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１．教育の責任 

  群馬医療福祉大学短期大学部および看護学科での教育責任は短期大学部での専門科目、看護学

科での国家試験（保健師）の対策講義の担当である。ただし、2020 年度は新規着任につき、シラバス

等すべて引き継ぎである。2020 年度において、下記科目担当を主として行った。 

 

 

 教育担当は短期大学部においての医療事務領域が主要なものとなっている。また、看護学部において

保健師国家試験領域である疫学・保健統計の対策講義を担当した。 

 講義詳細・シラバスについては、本学の情報公開により参照できる。 

 

1-1. 教員や病院スタッフの情報リテラシ及び ICT 活用支援に関して 

 私の専門領域である医療情報は、情報活用が専門領域である。従って、自らの教育活動に情報通信

技術(ICT)を有効に活用することはもちろん、他の教員の教育活動に対しても ICT の有効活用に関す

る支援を行う責務があり、実践している。 

 

1-2. 地域医療職者の生涯教育支援に関して 

 医療情報の領域においては、専門領域の進歩のサイクルが早く、学習のニーズが大きい。医療は地域

全体で支えるものであり、すべての医療機関において一定のレベルが保たれた医療サービスが提供さ

れるための学習支援体制が必要であり、大学教員の支援は不可欠である。したがって、地域の医療従

事者に対する教育の責務があり、実践している。 

 

 

科目名 対象学部・ 

学年 

必 修 ・

選択 

開講年度、 

前期・後期・通年 

受講者数 単位 

基礎演習 短大・１年 必修 令和２・通年 12  2 

医療用語Ⅰ 短大・１年 必修 令和２・前期 23  2 

医療用語Ⅱ 短大・１年 必修 令和２・後期 23  2 

医療関係法規概論Ⅰ 短大・１年 必修 令和２・前期 23  2 

医療関係法規概論Ⅱ 短大・１年 必修 令和２・後期 23  2 

診療報酬請求事務Ⅰ 短大・２年 選択 令和２・前期 28  2 

診療報酬請求事務Ⅱ 短大・２年 選択 令和２・後期 28  2 

診療報酬請求事務Ⅲ 短大・２年 選択 令和２・前期 28  2 

診療報酬請求事務Ⅳ 短大・２年 選択 令和２・後期 28  2 

調剤事務Ⅰ 短大・２年 選択 令和２・通年 26  2 

医療秘書特講 短大・２年 必修 令和２・通年 28  2 

国試特講（疫学・保健統計） 看護・4 年 対策 令和２・後期 23 対策 



2.教育の理念・目的（学校法人昌賢学園 群馬医療福祉大学） 

本学の建学の精神「仁」において、「真心を育て、人の道を行うのが群馬医療福祉大学の建学の精神」

とある。 

また教育理念の「知行合一」として、「美しい心を行いで示すことが群馬医療福祉大学の教育理念」と

定めている。 

更に全学ディプロマ・ポリシーに、「真心(思いやり・いつくしむ心)を育て、人の道を行う(正しい行い)

「仁」を建学の精神とし、人格的な資質を育むとともに、社会的常識、およびそれらに支えられた豊かな

教養により醸成された人間性を身につける。」と謳われている。 

 以上が学校法人昌賢学園群馬医療福祉大学の教育の理念であり、目的である。その定めに沿い、教

育を実践するものとする。 

 

3.教育の方法 

 教育の理念・目的を基礎としたうえで、文部科学省が示す通り大学は、学術の中心として深く真理を

探求し専門の学芸を教授研究するために、以下の点に重点をおいて教育方法をとっている。 

 

3.1 講義に対する準備 

講義に対する準備に充分に時間をかけている。単に教科書を使用して講義を進めるのではな

く、教科書の活用、補完、演習（理解度の確認と刷り込み、振り返り）のために毎回の講義資料を

作成している。これにより、1 回の講義の目的、目標が教員、学生双方が明確とすることが可能で

ある。 

【参考資料：講義時使用作成資料】 

  

3.2 講義の履歴管理 

毎回の作成する講義資料だけでなく、使用したテキストの範囲、演習問題など 1 回の講義で使

用した内容の履歴をすべて残し、管理を行っている。目的は、講義内容の進捗の確認であるが、

講義に対するディレクションを可能とすることにあわせ、前年対比など講義全体の理解度、進捗

を確認することが可能となっている。 

 

 

 3.3 「認知特性」に配慮した講義 

講義は学生に教員からの情報伝達で行われるという観点から、その情報の受け手側に配慮

した情報伝達が必要であると考える。情報の受け手側の特性として、「認知特性」に配慮した

講義を展開している。「認知特性」とは、目・耳・鼻などの主に五感を中心とした感覚器から入っ

てきたさまざまな情報を記憶したり、脳内で理解して表現したりする能力のことであり、「どうい

うやり方だと、物事を記憶・理解・表現しやすいか」ということであり、これには「人それぞれ違

う」という特徴がある。認知特性は以下６タイプに分けることができる。 

 



 視覚優位者 

（1）写真（カメラアイ）タイプ：写真や絵など二次元で考える 

（2）三次元映像タイプ：空間や時間軸を使い三次元で考える 

 

 言語優位者 

（3）言語映像タイプ：文字や文章を映像化して考える 

（4）言語抽象タイプ：文字や文章を図式化して考える 

 

 聴覚優位者 

（5）聴覚言語タイプ：文字や文章を音として情報処理する 

（6）聴覚＆音タイプ：音色や音階など音楽的イメージを脳に入力する 

 

