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設置の趣旨等を記載した書類                        

 

Ⅰ 設置の趣旨及び必要性 

１ 設置の趣旨 

富山県立大学は、平成２年４月、日本海側で有数の工業県である富山県において、工学部

の設置により、頭脳集積及び高度な技術者養成を図るとともに、本県の地域振興の原動力と

しての期待や県民の生涯学習に対する多様な要請に応えるため、日本海側初めての工学系

公立大学として開設したものである。 

以来、教育、研究、地域連携等を積極的に推進し、地域に貢献し、着実に成果を挙げると

ともに、多くの有為な学生を社会に輩出し、地域産業の振興に大きな役割を果たしてきた。

平成 27年 4月には、組織や業務の公共性や公益性を確保しながら、自主性や自律性を高め、

地域社会や時代の要請に柔軟かつ的確に対応できる大学運営を図るため、大学の設置者を

富山県から公立大学法人富山県立大学に変更したものである。 

一方、富山県立総合衛生学院は、昭和 26 年４月の開設以来、県内における身近な看護高

等教育機関として大きな役割を果たしてきた。昭和 39 年に保健師養成課程を、昭和 49 年

に助産師養成課程を開設し、保健師、助産師、看護師、養護教諭の総合養成機関として、富

山県内での存在感と重要性を高めつつ、多くの有為な看護職を輩出しているところである。 

【資料１ 富山県立大学の建学の理念と沿革】 

【資料２ 富山県立総合衛生学院の教育理念と沿革】 

 

しかしながら、今般、医療・看護を取り巻く環境は、少子高齢化の進展、医療技術の高度

化・専門化、地域包括ケアシステムの体制整備に伴う医療提供の場の多様化等により大きく

変化してきており、看護職には、より質の高い医療や保健福祉サービスの担い手として、県

民から大きな期待が寄せられている。こうした多様なニーズに対応するため、十分な専門的

知識や技術はもとより、多くの職種と協働する力や、医療施設や在宅などあらゆる場面で看

護を実践する力、広い視野と豊かな人間性を兼ね備えた看護職を育成する必要があるもの

と考えられる。 

また、近年、４年制看護大学への進学者数が増加していることや、今後、18 歳人口が減

少していくことなど、特に、看護系の高等教育を取り巻く環境は急速に変化してきている。

前述のとおり、今後、本県においても、より質の高い看護職の需要が一層高まる中、本県高

校生の県内唯一の看護大学への進学は、看護大学進学者のうちの３割程度にとどまってい

る。毎年 70名程度の県内高校生が、県外の看護大学に進学している状況にあるなど、本県

の看護職を志望する高校生の進学先の選択の幅や学修機会の確保などへの対応が課題とな

っている。 

 こうした中、富山県では、平成 27年３月に医療・教育分野の有識者等からなる「富山県

看護系高等教育機関整備検討委員会」を設置し、県内の看護系高等教育機関の整備・充実に

ついて多角的に検討が行われたところ、同年８月、入学定員 100名の富山県立総合衛生学院

に代わって、できるだけ早期に、新たに富山県立大学に入学定員 120名の看護学部を設置す

ることが望ましいとの結論に達し、富山県知事あての提言がなされたところである。 

 以上のような社会情勢を踏まえつつ、本学を設置する公立大学法人富山県立大学では、地

域の看護職需要を確保しながら、より質の高い看護職の育成や県内高校生の動向を踏まえ



-2- 

 

た進学先の確保など、地域的な課題やニーズ、要請等に対応するために、平成 31年４月開

設とする看護学部看護学科を設置するものである。 

【資料３ 富山県における看護系高等教育機関の整備充実に関する報告書（平成 27年８月）】 

 

２ 設置の必要性 

（１）医療・看護をめぐる動向と求められるニーズ 

国は、2025年までに少子超高齢社会に対応した社会保障制度を構築するため、特に医療・

介護においては、高度急性期医療から在宅医療・介護までの一連のサービスを切れ目なく提

供するための、効率的かつ質の高い医療提供体制と、地域包括ケアシステムの構築を図るこ

ととしている。 

本県においても、全国を上回るスピードで高齢化が進んでおり、平成 10年をピークに人

口減少が続くなか、団塊の世代がすべて後期高齢者となる 2025年（平成 37年）には、65歳

以上人口は 33.6％（332 千人）となる。特に、75 歳以上人口は 20.8％（205 千人）となる

など、平成 27年から 10年間で 45千人の増加が見込まれている。 

また、全国同様、高齢者の一人暮らしや夫婦のみ世帯も増加し、支援を必要とする高齢者

の増加が予想される。2025 年（平成 37 年）の 65 歳以上人口に占める要介護認定割合は

23.6％（約 79千人）で、平成 26年から約 23千人増加、さらに、新たに在宅医療等で対応

する患者数は、施設等の入所者を含め約 4.7千人増える（平成 26年の約 1.4倍）と推計さ

れている。 

医療や介護が必要になっても、住み慣れた地域で暮らし続けたいという県民のニーズ（平

成 27年「県政世論調査」73.0％）に応えるため、訪問診療や訪問看護等がいつでも必要な

時に受けられる在宅医療体制の充実が求められている。そのため、富山県では富山県地域医

療構想、富山県高齢者保健福祉計画、富山県医療計画等に基づき、高度急性期から慢性期ま

での病床の機能分化や在宅医療の推進、さらに一連のサービスを切れ目なく提供するため

の医療・介護連携や地域包括ケアシステムの推進に取り組んでいる。 

このような背景のなか、高度急性期医療や在宅医療、地域包括ケアシステムなど、多様な

場で質の高いケアを提供できる実践力をもった看護職の育成が求められている。 

【資料４ 富山県の将来人口推計・高齢化率】 

【資料５ 富山県高齢者（75歳以上）の単独世帯数等の推移】 

【資料６ 富山県の要介護（要支援）認定者の推移】 

【資料７ 富山県における在宅医療等の必要量の推計】 

【資料８ 県政世論調査（平成 27年度）】 

【資料９ 富山県地域医療構想（富山県医療計画別冊）概要版 平成 29年３月 抜粋】 

 

（２）高校生の４年制大学志向 

平成４年６月の「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の施行等を契機に４年制大学

が増加し、看護職を目指す高校生においても大学進学志向が高まり、４年制看護大学への進

学者が増加し続けている。本県においても、看護職を目指す高校生の４年制大学志向は年々

高くなっている。平成 28年３月に、県内の高校卒業生のうち、看護系高等教育機関へ進学

した者は 413名で、その内訳は、大学が 123 名、短期大学が 23名、専修学校が 267名とな

っている。このうち、県外への進学者は 101名（24.5%）で、なかでも大学が 123名中 90名
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（73.2%）となっている。過去５年間の平均でみると、毎年 70名程度が県外の看護大学に進

学しており、増加傾向にある。 

県内の看護師等学校養成機関数は 11校あるが、そのうち４年制看護大学は、国立大学法

人富山大学（定員 80 名）に設置されているのみで、昨今の高学歴志向による大学への進学

率が高まるなか、看護職を志望する県内高校生の選択の幅や学修機会の確保への対応が課

題となっており、４年制看護大学の設置が強く求められている。 

【資料 10 富山県内高校生の看護系高等教育機関への進学状況】 

【資料 11 富山県内の看護師等学校養成所】 

 

（３）看護職員需給見通し 

富山県ではこれまで、看護職員の養成・確保や、離職防止・職場定着、潜在看護職員の再

就業支援などに積極的に取り組んできた結果、看護職員数は順調に増加してきている。 

平成 26年度に富山県が策定した第 8次看護職員需給見通し（中間取りまとめ）では、看

護職員の需要数は、実人員ベースで、平成 28 年の 17,160 人から平成 32 年には 17,744 人

へと 584人（3.4％）増加すると見込まれている。一方、供給数は、平成 28年の 16,617人

から平成 32年には 17,696人へと 1,079人（6.5％）増加すると見込まれ、平成 28年から平

成 32 年までの５年間の看護職員の需給見通しでは、需給ギャップは縮小し、平成 32 年末

には、ほぼ解消される見込みである。しかしながら、今後、平成 30年度の新入生受入を最

後に募集を停止する予定である富山県立総合衛生学院（入学定員 100名）のほか、同年に富

山赤十字看護専門学校（入学定員 40名）においても募集を停止することから、その先の安

定的な供給数を確保するためにも、本学における看護学部の開設が強く求められている。ま

た、前述のとおり、本県においては全国水準を上回るペースで高齢化が進んでおり、長期的

には訪問看護や介護施設を中心にさらに需要が高まるものと考えられる。 

【資料 12 第８次富山県看護職員需給見通し（中間とりまとめ）】 

 

（４）関係団体からの要望 

上記のことを背景として、富山県に対し、富山県看護協会等から数年来、４年制看護大学

設立の要望がなされており、年々その声が高まっている。 

【資料 13 富山県看護協会要望書】 

 

以上より、富山県においては、効率的かつ質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステム

を構築・推進するにあたり、高度化する医療や超高齢社会に伴う看護の役割拡大に対応でき

るより質の高い実践力を持つ看護職の育成が求められている。このため、将来にわたって、

多くの優秀な看護職を育成し地域に送り出すとともに、より高度な教育・研究を行い新たな

知見を広く社会に還元していく４年制看護大学の設置は必要不可欠である。 

 

３ 教育研究上の理念及び育成する人材像 

（１）富山県立大学の理念、目的 

富山県立大学は、本学のあるべき姿として、以下を理念としている。 

１ 富山県の発展をめざした県民の大学 

２ 未来を志向した大学 
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３ 特色ある教育をめざした大学 

この理念のもとに、以下を大学の目的として掲げている。 

１ 次代を担う青年の多様な個性の開発を促し、視野の広い、人間性豊かな、創造力

と実践力を兼ね備えた、地域及び社会に有為な人材を育成する 

２ 学術の中心として広く知識、技術を授け、未来を志向し、高度な専門の学芸を深

く教授研究する 

３ 学術と産業及び医療との有機的連携を進めるとともに、富山県民の本学に対す

る地域振興の原動力としての期待や生涯学習に対する多様な要請に応え、科学技

術の新たな拠点として、学術文化の向上と産業及び医療の振興発展に寄与する 

 

   本学は建学以来、工学系の単科大学として創造力と実践力を兼ね備えた人材の育成

や高度な研究開発、さらに産業界との連携により地域貢献を果たしながら、最適な教

育・研究環境を整えてきた。 

平成 27年の法人化を契機に、地域産業を支える人材の育成と若者の定着に一層貢献

していくため、平成 29年４月、工学部では全国初の「医薬品工学科」の新設など、法

人化後２年間で工学部のすべての学科を拡充・強化し、入学定員を 100名増員した（平

成 29年度工学部入学定員 330名）。また、平成 30年４月、知能デザイン工学科を「知

能ロボット工学科」に名称変更してロボット分野の教育研究を一層充実するとともに、

平成 31年４月には、新たに設置を計画している看護学部と、拡充・強化した工学部が

連携・協働した特色ある教育研究にも積極的に取組んでいくこととしており、魅力ある

大学となるよう努めている。 

 

（２）看護学部の教育研究上の理念 

前述のとおり、本学部には、高度化する医療や超高齢社会に伴う看護の役割拡大に対応

できる、より質の高い実践力を持つ看護職の育成が求められている。 

日本の医療は、少子超高齢社会の到来とともに、病院中心の「治す医療」から、住み慣

れた地域や在宅で「支える医療」へとシフトしている。疾患や障害を持ちながらもその人

らしく自立・自律して地域で生活できるための支援者として看護職には大きな期待が寄

せられ、「支える医療」においては、人々の生き方や価値観を尊重し一人ひとりの特性や

環境に応じた多様な支援が求められる。疾患や障害そのものだけにとらわれず、食事・睡

眠・排泄などの日々の療養生活を安全に、快適に過ごすための看護ケアをあらゆる角度か

ら考え、多様な職種とも協働しながら提供していく必要がある。 

また、大学生を含む若者のコミュニケーション力の低さが話題に上がる今日、専門職の

基盤ともいえるコミュニケーション能力を高めることは、重点的な課題である。さらには、

飛躍的に発展している医療・介護ロボットや ICT などを鑑み、生活の質を高める観点か

ら、これらを活用していくことも必要かつ重要であると考えられる。 

このような社会情勢の動向と看護職に求められるニーズの多様性に対応できる質の高

い実践力を育成するためには、看護学の基本となる専門的知識・技術の教育に留まらず、

物事を多様な観点から考察する能力（クリティカル・シンキング）や創造性を涵養するこ

と、根拠に基づいた課題対応能力や実践力、さらに実践を評価し看護学を探究する研究能

力を培うことが必要である。 
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これらのことより、（１）の目的と看護学を教育研究する学部・学科の専門性を踏まえ、

新たに設置を計画している本学部の教育理念、ディプロマポリシーを次のとおりとする。 

 

（教育理念） 

富山県立大学看護学部では、幅広い教養と人々への共感的態度を備えた人間性豊か

な人材、そして創造力、実践力及び探究心を兼ね備え、多職種と協働しながら地域や社

会に貢献できる人材を育成する。 

 

 （ディプロマポリシー） 

１ 人間・社会・文化・自然について広い視野と深い洞察力を有し、専門職としての

社会的責任を理解している 

２ 社会人として必要な基礎能力（コミュニケーション能力、情報活用力、言語能力、

キャリア形成力）を有している 

３ 人に対する深い理解と倫理観を持ち、多様な価値観を尊重した対人関係を築く能

力を有している 

４ 看護学の基本となる知識を有し、物事を多様な観点から考察する力（クリティカ

ル・シンキング）や創造的思考力により、課題対応能力を有している 

５ あらゆる健康段階にある人々に、多職種と連携・協働し、地域特性に応じた看護

を実践する能力を有している 

６ 生涯にわたって自己研鑽し、国際的視野を持ちながら専門性を発展させていく基

本姿勢や研究活動の基盤となる能力を備えている 

 

４ 設置計画 

（１）本学部の概要 

   富山県立総合衛生学院看護学科を廃止し、新たに本学に入学者 120 名定員の看護

学部看護学科（４年制）を設置する。同院保健学科、助産学科の廃止後は、新たに大

学専攻科を開設し、保健師及び助産師の育成を継続することを検討している。 

  

（２）富山県立総合衛生学院の廃止及び本学部の設置について 

    本学部の設置前年度（平成 30年度）の入学生を最後に、富山県立総合衛生学院看

護学科の募集を停止し、平成 31年度より本学部の入学生を受け入れる。 

   

 

Ⅱ 学部・学科等の特色 

本学部の教育理念は、前述のとおり「幅広い教養と人々への共感的態度を備えた人間性

豊かな人材、そして創造力、実践力及び探究心を兼ね備え、多職種と協働しながら地域や

社会に貢献できる人材を育成する」である。この教育理念と、中央教育審議会答申「我が

国の高等教育の将来像」（平成 17年１月）の提言する「高等教育の多様な機能と個性・特

色の明確化」における「大学の機能分化」を踏まえ、本学部では「高度専門職業人養成」

と「社会貢献機能(地域貢献)」を重点的に担い、次の４つを特色とする。 
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（１）少人数によるきめ細やかな教育 

