
2019 年度 第 1 回朝日医療大学校 教育課程編成委員会 議事録  

 

日時：2019 年 9 月 3 日（火曜日）19：00～20：55 

場所：朝日医療大学校 9 階会議室 

出席者：柚木、荒尾、伊澤、武田、矢田、山崎、吉田、青木、井上、松尾、家守、小寺、 

    齋藤正、齋藤綾、野田、宮島、小倉、禰木、前谷、武村、岡崎、北村、金廣、 

中田、赤澤  

欠席者：松尾、平、中家、山口 

議事録：赤澤（補佐：各学科長） 

議事録署名人：小倉、山崎 

 

開会の挨拶 

小倉副学校長より 

文部科学省が推奨している職業実践専門課程を朝日医療大学校は認可されている。その

制度の中で、学校関係者評価委員会と教育課程編成委員会を年に 2 回以上開催することが

義務付けられている。 

これらを開催し、その議論を踏まえてより良い教育へ繋げていくという主旨で、本日、こ

の会を開催する運びとなりました。 

（小倉副学校長より教育課程編成委員会規程の確認があった。） 

 

議長挨拶 

議長挨拶（柚木学校長より） 

専門学校は本来、厚生労働省管轄だが、職業実践専門課程や教育無償化などは文部科学省

の認可が必須である。 

教育無償化に関しては申請済で、9 月には結果が出て、対象校になれるかどうかが分かる。

そうなると、色んなルールが出てきて、そのルールを遵守していかなければいけない。 

その一つがこの教育課程編成委員会であり、年 2 回の実施と厳選したメンバー構成でな

ければならない。そして、もう一つは学校関係者評価委員会である。 

（議長より議事録作成担当は赤澤、その補佐として各学科の学科長、議事録署名人は小倉、

山崎が指名された） 

教育を俯瞰するにおいて、初代理事長の本徳の時から 100 年続く朝日を目標に掲げた。

今、朝日医療大学校は創立 4 年目で、5 年目の 2020 年は教育改革の年であり、国の政策内

容には驚いている。 

その先は予測されているが流動的である。そこでの当校の目的地は新大陸とした。そこに

は人類を幸せにする宝物がありそうで、新大陸へ向かう航海（教育）を成就させる必要があ

る。そのために必要不可欠なものが羅針盤である。教育における羅針盤は「経験」と「人の



輪」である。多様な経験があり、経験値にも差があるが、全ての者が協力することによりコ

ロンブスやマゼランのように新大陸へ辿りつけるのだと思う。 

本校における必須羅針盤がこの教育課程編成委員会である。教育における知識の進化、す

り合わせを本日は皆様にお願いしたい次第である。 

 

出席者紹介 

議長はじめ、学外・内委員の自己紹介があった。 

 

報告事項（1）小倉副学校長より、中途退学の現状について説明があった。（下記表を参照） 



＊その他、学内評価委員会委員長赤澤よりシラバスについての説明。 

内容 

１．シラバスの当校ホームページ上からの閲覧方法：公開義務 

２．シラバスの全体像 

３．シラバス内容（担当者、実務経験など） 

実務経験の公開義務 

（10％以上の時間数を実務家教員が担当しなくてはならない）  

４．授業概要、一般学習目標、個別目標、 

５．予習、復習（30 時間の授業の場合 45 時間の学習で 1 単位が基本） 

よって、15 時間の予習復習が必要で、その具体的な対策方法の記載義務 

６．評価；総括的評価、形成的評価（小テストの実施と評価後の個別対応など） 

７．評価の基準 

８．定期試験の解説 

９．オフィスアワー 

（2）議長（柚木学校長）より平成 30 年度卒業者数の説明があった。（下記表参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）学科長より平成 30 年度国家試験合格率とカリキュラム編成の趣旨説明があった。 

 

歯科衛生学科 学科長 岡崎より 

当校の平成 30 年度国家試験受験者数は 50 名で合格者は 49 名（合格率 98％）であった。 

そのうち、49 名中、47 名の就職は決定した（95.9％）。 

カリキュラム編成については、従来 108 単位だったが、2020 年度より歯科衛生士養成所

指定規則による総単位数 93 単位に合わせたものに変更する予定。変更理由は歯科保健医療

を取り巻く環境の変化に伴い国民のニーズが多様化していて、歯科衛生士の質の向上が求

められているということが理由である。 

 また、地域包括ケアシステムの構築にあたって多職種連携が必要とされているので、歯科

衛生教育の質を一層高め、地域に貢献できる歯科衛生士育成の為、カリキュラム編成をする

予定である。単位数減少というスリム化においては、学生の自主学習時間の増大、予習・復

習の時間を確保したい考えからである。 



カリキュラム内容は時代に合わせた（2018 年発行歯科衛生士教育協議会を参考にして）

内容に変更している。未来に対応できる能力の育成に対応したい。口腔ケアのプロとして、

知識・技術・技能を兼ね備えた実践能力の育成の為教育課程をストーリー化して専門性を強

化したい。 

 

