
医学部保健学科 

 

１．医学部保健学科教育 

 保健学科は平成 14年度に開設し、本年度は第 8回生が卒業した。学士力が問われてい

る現在、卒業時の学生像を明確にし、教育実績を評価していかなければならない。また、

保健学科はチームアプローチ教育を特色としており、経年的にその理念がどのように培

われていくかの評価をプロジェクトチームで行っている。さらに、今後は卒業後に実践

の場でどのような活動ができているかの調査も必要である。 

開設以来、教務委員会を中心に本学科の教育理念、教育目標をもとに、教育内容を精

選してきた。看護学専攻において保健師助産師看護師法、養成所指定規則の改正により、

保健師・助産師教育がこれまで半年以上の教育年限であったものが 1 年以上の教育年限

となったため保健師教育課程を選択制とし、助産師教育は大学院教育に移行した。これ

に伴い助産師養成課程の学部での教育は H26年（H23年度入学生）までとし、H25年度は

学部教育と大学院による二つのコースで助産師教育を行った。 

（平成 25年度 保健学科長：松坂誠應、教務委員長：宮原春美、学生委員長：中根秀之、 

       入試委員長：本田純久） 

Ａ．教養教育 

 平成 14 年度にカリキュラムの大幅改正がなされて 11 年が経過し、教養科目の抜本的

な改革がなされ新しい教養教育がスタートした。 

編入生は全学教育については一括認定されるが、幅広い知識を増やせるように、NICE

キャンパス、放送大学での科目履修を薦めている。 

 平成 24年度からは保健学科からは他学部に向けて全学モジュール「健康と共生」に 8

科目開講し、保健学科学生には学部モジュール 9 科目を開講した。「教養ゼミナール」

は学部モジュール科目との連携を図り少人数教育とし、一部 TBLによる授業を導入した。

また教養ゼミナールは H26 年度からは薬学部、歯学部、医学科との医療系学部共修によ

る開講予定のためその準備を進めている。 

Ｂ．専門教育 

 「専門基礎科目」、「専門科目」、「統合ケア科目群」で授業科目を構成している。

専門科目の構成および単位数は専攻により違いが見られる。看護学専攻ではカリキュラ

ム改正に伴い、「専門基礎科目」、「統合看護学」、「ライフサイクル看護学」、「広

域看護学」、「地域看護学」、「統合分野」で構成している。「統合分野」は専門分野

で学習した内容をより臨床実践に近い形で学習し、知識・技術を統合する内容である。

また IBL、PBLによる授業を一部の科目で行っている。理学療法学専攻では、「専門基礎

科目」、「基礎理学療法学」、「臨床理学療法学」、「臨床実習」、「卒業研究」で構

成している。作業療法学専攻では、「専門基礎科目」、「基礎作業療法学」、「臨床作

業療法学」、「臨床実習」、「卒業研究」で構成している。講義科目は１単位 15時間を

基本とし、学生の自主学習時間を確保するともに e ラーニングを活用するなど授業方法

の工夫がなされている。 

１） 共修科目 
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本学科の特色である３専攻の利点を活かし経年的に共修科目を設定している。専門基

