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1. 教育の責任 

私は令和 3 年 10 月 1 日より群馬医療福祉大学医療技術学部に着任し、医療技術学部臨

床検査学専攻および臨床工学専攻において専門科目を中心に授業と実習を担当している。

また令和 4 年度より担任として臨床検査学専攻 1 年の学生 13 名を受け持っている。 

 医療技術学部には臨床検査技師および臨床工学技士を目指す学生が入学する。本学部で

はディプロマ・ポリシーとして 6 点を掲げており（資料①）、高い専門性と倫理観を備

え、主体的に考え行動し医療の発展に貢献できる人材の養成を目指している。またこれを

達成するためにカリキュラム・ポリシーとして 6 点を設定し（資料②）、医療人としての

素養および知識技術を修得させるための教育を行っている。 

下記に私の担当する授業科目の一覧を示す。なおそれぞれの授業のシラバスは WEB ポ

ータル上で本学教職員および学生に向けて公開されている。 

 

私が担当する授業のうち主たるものとして生理学と生理機能検査学がある。これらは循

環器、呼吸器、脳神経系など基本的な生体器官の機能と検査法を学ぶものであり、特に生

理学は解剖学・生化学とともに全ての医療従事者に必須となる最も基礎的な科目である。

生理学は１年次に授業と実習が組まれており、大学における学びをスタートさせたばかり

の学生が受講することになる。1 年次の成績が国家資格試験の成績に大きく影響すること

から、1 年のうちから専門科目の学習を滞りなく進められるよう支援することが本学部に

おける学習の土台形成に必須であると考えられる。専門的な医学の情報に初めて触れる１

科目名 対象学部・学年 必修・選択 開講年度 
 

受講者数 単位 

基礎演習Ⅰ 医療技術学部１年生 必修 通年 77 名 1 単位 

生理学Ⅰ 医療技術学部１年生 必修 前期 77 名 2 単位 

生理学Ⅱ 医療技術学部１年生 必修 後期 81 名 2 単位 

生理学実習 医療技術学部１年生 必修 後期 75 名（予定） 1 単位 

医用治療機器学実習 医療技術学部 2 年生 必修 後期 50 名（予定） 1 単位 

生理機能検査学Ⅰ 医療技術学部 3 年生 必修 前期 次年度以降 2 単位 

生理機能検査学Ⅱ 医療技術学部 3 年生 必修 後期 次年度以降 2 単位 

生理機能検査学実習Ⅰ 医療技術学部 3 年生 必修 前期 次年度以降 1 単位 

生理機能検査学実習Ⅱ 医療技術学部 3 年生 必修 後期 次年度以降 1 単位 

生体計測装置学 医療技術学部 3 年生 必修 後期 次年度以降 2 単位 

臨床工学演習 医療技術学部 4 年生 必修 後期 次年度以降 2 単位 

臨床実習 医療技術学部 4 年生 必修 前期 次年度以降 12 単位 

卒業研究Ⅰ 医療技術学部 4 年生 必修 前期 次年度以降 2 単位 

卒業研究Ⅱ 医療技術学部 4 年生 必修 後期 次年度以降 2 単位 



年生に対し、いかに生理学等の基礎知識が重要であるか理解させることも私に課せられた

責任であると考えている。 

 