鍼灸学科 学科長 北村より 

3 年生が旧カリキュラム、1・2 年生が新カリキュラムで進んでいる。2655 時間、116 単

位である。その中で鍼灸の卒業に必要な最低単位数が 94 単位である。現在 22 単位分余分

に実施していることになる。 

ＧＰＡ評価に関しては、他の学校との比較というのも入っているので、94 単位に揃えて

いくのが好ましく、次年度よりそのようにしていきたい。 

その中で通信・ＩＴ環境に順応できる学生を育てていきたいので、そのような教育を実施

している。鍼灸はスポーツ、介護、美容などの多分野で活躍できる資格なので、それぞれの

専門性をもった教育課程を編成している。 

退学率などの防止の対策は専任が科目を担当するように 1-3 年にバランス良く配置して

いる。 

 

柔道整復学科 学科長 金廣より 

柔道整復師養成施設指定規則において平成 30 年度より 99 単位、2750 時間という規定が

できた。従来と比較して 14 単位増えて、その中でも 4 単位が臨床実習となっている。学内・

学外も含めての実習となっている。学外実習においては、接骨院、外傷を診察する病院、デ

イケア、デイケア、スポーツ現場での対応場での実習が義務付けられている。 

当校でも、デイサービスへの実習を 1 日、接骨院の実習を 1 日、スポーツ現場での救護

実習を 5 日間、2 年次は 1 年間で 14 日間の学内接骨院実習を行っている。3 年次は学外に

出て、実習するような計画となっている。 

他業種と比べて、遅れてはいるが在学中に現場を体験することが可能なカリキュラムと

なり、今後の卒業してからの活躍に期待をしている。授業時間数は 300 時間の増加に伴い、

2 コマ/1 日から 2.5 コマ/1 日（1 時限目は 50 分、2 時限目は 90 分、3 時限目は 90 分）へ

変更している。従来は国家試験対策について、補習をして成果をあげてきたが、新カリキュ

ラムでは正規授業の中で、国試対策を全員へ均等に対策、教育できるのが利点である。 

 

言語聴覚学科 学科長 武村より 

今年度より高卒過程の養成カリキュラムに変更している。2 年生は大卒過程（2 年間）、1

年生は高卒過程（3 年間）のカリキュラムになっている。主な変更点は基礎科目が 12 単位

と選択必須の分野が 8 単位を開講しなければならないという形になっている。 

言語聴覚の科目は医療六法にも記載され、自由度が少ないが言語聴覚の資格取得に関連



した設定を行っている。コミュニケーション関連科目、高齢者へ介入することが多くなるこ

とを踏まえて生活習慣など保健指導にも関係のある科目設定をとっている。 

限られた時間の中で、全ての単位修得と国家試験合格を達成するために選択必修分野に

ついては臨床実習と国家試験に向けての対策とし、その二本柱を意識しての必要最低限の

単位数で高卒過程は開講する。 

カリキュラムの違う 1 年（3 年制）と 2 年（2 年制）を比較すると、新カリキュラムは、

座学が終わった状態でその演習などを開講できる形になったので、知識の習得と演習実施

をした上での、実習へ繋がっていく形になる。 

理学療法学科 学科長 中田より 

地域に活躍して貢献できる人材育成ができるカリキュラム編成を行った。来年度の入学

生（2020 年度）に関しては国の指定規則が改訂になったが、当校の場合には高度専門士の

取得カリキュラムなので 124 単位、3400 時間以上が必要。国の指定規則では 101 単位、

3120 時間以上になっている。 

最低限の必要単位数で学生負担軽減を考えている。昨年から対応しているが、新しい規則

では予防、画像診断、薬理、栄養、地域実習も入るのでそれに対しても設定している。 

入学者の内、初年時からの退学、意欲の低下、恐怖心、人間関係が構築できないというこ

ともあるので、それに関しては初期の動機づけ科目としてコミュニケーション論、基礎臨床

推論、見学実習などを取り入れている。 

その他、理学療法士の社会的ニーズとしても、いかに専門性を発揮して地域に貢献してい

けるかが重要となってくるので、それについても関連科目の時間数増加を行い、強化してい

る。 

 