本学工学部では、学士課程の４年間を通じた少人数ゼミを継続して実施してきている。 

本学部においても、少人数によるグループ学修や演習を多く取り入れ、一人ひとりの学生に

きめ細やかな教育を行うことによって、基礎学力の向上や人間力・実践力・創造力を培うこ

とを目指す。 

 例えば、少人数教育の代表的な科目である‘トピックゼミⅠ～Ⅳ’は、1 年次前期・後期

と 2 年次前期・後期に開講するものであり、1 人の看護学専任教員が少人数（２人~３人/学

年）の学生を受け持って、2 年間に亘って指導する。この際、学生数によるグループダイナ

ミックスを考慮したり、教員の能力や個性等を考慮して、例えば教授と助教が担当するグル

ープを合同とする等の工夫を行う。この教育体制によって、教員は各学生の個性を把握しな

がら、学生の自ら考え創造し表現する能力や、多様な観点から考察する能力を高めること、

及び、学修上の不足点に対する助言や精神的サポートを行うというメンターの役割を担う

という特色がある。また、1 年次前期に開講する‘初期体験実習’は‘トピックゼミⅠ’に

連動しており、同じ指導教員の元で、早期に看護活動を見学したり体験したりするものであ

る。このように同じ教員による少人数教育の継続を、学内・学外で展開するという、きめ細

やかな指導によって基礎学力や人間力・実践力・創造力を培う。 

また、看護実践力の土台となる基礎看護技術（‘基本看護技術・生活援助看護技術・フィ

ジカルアセスメント・診療援助看護技術’）の授業における実技演習では、120 名（定員）

の学生を 60 名ずつの２チームに分け、1 チーム 60 名の学生が３名で１グループとなり 20

グループを形成する。この 20 グループに対し、基礎看護学の専任教員 11～12 名が教育を

担当することから、１教員は３～６名の学生の指導を担う。これにより、個々の学生の理解

度や身体の使い方、学修姿勢等を把握することが可能となり、個別性を重視した少人数によ

る学修の支援を行っていく。 

 

（２）主体的・継続的な学習を支援 

 学生が主体的・継続的な学習を行えるように、基礎から専門、統合と各看護学領域におけ

る連続性を重視したカリキュラム内容とした。また、主体的な自己学習を促すために、図書

館やキャンパス内にアクティブラーニングスペースを確保した。加えて、学生同士や教員と

の交流スペースも確保した。これらの場所には無線 LANを配置し、ここ数年で著しく増加し

た看護用電子書籍や、各教員が開発してきた e-Learning教材を自由に使えるように ICT環

境を整える。 

看護学の講義や演習には、学生が主体的に考え、学生同士や教員と相互に意見を交わしな

がら学びを深めていけるように、グループ学修を多く取り入れた。適宜、グループ学修に伴

う課題レポートの作成や発表、討論等を組み込んで主体的・能動的な学修を促進させる。老

年看護方法論では、事前学修としてパソコンやタブレット等で授業の動画を見る課題を提

供し、基本的な学修内容を理解した上で講義に臨むという反転授業を実施する。講義では、

グループで個々の課題を解決したり、学びを共有したりする。このような反転授業について

は、ＦＤ研修を実施しながら順次、他領域の科目にも導入していく。この際、アクティブラ

ーニングに関するＦＤ研修も組み込んでいく予定である。 

さらに、看護技術に関しては、フィジカルアセスメントドール等の最新版シミュレーショ

ン機器や、看護技術のトレーニング用機器等を看護学実習室に取り揃え、授業に支障のない
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範囲で各看護学実習室を開放する。 

これらによって、学生の「自ら学ぶ」を積極的にアシストし、看護学への関心や創造力、

看護実践力、及び自己洞察能力を培う。 

 

（３）高い看護実践力を培うための教育 

わが国全体の医療・看護を取り巻く環境と同様に、富山県においても少子高齢化の進展、

医療技術の高度化・専門化、地域包括ケアシステムの体制整備に伴う医療提供の場の多様化

など、看護を取り巻く環境は大きく変化してきている。県内の看護職には、より質の高い医

療や保健福祉サービスの担い手として、県民から大きな期待が寄せられている。こうした多

様なニーズに対応し、高度化する医療や超高齢社会に伴う看護の役割拡大に対応できる教

育を目指して、本学部では看護師の育成に焦点化した学士課程教育を実施する。 

学士教育が担う看護学の教育・研究の特色は、大学での基礎教育が看護生涯教育の出発点

となるということである。ゆえに、大学院等の進学に連動する看護学の基礎能力を培うこと、

及び看護専門職として主体的・継続的に学びながら成長していく能力と、高い看護実践力を

持つ人材を育成する。主体的・継続的な学習支援については前述のとおりである。 

 

①看護学へのユマニチュードの導入 

高い看護実践力については、各看護技術に伴う原理・原則や科学的根拠を学修した上で技

術トレーニングを行うこと、及び実習においては、ケアの対象となる人とのコミュニケーシ

ョンを十分にとり、その人の意向を尊重したケアが提供できることに力点をおく。看護学は

学際的な学問であり、看護関連領域から理論や技術を取り込んで発展してきた。本学部でも、

変動する社会において、人々の健康や生活を支える共通目標を持った関連領域の視点や技

術を看護学に取り込み、より質の高い看護実践力を育成する。その一つが、コミュニケーシ

ョン力の育成であり、コミュニケーション技法を含む日常生活援助技法であるユマニチュ

ードに着目した。ユマニチュードのケア技法は、フランス人で体育学を専門とする Yves 

Gineste (イヴ・ジネスト)氏と Rosette Marescotti (ロゼット・マレスコッティ)氏によっ

て約 36年前に創り上げられた、知覚・感情・言語による包括的なコミュニケーションメソ

ッドである。「人間らしくあること（Humanitude）」という哲学をベースに体系づけられてお

り、現在フランス国内では 400を超える医療機関・介護施設がこの技法を導入している。ま

た、ベルギー、スイス、ポルトガル、ドイツ、カナダに国際支部がある。日本支部は 2014

年に誕生し、ユマニチュードを導入した東京医療センターの本田美和子医師を中心として、

研修会・実践・研究が継続的に行われてきている。高齢者のみならず、小児や障がい者への

優しいケアを目指すユマニチュードは、国内に導入後、医療や福祉の領域に広がってきてい

る。この現象は、ユマニチュード技法を実践することによって、表情が柔和になったり、身

体機能が回復するなど対象者の反応が顕著に変わることを、実践者や家族が実感している

からである。その技法のエビデンスの解明も工学分野において進められており、静岡大学や

京都大学を初めとする複数の大学で着手されてきている。 

国内外の大学におけるユマニチュードに関する教育の導入状況は、旭川医科大学医学部

医学科が 2015年度から１年次生を対象とした‘心理・コミュニケーション実習’の必修科

目（２単位）の中に、ユマニチュードの講義と実習を 15回導入している。また、2016年度

から導入した岡山大学医学部医学科では、２年次生の専門科目（必修：１単位）である‘プ
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ロフェショナルリズムⅡ’の中に、‘ユマニチュード理論’を８回導入している。国外の例

では、ポルトガルのコインブラ大学（ESEnfC：a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra）

看護学部（Nursing school of Coimbra）の例がある。この大学は、BSN(Bachelor of Science 

in Nursing)の学位を授与している。2012 年以降、１年次には‘the philosophy of 

Humanitude and MGM®（the Gineste-Marescotti® care methodology）’の科目名で、２年次

には‘Caring with Humanitude’の科目名で、ユマニチュードを履修(選択科目)するカリキ

ュラムとなっている。 

このような中、本学部ではコミュニケーション能力を高めることを主眼として、ユマニチ

ュードを看護学教育の中に取り込むことにした。この際、ユマニチュードそのものを科目立

てするのではなく、ユマニチュードの概念を看護ケアに導入し、高い看護実践力の育成を目

指すことから、科目名を‘看護ケアとユマニチュード’とした。授業科目のねらいは、「人

間科学に基づいたヒューマンケアである看護にユマニチュードの技法を取り込み、４年間

を通して高い看護ケア能力を育成する」である。 

ユマニチュードが看護ケアを補完する重要な概念として必要だと考える理由は、主に次

の２点である。①ユマニチュードは看護技術教育において焦点化してこなかった包括的ケ

ア、すなわち視覚・聴覚・触覚を複数同時に刺激することによる脳神経の活性化を意識しな

がらのケアに最重点を置いている。さらに脳の活性化によるケア対象者の反応を掴み、その

人を大切に思っているというメッセージを伝える技を重要視している。②看護技術教育に

おいては、安全・安静を重視する傾向があるが、ユマニチュードでは立つこと・動くこと（自

由であること）を重視している。そして、立って歩くことによる身体的利点のみでなく、社

会における自己の認識や人間としての尊厳の回復に関して、脳機能との関連に着目してい

る。また、安静による有害事象の発生や、身体拘束による不自由さと心的外傷の関係等にも

着目している。 

本学部では、このようなユマニチュードの概念を看護学教育に取り込み、学内での講義・

演習を実習に連動させて、学生の看護実践力の定着を図りたいと考えている。そのため‘看

護ケアとユマニチュード’を１年次生～４年次生を対象に、演習科目（各１単位、夏季集中

講義）として位置付け、各学年の後期に組み込んだ実習に活かす。なお、ユマニチュードの

哲学については、ユマニチュードの創始者であるイヴ・ジネスト氏（Yves Gineste）とユマ

ニチュードを日本に導入した本田美和子医師から直接学ぶ。また、本学部開設予定前年度

(平成 30 年度)から内定教員を対象としたユマニチュード研修会を計画しており、開設後に

もＦＤ等で教員研修を継続しながら、看護学専任教員の全員がこの演習に関わる。 

【資料 14 看護ケアとユマニチュード】 

 

②工学の専門家や医師らとのオムニバスによる科目設定 

 次に、高い看護実践力を培うための教育としてカリキュラムに組み込んだもう一つの特

色は、専門基礎科目に「安全と快適を支援する看護学・工学連携」の区分を設けたことであ

る。この区分に配置した３科目は、知能ロボット工学科や医薬品工学科など６学科をもつ本

学工学部の教育研究内容と、看護を含む医療の内容とを結び付けるためのものである。広く

公共の安全、健康、福祉を向上させるための技術やシステム、効率性・機能性といった工学

的視点について探求し、対象者の特性に応じた安全・快適さを提供する人に優しい看護を学

修する。工学部の教員と本学部の教員とのオムニバス授業である‘看護ケアと工学’‘生活
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支援と情報’では、生活の質を高める観点から飛躍的に発展している医療・介護ロボットや、

人々の健康を維持・増進させるための ICT活用等について学修する。これらによって、看護

の対象である人々の特性に応じた安全・快適さを提供する看護や、原理・原則及びエビデン

スに基づいた看護の知識を身に付ける。 

また、‘先端医療論’では、がん医療や救命救急医療における先端医療の実際と、それら

に関わる医療チームの実際から、先端医療における看護の役割について探求する能力を高

めることを目指す。この科目は工学を専門とする教員と医師、看護師、看護学専任教員によ

るオムニバス授業であり、ロボット手術や最新画像診断装置等の先端医療機器の基礎的原

理から、特定集中治療室（スーパーICU)における医療の実際までを学修する。これら看護学

と工学連携３科目は２年次の必修科目であり、３年次からスタートする領域別の実習にお

いて学修した知識を活用し、根拠を踏まえた看護実践に繋げていくことができるようにし

た。 

このほか、少人数ゼミとして開設するトピックゼミや看護学研究において、工学的アプロ

ーチが有効な研究課題については、医療福祉ロボット等の開発に取組む知能ロボット工学

科や、工学部としては全国初となる医薬品工学科等の医療福祉に関連する研究を行う工学

部の教員と連携し、学生との共同研究を実施したり、工学の教員の指導を仰いだりしていく

ことを計画している。 

さらに、工学部の教員と共同で、先述のユマニチュード技法の効果を解明し、看護学を中

心とした学際的視点からの EBM 創出を、看護学と工学の連携によって進めていく計画であ

る。 

 

③様々な施設のバックアップを得た県内全域における実習 

看護学の実習は、複数の病院・保健福祉施設・訪問看護ステーションなど、県内全域の様々

な施設等を実習の場として、看護の対象者や関係職種の人々との直接的な関わりを通して、

必要な知識・技術・態度を身に付ける。この際、富山型デイサービスを全国に広めた惣万佳

代子看護師による講義を領域別看護学実習の前に組込み、子ども・高齢者・障がいのある人

達等「誰でも必要なときに必要なだけ利用」できる体制について学修する。なお、初期体験

実習において、一部の学生は富山型デイサービス施設（このゆびとーまれ）で体験実習を行

う。どのような実習の場においても、対象者のみならず家族の意向や家族が持つ力をアセス

メントし、地域包括ケアの視点を持って社会資源を活用する等、地域に根差した看護を展開

する。また、体験から学んだことを記録として整理し、学生間で発表し合ったり意見交換す

ることによって、自己を振り返り、自己洞察能力を高める機会とする。これらによって、質

の高い看護実践力を供えた人材を育成する。 

 

（４）看護学教育及び看護活動を通した地域貢献 

本学工学部では、平成 25年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業（大学 COC事業）」に

おいて「地域協働型大学」を構築し、地域コミュニティの中核的存在としての大学の機能強

化を図ってきた。これらの成果を参考に、本学部においても「地域連携センター（仮称）」

を富山キャンパス内に設置し、本学部全教員は同センターにも所属し、地域貢献活動をして

いく。 

開学を予定している平成 31年度には、１年次生を対象とした‘初期体験実習’を開講し、
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保健・医療・福祉の現場に出向くことで、看護の対象となる人々の健康生活について直接学

ぶことができる機会を設けている。この授業科目により、初年次から地域における健康課題

に関心を持てるようになることを目指すと共に、地域住民との関係性を築く一歩になると

考えている。さらに、‘初期体験実習’に続く‘トピックゼミⅡ～Ⅳ’では、健康課題にか

かわるテーマを掘り下げていく学修を計画している。これらで得られた経験知や形式知は、

学生のボランティア活動、サークル活動、大学祭におけるイベント等にも活かすことができ、

大学に地域の人を迎え入れたり、学生が地域に出向いたりして、地域課題の解決のためにお

互いが協力できることを探究する。 

また、これらは学生のみならず、実習指導やゼミを担当する看護学専任教員も同様であり、

地域住民や自治体とのネットワークを築くことにより、具体的な要望や提案などを聴きな

がら、地域課題を志向した教育研究・公開講座や出前授業の企画に取り組んでいく。その内

容としては、新生児から高齢者までの健康教育、災害発生時に備えた生活支援、高齢者を対

象とした生涯学習事業等が考えられ、学生と共に推進する。さらに、高大連携の推進、看護

専門職の看護実践能力・研究能力の向上支援、産官民学共同研究等も、順次計画していく。 

 