礎科目、「統合ケア科目」などである。専門基礎科目では医学科との共修科目が１年次

「入門科目」、２年次「医療と社会Ⅰ」、４年次「医療と社会Ⅱ」である。１年次の「入

門科目」の病院実習では入学１か月後の体験であるが、早期体験実習としての意義は大

きく、学習への動機づけになっている。長崎大学病院はじめ市内５つの病院にご協力い

ただいている。「医療と社会Ⅰ」は講義およびセミナー形式であり、セミナーは医学科・

保健学科の混成メンバーでグループによるフィールド活動を行い、その成果を発表した。 

「統合ケア実習」は多くの施設に協力を頂きグループ実習を展開している。それぞれ専

門職の立場で対象者の生活障害から捉えた問題を検討した。さらに、その後に開講され

ている「離島の暮らしと保健医療」で「統合ケア実習」の学びを共有し、チームチーム

アプローチ教育の最終まとめとしている。 

２）専門科目 

 講義→学内演習→臨地・臨床実習→セミナー→卒業研究（看護では看護の統合と発展）

と発展的に学ぶ学習形態をとっている。講義科目は１単位 15時間を基本とし、学生の自

主学習時間を確保するともに e ラーニングを活用するなど授業方法の工夫がなされてい

る。社会の要請に応えるには実践能力育成の充実であるが、医療の現場では学生が体験

できる内容は限られている。そのためシミュレーションを活用した学内演習に力を入れ

取り組んでいる。臨地・臨床実習やセミナー・卒業研究では、これまでに獲得した知識・

技能・態度等を総合的に活用し、新たな課題にそれらを適用し、その課題を解決する能

力が養える。研究のプロセスを学び、その成果を発表、論文作成し、限られた時間で効

果的に展開している。各専攻ともに要旨集・論文集を作成している。 

Ｈ24 年度卒業生の国家試験の合格率は看護学専攻において看護師は 100％、保健師

97.3%、助産師 85.7%であった。理学療法学専攻 94.1%、作業療法学専攻 94.4%であった。

全国平均合格率より高かったが、昨年度の合格率より低下しているため、その原因分析

と今後の対応について各専攻で検討した。 

３）臨地・臨床実習 

臨地・臨床の現場は個別的で、複雑であり、さらにダイナミックであり学内で学んだ

知識・技術をそのまま使えることは少なく、その場その時の状況を深く洞察して、現実

にあわせて適応できる柔軟な応用力・判断力が必要になる。したがって、臨地・臨床実

習は医療専門職育成において不可欠な学習課程である。そのため、実習にあたっては、

実習要項の作成や実習指導者との連絡会等を開催し、学生が教育目標を達成できるよう

に実習環境を整えるなど準備を十分行った。しかし、学生は患者との関係づくりで悩み、

また医療専門職者としてのアイデンティティが混乱し、進路に迷う学生もでてくる。学

習環境の整備、学習進度の配慮等教員と病院指導者が連携を強化し学習を支援している

とともにカウンセラーを 2回/週配置し、また教員も「なんでも相談員」を配置している。 

４）助産師課程「助産学実習」履修者の選考 

 旧カリキュラム対応学生については「助産学実習」履修者の選考基準により、平成 25

年度は 6名が選考された。 

５）編入学制度 
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 平成 25年度は看護学専攻 10名の３年次編入生を受け入れた。 

 

（文責：医学部保健学科 教務委員長 宮原春美） 

 

表１ 平成 25 年度医学部保健学科教員の教養教育への参画 

Ａ．教養教育授業科目担当の医学部保健学科教員 

分  野 授 業 科 目 担 当 教 員 

必修科目 

教養ゼミナール 

 

 

 

江藤宏美、花田裕子、荒木美幸、

新川哲子、星美和子、岡田純也、

佐々木規子、折口智樹、田中貴子、

井口茂、田中悟郎、田中浩二、村

田潤 

健康・スポーツ科目： 

健康科学 

 

大石和代、大西真由美、中尾優子、

宮原春美、荒木美幸、佐々木規子、

森藤香奈子、山本直子 

全学モジュール科目： 

「健康と共生」 

  責任者：宮原春美 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の 

全学モジュール 

モジュールⅠ：必修 

人の一生と健康 

ハンディキャップ 

性と生 

折口智樹、花田裕子、澤井照光 

村田潤、東嶋美佐子 

宮原春美 

モジュールⅡ：選択 

大学生の育児学 

仕事と健康 

老いと健康 

青年期の健康・体力増進 

障害体験と支援 

 

大石和代、中尾優子、荒木美幸 

楠葉洋子、中根秀之、黒田裕美 

井口茂、横尾誠一、田中浩二 

中垣内真樹、永江誠治 

東登志夫、中尾理恵子、北島栄二 

 菊池泰樹、新川哲子、松坂誠應 

江藤宏美 

学部モジュール科目： 

 責任者：松坂誠應 

モジュール１：必修 

生活障害と人間の尊厳 

ライフスタイルと健康 

 

障害とインクルージョン 

 