2. 教育の理念・目的 

 本学部は臨床検査技師および臨床工学技士の養成学部であることから、保健医療の専門

家としての専門的知識と技術を修得させることが最も重要な目的である。しかし同時に専

門分野だけでなく幅広い教養、倫理観を含む全人的な素養、自己研鑽の姿勢、チーム医療

の一員としての態度、そして科学的思考能力および問題解決能力も十分に備えた人材を育

成できるよう、指導を行っていく。 

 理念として、私は特に「国語力」を重視した教育を行いたいと考えている。複雑化する

医学知識の体系的な理解において読解力を始めとする国語力が必須であるのはもちろんの

こと、チーム医療における他職種や患者さんとの言語的コミュニケーション、医療倫理と

いう答えのない問題を思考する力、自らを省みて改善点を模索する力、抽象的な課題を言

語化し解決方法を提案する力、すべてに国語力が影響すると言っても過言ではない。現代

人の国語力低下が叫ばれて久しいが、これらの力を大学という高等教育機関で改めて重点

的に育成することは、今や地域社会が大学に期待する役割の一つではないかと考えてい

る。これは本学の建学の精神「仁」の理念にも合致する。なぜなら、「仁」すなわち「真

心で相手を思いやる」とは、相手の置かれた状況を自らの経験から培った言葉で思考し、

想像し、慮ることに他ならないからだ。具体的には、抽象的な内容を理解し言語化するこ

と、正解のないことについて自分の考えを言葉で表現すること、を意識的に指導したいと

考えている。 

 このように、私は本学部において、保健医療の専門家としての資質を備え、かつ言葉の

力を上手に使い他者と円滑に意見交換しながら課題解決を図っていける人材を育成するこ

とを目指している。 

 

3. 教育の方法 

 15 回の授業という限られた時間で、多岐に渡る内容を初学者に理解させなければならな

い。特に 1 年次に対しては今後大学における学習を確実なものとするためにも、予習・復

習の習慣化と授業における集中力の確保は必須である。 

この点を鑑み、第一回目にガイダンスを行い予習・復習の重要性について解説してい

る。この際に「学習ノート」を配布し、予習・復習をノートに書き込み毎回提出するよう

求めている。これにより普段の学習の習慣化が期待でき、また学生の学習状況を把握でき

るというメリットがある。 

90 分の授業展開としては、教科書の内容を中心として分かりやすいイラストや図を多数

活用した講義資料を単元ごとに作成し解説している。授業中は難しい言葉遣いをできるだ

け避け、平易な言葉や学生に馴染みやすい具体例を取り入れるよう工夫している。また 90



分という授業時間は学生にとって集中力を持続させるのが困難であることも予想されるた

め、半分の 45 分で簡単な休憩を取り入れるという取り組みも試みている。授業の最後に 

は簡単なミニテストを実施し、その日に解説した内容の理解度を確認できるようにしてい

る。またミニテストとともに Google フォームで理解度アンケートも実施し、分からなか

った点やコメントを自由記述させている。授業中に挙手して質問することを躊躇う学生は

多いが、このような形で記述させると多くの学生がコメントを書くようになる（4.教育の

成果・評価の欄を参照）。具体的な質問等もここでやり取りができるため個別の学習支援

にも繋がっている。なお寄せられたコメントや質問は次回の授業冒頭に匿名で紹介し、一

つずつ教員からコメントや解説を返すことで学生とのコミュニケーションにも役立ててい

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。以下に一例として令和 4 年度生理学Ⅰ

のアンケート結果を示す（詳細は資料③を参照）。 

【令和 4 年度前期授業評価アンケートの結果】 

授業科目：生理学Ⅰ 

実施日：令和 4 年 7 月 2 日～9 月 30 日 

実施対象者（回答者）数：54 人 

 

なおこれは生理学Ⅰに対する総合的な評価であり、単位認定者である倉知教授が担当し

た 11 回の講義と私が担当した 4 回の講義を合わせた全 15 回の授業を学生が振り返って評

価したものである。私に対する個別の評価については授業毎に実施した理解度アンケート



の方がより正確に反映されていると考える（資料④）。以下に結果の一例を記載する。 

 

【授業後理解度アンケートの結果】 

授業科目：生理学Ⅰ 

実施日：令和 4 年 5 月 6 日 

実施対象者（回答者）数：73 人 

 

理解度アンケートの結果を見ると 95.9%の学生が「4（わかった）」あるいは「3（どち

らかといえばわかった）」と回答していた。また自由記述欄には毎回約半数の 35 名前後の

学生からコメントが寄せられたが、「解説が丁寧で分かりやすかった」「最初に前回の復習

をしてくれるので理解しやすかった」といったコメントが複数あった。 

 以上のアンケート結果から、私の授業は①約 95%の学生にとってはおおむね理解できる

内容であった、②授業冒頭に前回の復習を取り入れる、丁寧な解説を行うといった工夫に

より学生にも分かりやすい授業ができた、と評価されたと考えられる。ただし授業評価ア

ンケートの結果を見ると「13. 授業の難易度はどのようであったか」が最も低い評価（難

しかったという回答が多い）となっているように、全体的に内容が難しいと感じ理解が追

い付いていない学生が少なくないことも窺える。これらの学生にどのように支援を行うか

は今後の重要な課題である。 

 