 

Ⅲ 学部・学科等の名称及び学位の名称 

 本学部は看護学における教育研究を行い、看護に関わる高度専門職業人を育成すること

を踏まえ、学部名は「看護学部」、学科名は「看護学科」とし、授与する学位に付記する 

名称は「学士（看護学）」とする。 

学位の英訳名は、Bachelor of Science in Nursing（BSN）とする。本学部のカリキュラ

ムは、４年間の看護学教育に特化した学問体系であり、看護学の基本となる専門知識・技術

だけでなく、多様な観点から考察する能力や創造性、科学的根拠に基づいた高い看護実践力

を培うことを重視している。また、国際的にも学位の名称から教育研究内容を連想できるこ

と、及び本学の工学部の学位名称が、Bacheler of Science in Engineering（BSE）である

ことも考慮した。 

 

学部名 看護学部（Faculty of Nursing） 

学科名 看護学科（Department of Nursing） 

学位名 学士（看護学）(Bachelor of Science in Nursing ; BSN) 

 

 

Ⅳ 教育課程の編成の考え方及び特色 

 幅広い教養と人々への共感的態度を備えた人間性豊かな人材、そして創造力、実践力及び

探究心を兼ね備え、多職種と協働しながら地域や社会に貢献できる人材を育成するために、

以下のカリキュラムポリシーを定め、看護学教育モデル・コア・カリキュラム(平成 29年 10

月)との整合性を図りながら、カリキュラムを構築した。 

【資料 15  カリキュラム・マップ】 

 

≪カリキュラムポリシー≫ 

１ 人間・社会・文化・自然についての広い視野や深い洞察力、現実を正しく理解
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する力を涵養する 

２ 社会人として必要な、コミュニケーション能力、情報活用力、言語能力（英語

力含む）、キャリア形成力などを養う 

３ 身体的・精神的側面からの人間理解、及び病態の成り立ちと障害に伴う人間の

反応を学ぶ 

４ 安全・安楽を探求する看護に、効率性・機能性などの工学的な視点を取り入れ、

看護を幅広く創造する能力を育む 

５ 人々の健康的な生活を支援するために、多様な観点から考察する能力（クリテ

ィカル・シンキング）や創造的思考力により主体的な課題対応能力を育む 

６ 看護専門職としてのアイデンティティを育成し、社会における役割と責任を学

ぶ 

７ あらゆる健康段階に応じた人々の多様な価値観を尊重し、適切な看護ケアを提

供するための知識と技術を培う 

８ 保健・医療・福祉などのあらゆる場において、地域での生活を見据え、看護を

実践する能力を身に付ける 

９ 看護文献を批判的に読む能力、看護実践の中から研究課題を見出し探究する能

力を培う 

10 国内外の医療・看護体制や健康課題、及び国際的な看護活動を学び専門性を発

展させていく姿勢を培う 

 

１ 科目区分と履修順序性 

 科目区分は《教養科目》、《専門基礎科目》、《専門科目》の３つに設定し、《教養科目》

は『人間の理解』『自然・情報』『外国語』の 3 区分、《専門基礎科目》は『身体的・精神

的側面の人間理解』『疾病と回復過程』『健康支援と社会保障制度』『安全と快適を支援す

る看護学・工学連携』の４区分、《専門科目》は『キャリア形成』『専門分野Ⅰ』『専門分

野Ⅱ』『統合分野』の４区分で編成した。 

なお、履修順序（配当年次）については、本学部では十分な専門的知識や技術はもとよ

り、広い視野と豊かな人間性を兼ね備えた看護職の育成を目指すことから、《専門科目》

に先駆けて主に１年次前期～２年次後期に《教養科目》を配置した。一部の教養科目では、

工学部の学生と共に学ぶ授業科目もあり、専門が異なる者の考え方や学修の仕方等を情報

交換する機会ともなる。知的好奇心を互いに刺激し合うことで主体的な学修態度を身に付

けることを重視した。 

また、看護の《専門科目》の学修の土台となる《専門基礎科目》については、『身体的・

精神的側面の人間理解』を主に１年次に配置し、看護の対象となる人間について先行して

学べるようにした。その上で、『疾病と回復過程』を集中して学ぶことにより、看護専門

科目の概論や方法論の学修に関連付けられるようにした。さらに、『専門分野Ⅱ』の実習

科目の前には、各実習施設の制度や現状を捉えることができるよう『健康支援と社会保障

制度』と『安全と快適を支援する看護学・工学連携』を２年次に配置した。《専門科目》

については、個々の学生と向き合う初年次教育を行うために、全看護学専任教員で担当す

る‘トピックゼミⅠ～Ⅳ・初期体験実習’及び‘看護ケアとユマニチュードⅠ～Ⅳ’を１

年次前期より配置した。 

 

２ 科目概要 
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（１）《教養科目》 

教養科目では、４年制大学教育（学士課程）に求められている、看護を取り巻く幅広

い知識体系を学び、社会や環境との関係において自己を理解するための素養や、創造的

思考力を育成する。特に人間の本質と生命の尊厳を学修し豊かな人間性を養うとともに、

人間を取り巻く社会や自然に対する洞察力・理解力を養うことをねらいとし、『人間の

理解』『自然・情報』『外国語』の３区分で編成した。修得単位は、教養科目全体で 25単

位以上（必修７単位、選択 18 単位以上）の修得とし、区分ごとに必要な修得単位を定

め、すべての区分で科目履修を行うこととしている。 

『人間の理解』においては、「社会・環境」、「言語・文化」、「精神・身体」の３側面

から人間の理解を深める。「社会・環境（選択２単位以上）」は９科目で構成し、全て選

択科目にすることにより、個々の学生が興味をもった科目を学べるようにした。科目構

成としては、養護教諭二種免許状の取得可能性を踏まえ、‘法学Ⅰ’と‘法学Ⅱ’に加

え‘日本国憲法’を置いた。また、身近な視点から環境に対する関心を高めるよう、‘環

境論’に加え‘富山と日本海’ を配置した。 

「言語・文化（必修１単位、選択２単位以上）」は 10科目で構成し、必修科目として 

‘コミュニケーション演習’を配置した。本科目では、〔きく・伝える・理解する・協

同する〕といった対人コミュニケーションについて体験的に学修することにより、論理

的かつ明確に日本語表現する基本を学び、看護の対象者や関係職種の人々との直接的な

かかわりを通して、信頼関係を築くためのヒューマンスキルや態度を涵養することを目

指す。また、国際感覚を身に付けることを目標とした‘海外留学科目（中国・米国）’

は、個々の学生が４年間で自由に選択できるよう、１年次～４年次の夏季休業期間に配

置した。 

「精神・身体（必修３単位、選択２単位以上）」は９科目で構成し、看護に必要とな

る生活習慣病予防や介護予防に有効な方法を学ぶ‘体力科学’と‘体力科学（演習）’

の２科目は必修科目として配置した。この科目は、養護教諭二種免許状の取得に必要な

科目となる。 

『自然・情報（必修３単位、選択２単位以上）』は６科目で構成し、‘数学・物理学・

化学・生物学’の４科目については、専門基礎科目を理解するために必要な科目のため

選択科目として１年次に配置した。また、本学部は工学部と同様、個々の学生がノート

パソコンを持参して各授業に活用していく計画（ノートパソコン所持制度）である。そ

のため各学問に共通する基礎的能力である情報処理力のレベルアップを図ることを目

指し、‘情報科学’と‘情報科学演習’を１年次の必修科目として配置した。 

『外国語（選択４単位以上）』は９科目で構成し、グローバルな社会において多様な

文化で生活している人々に関心を寄せることができるよう、世界的にも話者数の多い英

語と中国語を学ぶ科目を配置した。英語力は学生間格差が大きいことから、英語嫌いな

学生が楽しく英語にふれることができる‘英語１’から、英語でのプレゼンテーション

と質疑応答ができるようになることを目指す‘英語６’の各段階の６科目を選択科目と

して配置した（各科目の体系は＜英語関連科目の体系＞のとおり）。なお、受講に際し

ては、個々の学生の能力に合った科目で学ぶことも可能であるが、1年次において、コ

ア科目として位置付ける「英語１〜４」をすべて受講することを学生に推奨する。

言語学習においては、4 技能（話す、聴く、読む、書く）をバランスよく習得する

ことが望ましく、コア科目の受講により、基本的な「英語力」を身につけることが

できる。こうした方針については、履修登録前である入学時のオリエンテーション
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や初回授業時に詳しく説明をすることにより、周知徹底を図る予定である。また、

中国語に興味を持つ学生のために、‘中国語Ⅰ’を配置し、正確で流暢な中国語でコミ

ュニケーションを図る能力を高めることを目指す。加えて、‘海外語学研修科目（米国・

ポートランド州立大学への留学）’及び‘中国語Ⅱ（中国・瀋陽化工大学への留学）’を

配置し、個々の学生が４年間で自由に選択できるよう、１年次～４年次の夏季休業期間

に配置した。 

 

＜英語関連科目の体系＞ 

 

 

（２）《専門基礎科目》 

専門基礎科目では、創造力や探究心及び看護実践力を兼ね備えた人材の育成を目指す

専門職教育を行うため、看護専門科目の土台となる知識を体系的に学ぶ『身体的・精神

的側面の人間理解』『疾病と回復過程』『健康支援と社会保障制度』『安全と快適を支援

する看護学・工学連携』の４区分で編成した。専門科目を学修する上での基礎となる内

容であることから、すべて必修科目とした。 

『身体的・精神的側面の人間理解』は５科目で構成し、身体面は‘形態機能学Ⅰ(解

剖学) ’‘形態機能学Ⅱ(生理学)’‘形態機能学Ⅲ(生化学)’の３科目、精神面は‘生涯

発達心理学’を１年次に配置した。また、形態機能や疾病に関する授業を終えた２年次

の後期には‘生体と放射線学’を配置し、現代の医療において不可欠となっている放射

線に関し、看護職として自分を含む人々の安全を守るための基本的知識を学ぶ。 

『疾病と回復過程』は 10 科目で構成し、病態の成り立ち、基本的な病因と病態、病

（やまい）や治療に伴う人間の反応等を学ぶ科目を配置した。‘病理学’と‘感染と防

御’は、‘形態機能学Ⅰ(解剖学)・Ⅱ(生理学)’の学修を終えた１年次後期に配置した。

また‘臨床医学’に関する６科目（成人外科系・成人内科系・老年・小児・母性・精神）
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は診断・治療、人間の反応に関するより深い理解を目指し、‘病理学’と‘感染と防御’

の学修を終えた２年次前期に配置した。また、‘栄養学’については、人間の発達段階

及び治療過程に必要となる栄養学の知識が深まることを目指し、小児から老年の臨床医

学を理解した上で学べるよう２年次後期に配置した。 

『健康支援と社会保障制度』は３科目で構成し、全国を上回るスピードで高齢化が進

んでいる本県において、地域的な課題やニーズ、要請等を把握し対応できる能力を高め

ることを目指す。地域社会で生活する人々の健康を支える社会的仕組み、保健統計指標

の動向や意義を疫学的視点から理解することにより、保健・医療・福祉などのあらゆる

場において、地域での生活を見据え、看護を実践する能力を高めていく。３年次以降に

開講する専門分野Ⅱの実習での学修に活かせるよう、本科目は２年次に配置した。 

『安全と快適を支援する看護学・工学連携』は３科目で構成し、工学部教員の専門性

と連携を図りつつ、工学的視点からも看護ケアや看護情報、先端医療の実際を理解して

いく科目を配置した。 

‘看護ケアと工学’では、主に人（看護者や看護を受ける対象者）・物（看護・医療

用具、計測機器、ロボット）を工学的視点から客観的に分析する意義や方法を学ぶこと

により、看護における安全性・快適性・合理性を追求した看護を思考することができる

看護職を育成することを目指す。 

‘生活支援と情報’では、今日の保健医療分野における ICTの進歩に伴い、最新のシ

ステムに加え ICT の課題について理解する。それにより、看護専門職として人々の生活

や健康を支援するために、安全かつ効率よく活用していこうとする思考を育成すること

を目指す。 

‘先端医療論’では、先進医療を含む先端医療が行われる機会が増えていることから、

医療チームの一員である看護職として、その概要を理解し看護の役割を思考することを

目指す。先端医療機器については工学教員が教授し、先端医療の実際については、先端

医療棟で最先端のがんを含めた高度急性期医療を提供している県内総合病院の医師と

看護師が最前線の医療・看護について教授する。これらの学びにより、看護を探究する

姿勢と、多職種と協働していくことの重要性に関する認識も高める。 

 

（３）《専門科目》 

専門科目では、看護実践力に加え多様化する看護ニーズに対応できる応用能力・根拠に

基づく課題対応能力、看護専門職としてのアイデンティティを育成することをねらいと

し、『キャリア形成』『専門分野Ⅰ』『専門分野Ⅱ』『統合分野』の４区分で編成した。 

『キャリア形成』は実習を含む５科目で構成し、少人数のグループ学修によるきめ細や

かな教育を行う。演習科目である‘トピックゼミⅠ～Ⅳ’の４科目と‘初期体験実習’は、

原則、継続して同じ学生でグループ編成し、同じ教員が担当する。そのことにより、教員

は学生のメンターの役割も担い、一人ひとりの学生に行き届いた初年次教育を必修科目

として進めていく。 

1年次前期の‘トピックゼミⅠ’では、教員が提示する看護及び看護関連領域のテーマ

についてグループ学修を行い、学修したテーマの中から学びを深めたいと考えるテーマ

を抽出し、‘初期体験実習’での見学・体験を通して学びを深めていく。また１年次後期

の‘トピックゼミⅡ’では、‘初期体験実習’での学びについてグループ内で討議し知識

を深める。このように‘トピックゼミⅠ’から‘初期体験実習’へ、さらに‘トピックゼ
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ミⅡ’へと、この３科目は連動した内容を同じメンバーで学修していくことで、テーマを