松坂誠應、佐々木規子 

浦田秀子、中尾優子、星美和子、

岡田純也 

田中悟郎、千住秀明、田中浩二、

徳永瑛子、北島栄二 

モジュールⅡ：選択 

 人のこころ  

健康を支える家族と社会 

 

中根秀之 

平野裕子、大町いづみ、本田純久 
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暮らしと環境 

加齢 

人の発達 

 

健康と運動 

  

 

中尾理恵子、東登志夫 

沖田実、中野治郎、田中貴子 

鶴崎俊哉、森藤香奈子、岩永竜一

郎 

田代隆良、中垣内真樹、村田潤、 

中野治郎、黒田裕美、 

Ｂ．教養教育関連委員会の医学部保健学科委員 

委   員   会 委  員 

教務委員会 松坂誠應、宮原春美 

 
教養教育実施専門委員会委員 松坂誠應 

モジュール科目小委員会委員 宮原春美 

  

表２．平成２５年度医学部保健学科臨床実習施設一覧 

   
専攻等 実習名 実習施設 

看護学専攻 地域看護学実習 松浦市 

雲仙市 

五島市 

長崎県五島保健所 

長崎県県央保健所 

長崎県県北保健所 

長崎県県南保健所 

長崎市地域保健課・すこやか支援課・こども健康課・健康づくり課 

佐世保市 

長崎県西彼保健所 

在宅看護学実習 

 

十善会訪問看護ステーション 

訪問看護ステーションあんこう 

訪問看護ステーションそよかぜ 

フランシスコ訪問看護ステーション 

訪問看護ステーションひまわり 

訪問看護ステーションコスモス 

訪問看護ステーション鳴見 

訪問看護ステーション YOU 東長崎 

訪問看護ステーション YOU 

助産学実習 佐世保市総合病院 
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医療法人渕レディスクリニック 