看護学科 学科長 前谷より 

4 年間による看護教育を展開することにより、資格修得に向けたカリキュラム構成をして

資格取得へ向け、現在 3 年目を迎えている。今後、今年度中にカリキュラム改訂が行われる

こととなっていて、方向性が明確になっている。それに向けて、現在入学生の現状とあわせ

てカリキュラムの段階を検討している。 

看護師の国家試験合格率は毎年 90％付近で推移している。近年、状況設定問題だけでな

く、一般問題においても長文の内容が増えている。病歴、症状、検査データなど色々な情報

を整理してアセスメントする問題が多くなっていることから特徴をとらえた看護方法を学

べるような内容として現在取り組んでいる。 

実習前後では選択科目を設定することで実習に向けた学びを深めることで実習に入り、

その後疑問に思ったことを解決することを大切にして支援をしている。4 年生が誕生するの

は来年だが、4 年生では統合実習を設置している。とくに多重課題と多職種連携について十

分学べるような実習配置としている。 

現在は病院からのスタートとなっているが、まずは地域に目を向け、地域に入るというこ



とを考えている。行事への企画から参加する事によって、その地域の問題点などを実感して

もらい、考えてもらうというような展開を行っている。人が生活するベースが家であるとい

うことから生活そのものをみることができるカリキュラム構成に今後取り組んでいきたい。 

 

（4）GPA について（評価法、結果、教育無償化への応用）  

 

赤澤学内評価委員長より 

朝日医療大学校の GPA は 12345 の 5 段階。国際基準にもなっている。その概要としては

年間または学期を通じた自身の point が分かる。 

＊科目ごとのＧＰＡ分布結果は当校ホームページに公表している。 

（2018 年４月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までのもの）6 学科 750 名を対象にしたもの。 

＊個人のＧＰＡは本人に通知 

１．成績の評価尺度が明確になる 

２．自己評価、他者評価しやすい 

３．教育無償化対象者への成績評価、自己管理に利用される 

＊教育無償化における GPA について 

成績評価において「ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとともに、成績の分布状

況の把握をはじめ、適切に実施していること」とある。 

① 在学生の教育無償化申請 

在学する大学等における学業成績について、GPA（平均成績）等が上位 1/2 以上であ

ることが条件。 

② 無償化の認可学生と GPA に関して 

GPA（平均成績）等が下位４分の１に属すると警告となり、連続して警告が続くと支援の

打ち切りとなる。 

 

議長より（柚木学校長より） 

毎年、試験で欠点を多く出す教員がいる。専門学校の良い所は、今の時代への適応をスピ

ーディーにできる制度設計になっていることである。学生にとって、年々、教育を改善して

いくというＭｉｎｄを持った教員が求められる。 

昨年までは、教育課程編成委員会を学科別で行っていたが、教育の進化を朝日医療大学校

全体で取り組むというスタンスで、今年度より学校全体で行う事とした。 

今後、就職の際にも、求められればＧＰＡなどの評価も就職先に提示できる。今の時代は、

学生に自己成績の立ち位置を理解させておかないといけない。 

無償化においても、成績が悪いと警告、打ち切りとなる。そういうところでいうと、見え

る化が大切である。本日は全員に発言いただき、それをもとに改善し、3 月に改善した状況

を提示して第２回当委員会でご意見をいただきたい。 



議題 

（1）総論的に教育改革に向けて社会は医療系専門学校に何を求めているか 

（①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、地方公共

団体等の役職員または、②学会や学術機関等の有識者より） 

 

荒尾先生（①に属する）より 

すぐに専門職として働けるようになるかが求められていると思う。というのも理学療法

士の質が年々低下しているという意見もあり、それは理学療法協会も危惧しているところ

ではあるので、いかに学生のうちから医療系専門職としてのモラル、学力を上げて、社会に

貢献できる医療人を育成するかが求められていると思う。 

 