5. 教育を改善するための努力 

前述のとおり授業内容を十分に理解できている学生がいる一方で、内容理解に困難を感

じている学生が少なくないことがわかった。この課題に対し以下の対策を実施する。 

【5-1. 授業展開そのものの見直し】 

 これまではシラバスに沿って全ての内容を網羅するように解説を行うというスタイル

で授業を進めたが、学生からは進行が早くて追い付けないといった声もあった。扱う内容

が膨大であるため、全てを解説しようとするとペースを速くせざるを得ない。しかしそも

そも一回の授業で理解できる量や深さには限度があり、教員は授業では概要を分かりやす



く解説するにとどめて後は学生個人の自主学習により理解を深めてもらうほかないのでは

ないかと考えている。実際に私が全体を急いで解説しても学生が覚えているのは雑談を交

えて話した内容であったり、復習を兼ねて同じ内容に何度か言及してみると学生もその部

分はよく覚えていたりといった経験がしばしばあった。今後はこの点を踏まえ、授業では

重要な概念や全体像の解説を丁寧かつ繰り返し行うことを意識し、詳細部分の深い理解は

学生に自主学習を促すような働きかけを行うことで対応したいと考えている。また他学部

や他大学の教員との意見交換を行い、より分かりやすく伝わりやすい授業の方法を模索し

ていく。 

 さらに学生に学問に対する興味関心を持たせるような工夫も同時に行っていく。具体的

には私が研究活動を行うことで得られた最新の医学知識や実験成果を紹介することであ

る。大学教員として研究活動を精力的に行っている姿や、教員もまた勉学に励み努力して

いる姿を積極的に開示していくことで学生にも伝わるものがあるのではないかと考えてい

る。 

【5-2. 学生の学習意欲を向上させるための取り組み】 

 学習習慣が身につかない原因は様々あると考えられるが、原因が何であれ改善するため

には本人が学習しようという意思を持つしかない。ただし意思といっても環境に左右され

るところは大きく、友人と一緒に勉強する、教員が声をかけるなどきっかけは外部からも

作ることは可能だ。また声に出して読む、音声を聞く、手を動かすなど五感を使った方が

記憶に定着しやすいことはよく知られている。したがって学生同士で教え合うような環境

を教員の監督下で提供することも将来的には必要ではないかと考えている。 

その他、教員として実施できることとしては、個別のアンケートだと学生は本音を書い

てくれることも多いため、コメントや普段の様子から一人一人の置かれた状況を把握して

個別に声かけを行っていく。必要であれば学習支援を目的として面談を行うことも考えて

いる。 

 

6. 今後の目標（短期・長期） 

（短期目標）1 年次における学習習慣の定着と、専門知識の整理方法の指導 

 喫緊の課題は、一年次においていかに学習習慣を定着させるかである。現在行っている

学習ノートを活用した予習・復習の習慣化、単元毎の小テストを引き続き行っていく。ま

た学習に不安を覚える学生には知識の整理方法や学習計画を教員の指導下で考えさせ、計

画的な学習を実践させるような取り組みも適宜行っていく。 

（長期目標）一人一人の学生に自分に合った学習スタイルを確立させる 

 長期的には学生に自分に合った学習方法や効率の良い学習方法を模索させ、実践させた

いと考えている。医療職は生涯学習が必須な職業である。大学のうちに自分に合った学習

方法を模索させ確立させることで、卒業後も生涯学習を通じて医療界のみならず様々な領

域で広く活躍できる人材を育成したいと考えている。 



 

7. 添付資料・参考資料 

① 群馬医療福祉大学医療技術学部ディプロマ・ポリシー 

② 群馬医療福祉大学医療技術学部カリキュラム・ポリシー 

③ 令和 4 年度前期授業評価アンケート結果（生理学Ⅰ） 

④ 令和 4 年度前期生理学Ⅰ理解度アンケート（第 1～4 回） 