掘り下げて思考する能力、チームワークを形成する能力を高めることを目指す。 

２年次前期の‘トピックゼミⅢ’では、１年次の‘トピックゼミⅠ・Ⅱ’‘初期体験実

習’での学修経験を土台とし、学生自らが地域の健康に関するテーマを選択し、文献等を

用いて地域に潜在・顕在する健康課題とその対策について討議する。２年次後期の‘トピ

ックゼミⅣ’では、‘トピックゼミⅢ’で討議した内容を踏まえ、実際に地域で暮らす人々

や専門職との交流、現地調査を通して学びを深めていく。 

以上の５科目を通して、問題発見・議論・見学・体験・現地調査・レポート作成・プレ

ゼンテーション等を経験することにより、看護研究を進めていくための素地を形成する

と共に、キャリア形成の基盤となる自ら考え創造し表現する能力、及び多様な観点から考

察する能力を高めることを目指す。 

『専門分野Ⅰ』はすべて必修科目とし、『専門分野Ⅱ』『統合分野』の基盤となる内容を

学修する＜基礎看護学＞を置き、９科目で構成した。 

‘看護学概論’を１年次前期に配置し、看護の社会的役割や看護者の責務、及び科学的

な裏づけや根拠を基盤とした看護活動の重要性等について学び、看護学への関心を高め

ることを目指す。また、看護学の重要概念となる〔人間・健康・環境・看護〕や〔看護理

論〕の理解を深めるグループワークを組み込むことで、初年次から主体的に学修する姿勢

や他者に自分の考えを伝える力を高めていく。 

基礎看護技術は５科目で構成し、１年次前期には‘基本看護技術’を配置し、看護実践

場面に共通する技術を学修する。‘形態機能学Ⅰ(解剖学)・Ⅱ(生理学)’の学修を終えて

いる 1 年次後期から‘生活援助看護技術’‘ フィジカルアセスメント’を配置し、解剖

学・生理学を踏まえた看護援助方法・診察方法を学修する。11 月後半から‘基礎看護学

実習Ⅰ’を配置し、‘看護学概論・基本看護技術・ 生活援助看護技術・ フィジカルアセ

スメント’での学修を活用し、入院患者の療養生活や看護活動の実際に関する理解を理論

と結び付けることで掘り下げ、看護の役割について自分の考えが持てるようになること

を目指す。 

２年次前期には、１年次の学修を土台にして学修する‘看護過程論’‘診療援助看護技

術’を配置した。その後２年次後期に配置した‘基礎看護学実習Ⅱ’により、健康課題を

持つ人の個別性に合わせ、安全・安楽かつ自立に向けた日常生活援助を実施する能力を高

めていく。施設内感染予防に係る基本的学修は、基礎看護学の科目‘基本看護技術’‘診

療援助看護技術’において行う。 

基礎看護技術の授業では、講義で理論を学修した後に、大学ホームページを活用しての

オリジナルまたは市販の電子教材を用いた自己学習を課す。その後、実技演習を行う。そ

のため、看護学実習室の開放、シミュレータの活用、教員による個別指導を積極的に行い、

技術を修得するための自分なりの学修方法を身に付けることも目指す。また、『専門分野

Ⅱ』の実習に活かせるよう、３年次前期には‘看護倫理学’を配置し、看護現場で生じて

いる倫理的課題に気づく基礎能力と倫理的感受性を高めることを目指す。 

『専門分野Ⅱ』はすべて必修科目とし、＜成人看護学＞＜老年看護学＞＜小児看護学＞

＜母性看護学＞＜精神看護学＞＜在宅看護学＞＜地域看護学＞の７区分で編成し、34 科

目で構成した。人々のライフサイクルや心身の健康に関連して生じる疾病、障害に対応で

きるよう、また保健・医療・福祉などの多様な場において、地域での生活を見据え、看護
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を実践する能力を修得することを目指す。 

科目配置については＜地域看護学＞を除き、各区分共通して２年次前期に‘看護学概論’

を置き、各ライフサイクルにある人々の特性を身体的・精神心理的・社会的側面から理解

し、その人らしい生活を送ることを支援するための看護について学修する。各‘看護学概

論’での学修を踏まえ、２年次後期に‘看護方法論’を配置し、ライフサイクルや障害特

性を踏まえたアセスメント方法を学修する。‘成人看護方法論Ⅲ（緩和）’については、急

性・回復、慢性期の学修が土台となることから３年次前期に配置した。これらの学修を土

台に、３年次前期に‘演習’を配置し、ライフサイクルや障害特性を踏まえた看護技術や

援助方法について学修する。 

『専門分野Ⅱ』の学修においても、グループ学修、ロールプレイ、シミュレータの活用、

反転授業等により授業を展開し、多様な観点から考察する能力（クリティカル・シンキン

グ）や創造的思考力を育み、学生の主体的な課題対応能力を高めることを目指す。 

３年次前期には‘演習’科目と並行して‘老年看護学実習Ⅰ’‘小児看護学実習Ⅰ’を

配置した。老人保健施設で生活する高齢者とその家族や、健康な子どもとの関わりを通し

て、生活の実態や考え方の特徴、事故等のリスクを捉えることで、看護の役割や機能を考

察する機会とする。 

‘実習’科目は３年次後期に配置し、２年次前期からの各区分の学修を土台に、健康及

び生活障がいを有する人々やその家族をアセスメントし、ケアプランに基づいた看護を

実践する。さらに看護実践を評価することにより、あらゆる健康段階に応じた人々の多様

な価値観を尊重し、適切な看護ケアを提供する能力を高めていく。‘精神看護学実習’と

‘在宅看護学実習’は、看護の対象となる人々の特性を鑑み、‘成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ’

の学修を終えてから履修できるよう、３年次後期 11月後半から４年次前期５月末までに

開講するよう配置した。 

＜地域看護学＞については、施設・病院から自ら選択する地域で生活を送ることが重視

されている今日、入所・入院中からその支援は必要であり、地域で〔住まい・医療・介護・

予防・生活支援〕を包括的に支援するための看護を学修することを重視した。そのため、

地域看護学を学修する科目を『専門分野Ⅱ』に配置し、地域で生活するすべての年代、様々

な健康レベルにある人々を支援する方法やシステムを学修する４科目で構成した。開講

時期は〔成人・老年・小児・母性・精神・在宅〕の学修に追随して学べるよう、半期ずら

して配置した。‘地域看護学実習’については総合実習に位置づけ、すべての実習科目の

履修を終えた４年次前期５月中旬以降に開講する。看護職が活動する地域において看護

を実践し、看護師としてのメンバーシップ及びリーダーシップを理解することで看護の

統合を図る。 

『統合分野』は 15科目で構成し、看護の専門性を深める４科目、より高度な知識を修

得する５科目、看護を探究する能力を培う２科目、看護学にユマニチュードの技法を取り

込み段階的に学ぶ４科目を設定した。 

看護の専門性を深める科目として ‘看護教育学’‘看護管理学’‘多職種連携論’‘国際

看護活動論’の４科目を必修科目として４年次に配置した。‘看護教育学’‘看護管理学’

では、実習をはじめとする３年次までの学修経験を踏まえ、改めて看護専門職の条件やキ

ャリア形成に結び付く教育のあり方を考察する機会としたり、看護サービスを支える政

策や法律、質の高い看護を提供するための看護管理の重要性を学び、卒業後の自身のマネ



-17- 

 

ジメントに活かせるようにしていく。また、‘多職種連携論’‘国際看護活動論’では、看

護専門職として多職種と連携・協働することの本質を問い直し、自らの責任を探究・洞察

することを目指すとともに、グローバルな視点で人々の健康を捉えることで、国際社会に

おける看護の専門性や責任を探究していく。 

さらに、より高度な知識を修得する科目として、自然災害により人々の生活や健康が脅

かされている現状や、今日の疾病構造の変化に伴い看護の専門性を発揮することが期待

される分野を鑑み、‘災害看護学’‘救命救急看護学’‘感染看護学’‘認知症看護論’‘糖

尿病看護論’の５科目を４年次後期に配置した。これらは、３年次までの学修経験から、

個々の学生が興味を持ち、学びを深めたいと考える科目を学修できるよう選択科目とし

た。この科目での学びは、地域・社会への貢献に加え、卒業後の自身のキャリア形成に繋

げていくこともねらいとしている。 

看護を探究する能力を培う科目として、３年次前期に‘看護学研究Ⅰ’を、４年通年に

‘看護学研究Ⅱ’を必修科目として配置した。‘看護学研究Ⅰ’では、科学的方法を基盤

とした研究の原理と方法を学び、３年次後期に受講する実習科目での経験と重ね合わせ、

自己の研究テーマを抽出していく。‘看護学研究Ⅱ’では、講師以上の教員１名に２～４

人の少人数によるグループを編成し、個人またはグループで看護実践の中から研究課題

を見出し、それらを探究することで研究活動の基盤となる能力を培う。 

看護学にユマニチュードの技法を取り込み学ぶ‘看護ケアとユマニチュードⅠ～Ⅳ’

は 、各学年の夏季休業を終えた時期に集中講義（演習科目）を開講し段階的に学修でき

るよう配置した。ユマニチュードは、新生児から高齢者まで、幅広い対象に適応するコミ

ュニケーション技法であり、コミュニケーションスキルと看護実践力の向上を目指し、ユ

マニチュードの創始者であるイヴ・ジネスト氏（Yves Gineste）と、ユマニチュードを日

本に導入した本田美和子医師に加え、看護学専任教員の全員がこの演習に関わる。 

１年次には、‘看護ケアとユマニチュードⅠ’を配置し、看護の基本とも重なる〔ユマ

ニチュードの哲学〕を常に問い続けることの意義と、その哲学に基づく実践的な〔ケア技

術の基本〕を学修する。２年次には、‘看護ケアとユマニチュードⅡ’を配置し、〔動くこ

とは生きること〕という概念を理解し、安静による有害事象を考慮した〔動くことへの支

援技術〕を学修する。３年次には、‘看護ケアとユマニチュードⅢ’を配置し、包括的ケ

ア技術としての〔認知症の人へのケア〕を学修する。４年次には、‘看護ケアとユマニチ

ュードⅣ’を配置し、‘看護ケアとユマニチュードⅠ～Ⅲ’で学んだ内容を土台とし、ケ

アのアセスメント及びプランを立案する。さらに、看護ケアにユマニチュード技法を取り

込んで看護の質を向上させていくことの意義を考察することにより、〔看護ケアを探究〕

する。 

以上、看護学で学ぶコミュニケーション技法に加え、ユマニチュードの基本技術（見る、

聴く、触れる）を学修することにより、看護学生の学修課題の一つであるコミュニケーシ

ョン能力を高めることを目指す。実習においても、学修した内容を新生児から高齢者まで

幅広い対象者の看護に活用していくことで、技術力を向上させていく。特に認知症高齢者

ケアの質の向上は喫緊の課題であることからも、看護基礎教育の段階から、認知症高齢者

の意向を確認するコミュニケーションスキルを獲得し、在宅介護をする家族に指導して

いく能力や、身体拘束等のない尊厳あるケアを思考する態度を身に付けることも目指す。 
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３ 評価方法 

成績評価は、個々の教員の裁量だけに依存しないよう、教員間の共通理解のもと、各授業

科目の到達目標を明確化する予定である。各授業科目の成績評価は、S（90 点以上）、A（80

点以上 90 点未満）、B（70 点以上 80 点未満）、C（60 点以上 70 点未満）、不可（60 点未

満）の 5 つの評価分類とし、C 以上を合格とする。 

また、GPA（Grade Point Average）制度による客観的な評価システムを導入することに

よって、学生の海外留学や大学院進学、将来的には外国人留学生の本学部への受け入れをよ

り推進しやすくしたり、授業の見直しによる教授活動の改善へとつなげていく。 

成績評価基準は、次表のとおり定める。 

点数 評価 GP 

90 点以上 S 4 

80 点以上 90 点未満 A 3 

70 点以上 80 点未満 B 2 

60 点以上 70 点未満 C 1 

60 点未満 不可 0 

欠席 欠席 0 

資格喪失 資格喪失 0 

 

GPA については下記の計算式で算出し、単位数合計（＊）には「不可・欠席・資格喪失」

の科目も含める。ただし、成績を「合格」で評価する科目（トピックゼミⅠ～Ⅳ・看護ケア

とユマニチュードⅠ～Ⅳ）及び海外留学科目（中国）、海外研修科目（米国）、英語語学研修

科目、他大学で単位取得し本学が認定した科目については除外する。GPA の種類は学期ご

との「学期 GPA」と、各学期通算の「通算 GPA」の 2 種類で算出し、成績通知書に明記す

る。 

GPA=〔 履修登録した科目の単位数 × 当該科目の GP 〕の合計    

     履修登録した科目の単位数合計＊（小数点第３位以下は切り捨て）  

 

 

Ⅴ 教員組織の編成の考え方及び特色 

１ 目的育成分野と教員組織編成の考え方 

 本学部の目的育成分野は「保健衛生学関係（看護学関係）」となる。 

大学の基本理念や教育目標を着実に実現し、濃厚で充実した教育が展開できるよう専任

教員は、それぞれの専門分野や実務経験を踏まえ、教育・研究実績または実務経験豊富な教

員を配置することとした。１学年の定員が 120 名であり学修効果が上がる適切な人数配置

で実習を進めることや複数の領域の教員が共同して演習や実習を進めることから総勢 48名

（平成 30年８月現在）の教員を配している。 

また、本学部では、高度化する医療や超高齢社会に伴う看護の役割拡大に対応できる、よ

り質の高い実践力を持つ看護職の育成を目的としているため、教員の実務経験と大学での

教育歴を重視するとともに、臨床または地域での実務経験３年以上の教員組織編成を考慮

した。 
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教員は以下の３分野８領域に専任教員を配置し、教員組織を編成した。 

① 基礎看護学（基礎看護学） 

 教授１名、准教授３名、講師４名、助教２名を配置 

② 臨床看護学（成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学） 

教授５名、准教授４名、講師 10名、助教 12名を配置 

③ 地域看護学（在宅看護学、地域看護学） 

教授１名、准教授２名、講師３名、助教１名を配置 

なお、１学年 120 名の学生に対する的確な教育実現に向け、今後、母性看護学を担当する

助教を１名、小児看護学を担当する准教授を１名補充する。また、成人看護学担当教員につ

いては、現在 10名配置のため、今後、助教を２名、老年看護学担当教員については現在６

名配置のため、准教授１名と助教１名を補充していく方針である。在宅看護学担当教員は完

成年度の平均年齢が 59.7 歳と高いので 30 歳代の助教の教員１名を補充する方針である。

地域看護学担当教員については、准教授 1名、助教１名を補充する方針であり、総勢 60名

（助手 3名含む）の看護学専任教員を配置する。 

 