山崎産婦人科医院 

基礎看護学実習Ⅰ 長崎大学病院 

基礎看護学実習Ⅱ 長崎大学病院 

精神看護学実習 地域活動所長崎ダルクふぁにーふぁくとりー 

医療法人慈愛会 向井病院 

母性看護学実習 長崎大学病院 

小児看護学実習 住吉保育園 

 葉山保育園 

 
山里平和保育園 

 
長崎市立中央保育所 

 
長崎市立大手保育所 

 
長崎市立伊良林保育所 

 
長崎市立緑ヶ丘保育所 

 
長崎市立坂本小学校 

 
長崎市立山里中学校 

成人看護学実習Ⅰ 長崎大学病院 

成人看護学実習Ⅱ 長崎大学病院 

老年看護学実習 社団法人是真会長崎リハビリテーション病院 

医療法人昭和会昭和会病院 

健昌会 ぐるーぷほーむ新里油木 

健昌会 ぐるーぷほーむ新里城栄 

グループホームなんくり 

グループホーム新地 

グループホームイチョウの木 

社会福祉法人純心聖母会恵の丘長崎原爆ホーム 本館 

社会福祉法人純心聖母会恵の丘長崎原爆ホーム 別館 

理学療法学専

攻 

基礎理学療法学実習Ｉ 長崎大学病院 

基礎理学療法学実習ＩＩ 長崎大学病院 

総合臨床実習Ⅰ 国立病院機構 長崎病院 

長崎大学病院 

長崎市立市民病院                

日本赤十字社長崎原爆病院   

長崎記念病院                    

和仁会病院                      

春回会長崎北病院                

保善会田上病院        
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虹が丘病院 

長崎北徳洲会病院                 

光善会長崎百合野病院                     

日浦病院    

長崎県立こども医療福祉センター    

西諌早病院                   

慧明会貞松病院             

済生会長崎病院 

総合臨床実習ＩＩ 尾道市公立みつぎ総合病院              

国立病院機構 嬉野医療センター 

長崎大学病院 

長崎市立市民病院                

日本赤十字社長崎原爆病院        

長崎記念病院                    

和仁会病院                      

虹が丘病院            

光善会長崎百合野病院              

日浦病院 

慧明会貞松病院                      

長崎北徳州会病院                

光善会長崎百合野病院        

長崎県立こども医療福祉センター             

慧明会貞松病院                  

佐世保市立総合病院 

春回会井上病院 

上戸町病院 

国立病院機構九州医療センター 

総合臨床実習Ⅲ 星ヶ丘厚生年金病院                  

北九州市立総合療育センター  

長崎大学病院       

長崎記念病院      

十善会病院  

三菱重工長崎造船所病院 

田上病院  

長崎労災病院                    

長崎リハビリテーション病院                      

済生会長崎病院         
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福岡記念病院 

長崎県立こども医療福祉センター 

九州厚生年金病院   

作業療法学専

攻 

総合臨床実習Ｉ 愛野記念病院 

長崎県島原病院 

三原台病院 

長崎県立こども医療福祉センター 

天神病院 

長崎大学病院 

宮原病院 

壱岐こどもセンター 

長崎市障害福祉センター 

児童デイサービスルーム ひまわりルーム 

田川療養所 

道ノ尾病院 

長崎県立精神医療センター 

みどりの園病院 

宮原病院 

白十字病院 

第四長崎慈光園あすなろ 

西脇病院 

可也病院 

総合臨床実習ＩＩ 上戸町病院 

長崎北病院 

長崎大学病院 

和仁会病院 

長崎記念病院 

みさかえの園むつみの家 

誠愛リハビリテーション病院 

福岡市心身障がい福祉センター 

児童発達支援 ひまわりルーム 

西海病院 

園田病院 

宮原病院 

可也病院 

あきやま病院 

総合臨床実習Ⅲ 長崎大学病院 
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西諫早病院 

燿光リハビリテーション病院 

別府リハビリテーションセンター 

小倉リハビリテーション病院 

白十字病院 

福岡市立こども病院・感染症センター 

みさかえの園あゆみの家 

やまびこ医療福祉センター 

時津町ひまわりの園 

児童デイサービスルーム ひまわりルーム 

国立病院機構肥前精神医療センター 

西海病院 

三和中央病院 

田川療養所 

あきやま病院 

臨床実習Ｉ 長崎大学病院 

三原台病院 

光風台病院 

長崎記念病院 

長崎原爆病院 

道ノ尾病院 

田川療養所 

西脇病院 

三和中央病院 

みさかえの園あゆみの家 

長崎県立こども医療福祉センター 

長崎市障害福祉センター 

臨床実習ＩＩ 国立病院機構長崎病院 

三和中央病院 

長崎リハビリテーション病院 

長崎大学病院 

西諫早病院 

三原台病院 

みさかえの園あゆみの家 

長崎県立こども医療福祉センター 

長崎記念病院 

道ノ尾病院 

-264-



田川療養所 

身体障害作業治療学実

習 

介護老人保健施設 ﾅｰｼﾝｸﾞｹｱ横尾 

長崎北病院 

和仁会病院 

三原台病院 

長崎記念病院 

長崎大学病院 

発達障害作業治療学実

習 ひまわりの園 

身体障害作業治療学実

習 

田川療養所 

道ノ尾病院 

三和中央病院 

統合ケア科目 統合ケア実習 介護老人保健施設 三原の園 

介護老人保健施設 うぐいすの丘 

介護老人保健施設 中の里 

介護老人保健施設 ナーシングケア横尾 

介護老人保健施設 リハビリセンターふくえ 

介護老人保健施設 恵仁荘 

特別養護老人ホーム びわの園 

特別養護老人ホーム なでしこ荘 

特別養護老人ホーム サンハイツ 

特別養護老人ホーム オレンジの丘 

フランシスコ 訪問看護ステーション 

長崎県看護協会訪問看護ステーション YOU 東長崎 

十善会訪問看護ステーション 

長崎市医師会保健福祉センター 

対馬いづはら病院 

上対馬病院 

平戸市民病院 

池田病院 

上五島病院 

長崎市障害福祉センター 

訪問看護ステーションそよかぜ 

入門科目 病院実習 長崎大学病院 

長崎北病院 

長崎リハビリテーション病院 

上戸町病院 
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国立病院機構長崎病院 

虹が丘病院                      
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