伊澤先生（①に属する）より 

昔は、大学は学問を修得する場所で専門学校は技術を習得する場所という古典的な表し

方だとそうなっていたと思う。一般に大学では学問していれば良いと思っていて、役に立つ

かは二の次という認識になっていた。技術的も現場に出たら教えてくれると思っていたよ

うな認識だったと思う。 

専門学校はいかなる時も技術が中心にあったと思う。しかし、今はボーダレスになってい

る。ともに高等教育機関として、学問の習得も技術も求められていて、総合的なものが求め

られている。現場もさまざまで、教育能力が高い、または乏しいというところもある。その

時に、どのように先を見据えて学生を送り出すまでに学校は何を身に付させて送り出すか

というところが大切だと思う。 

専門学校なので、それぞれの分野において基礎的な技術力を身に付けることは大切だが、

学問する人間を育てるという必要は大いに大事なことである。専門学校だから技術だけ身

に付けさせておけば良いということではいけないと思う。卒業後も含め、学問させる力の習

得、卒後教育まで見据えたことも念頭に入れると良い。 

 

武田先生（①に属する）より 

歯科衛生士は口腔内だけに特化していると思われがちだが、幅広い実践力が必要である。

この学校で、学生には色んな事を学ぶチャンスがある。よって、総合的学問と分野別専門知

識を取り入れた人材育成ができれば非常に良い。 

特に社会は、専門の口腔内だけでない歯科衛生士を求めていると思うので、朝日医療大学

校ではそのような教育ができると思っている。 

 

矢田先生（①に属する）より 

看護師という職業を選んだからには、命が一番大切。知識、態度、技術は昔から大切だと

いわれている。人として自分が 4 年間でどのように向き合っていくか、携わっていくか、人



をみる、人間を好きになる、というものをこの 4 年間で育んでほしい。 

現在、老人施設に勤務しているが、「学生たちはどのように対象患者をみているか」とみ

ている所である。 

単に人が良いだけでなく、「学問的知識をもった上で人をみる力」を養って欲しい。壁に

ぶつかっても、「心の強い学生」になって欲しい。 

 

山崎先生（①に属する）より 

学校の中でも社会保障制度などに関する教育をしっかり行ってほしい。協会も厚生労働

省としっかり交渉や相談をしている。我々、臨床の者も頑張っている。学内で学んでいく学

生も社会的貢献や信用してもらえるように努力してほしい。これから業務も電子化が進ん

でいくのでそれに対応できる学生教育をしてほしい。 

 

吉田先生（①に属する）より 

医療系専門職は、当然技術が必要だが、人間性も必要。年配の患者、利用者が多い中でそ

の方への接し方を考えてほしい。コミュニケーション、人としての資質の向上にも教育して

下さい。 

 

青木先生（②に属する）より 

前理事長からのお付き合いで、朝日は教育もレベルアップしていると認識している。看護

実習については、国もさまざまな対応、見直しをしていて、新しい取り組みの中で看護教育

は進められていっている。現在ある専門性や制度的なものを越えて、新しい理念の中で学校

教育を行ってほしい。学校は 100 年を目標に人づくりを行ってほしい。 

岡山には素晴らしい人材がいる。専門性を追求することが大事で、医療は科学的データで

物事をしゃべり、科学を大事にしているが、他との関係性も学校教育の中で創り上げていっ

てほしい。 

主体性をどう育てるかも今の時代を乗り越えるためには必要である。今の学科とあわせ

て、作業療法の学科もつくり、食に関する栄養士、調理師もつくっていただければ現場で役

立つと思う。 

私は現場で教育し、それを使うことができることを大事にしている。 

 

井上先生（②に属する）より 

病気になった際に、患者が求める「早く治したい」「早く退院したい」ということからい

うと専門性は必要。知識でもマニュアル的なものではなく、その方の背景を考えられる、想

像できるような思考が必要。 

チーム医療、地域包括ケアで活躍できる人間性の人材を育成してほしい。 

 



(２)各論的に教育課程編成上、留意すべきことは何か 

（③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員より） 

 

家守先生（③に属する）より 

歯科衛生士が地域に関係して働いていく中で、自分の地域課題を把握することが大切。 

また、国の課題、県の課題、自治体の課題もあり、そのようなものをバックに置いて歯科衛

生の教育を考えていかないといけない。地域包括ケアシステムも現在進んで行っているが、

地域によってそれぞれ、絵面が違う。それに対応しようと考えると、その地域を知り、その

課題が分からないと、対応できない。そういう部分をみる力が必要。 

朝日医療大学校は色んな職種の方と出会える環境があり恵まれている。病院のチーム医

療と多職種連携は若干、ギャップがあるために、まずは、地域のことを知ることが大切。病

院実習と地域の両方を分かる必要がある。 

こどもは口腔機能発達問題、障害児の問題では特に学童期への対応が問題になっている。

成人では、全身疾患と口腔との問題がエビデンスも含め問題になっている。高齢者はターミ

ナルに向けて、人としてどう生きていくかという問題、そこに食べることは大切である。 

学生のうちにどのようなポイントをおさえて勉強するか、地域でその学んだことをどの

ように活かすかが大切。良い学生を教育、輩出して下さい。 

 