２ 看護学専任教員の年齢構成 

 看護学専任教員の年齢構成は、平成 31 年度設置を起点として完成年度の平成 35 年３月

末時点では、65 歳以上１名(2.1％)、60～64 歳 11 名(22.9％)、50～59 歳 12 名(25.0％)、

40～49 歳 16名(33.3％)、30～39歳８名(16.7％)である。したがって、看護学専任教員は完

成年次においても 40～50歳代が中心となり、教育研究実績、実務経験ともに充実した中堅

キャリアの教員により編成されている。 

 看護学専任教員の学位取得状況は、平成 30年３月時点で、博士 12名、修士 36名であ

り、教授においては７名中５名（71.4％）が博士号を取得している。その学位分野は医学

１名、教育学１名、保健学３名と幅広い知識を有している。現時点で博士の学位を有して

いない教授２名は博士課程在籍中であり、他の１名は博士の学位を得るための第一次審査

を通過している。准教授から助教においては、42名中７名が博士の学位を有しており、９

名が博士課程在籍中(満期退学２名を含む)である。現在、博士課程に在籍中である 11名

の大半は、平成 31年度の開設までに学位を取得する見込みである。 

 なお、本学の定年は満 65 歳（助教は満 60 歳）であり、教授１名がその年齢を超えてお

り、また、助教 1名が完成年度までにその年齢を超えるが、「公立大学法人富山県立大学教

員の定年の特例に関する規程」の新設により、既に完成年度末日までの身分の確保がなされ

ており、学年進行中に教員の変更は生じない。完成年度後については、学部内教員の昇格に

よって補填する方針であるが、補填ができない場合には、公募などによる採用を検討する。  

【資料 16 公立大学法人富山県立大学教員の定年の特例に関する規程】 

 

３ 看護学専任教員への研究支援 

 看護学専任教員の配置は、各教員の研究実績を有している専門領域とした。研究活動は、

各専門領域の範囲に留まらず、本学の工学教員や産官民学との共同研究、及び地域連携セン

ター（仮称）を拠点とした地域活性に志向した研究などの学際的な研究を推し進めていく。

そのための研究支援として、経験豊かな教員等による研究計画書の書き方や研究計画の遂

行状況の指導等を積極的に行い、研究能力の向上や外部研究資金を獲得できるよう支援し
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ていく。 

 

Ⅵ 教育方法、履修指導方法及び卒業要件（取得可能な資格） 

１ 教育方法 

本学部における全ての授業においてシラバスを作成し、「学修目標、到達目標、該当する

主なカリキュラムポリシー（上位 3つ）」を定め、それらを達成するために、授業回毎（８

回または 15 回）に示した「主題・学修内容」に則して授業を展開していく。授業形態は、

科目の特性により、講義、演習、実習のいずれか、またはこれらの併用により行う。 

なお、１年次の‘初期体験実習’を実施する１週間（７月第２週）については、４学年共

に他の授業科目は開講せず、看護学専任教員全員が実習指導を担当できる時間割とする。 

また、授業を開講するキャンパスについては、１年次には前期、後期とも月曜日と金曜

日の週２日、２年次は前期のみの木曜日の週１日は、工学部の拠点である射水キャンパス

で、その他は本学部の拠点である富山キャンパスで受講できるよう、時間割を調整してい

る。 

 

（１）《教養科目》 

必修科目である‘体力科学’‘体力科学（演習）’‘コミュニケーション演習’‘情報科学’

‘情報科学演習’の５科目については科目の特性上、工学部との合同授業とせず本学部の学

生のみが授業を受ける科目とし、１学年 120 名を 40 名ずつ３回または 60 名ずつ２回に分

けて開講することにより十分な指導ができるようにする。また、‘環境論’‘数学’‘物理学’

‘化学’‘生物学’ の５科目については、本学部の学生のみで授業を受ける科目とし、看護

専門科目を学ぶための基礎的な学力を身に付ける内容を中心に教授する。さらに、外国語の

‘英語１～６’‘中国語Ⅰ・Ⅱ’についても、本学部の学生のみで授業を受ける科目とし、

個々の学生の能力に合った科目で学べるよう全て選択科目とし、受講生を 40名以下のグル

ープ編成にすることにより少人数による教育を行う。その他の科目は工学部との合同授業

とし、専門が異なる者の考え方や学修の仕方等を情報交換できるようにする。 

 

（２）《専門基礎科目》 

全て必修科目とし、１学年 120名の 本学部の学生のみで授業を行う。ノートパソコン所

持制度により個々の学生がノートパソコンを持参して授業に参加することにより、看護用

電子書籍等も各授業で活用していく。『安全と快適を支援する看護学・工学連携』の科目に

ついては、担当教員が取り組んでいる研究内容や、医療現場で実践している最前線の医療に

関する実物や VTR映像も活用し、看護の対象である人々の特性に応じた安全・快適さを提供

する看護や、未来を志向する看護を創造する力を培う。 

 

（３）《専門科目》 

『キャリア形成』については、＜第４ 教育課程の編成の考え方及び特色＞で前述のとお

り、１年次から２年次に開講する‘トピックゼミⅠ～Ⅳ’の４科目と‘初期体験実習’につ

いては、原則、４～６名のグループ学修による少人数教育を行い、２年間継続して同じ学生

でグループ編成し、同じ教員が担当する。そのことにより、一人ひとりの学生にきめ細やか

な教育を行うと共に、チームで協力しながらテーマを掘り下げて思考する経験を重ねる方

法により、人間力・実践力・創造力を培うことを目指す。 
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『専門分野Ⅰ』の看護技術を学ぶ‘基本看護技術’‘生活援助看護技術’‘フィジカルアセ

スメント’‘診療援助看護技術’の４科目については、知識の理解を目的とする講義の場合

は、１学年 120名で行う。技術を学ぶ演習の場合は基本的に 60名ずつの２クラスに分けて

授業を行う。演習の前には講義での学びを基に自己学習を必ず行うように指導する。自己学

習は、看護学専任教員が独自に作成したオリジナルの電子教材または市販の電子教材を、大

学ホームページからアクセスし活用する方法も含める。基礎看護学実習室のベッド数は 25

台であり、学生３名が１組となり看護師役・模擬患者役・観察者を交替し、自己学習を土台

に意見交換しながら学びを深めていく。教員はベッド２台に一人を配置し、学生の主体的な

学修を支援しつつ、学生個々の事後学修テーマが明らかになるよう、きめ細やかな指導をし

ていく。 

基礎看護学実習室の天井には、１ベッドのみベッド全体が写り、そのベッドから離れた位

置からも看護技術を見学することができる大鏡（180cm×120cm）を設置すると共に、天吊り

42 型両面ディスプレイを４か所（８台）に設置し、これらを活用した技術教育を行う。ま

た、フィジカルアセスメントドール等の最新版シミュレーション機器や、看護技術のトレー

ニング用機器等を置き、授業に支障のない範囲で実習室を開放することにより、学生の主体

的な自己学習を積極的にアシストしていく。 

『専門分野Ⅱ』では、より看護の専門的な内容を学修していくことから、ICTを活用した

事前・事後学修を積極的に促し、それに伴う課題レポートや討論等によって、思考の論理性

を高めていく。技術教育については、最新版シミュレーション機器や、看護技術のトレーニ

ング用機器等を置き、各技術の原理原則や科学的根拠等を学修した上で、技術トレーニング

を行うようにする。成人・老年看護学実習室には、スキルスラボ（Skills-lab）のコーナー

を設け、臨床現場に近い環境で実践に則した内容を教授する。小児・母性看護学実習室の沐

浴槽は、教員や見学者が実践者の正面から手技を確認できるように、大鏡（180cm×120cm）

を設置したり、老年・精神・在宅看護学実習室では、風呂場やトイレにおける介助技術の指

導ができるよう、壁の高さを腰高に留める等の工夫をしており、それらの構造を活かした丁

寧な教育を行っていく。講義も演習も、少人数によるグループ学修を積極的に取り入れ、複

数の教員が授業担当となり学生の理解を深めるほか、授業の準備及び事後の学修を含む学

修過程を通じて自発的・継続的に学ぶ姿勢を養っていく。 

なお、『専門分野Ⅰ・Ⅱ』の実習科目については、実習前にオリエンテーションを行い、

各科目の目標に添って実践を通した指導を行う。具体的な教育方法については、各実習科目

の実習要項に則して進めていく。グループ編成については、１年次～２年次は１学年 120名

を 20 グループに分け、３年次～４年次は 24 グループに分け、さらに科目特性や実習施設

の受け入れ状況により１チーム２人～６人とし、看護学専任教員と実習指導者が役割分担

しながら共同で指導していく。 

【資料 17 実習計画表】 

 

『統合科目』の‘看護ケアとユマニチュードⅠ～Ⅳ’においては、夏季集中講義とし、看

護学専任教員の全員が演習を担当し、少人数によるグループ学修を行う。原則として、‘ト

ピックゼミ’や‘看護学研究Ⅱ’で担当した教員が演習を担当することにより、学生の個性

を尊重した教育を行っていく。 

看護の専門性を深めたり、より高度な知識を修得する‘多職種連携論’等の９科目につい
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ては、主に４年次後期に配置していることから、これまでの主体的な学修を重視した教育を

行い、卒業後の自身のキャリア形成に繋げていけるような内容を教授していく。 

‘看護学研究Ⅱ’では、‘トピックゼミ’や‘看護学研究Ⅰ’の受講、及び３年次の実習

での経験を基に、自ら探究したいテーマや看護専門領域を定め、担当領域や教員を選択して

いく。それを基に、看護学専任教員１名に２人～４人の少人数によるグループを編成し、個

人またはグループで看護実践の中から研究課題を見出し、それらを探究していく授業とす

る。 

 

２ 履修指導方法 

 本学部では、入学時及び各年次において学生に対して教育課程、履修登録、進路、学生生

活、施設利用等のカリキュラムガイダンスやオリエンテーションなどを実施する。具体的に

は、全科目についてシラバスを作成し、授業の内容や評価方法等を明示するとともに、履修

モデルを提示することにより、学生の科目履修計画を支援する。 

 また、将来、養護教諭二種免許状の取得を希望する者に対しては、保健師国家試験受験資

格取得のための科目に加え、必要となる「日本国憲法」、「体育」、「情報機器の操作」、「外国

語コミュニケーション」の該当科目を履修するよう指導する。 

 【資料 18 履修モデル】 

 

３ 卒業要件 

  本学部看護学科を卒業するためには、４年以上在学し、かつ所要の 126単位（うち必修科

目 106単位）を修得する必要がある。各分野の所要単位数の内訳は下表のとおりであり、卒

業時には学士（看護学）の学位及び看護師国家試験受験資格が取得できる。 

 【資料 19 教育課程と指定規則との対比表】 

 

卒業要件 
必要単位数 

必修 選択 合計 

教養科目    ７ １８   ２５ 

専門基礎科目   ２７ －     ２７ 

専門科目   ７２   ２   ７４ 

合計 １０６ ２０ １２６ 

 

 

Ⅶ 施設・設備等の整備計画 

 公立大学法人富山県立大学は、現在、法人本部と工学部を置いている富山県射水市内のキ

ャンパス（射水キャンパス）に加え、今回本学部を設置するにあたり、新たに富山県富山市

にキャンパスを設ける（富山キャンパス）。ここでは、本学部を設置する富山キャンパスの

施設を中心に記載する。 

 富山キャンパスは、本学の設立団体である富山県が、隣接する富山県立中央病院から新た

に土地を取得するとともに、校舎として４棟を整備したうえで、土地及び校舎を本学へ無償

貸付する。校舎４棟のうち、２棟は新築し、残り２棟は既存の富山県立総合衛生学院の校舎

を改修する。 
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１ 校地・運動場等の整備 

  富山キャンパスは、県庁所在地である富山市に位置し、都市機能へのアクセスに恵まれ

ているとともに、最先端医療を提供する富山県立中央病院に隣接していることから、学修

及び実習環境が整っている。富山キャンパスでは、原則として専門科目の授業を行う。通

学時間と通学経路については、富山駅からバスで 20分程度、電車及び徒歩で 20分程度、

車で 10分程度である。 

  富山キャンパスの中央部（屋外）に、周辺の閑静な環境に調和した、学生の交流・活動・

休憩スペースとなるキャンパスストリートを整備する。また、校舎として新築するエント

ランス棟は、窓を大きくとり、明るく開放的で居心地のよいオープンラウンジとして整備

する。さらに、教育棟には、各階に学生等が交流を深めることができるラウンジスペース

を配置するとともに、４階に整備する屋上広場からは、3,000ｍ級の山々が連なる立山連

峰を眺めることができ、ゆとりをもった学生生活を送ることができる。 

  射水キャンパスは、射水市に位置し、閑静な住宅地に隣接した、緑豊かな環境にある。

本学部生は、教養科目の授業や課外活動のために同キャンパスに通うこととなるが、グラ

ウンド（44,450 ㎡）やテニスコート（３面）、体育館（1,772 ㎡）等が整備されており、

工学部生と共に、様々な活動に取り組むことができる。 

学生が両キャンパス間を移動する手段としては、富山キャンパスと射水キャンパスを

結ぶ無料のシャトルバスを利用することができる（所要時間は約 30 分）。シャトルバス

は、射水キャンパスで授業のある日には、射水キャンパスの各授業の開始時刻及び終了時

刻に合わせて運行し、射水キャンパスで授業のない平日は、課外活動等に配慮し、授業終

了時刻に合わせて富山キャンパスを出発するシャトルバスを運行する。また、学生の負担

等を考慮し、1 日の中で両キャンパス間の移動が無いように時間割を配置している。具体

的には、１年次は月曜と金曜の 2 日を、2 年次は前期の木曜の 1 日を射水キャンパスの日

とし、両キャンパス間の移動をすることなく教養科目を履修できるように配慮した。また、

各授業区分の選択科目の単位を 1 年次に修得できなかった場合には、2 年次に開講してい

る別の授業科目を履修することができるようにした。その際も 1 日の中での両キャンパ

ス間の移動は生じない。しかし、必修科目の単位を修得できなかった場合には、再履修す

ることはできないことから、学生には、入学時のオリエンテーションや初回授業時に、こ

れらのことを十分に説明し、再履修とならないように指導する。 

 

２ 校舎等施設の整備計画 

富山キャンパスの校舎等については、前述のとおり、既存の富山県立総合衛生学院の校

舎（２棟）を改修して利用するほか、平成 30年度中に２棟を新築し、合計で４棟を整備

する。 

本学部の専任教員の研究室については、すべて富山キャンパスに整備し、講師以上は一

人一室、助教については二～四人一室としている。講義室については、一学年 120名を収

容できる大講義室及び中講義室（計４室）やグループに分かれて受講する小講義室、講義

室、大教室、小教室（計７室）など、様々な講義形態に対応できるよう整備する。実習室

については、学生が授業時間以外においても、事前学修や事後学修などに十分利用できる

ような室数（７室）を確保している。また、少人数によるグループ学修や自己学習などを
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積極的に行うために必要となる演習室（12 室）やアクティブラーニングスペース・ルー