人間は、これらのタイプのうちどれか、あるいは状況により複合的に当てはまると言われ、ど

のような情報処理の仕方をすれば理解しやすいのかは、学生それぞれである。 

これに配慮しない講義（情報伝達）、つまり、視覚優位者に対し、音声だけの講義や、聴覚優

位者に対して、視覚メイン（例えば教科書読解、スライド多用）で講義を展開した場合、理解に

対する効率は著しく低下する。 

上記のことを、つまり情報の受け手側（学生）には認知に対し特性を有しているという発信側

（教員）の理解と、各優位者（視覚、言語、聴覚）に配慮し、バランス（言葉に対する伝達と、補足

資料、スライド映写、動画）の組み合わせにより講義の進捗や演習量、演習内容を設定してい

くことで、学習における理解効率は格段に向上すると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

4.教育の成果・評価 

本学では年 2 回、前期と後期に学生による授業評価アンケートを実施しており、担当する全授業

でアンケートの提出を学生に求めている。以下にアンケート結果の一例を示す。 

 

授業科目 医療関係法規概論Ⅱ 

実施日  令和２年１１月２日 

実施対象者数 ２１ 人 

学部 短期大学部 1 年 

 



 質問項目 こ の 講 義

の平均 

1 シラバス（授業計画）に即した内容の授業が行われていたと思いますか。 3.67 

2 教員は私語を注意するなど、受講生が授業に集中できる環境を作っていたと

思いますか。 

3.67 

3 教員は授業のために十分な準備をしていたと思いますか。 3.83 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.78 

5 教員の説明は、あなたにとってわかりやすいものでしたか。 3.89 

6 使用した教科書、参考書、配布資料などの教材は、理解を補う内容であり、

適切に使われていましたか。 

3.78 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.89 

8 授業での教員の話し方（声の大きさ、話す速さ）は、適切でしたか。 3.78 

9 授業によって、この分野(領域)をもっと勉強してみたいと思いましたか。 3.61 

10 授業によって、新しい知識を得ることができたと思いますか。 3.72 

11 授業によって、新しいものの見方や考え方を得ることができたと思いますか。 3.72 

12 この授業で得られたものは、自分にとって価値があったと思いますか。 3.83 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.67 

14 授業の進み方のペースは、あなたにとってどのようでしたか。 3.78 

15 成績評価の基準と評価方法の説明は適切になされていたと思いますか。 3.78 

16 評価方法は授業の内容にふさわしいものだと思いますか。 3.78 

17 この授業においては公正かつ正確な評価が行われると思いますか。 3.83 

 

私の講義評価は学内全体の平均をすべての項目で上回っている。なかでも 3 教員は授業のため

に十分な準備をしていたと思いますか ， 5 教員の説明は、あなたにとってわかりやすいものでした

か ， 7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか については本講義に係わらず、すべて

の 講義で高い評価をいただいている。これは、上記記載項目の 教育の方法 で示した 3.1 講義の

準備 および 3.3 「認知特性」に配慮した講義 が講義で実際に機能し、学生に伝わり、効果があが

っていると分析することができると考える。 

 

5. 教育を改善するための努力 

教育の方法 でも述べた通り、各講義についての履歴を残し、ディレクションが可能であり、必ず

振り返りを実施している。また、大学全体で行われる前期・後期年 2 回の評価アンケートとは別に、

google フォームなどを利用し、進捗や理解度、講義の方法などについてのアンケートを行い、常に

学生の反応や意見を分析、反映しながら講義を展開している。つまり、教員側のディレクションによ

る改善と、学生側の意見による改善を双方向、リアルタイムに行うことで教育（講義）の改善が実践

できると考え、努力をしている。 



6. 今後の目標（短期・長期） 

2020 年度より群馬医療福祉大学に着任し、シラバスや使用教科書が引き継ぎである。短期的

には研究と教育の融合性の向上、長期的には各講義とevidence的思考の養成と、情報処理技術

の向上である。 

 

  6.1 短期目標 

現在の環境に欠落している外からの情報を得ることと、客観的分析を学び外部に発信して

いくことを短期の目標と設定している。 

 学生の視野や吸収される情報が大学、講義という狭い範囲に留まることがないように、他

教育機関との交流や、フィールドワークを通じた医療関連職種との交流を行い、学外から

の情報を得られる環境を整備、実践する。 

【2022 年までに実施を計画】 

 短期大学部にはゼミがないためファジーな形態を配慮しつつも、学会発表などが行えるレ

ベルで、学びを学外に向けて発信できる環境を整備、実践する。 

【2022 年までに学生による学会発表を計画】 

  6.2 長期目標 

国や医療が推進している情報処理技術を備えた人材の育成に対応するべく、各講義を通じ

てデータサイエンティス的思考の養成と、必要な情報を選択し客観的分析を行える能力、基礎

情報処理能力の向上を図る。 

【具体的設定ゴール】 

 各講義に対し、パソコン、タブレットなどを導入し、双方向リアルタイムに質疑応答や演習

対応が行える環境、講義を展開する 

 卒業後環境（医療機関など）の情報処理技術に対応した知識、処理能力を各講義で実践、

応用し、情報処理に対してルーティーン化となる環境、講義を展開する 

 データサイエンティス的な思考を身につけるため、各講義で情報処理、基礎統計などの要

素を学び情報の収集と分析ができる環境、講義を展開する 

 

7.添付資料・参考資料 

 

（資料）参考資料：講義時使用作成資料 

 

 

 

 

 

 

 