小寺先生（③に属する）より 

学内で、他学科同士で交流して、まずは交流を深めお互いを知ってください。ＧＰＡに関

しては、モチベーションの向上に繋がるだろうし、さまざまな使用方法があると思う。 

ぎりぎりの成績を保つ学生は、多くいると思う。その対応については、ＧＰＡで将来の就

職などと結びつけて、使用すれば効果があると思う。 

 

齋藤正剛先生（③に属する）より 

柔道整復師の弱い所でいえば、画像読影で特にＭＲＩやＣＴの特徴を知れば良い。学生の

時から教育に取り入れればどうか。その他、エコー検査装置も授業の中に取り入れれば良い

と思う。 

画像、CT、MRI に慣れていない。教育してほしい。柔整実技にエコーをいれていくと良

い。 

 

小倉副学校長より 

学校はエコー購入を考えており、トレーナーゼミなどでの教育を行っていきたい。それに

ついては、どの学科でもゼミに入会しても良い。そのような状況も作っていく。 

 

 



金廣学科長（柔道整復学科）より 

画像読影については、新しくカリキュラムに入ってくる。詳細はドクターが教授するもの

と、柔道整復師が教えるものに大別される。 

 

齋藤綾兵先生（③に属する）より 

私もエコー検査装置も授業の中に取り入れれば良いと思う。基礎だけでも学校教育に入

れてはどうか。他に当院でも、実際に柔道整復師や鍼灸師を指導しているが、勉強の仕方が

分からない方がいる。 

試験のための勉強はできても、現場で使用する技術の勉強は再度行わないといけない。良

い想いは持っていても、もう一度インプットしようとする仕方が分からない方が沢山いる。

どうやって、勉強したらいいのかという方法論が分かれば、成長のスピードアップに繋がる。 

 

野田先生（③に属する）より 

言語聴覚士は患者様との関わり方、コミュニケーションスキルが大事になってくる。知識

を補う方法は色々あるが、コミュニケーション面が未熟な者に対するフォローアップがあ

れば良いと思う。 

 

宮島先生（③に属する）より 

朝日医療大学校出身の新人に聴くと治療に関することを在学中にもっと学びたかったと

言っていた。他に認知症患者への方の接し方、対応の仕方が分からないとのこと。これから

の高齢化社会を考えると、そのようなカリキュラム編成をしたほうが良いと思う。 

 

吉田先生（③に属する）より 

ＧＰＡにおいて、教員間の成績評価基準の平準化とあったが、1 人の科目責任者が作るの

ではなく、一つの科目を複数の教員で作った方が平準化するのではないか。 

 

議長より（柚木学校長） 

初回の試験で大半の者に欠点をつける教員もいる。平均点が 60 点強の試験もあったりす

る中で公表することにより、そういったものは教員自身で是正されてくる。 

シラバスが本当に大切になってくる。開講した講義に対しての目標や実施内容、その授業

に対しての予習や復習、小テストの実施やそれに対する解説もきちんとするのは担当教員

の義務となっている。 

学生からも、シラバスを無視した授業に対するクレームがある。可視化することによって

自浄作用も出てくる。学生のため、教員の為にもなる。 

 

 



(３)その他 

 

青木先生（②に属する）より 

西洋医学も大切だが、中医も大切。中医的発想で未病を治すことも大切で、西洋的な発想

と東洋的な発想を混ぜたような教育や人材育成が大切。日本の医療の在り方をこの学校か

ら発信してほしい。そうすれば、他の学校などと差別化もできる。中国などと国際交流もし

てほしい。病気、元気、やる気など「気」の概念を厳密に考えてほしい。 

 

議長より（柚木学校長より） 

学生の時に予防という概念を大切にすることが大切。学科によってはその部分（予防医学が

カリキュラムに無い）が欠点として追及されている。 

 

小倉副学校長より 

先生方から頂いたご意見を参考に、専門職での人材育成を進めていきたい。臨床実習の現

場でも、学生たちの育成へ向けてどうぞよろしくお願い致します。この時代、どのようにな

っていくのかは分からない時代になってきた。未来を創る、未来を繋いでいく必要がある。

これからも、お互いにポジティブな関係性でお付き合いよろしくお願い致します。 

 

次回の開催：2019 年内に決定（3 月予定） 
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