ム（３室）等も整備し、主体的に学ぶ環境を整えている。 

 射水キャンパスの校舎等については、校舎面積（52,304 ㎡）も広く、本学部生が教養

科目等の授業のために使用する講義室等は十分確保されている。 

＜富山キャンパスの校舎等の状況＞ 

（１）校地・校舎等面積 

     校地面積   11,858.12㎡ 

      ・校舎等敷地   7,972.37㎡ 

      ・運動場敷地    - ㎡ 

      ・その他     3,885.75㎡ 

     校舎等面積  14,494.91㎡ 

      ・教育棟、エントランス棟 8,218.56㎡（新築） 

      ・研究棟、図書館棟    6,276.35㎡（改修） 

（２）校舎の部屋数 

① 講義室 11 室（大講義室１、中講義室３、小講義室３、講義室２、大教室１、 

小教室１） 

② 演習室 12 室 

③ 実習室 ７室（基礎看護学、成人・老年看護学、小児・母性看護学、老年・精神・ 

           在宅看護学、在宅・地域看護学、公衆衛生看護学、助産学） 

④ 研究室 72 室 

⑤ その他施設（学部長室、事務室、看工連携室、非常勤講師控室、就学進学支援室、 

学生相談室、会議室、応接室、保健室、講堂、図書館、交流スペース 

など） 

（３）運動施設の状況 

① 講堂兼用フィットネスルーム 392.47㎡ 

  【資料 20 講義室等年間利用計画表（時間割）】 

 

３ 図書等の資料及び図書館の整備計画 

（１） 図書館施設の整備計画、規模 

    射水キャンパスの既設図書館（2,442㎡）には、一般教養及び工学系を中心とした 

図書が整備してあり、富山キャンパスには新たに図書館を整備し看護系図書の充実 

を図る。両キャンパスは共用とし、キャンパス間での貸し出しを円滑にする等、学生

や教員に支障がでないように運営する。 

    新設図書館（富山キャンパス）は、床面積 1,015㎡に約 48,200冊収容の書架（閉

架書架を含む）を設置し、80 席の閲覧席を整備するほか、視聴覚教材閲覧・パソコ

ンコーナー各４席、アクティブラーニングスペース 64席を設ける。アクティブラー

ニングスペースには、学生の主体的な学修の場として可動机、壁面ホワイトボード等

を備えたグループワークスペースを設けている。アクティブラーニングスペースや

図書館内の交流スペースでは無線 LAN を開通し、学生がパソコンを持ち込み学修す

ることができる。 
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（２） 図書の整備計画 

既設の図書館（射水キャンパス）には、図書 169,531冊（内和書 123,311冊、洋書

46,220冊）、学術雑誌 5,975種（内和書 2,778種、洋書 3,197種）のほか、電子ジャ

ーナル 2,453 種、視聴覚資料 858点がある。 

  新設図書館（富山キャンパス）には、富山県立総合衛生学院で整備してきた図書

12,008 冊を有効に転用するとともに、これらに加えて、新たに看護学分野の教育研

究を行うために必要となる図書資料を揃える。整備計画としては、一般教養図書

1,515冊、専門分野図書 2,889冊（内和書 2,756冊、洋書 133 冊）である。学術雑誌

は富山県立総合衛生学院で整備してきた 53 種に加え、新たに和雑誌 66 種、洋雑誌

14種を整備する。また、デジタルデータベース 12点、電子ジャーナル５種、視聴覚

資料 678点である。 

教育研究を進めるに当たり十分な図書を整備し、完成年度以降も必要に応じ順次

追加で整備していく予定である。 

 【資料 21  学術雑誌目録】 

 

（３） 図書館サービス 

① 図書館運営 

図書館司書は、既設図書館と同じく外部へ委託する。図書の貸出業務や窓口対応

のほか、本の発注や蔵書点検、他の図書館との相互貸出業務等を行う。 

図書館の開館時間は、平日午前８時半から午後７時、土曜日９時から 16時と 

    する予定である。開設後は学生を中心とした利用者アンケートを通し、開館時間を 

延長することも検討していく。 

 

② 検索システム 

   蔵書の整理及び検索システムについては、コンピュータの利用者端末(OPAC)を使 

用し、両キャンパスが所蔵している本を相互に検索することができる。また、本学 

ホームページを通して Web上で検索することができるため、図書館外からもアクセ 

スできるよう環境を整備する。 

 

③ 他図書館との協力 

       富山県立大学附属図書館と富山県図書館協会で協定が締結されていることから、 

新設図書館（富山キャンパス）も県内の図書館と相互貸借が可能となる。また、他

の大学図書館との連携としては、ILL（図書館相互貸借）を通じ、文献の相互貸借

が可能である。開設後も、他大学図書館との相互利用環境整備を進める。 

 

 

Ⅷ 入学者選抜の概要 

１ アドミッションポリシー（入学者の受入方針） 

  本学部では、教育理念及び育成する人材像に基づき、以下のアドミッションポリシーを

掲げる。 

（１）人々の健康や生活に関心を持ち、幅広い基礎学力がある人 
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（２）困難な課題に直面しても、課題の解決に向けて主体的に取組み、努力しようとする

人   

（３）多様な考え方を尊重しながらも、自分の考えを表現し、他者との関係性を築いていけ

る人             

（４）自然・環境や人間を大切にし、自らの活動を通して地域社会に貢献したいと思う人   

 

２ 入学試験の種別と募集人員 

（１）入学試験の種別 

  「推薦入試」、「一般入試」の選抜者区分で実施する。 

（２）募集人員 

  入学定員は 120 名とし、入学試験の選抜者区分毎の募集人員は、推薦入試 48 名（富山

県内の高等学校長等の推薦に限る。）、一般入試の前期日程 62 名、後期日程 10 名とする。 

 

３ 選抜方法 

推薦入試については、英語、数学の基礎学力テストを課すとともに、論理的な思考力や

表現力等を評価する小論文、コミュニケーション能力や判断力等を評価する面接及び出

願書類の内容を総合して選抜する。 

一般入試（前期日程）については、幅広い基礎学力を重視し、大学入試センター試験を

課し、これと論理的な思考力や表現力等を評価する小論文、コミュニケーション能力や判

断力等を評価する面接及び調査書の内容を総合して選抜する。 

一般入試（後期日程）については、幅広い基礎学力を重視し、大学入試センター試験を

課し、これとコミュニケーション能力や判断力等を評価する面接及び調査書の内容を総

合して選抜する。 

 

選抜者区分 大学入試センター試験 個別試験 

推薦入試 免除 

英語 
（コミュニケーション 
英語Ⅰ・同Ⅱ） 

数学 
（数学Ⅰ・数学Ａ） 
小論文 
面接 

一般入試 
（前期日程） 

国語 「国語」（近代以降） 

小論文 
 
面接 

地歴 
公民 

「世界史Ａ」「世界史Ｂ」 
「日本史Ａ」「日本史Ｂ」 
「地理Ａ」「地理Ｂ」「現代社会」 
「倫理」「政治・経済」 
「倫理、政治・経済」 
から１科目選択 

数学 
「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」 
「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 
から１科目選択 
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理科 

「物理基礎」「化学基礎」 
「生物基礎」「地学基礎」 
から２科目選択 
または 
「物理」「化学」「生物」「地学」 
から１科目選択 

外国語 「英語」（リスニングを含む） 

一般入試 
（後期日程） 

前期日程に同じ 面接 

 

４ 入学試験実施体制 

  入学試験の実施については、入学試験業務を担当するすべての教職員に対し、明確な

マニュアルを示すとともに、十分な研修会や説明会を実施し、入学試験の適切、円滑な

実施を図る。 

 

５ 受験生への広報活動 

本学部の入学試験実施に向けては、県内高等学校訪問、オープンキャンパス、地元マス

メディア・受験産業メディアの活用、大学案内（刊行物）やホームページによる大学紹介

等により、年間を通して積極的かつ丁寧に、特に県内を中心とした広報活動を行う。 

県内の受験生へのインセンティブとしては、県外からの入学者に比べ県内の入学者の

入学料が安価に設定されていることや、将来県内において看護業務に従事しようとする

学生を対象とした「富山県看護学生修学資金貸与制度（県内の特定の施設等において一

定期間看護業務に従事した場合、一部返還免除有）」等があることなどを周知し、受験

生の確保に努める。 

 

 

Ⅸ 取得可能な資格 

 本学部看護学科では、卒業所要単位を修得すれば、学士（看護学）及び看護師国家試験受

験資格が取得できる。 

 

 

Ⅹ 実習の具体的計画 

実習では、看護の知識と技術を統合し、臨地の場で、ケアの対象となる人とのコミュニ

ケーションを通じて信頼関係を築き、ニーズに合わせた看護ケアを発展させる実践能力を

養う。多様な場で、様々な発達段階・健康段階にある人への看護ケアを経験できるよう、

先端医療を提供する富山県立中央病院をはじめ県内の多様な医療保健福祉施設を実習先と

し、健康支援に関わる様々な人々と連携・協働して地域に根差した実習を行う。 

１ 学生の実習参加基準・要件等 

学生が、各実習科目を履修するために、あらかじめ修得しなければならない授業

科目を定めることにより、実習での学修を深められるようにする。 

授業科目は下表のとおりである。 

実習科目 事前に修得しなければならない授業科目 

初期体験実習 なし 
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基礎看護学実習Ⅰ 看護学概論,基礎看護技術 

基礎看護学実習Ⅱ 
基礎看護学実習Ⅰ,生活援助看護技術・フィジカルアセスメント, 

看護過程論,診療援助看護技術 

成人看護学実習Ⅰ 

（急性・回復） 

基礎看護学実習Ⅱ,成人看護学概論,成人看護方法論Ⅰ, 

成人看護学演習Ⅰ 

成人看護学実習Ⅱ 

（慢性・緩和） 

基礎看護学実習Ⅱ,成人看護学概論,成人看護方法論Ⅱ・Ⅲ, 

成人看護学演習Ⅱ 

老年看護学実習Ⅰ 基礎看護学実習Ⅱ, 老年看護学概論,老年看護方法論 

老年看護学実習Ⅱ 老年看護学実習Ⅰ,老年看護学演習 

小児看護学実習Ⅰ 基礎看護学実習Ⅱ,小児看護学概論,小児看護方法論 

小児看護学実習Ⅱ 小児看護学実習Ⅰ,小児看護学演習 

母性看護学実習 基礎看護学実習Ⅱ,母性看護学概論,母性看護方法論,母性看護学演習 

精神看護学実習 基礎看護学実習Ⅱ,精神看護学概論,精神看護方法論,精神看護学演習 

在宅看護学実習 基礎看護学実習Ⅱ,在宅看護学概論,在宅看護方法論,在宅看護学演習 

地域看護学実習 
成人看護学実習Ⅰ,成人看護学実習Ⅱ,老年看護学実習Ⅱ, 

小児看護学実習Ⅱ,母性看護学実習,精神看護学実習,在宅看護学実習 

 

２ 実習先の確保の状況 

富山県立中央病院をはじめとする県内公的病院や厚生センター（保健所）、市町村

保健センター、訪問看護ステーション、老人保健施設、地域包括支援センター、保育

所、障害者社会復帰施設など、多様な施設を実習先として確保する。 

実習施設の選定にあたっては、各看護学実習科目の目的・目標の関連と施設の機

能、看護職者の配置状況を考慮しつつ、実践的な教育と実習が可能かという点に重き

をおき、「実習施設一覧」に示す施設を選定し、「実習施設承諾書」による承諾を得

た。 

主たる実習施設である富山県立中央病院はキャンパスに隣接しているほか、多くの

施設は富山キャンパスと同じ富山市内に位置する。その他、県内多くの施設を実習先

としているが、その大半は公共交通機関を利用して約1時間前後で移動可能である。

一部遠隔地となる実習施設においては、学生の居住地域や意向を考慮して実習場所を

決定することにより、通学に伴う時間的、経済的負担の軽減を図る。 

【資料22 実習施設一覧表】 

【資料23 実習施設承諾書】 

 

３ 実習先との契約内容 

（１）実習施設との契約  

本学部で作成した「実習委託契約書」により実習を行う実習施設と実習契約の締

結を行い、実習を実施する。 

【資料24 実習委託契約書（案）】 

 

（２）学生が受け持つ人への説明と同意書 

学生が受け持ちとして看護を実践する場合は、本学部で作成した「看護学実習説明・

協力依頼書(案)」を用いて、原則として以下の項目について事前に十分かつ分かりやす
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い説明を行う。学生が受け持つ人及び状況に応じてご家族の方が納得された場合は、書

面「看護学実習における学生受け持ち同意書（案）」により同意を得る。  

① 実習名及び実習期間  

② 学生が行う看護援助の範囲  

③ 学生が看護援助を行う場合は、事前に説明し同意を得ること  

④ 学生が看護援助を行う場合は、教員や指導者の指導の下で行い安全性の確保を最

優先にすること  

⑤ 学生の受け持ちに同意した後も学生が行う看護援助を拒否することができ、かつ

それによる不利益は生じないこと  

⑥ 学生の受け持ちに同意が得られた場合、知り得た情報は学修目的にのみ使用し、

他者へは漏らさないこと  

なお、説明の具体的な内容及び同意を得る方法については、科目により実習内容や学

生が受け持つ人の状況が異なるため、実習施設及び教員の判断により決めていく。 

【資料25 富山県立大学看護学部 看護学実習説明・協力依頼書（案）】 

【資料26 富山県立大学看護学部 看護学実習における学生受け持ち同意書（案）】 

 

（３）実習における情報の取り扱い  

学生が実習において知り得た情報は、本学部で作成した『病院等における実習の

誠実な履行並びに個人情報等及び病院などの法人機密情報の保護に関する「説明文

書」』に基づき、守秘義務を遵守できるよう「誓約書」に署名してもらう。さら

に、施設側で別途、学生個人の誓約書を求められた場合はそれに応じる。 

【資料 27 富山県立大学看護学部 実習施設における実習等の誠実な履行並びに個人情報等

及び実習施設の法人機密情報の保護に関する説明文書（案）】 

【資料 28 富山県立大学看護学部 実習施設における実習等の誠実な履行並びに個人情報等 

及び実習施設の法人機密情報の保護に関する誓約書（案）】 

 

（４）事故発生時の対応について  

学生は実習における事故発生時について、本学部で作成した「実習における事故

発生時の対応」により迅速な行動をとる。 

【資料29 実習における事故発生時の対応】 

 

４ 実習水準の確保の方策 

学生が理論と実践の繋がりについて体験を通して学び、実習目的・目標に沿った知

識・技術・態度を身に付けることができるように、実習には看護学専任教員の全員が

関わる。また、教員は実習先の実習指導者と連携し、学生が実習での実践的な学びを

深めることができるようにする。 

（１）「実習委員会」の設置と役割 

実習の円滑な展開と学修効果を高めるために「実習委員会」を設置する。委員会

は、学部長から指名された教授を委員長として、各領域の教員で構成し、定例で開

催する。 

「実習委員会」の役割を以下に示す。これらの役割を果たすことで、実習水準の
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確保に努める。 

① 実習目的・目標の達成に向けた課題の検討 

② 「実習要項」の検討と周知 

③ 年間実習計画の策定 

④ 実習指導者と教員の連携会議等についての計画と運営 

⑤ 実習オリエンテーションの計画・実施 

⑥ 実習に関係した学生の安全確保に関する事項の検討 

⑦ 実習に伴う問題（インシデント・アクシデント等含）の掌握と対応協議 

⑧ 実習に必要な ＦＤ 活動の企画・運営 

   

