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群馬医療福祉大学 医療技術学部 

 教授 木島均 
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1.教育の責任 

 私、木島均は群馬医療福祉大学医療技術学部の教授として以下の授業科目を担当している。

医療技術学部は令和３年度に開設され、現在一年次生と二年次生のみの授業が開講されて

いる。 

科目名 対象学部・学年 必修・選択 前後期 受講者数 単位 

医用電気工学Ⅰ 医療技術学部・１年 臨床工学専攻・  必修 

臨床検査学専攻・選択 

前期 71 １単位 

医用電気工学Ⅱ 医療技術学部・１年 臨床工学専攻・  必修 

臨床検査学専攻・選択 

後期 62 １単位 

医用工学概論 医療技術学部・１年 臨床工学専攻・  必修 

臨床検査学専攻・必修 

後期 74 ２単位 

医用工学概論実習 医療技術学部・１年 臨床工学専攻・  選択 

臨床検査学専攻・必修 

後期 70 １単位 

医用電気工学実習 医療技術学部・１年 臨床工学専攻・  選択 

臨床検査学専攻・選択 

後期 46 １単位 

医用電子工学Ⅰ 医療技術学部・2 年 臨床工学専攻・  必修 

臨床検査学専攻・選択 

前期 38 １単位 

医用電子工学Ⅱ 医療技術学部・2 年 臨床工学専攻・  必修 

臨床検査学専攻・選択 

後期 33 １単位 

医用電子工学実習 医療技術学部・2 年 臨床工学専攻・  必修 

臨床検査学専攻・選択 

後期 29 １単位 

計測工学 医療技術学部・2 年 臨床工学専攻・  必修 

臨床検査学専攻・選択 

前期 32 2 単位 

医用機器学概論 医療技術学部・2 年 臨床工学専攻・  必修 

臨床検査学専攻・必修 

前期 50 2 単位 

医用機器安全管理学 医療技術学部・3 年 臨床工学専攻・  必修 

臨床検査学専攻・選択 

後期  2 単位 

医用機器安全管理学 

実習 

医療技術学部・3 年 臨床工学専攻・  必修 

臨床検査学専攻・選択 

後期  1 単位 

総合演習Ⅰ 医療技術学部・3 年 臨床工学・検査必修 通年  1 単位 

総合演習Ⅱ 医療技術学部・4 年 臨床工学・検査必修 通年  1 単位 

卒業研究Ⅰ 医療技術学部・４年 臨床工学・検査必修 前期  4 単位 

卒業研究Ⅱ 医療技術学部・４年 臨床工学・検査必修 後期  4 単位 

臨床工学演習 医療技術学部・４年 臨床工学専攻・  必修 

臨床検査学専攻・選択 

後期  2 単位 

 



以上の表にある通り、私は主に工学科目を担当している。本学は、臨床工学技士と臨床検

査技師のダブルライセンスを修得できる全国でも数少ない大学なので、そのキーテクノロ

ジーである工学分野を担当することについて責任の重さを感じている。 

なお、本学での授業の他にも、以下のような活動を実践している。 

 

（１）医療技術学部医療技術学科臨床工学専攻の専攻⾧ 

 （２）医療技術学部国家試験受験対策委員会副委員⾧  

（３）医療技術学部教務カリキュラム委員会副委員⾧  

（４）医療技術学部地域貢献委員会副委員⾧  

（５）医療技術学部国際交流委員会副委員⾧  

（６）後援会埼玉・東京支部主担当 

 

2.教育の理念・目的 

本学医療技術学部のディプロマポリシーには、「日々発展する医療の変化に対応できる人

材を育成する」との記載がある。教員である私自らの実践を学生に示すために、毎年新しい

研究課題にチャレンジし、論文を書いている。学生が WEB からダウンロード可能な論文を

用いて関連する授業の中で、この勉強が実践の場でどのように役立のかを説明する。生涯勉

強を継続する姿勢を自らが示し、学生にやる気を起こさせることが教育の理念・目的である。 

 

3.教育の方法 

 担当の座学科目については、毎回教科書の要点と、関連技術の最新情報を自作プリントと

して配布している。毎回国家試験レベルの小テストを行い、理解度を確認しながら授業を進

めている。担当の実習科目については、自作の実習書を配布している。実習の場において座

学の内容を確認し、さらに知識を掘り下げ考察する内容になっている。毎回、実習時間内に

レポートまで仕上げるように指導し、学生の理解度を確認しながら進めている。 

 

