8-11】 平成 25 年度第 1 回・第 2 回 FD セミナー資料  

【資料 2-8-12】 
平成 25 年度学内研究助成・研究報告会抄録 

平成 25 年度学内研究助成報告集 
 

【資料 2-8-13】 熊本保健科学大学学内研究費助成規程  

【資料 2-8-14】 熊本保健科学大学共通教育センター規程  

【資料 2-8-15】 共通教育センター事業報告書(H25)・事業計画書(H26)  

2-9．教育環境の整備 

【資料 2-9-1】 学生便覧(2014)pp.84-86  

【資料 2-9-2】 情報システム利用手引き（学生）  

【資料 2-9-3】 図書館内見取図（写真付）  

【資料 2-9-4】 熊本保健科学大学附属図書館運営委員会規程  

【資料 2-9-5】 平成 25 年度図書館利用状況  

【資料 2-9-6】 ゼミ室の利用ルール  

【資料 2-9-7】 学校法人銀杏学園諸施設・機器使用規程  

【資料 2-9-8】 防災訓練実施要領  

【資料 2-9-9】 履修者数集計表  

基準 3．経営・管理と財務 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

3-1．経営の規律と誠実性 

【資料 3-1-1】 学校法人銀杏学園組織運営規程  

【資料 3-1-2】 
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 3-1-3】 熊本保健科学大学助産別科規程  
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【資料 3-1-4】 

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 3-1-5】 利益相反に係る教育研修会資料  

【資料 3-1-6】 利益相反実態調査（教員用、職員用）  

【資料 3-1-7】 
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 3-1-8】 学校法人銀杏学園公益通報者保護規程  

【資料 3-1-9】 熊本保健科学大学懲戒処分に関する規程  

【資料 3-1-10】 感染予防及び危険防止マニュアル  

【資料 3-1-11】 

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）

熊本保健科学大学個人情報保護規程 

熊本保健科学大学個人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規程 

熊本保健科学大学情報セキュリティ委員会規程 

熊本保健科学大学情報セキュリティ手順 

 

【資料 3-1-12】 情報システム利用手引き（教員）  

【資料 3-1-13】 情報セキュリティのしおり  

【資料 3-1-14】 熊本保健科学大学衛生委員会規程、事業報告書(H25)  

【資料 3-1-15】 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 3-1-16】 危機管理ガイドライン  

【資料 3-1-17】 

熊本保健科学大学ライフサイエンス倫理規程 

熊本保健科学大学ライフサイエンス倫理審査委員会細則 

熊本保健科学大学臨床研究審査分科会規程 

熊本保健科学大学疫学・行動科学研究審査分科会規程 

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 

熊本保健科学大学動物実験施設運営部会内規 

 

【資料 3-1-18】 学校法人銀杏学園熊本保健科学大学情報公開規程  

【資料 3-1-19】 学校法人銀杏学園保健科学研究誌 第 11 号  

【資料 3-1-20】 銀杏学園通信ぎんきょう No.28  

3-2．理事会の機能  

【資料 3-2-1】 理事、監事、評議員の名簿  

【資料 3-2-2】 理事会、評議員会の開催状況  

3-3．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

【資料 3-3-1】 熊本保健科学大学大学運営協議会規程  

【資料 3-3-2】 大学運営協議会管轄下の委員会と業務  

【資料 3-3-3】 熊本保健科学大学教授会規程  

【資料 3-3-4】 熊本保健科学大学学術研究会議運営規程  

【資料 3-3-5】 教授会管轄下の委員会と業務  



熊本保健科学大学 

104 

【資料 3-3-6】 学術研究会議管轄下の委員会と業務  

【資料 3-3-7】 熊本保健科学大学学長選考規程  

【資料 3-3-8】 

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 

 

【資料 3-3-9】 

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 

熊本保健科学大学個人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 

 

【資料 3-3-10】 熊本保健科学大学ＩＲ推進室設置規程  

3-4．コミュニケーションとガバナンス 

【資料 3-4-1】 監査報告書  

【資料 3-4-2】 熊本保健科学大学 News Letter  

3-5．業務執行体制の機能性 

【資料 3-5-1】 学校法人銀杏学園組織別事務体制  

【資料 3-5-2】 学校法人銀杏学園事務職員の採用について（内規）  

【資料 3-5-3】 学校法人銀杏学園職員人事評定制度規程  

【資料 3-5-4】 SD 研修一覧  

3-6．財務基盤と収支 

【資料 3-6-1】 
財務計算に関する書類(H21-25) 

財産目録(H25) 
 

【資料 3-6-2】 
消費収支計算関係比率 

貸借対照表関係比率 
 

【資料 3-6-3】 
消費収支予算書（シミュレーション） 

資金収支予算書（シミュレーション） 
 

【資料 3-6-4】 

平成 26 年度熊本保健科学大学事業計画、重点目標、 

平成 26 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 3-6-5】 平成 26 年度収支予算書  

【資料 3-6-6】 学校法人銀杏学園資産運用規程  

3-7．会計 

【資料 3-7-1】 学校法人銀杏学園稟議規程  

【資料 3-7-2】 学校法人銀杏学園経理規程  

【資料 3-7-3】 学校法人銀杏学園固定資産及び物品管理規程  

【資料 3-7-4】 平成 26 年度補正予算書  

【資料 3-7-5】 監査法人による監査報告書  

基準 4．自己点検・評価 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 
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4-1．自己点検・評価の適切性 

【資料 4-1-1】 熊本保健科学大学自己点検・評価に関する規程  

【資料 4-1-2】 熊本保健科学大学自己点検・評価委員会規程  

【資料 4-1-3】 自己点検・評価報告書（平成 25 年度版）  

4-2．自己点検・評価の誠実性 

【資料 4-2-1】 

熊本保健科学大学平成 25 年度卒業生アンケート、 

図書館アンケート調査 

平成 25 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 

 

【資料 4-2-2】 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）  

4-3．自己点検・評価の有効性 

【資料 4-3-1】 認証評価に係る関係図、構成員  

基準 A．地域連携 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

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 26 年度地域連携委員会事業計画書  

【資料 A-1-3】 平成 25 年度地域連携委員会事業報告書  

【資料 A-1-4】 平成 25 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  

A-2．地域との協働活動 

【資料 A-2-1】 平成 25 年度施設貸出実績  

【資料 A-2-2】 銀杏学園通信ぎんきょう No.28 pp.27-30  

【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】 進学ガイダンスセミナー2012 実施要項  

【資料 A-2-6】 協定一覧  

A-3．地域への情報発信 

【資料 A-3-1】 公開講演リスト  

【資料 A-3-2】 
ブックレット 06 脳卒中の予防と治療 

－くまモンの脳卒中ノート－ 
 

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。 

 

 

 

 

 