（２）実習グループ編成 

実習での学修効果を上げるために、原則として学生1グループ５～６名で編成

し、１～２グループに１名の看護学専任教員を配置する。学生個々のレディネスを

踏まえた指導を行えるように、教員は実習指導者と連携し実習の一定の水準を確保

する。 

 

（３）看護学専任教員と実習指導者（学生が出向く実習先でのチームメンバーの中から指

名された指導者（以下「実習指導者」という。）の役割と連携 

教員と実習指導者にはそれぞれの実習指導上の役割があり、その役割を果たすと

共に両者が連携することで、学生にとって実習が有意義なものとなり、実習水準の

確保に繋がる。 

実習では、科目ごとに実習目的と到達目標を設定している。教員は実習指導者に 

対し、実習目的及び到達目標について具体的に説明し理解を得る。実習での学生指

導及び評価についての視点を実習指導者と共有する。 

実習における実習指導者と教員の役割を以下に示す。 

〔実習指導者の役割〕 

実習指導者は、学生が受け持つ人へのケアについての主たる責任を負う。 

① 実習施設内のオリエンテーション 

② 実習環境及び全体調整 

・看護の対象となる人及びスタッフへの紹介  

・学生が受け持つ人の選定 

・学生が受け持つ人への説明と承諾の確認 

・学生が受け持つ人の情報提供及び情報収集方法の助言 

・学生が受け持つ人へのケアの準備・実施・後片付けについての助言・指導 

③ 学生の実習記録に関する助言・指導 

④ 学生カンファレンスへの参加・助言・指導 

⑤ 学生の実習状況を教員へ報告し、教員と連携して学生の実習教育に当たる 

〔教員の役割〕 

教員は、実習施設で担当する学生の学修の責任を負う。すなわち、学生の実習

体験の振り返り、意味づけ、既修学修の知識・技術の統合化への助言・指導の主

たる責任を負う。 



-31- 

 

① 実習前オリエンテーション 

② 学生の健康管理への助言・指導 

③ 実習指導者へ学生が受け持つ人の選定に関する助言 

④ 実習記録の書き方や、学生が受け持つ人への看護援助等の助言・指導 

⑤ 実習指導者との連携を密にして、学生の指導に当たる 

⑥ 学生カンファレンスへの参加・助言・指導 

⑦ 学生個々の実習到達度と今後の課題の明確化等への指導 

⑧ 学生個々の実習評価 

〔助手の役割と教員との連携〕 

    助手は、臨床経験のある者を採用する。実習では、教員と共に臨地に赴き、教授

もしくは准教授、講師と共に学生指導を行うことを基本とし、一人で担当すること

がないよう指導体制を組む。事前準備として、教員は、当該実習に関連する講義内

容を可能な限り助手に参加をさせ、目的方法などを周知する。また、学生に対し行

う看護計画立案の指導場面にも同席させ、指導の一貫性と質の担保を図る。実習中

は、学生の目的達成状況や環境への適応状況等について、毎日の面談を基本とした

情報交換を行うとともに、助手の指導方法等についても助言を行う。教員が講義な

どで実習場を不在にしたときは、学生からの質問や緊急課題発生時は、必ず専任教

員に連絡し指示を仰ぎ、一人では対応しない。なお、助手は学生の実習評価には関

わらない。 

 

（４）ＦＤの開催 

実習委員会が中心となって、看護学専任教員の全員が参加する「実習に必要なテ

ーマに関するＦＤ」を開催する。ＦＤでは、実習の基本的考え方について（学生指

導の視点及び指導方法、実習指導者と教員の役割、学生の学びと評価など）の議論

ができるようにする。この際、合意に至るまでの過程を重視し、議論から学び得た

内容を教員間で共有する。これらによって、実習水準の確保に努める。 

 

 ５ 大学と実習施設との連携体制 

学生の実習が円滑に進み実習目標が達成できるように、実習施設との連携体制を次

のように整える。特に、実習施設が専門学校の実習も受け入れている場合、本学の実

習目標や実習内容を十分に説明し、大学教育としての実習の質の確保について、施設

長はじめ実習指導に関わる者全ての理解を得ておく。 

 

（１）実習施設との連携会議等の開催 

① 看護学実習運営協議会 

各実習施設（但し、初期体験実習の施設を除く）の実習責任者と実習指導者を対

象とし、実習開始前と全ての実習終了後に「看護学実習運営協議会」を開催する。

特に開設初年度においては、本学部の教育理念、教育課程、実習のねらい・目的・

目標・実習計画などについて十分な説明を行い、本学部の教育に対する理解を得

る。また、各実習施設における実習受入れ準備状況等に関する情報交換等を行うこ

とによって、実習の受け入れ水準を一定レベルに保つ機能を果たす。全ての実習終
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了後に開催する「看護学実習運営協議会」では、領域別実習の学修評価や指導状

況・指導方法等について報告し、今後の課題等を明らかにし、参加者全員で改善策

を検討する。  

  ② 看護学実習指導者会議 

領域別の「看護学実習指導者会議」を実習前と実習後に開催する。原則として、

「看護学実習運営協議会」後に領域別に分かれて実施するが、各領域において必要

時に随時開催する。実習前の会議では、看護学実習運営協議会で検討された事項を

踏まえて、具体的な実習指導に関する打ち合わせを行う。実習後の会議では、実習

目的・目標の到達度評価等に基づき、次年度に向けた課題や問題点を明確化する。 

 

（２）実習指導者の学内演習等への参加 

各実習施設の実習指導者には学内での看護過程（紙上事例）演習や技術演習に参

加してもらえるよう工夫する。実習指導者が学内演習に参加することは、学生にと

って実習開始前から指導を受ける機会を得られることとなり、実習指導者との関係

性を事前から構築することができる。一方、実習指導者にとっては学内演習に参加

することで、学生の学修内容や指導方法について確認することができる。また、複

数施設の実習指導者間における指導の水準を維持することができ、かつ共有化を図

ることができる。特に学生のレディネスを把握することにより、実習指導体制の検

討や学生が受け持つ人の適切な選択につながる。このように実習指導者の協力を得

て、教員との連携を強化することで指導体制を整えていく。 

また、老年看護学や在宅看護学領域等においては、介護福祉士や介護支援専門員

等の多職種の実習指導補助者にも参加してもらい、看護学生の学修内容や指導方法

について確認したり、意見交換したりする機会とする。学生にとっては、多職種間

の連携や各専門職の役割等についての関心を高め、今後の学修を促進する機会とも

なる。 

 

（３）実習指導者研修会の開催 

実習施設の実習指導者を対象に、看護の質向上と学生への指導スキルの向上を目

的とした研修会を、毎年継続して開催する。 

 

（４）看護学専任教員の事前研修 

教員が初めて実習指導に入る施設等においては、実習開始前に施設等の責任者や

実習指導者らと調整し、事前研修を行う。事前研修では、施設等の構造や機能、看

護体制、学生用看護物品等の準備状況、学生の実習環境としての場の確認（更衣

室、カンファレンスルーム、食堂、トイレ、院内図書室など）を行う。また、該当

する場のスタッフとの関係性を築き、学生が充実した実習を行うことができるよう

実習指導者に働きかける。加えて、その「施設における看護」の現状と「大学での

既修学修内容」等を確認し、学生への指導内容や方法を検討・調整する。 

 

６ 実習前の準備状況 

実習の安全確保の対策として、以下の準備を進める。 



-33- 

 

（１）実習までの抗体検査、予防接種等  

〔感染症に関して学生に対する事前の確認事項〕 

① ツベルクリン反応、BCG接種の最終年月日及び最終結果 

② HBウイルスの抗体価 

③ 麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎などの予防接種及び既往 

※上記について、抗体価が陰性の場合は計画的に予防接種を受ける。  

 

（２）安全確保を実践するための教育・指導  

実習を行う前に、学生に感染予防に関する基本的知識及び技術についての教育を

行う。また、看護援助の実施に伴うリスクやスタンダードプリコーションの概念と

対策について指導し、安全確保を実践できるよう整える。 

原則として感染症（HB、インフルエンザウィルスなど）をもつ人は、学生が受け

持つ人の候補から外す。 

 

（３）損害賠償責任保険、傷害保険等の加入 

学生及び教員は、受託者賠償責任保険、普通傷害保険、共済制度（Will）等に加

入し、実習施設内外での様々な事故に遭遇した場合の補償や、自らが関与した事故

による損害の賠償責任の補償を担保できるよう努める。 

 

７ 事前・事後における指導計画 

 （１）実習前の指導計画（実習オリエンテーション）  

① 実習全体オリエンテーション  

年度初めに行う学年毎のガイダンスにおいて、「実習要項」に基づき実習全体

オリエンテーションを行う。実習の目的・目標、実習方法、評価方法等及び学生

が受け持つ人の個人情報の保護における「誓約書」についての説明を行う。ま

た、事故発生時の対応に関する「実習における事故発生時の対応マニュアル」の

説明を行う。さらに、事故防止対策及び事故発生時の対応に関する「実習におけ

る事故発生時の対応マニュアル」及び「実習中の事故発生時の報告ルート」の説

明・確認により、具体的イメージを持って実習に臨めるよう指導する。 

【資料 27 富山県立大学看護学部 実習施設における実習等の誠実な履行並びに個人情報等 

及び実習施設の法人機密情報の保護に関する説明文書（案）】 

【資料 28 富山県立大学看護学部 実習施設における実習等の誠実な履行並びに個人情報等 

及び実習施設の法人機密情報の保護に関する誓約書（案）】 

【資料29 実習における事故発生時の対応】 

 

② 実習科目のオリエンテーション  

各専門領域で担当する実習科目のオリエンテーションは、全体実習オリエンテ

ーションの内容を踏まえて、それぞれ実習開始前に日程を設定して行う。実習を

行うための準備状況に不足がある学生に対しては、個別状況に合わせた学修課題

を提示し、事前の準備状況を整える。 
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（２）実習後の指導計画 

各実習科目が終了した時点で、教員は、最終提出された実習記録等を確認し、

個々の学生と面接を行う。実習内容を振り返り、次の実習に向けての今後の課題を

明らかにすることによって、継続的な学修を支援する。 

 

８ 教員の配置並びに巡回指導計画 

  実習における看護学専任教員の配置を「実習指導計画」に示した。 

         【資料30 実習指導計画】 

 

      学生が多施設に分かれて実習を行う場合は、各実習施設と連携を図りながら巡回指 

導を行う。この際には、実習施設をエリア別に分担し移動時間の短縮に努めるなど、 

教員の負担を軽減するよう工夫する。また、教員が学内で担当する講義・演習は、実 

習時間と重複がないように、時間割を調整する＊。 

 なお、本学部の看護学専任教員は現在48名であるが、今後、総勢60名（助手3名含

む）を予定しており、全専任教員が実習指導に当たることによって、実習指導内容の

充実を図る。 

   ＊助教は、原則として学内で担当する講義・演習と、実習時間との重複はない。 

    講師、准教授、教授は一部重複する時もあるが、この場合は相互に調整する。あるいは、

不在時の学生指導について、実習施設の指導者と密な連絡をとる。 

         【資料31 教員ごとの科目担当時間割】 

 

９ 実習施設における実習指導者の配置計画 

実習施設の各部署には、実習指導者を１名以上配置する。特に、本学の主たる実習

病院である富山県立中央病院においては、各部署に２名以上の実習指導者を配置する

予定である。実習指導者となる看護職は、原則として３年以上の臨床経験を有し、実

習指導経験のある看護職(保健師・助産師・看護師)あるいは看護協会等が主催する実

習指導者研修会等を修了した看護職、及びこれらと同等以上の能力を有すると認めら

れた看護職とする。これらの看護職には、今後整備予定の本学部の規定に基づき、臨

床教授等の称号を付与することによって、連携体制を強化し実習における教育効果の

向上を図る。 

 

10 成績評価体制、単位認定方法 

   実習科目の最終的な評価は、単位認定教員(科目責任者)によって行う。実習指導を

直接担当した看護学専任教員は、以下の①～③の３点について評価する。単位認定教

員は、これらの総合評価内容を確認した上で、本学の規定（S・A・B・C・不可）に基

づいて単位を認定する。 

① 学生の看護実践状：到達目標に沿った知識・技術の到達度、実習態度（各実習施設

の実習指導者の意見を含む） 

② 学生による自己評価 

③ 実習記録一式 
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11 実習計画の概要 

（１）初期体験実習（１年前期：１単位） 

    入学後の早い時期に、学生が看護の様々な活動を見学したり体験したりすること

によって、看護の役割や看護職の多様性を知ること、及びそれらを通して、今後の

学修に意欲的に取り組むことを目指す。 

『トピックゼミⅠ』で学修したテーマの中から、学生が更に学びを深めたいと考

えたテーマを設定し、保健医療福祉の場において看護の対象となる人々の健康生活

や、看護専門職の実践内容等について学ぶ。また、実習で体験したことをレポート

にまとめ、グループ内で発表・討議することによって、体験を共有する。 

本実習は、トピックゼミの指導教員による少人数授業であり、トピックゼミと同

じメンバーで学修を深める。 

 

（２）基礎看護学実習Ⅰ（１年後期：１単位） 

健康障害により入院加療している患者や看護師との関わりを通して、療養生活や

看護活動の実際を学び、看護の役割について、自分の考えを持てるようになること

を目指す。 

病院・病棟・病室の環境やシステムが、療養生活の安全・安楽・自立に向けて、

どのように整えられているかを学ぶ。また、入院患者とのコミュニケーションで

は、先行科目の『コミュニケーション演習』、『看護ケアとユマニチュードⅠ』等

の学修内容を活用し、療養生活への思いや具体的な生活行動を把握すると共に、受

けている看護援助を見学する。さらに、看護師の看護活動場面を見学し、患者との

援助関係を形成する技法や、看護師間・多職種との調整・連携の実際を学ぶ。 

    患者・看護師・実習生とのコミュニケーションを通し、看護者としての自身のコ

ミュニケーションの強みと課題を見出す。 

 

（３）基礎看護学実習Ⅱ（２年後期：２単位） 

 健康障害により入院加療している患者の看護援助を通し、安全・安楽・自立に向

けた日常生活援助を実践するための基礎的能力を高めることを目指す。 

    受け持ち患者やその家族とのコミュニケーションを通して援助関係を形成すると

共に、看護カルテや看護師の言動を通して情報を収集・分析・統合する。その上

で、患者の全体像を捉えることにより、看護上の課題を明確にする。抽出した課題

に対し、個別性を踏まえた日常生活に関するケア計画を立案し、安全・安楽・自立

に留意したケアを実施、評価する方法を学ぶ。 

    ケアの実施においては、先行科目の『基礎看護学実習Ⅰ』、『看護ケアとユマニ

チュードⅠ・Ⅱ』の学修内容を活用する。実習を通し、看護職を目指す者としての

強みと自己課題を見出す。 

 