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いる。後期の

授業評価アンケート「医用電気工学Ⅱ」の結果を示す(4 点満点における平均点)。 

 

 質問項目 平均点 

1 シラバスに即した内容の授業が行われていたと思いますか。 3.57 

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。 

3.76 

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。 3.71 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.67 



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。 3.43 

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。 

3.52 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.43 

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。 3.62 

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。 3.43 

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。 3.62 

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。 3.57 

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。 3.52 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.29 

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。 3.43 

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。 3.57 

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。 3.52 

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。 3.48 

 

平均点が最も低い 3.29 であった質問項目 13 番「授業の難易度」については，要因の一つ

として、高校時代に電気工学の基礎となる物理などを学習していない生徒が多いためと考

えられる。本年度から物理、数学などのリメディアル教育が充実したので今後改善が見込ま

れる。全部で 17 の質問項目の平均点は、3.54 であり、難しい専門科目としては合格点であ

ると思われる。 

                                                                            

また後期に実施された他の担当科目のアンケート結果を以下に示す。 

後期座学科目の「医用工学概論」の 17 の質問項目の平均点は、3.45 であり、専門科目と

しては合格点であると思われる。また上記座学科目の実習科目である「医用工学概論実習」

の 17 の質問項目の平均点は、3.4 であった。 

さらに後期実習科目の「医用電気工学実習」の 17 の質問項目の平均点も、3.4 であった。 

実習科目の平均点としては少し低い評価結果であると考えられる。 

この要因としては、これら 2 つの実習科目は、座学と実習が同じ後期に並行して行われた

ため、実習の時期までに、座学においてまだ履修していない項目が半分程度あったためと考

えられる。 

 

5. 教育を改善するための努力 

担当の座学科目については、臨床工学技士と臨床検査技師の国家試験のために指定され

た教科書を使用しているため、難易度を下げることはできない。このため、自作プリントを

さらに分かりやすく改善するなどの努力をしたい。         

 



6.今後の目標（短期・⾧期） 

 

【短期目標】 

１. 私自らが新しい課題に挑戦していることを学生に示すために、昨年度に引き続き本年度

も本学紀要のための筆頭論文を執筆する。 

２. 臨床工学技士養成課程の来年度からの下記新カリキュラム対応を行う。 

(1) 臨床工学に必要な医学的基礎 （８単位 →９単位）  

臨床工学に必要な臨床医学の基礎及び各種疾患の病態を体系的に学ぶのみならず、保

健医療福祉の向上に臨床工学技士として貢献できるよう、医療倫理、予防医学、在宅医

療、地域包括ケアシステム、多職種連携における果たすべき役割についても理解する。 

(2) 医用機器学 ⇒ 医用機器学及び臨床支援技術 （８単位 →10 単位） 

「医用機器学」を「医用機器学及び臨床支援技術」に名称変更する。  

心・血管カテーテル治療において、生命維持管理装置を使用して行う治療に関連する

業務として、身体に電気的負荷を与えるために、当該負荷装置を操作する行為等。 

(3) 生体機能代行技術学（12 単位 →12 単位） 

タスク・シフト／シェアを推進するために、生命維持管理装置を使用する臨床的な病

態や、使用に際しての手技について理解する。  

(4) 医用安全管理学 ⇒ 医療安全管理学 （５単位 →６単位） 

「医用安全管理学」を「医療安全管理学」に名称変更する。医用工学機器のみならず、

患者、医療従事者を含めた「医療の安全確保」について総合的に理解する。 

(5) 関連臨床医学 （６単位 →７単位） 

臨床工学技士の業務を行う上で必要な関連疾患の病態及び治療法の理解のみならず、

病態生理、検査・診断についても理解する。  

(6) 臨床実習 （４単位→７単位） 

（血液浄化療法関連実習１単位、呼吸療法関連実習及び循環器関連実習２単位、治療

機器関連実習及び医療機器管理業務実習２単位を含む） 

 

【⾧期目標】   

１. 臨床工学専攻の新カリキュラム移行に伴う成績の推移などの分析を行っていく。  

 

 