（４）成人看護学実習Ⅰ（急性・回復）（３年後期：３単位） 

成人期にあり手術を受ける患者と家族の看護を学修する。対象者の疾患、病態、

麻酔・手術による侵襲から身体的側面、精神・心理的、社会的側面の影響と本来持

ち合わせている力をアセスメントし、看護過程を展開しながら看護実践する。その
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看護実践に必要な知識、技術、態度を養い、チームの一員としての役割と倫理的視

点を修得する。さらに成人看護学実習における学修を通して、自己を振り返り、今

後の課題を明らかにする。 

 

（５）成人看護学実習Ⅱ（慢性・緩和）（３年後期：３単位） 

  成人期（慢性・緩和）にある健康障害をもつ患者（家族を含む）を受け持ち、情

報収集・アセスメント・計画立案・実施・評価の一連のプロセスを経験し、個別性

を踏まえた看護を実践する。また保健医療福祉チームの一員としての看護師の役割

について学修する。さらに成人看護学実習における学修を通して、自己を振り返

り、今後の課題を明らかにする。実習病棟において１～２名の患者を受け持ち、看

護過程を展開しながら実習を行う。病棟以外の場においても治療や検査などの見学

実習を行い、様々な現場での看護師の役割や対象への看護の実際についても学ぶ。                                                                                         

 

（６）老年看護学実習Ⅰ（３年前期：２単位） 

老人保健施設で生活する健康及び生活機能障がいを有する高齢者と、その家族と

の関わりを通して、今まで生きてきた人生背景を含めた高齢者の全体像を統合的に

とらえる。また、高齢者の生活機能の維持・向上を目指したアセスメント及びケア

プランを立案・評価し、個々の高齢者に合わせた看護実践を学ぶ。加えて、地域の

なかで位置づけられる様々な施設間の連携や多職種との連携・協働を通して、老人

保健施設における看護師の役割と看護の機能を学ぶ。 

 

（７）老年看護学実習Ⅱ（３年後期：２単位） 

入院を余儀なくされている健康及び生活機能障がいを有する高齢者とその家族と

のかかわりを通して、身体的、精神心理的、社会的側面、及び今まで生きてきた人

生背景から統合的にアセスメント及びケアプランを立案・評価し、看護実践を展開

する。また、高齢者とその家族を支援する多職種連携の専門性と役割を理解し、疾

患を有する高齢者のQOLの向上を目指した看護師の役割と看護の機能について、実

践から学ぶ。 

 

（８）小児看護学実習Ⅰ（３年前期：１単位） 

幼稚園・保育園・幼保園などに通う健康な子どもとの関わりを通して、子どもの

成長発達を促進させるための人的・物的な環境調整、集団生活における感染防止や

事故防止のための環境調整について学修する。具体的には、健康な子どもとのコミ

ュニケーションや、幼稚園教諭・保育士の子どもとのかかわり場面の観察を通し

て、自己のコミュンケーション技術に関する強みと課題を見出す。また、子どもに

とっての‘遊び’の意味や子どもの思考過程・行動の特性、個性について観察し、

自己の子どもの理解を深める。 

 

（９）小児看護学実習Ⅱ（３年後期：１単位） 

  健康課題や障害により、入院を余儀なくされている子どもを受け持ち、小児とそ

の家族の尊厳及び子どもの個性と発達段階に応じた看護を学修する。具体的には、
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これまで学修した内容を基に、小児と家族に関するアセスメントによりケアプラン

の立案、安全な看護の実施、ケアの評価を行い看護実践を具体的に学ぶ。また、看

護師をはじめとする小児やその家族を支援する医療チームの連携を学び、多職種連

携の重要性と看護師の役割を学ぶ。 

 

（10）母性看護学実習（３年後期：２単位） 

マタニティサイクルにある妊産褥婦及び新生児と家族の健康課題及び予測される

健康課題を判断し、その解決に向けて既修の知識・技術を統合し、身体的・心理

的・社会的特徴の理解に基づき、状況に応じた個別性のある看護を実践する。看護

実践を通して、母性看護における多職種との連携・協働の実際を学び、看護職の役

割について考える。 

 

（11）精神看護学実習（３年後期～４年前期：２単位） 

 精神神経科病棟、及び精神科デイケア、地域活動支援センターなどの社会復帰施

設において実習する。精神の健康問題により、生活や対人関係に困難を抱える人

（あるいは患者）と向き合い、コミュニケーション技法を用いて援助関係を築きな

がら、「身体的」「精神的、霊的spiritual」「社会的」な視点からその人(あるい

は患者)を捉える。特に、精神神経科病棟の実習においては、成育歴、生活歴を含

めて患者を理解するように総合的アセスメントを行う。精神の健康問題を持つ患者

の問題点だけではなく、健康な部分に関わる看護ケアの実践を行い、その結果を評

価する看護過程を展開する。またチーム医療の中での看護師の役割、対象の生活環

境、精神科治療の実際と地域精神保健福祉について学ぶ。 

 

（12）在宅看護学実習（３年後期～４年前期：２単位） 

在宅で生活する療養者とその家族がその人らしく生活を維持向上できるように、

健康問題、健康レベル、発達段階に応じた看護の実際を学ぶ。その際は、訪問看護

ステーション実習において、受け持ち事例の看護展開を通し、実際の看護援助を行

い、同行訪問により在宅療養環境や対象、活動の方法等を学ぶ。また、病院におけ

る退院支援機関の実習を通して、多職種との協働・連携・調整の実際を学ぶととも

に、退院支援における看護職の役割を考察する。  

                                

（13）地域看護学実習（統合実習）（４年前期：１単位） 

昨今の時代変化に伴い、今後地域で活動する看護職の増加が見込まれる。それを

念頭に、本科目では、看護職が地域で活動する県内保健所・市町村保健センター・

地域包括支援センター等で実習を行う。地域で生活するすべての年代、様々な健康

レベルにある人々のニーズを、地域特性や個人・家族への支援展開から把握すると

ともに、専門分野での実習（病院、老人保健施設、幼稚園・学校等）での学びを踏

まえ看護を実践する。また、チーム医療及び多職種との協働の中で、看護師として

のメンバーシップ及びリーダーシップを理解することで看護の統合を図る。        

具体的には、グループ毎に地域で看護職が活動する主な実習施設の設置背景や制

度、活動内容について事前学修を行う。その内容を基盤に、実習先での活動内容の
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見学や経験から学び、また学びを記録し、発表することで、地域における看護活動

への理解をより深め、今後の自身の看護キャリアを考える機会とする。 

 

 

Ⅺ 海外留学研修の具体的計画 

１ 海外留学研修先の確保の状況 

（１）瀋陽化工大学（中華人民共和国）語学留学 

・研修先：瀋陽化工大学 

・所在地：中国遼寧省瀋陽市経済技術開発区 11 号街９号 

・実施期間：夏季休業期間中（８月下旬～９月中旬の約 19日間） 

・対象学年：１～４年生 

・募集人数：10名 

・助成金：本学後援会より１名あたり５万円（H29実績） 

（２）ポートランド州立大学（アメリカ合衆国）語学研修 

・研修先：ポートランド州立大学 

・所在地：1825 SW Broadway, Portland, OR 97232,USA 

・実施期間：夏季休業期間中（８月下旬～９月中旬の約 25日間） 

      春季休業期間中（２月中旬～３月中旬の約 25日間） 

・対象学年：１～４年生 

・募集人数：20名 

・助成金：本学後援会、同窓会及び寄付金より１名あたり７万円（H29実績） 

 【資料 32 海外留学研修スケジュール】 

 

２ 目的及び目標 

（１）瀋陽化工大学（中国）語学留学 

瀋陽化工大学で開講される「初級中国語」及び「中国事情」を受講する。中国語による

コミュニケーション能力を養うとともに、中国の文化や社会事情に触れ、中国に対する関

心を高める。また、自身の考えを中国語で説明する力を養成し、学生同士の交流活動を行

うことで、両国青年の友好を深めることを目的とする。 

  到達目標は以下のとおりである。 

  ①教科書の本文を正確かつ流暢に朗読できるようになる。 

  ②中国語による基本的なコミュニケ―ションに慣れる。 

  ③中国での学習や生活に慣れる。 

  ④中国社会に対して既に持っている知識や中国文化への固定的な概念を見直すことが 

できるようになる。 

  ⑤自身の考えを中国語でまとまった談話として構成できるようになる。 

 

（２）ポートランド州立大学（米国）語学研修 

  ポートランド州立大学で開講される「American Language & American Culture Class 

（英語授業）」及び「“Plus”Elective Class(選択授業)」を受講する。米国英語での会話、 

語彙、発音能力を身につけるとともに、米国文化について深く理解し、状況に応じて会話 
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する能力を身につける。また、米国ボランティア、ポートランド文化、米国ホスピタリテ 

ィ管理の３テーマから 1つを選択し、現地での実習・調査を通じてテーマに関して深く理 

解するとともに、国際感覚を身につける。 

  到達目標は以下のとおりである。 

  ①米国英語での会話、語彙、発音、慣用句に関する能力を身につける。 

  ②家族、食文化、多様性などいろいろな側面から米国文化に関して理解する。 

③米国における日常の話題について、状況に合わせて会話する技量を身につける。 

④米国ボランティアでは、実際のボランティア・プロジェクトへ訪問し、ボランティア 

の定義、歴史、価値、社会的要請を理解し、ボランティアのプロジェクトを提案でき 

るようになることをめざす。 

⑤ポートランド文化では、ポートランド文化の実地体験を通じて、ポートランド特有の 

ポップカルチャーや前衛的な文化を理解し、ポートランド文化を反映したガイドブ 

ックを作れるようになることをめざす。 

  ⑥米国ホスピタリテイ管理では、宿泊業、飲食店、旅行代理店などへ訪問し、国の接客 

業における経営管理について理解し、それに基づいた理想の接客を語れるようにな 

ることをめざす。 

 

３ 事前指導 

瀋陽化工大学語学留学については、応募資格として、「外国語」の「中国語Ⅰ」を修

得済みの者又は履修中の者、もしくは日本中国語検定協会が行う「中国語検定試験」準

４級以上に合格している者とし、基礎的な語学力を備えたうえでの留学という位置づ

けにしている。 

   また、瀋陽化工大学語学留学及びポートランド州立大学語学研修に参加する前には、 

各２回のオリエンテーションを実施し、到達目標の確認や緊急時の連絡方法の指導、研 

修先・周辺地域の治安状況の情報提供（外務省の海外旅行登録「たびレジ」への登録指 

導等）、海外旅行保険の加入指導などを行う。 

 

４ 実習先との連携体制 

（１）瀋陽化工大学（中国）語学留学 

瀋陽化工大学とは平成 23 年１月に学術交流協定・学生交流に関する協定を締結（平

成 28 年１月に更新）しており、毎年、本学生を派遣するとともに、瀋陽化工大学生を１

年間受け入れている。 

また、本県と瀋陽市が位置する遼寧省は、昭和 59 年（1984 年）に友好提携を締結し 

ており、両県省において幅広い分野にわたる活発な交流が行われている。 

現地での授業は、日本語のできる瀋陽化工大学の教員が行う。プログラムの内容につ

いては、詳細を事前に本学へ送付してもらい、授業内容や評価などに関して、本学教員

と現地の教員が協議・確認して決定し、留学期間中においても、随時教員同士が連絡を

とり、必要に応じてプログラムの微修正等を行う。 

また、本学教職員は、引率者として往路と復路の計６日間程度同行するが、そのほか、

瀋陽化工大学が位置する遼寧省に設置されている富山県大連事務所（富山県職員常駐）

にも緊急時等における現地対応を依頼している。 
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（２）ポートランド州立大学（米国）語学研修 

ポートランド州立大学が主催する日本の大学生対象のプログラムに本学も平成 26 年

度より毎年参加している。本県はポートランド市が位置するオレゴン州と平成３年

（1991 年）に友好提携を締結しており、本県と最も結びつきの強い米国の州となってい

る。 

  同研修は、日本全国の大学生を対象に実施している語学研修プログラムであり、現地 

での授業は、同研修に参加している日本の他大学の学生と一緒に受け、授業を受け持つ 

教員は、日本人学生への英語教授経験者又は過去に同研修プログラムでの英語教授経験 

者が行う。 

プログラムの内容については、平成 26年度に初めて参加した際に本学教員が引率し、

現地の受入体制や学生支援の状況、プログラムの実施状況等を直接確認してきているほ

か、毎回詳細を事前に本学へ送付してもらい、授業内容や評価などに関して、本学教員

が十分確認している。 

なお、受入先のポートランド州立大学とは、毎回研修内容や責任の所在等に関する 

契約を締結し、研修内容等を担保している。 

 

５ 留学期間中の学生の活動支援、相談・連絡体制 

（１）瀋陽化工大学（中国）語学留学 

  留学中、学生は瀋陽化工大学留学生寮に滞在し、大学食堂での食事が可能である（営 

 業時間 6:30～21:30（土日営業））ほか、大学の売店でも日用品の購入が可能である。 

また、留学生一人ひとりに中国人学生チューター１名を配置し、留学生の日常生活の

世話、サポート等をしてもらう。中国人学生チューターが不在の場合や授業等の相談に

ついては、瀋陽化工大学の日本語ができる教員に相談できる体制をとっている。また本

大学への緊急連絡体制についても、事前に学生へ周知し、不安なく過ごせるような体制

を整えている。 

 

（２）ポートランド州立大学（米国）語学研修 

現地では、ポートランド州立大学のプログラムマネージャーと学生アシスタントが 

  期間中の学外における全ての行程に同行し、学生をサポートするほか、日本語のできる 

  担当者が 24時間緊急連絡先電話番号を学生に渡し、週末や放課後など時間外に発生す 

  る緊急時に対応できる体制をとっている。 

学生は、到着初日から３日間はポートランド州立大学の学生寮に宿泊し、そのあと帰

国までの間は地元住民の家庭で他の参加学生１名と共に２名でホームステイを行う。

平日の授業後や週末などに、市内や周辺の文化的・教育的施設等を訪問するフィールド

ワークや課外活動の際には、ポートランド州立大学の学生アシスタントが同行し、参加

学生をサポートする。     

   また、本大学への緊急連絡体制についても、事前に学生へ周知し、不安なく過ごせる  

  ような体制を整えている。 

 

６ 成績評価体制及び単位認定方法 
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（１）瀋陽化工大学（中国）語学留学 

 瀋陽化工大学で「初級中国語」の単位を修得した者は、所定の手続きを経ること

で「外国語」の「中国語Ⅱ」と読み替え（１単位）、また、「中国事情」の単位を修

得した者は、「人間の理解」の「言語・文化」で「海外留学科目（中国）」として認

定（２単位）する。 

 

（２）ポートランド州立大学（米国）語学研修 

ポートランド州立大学で受講する「英語授業」・「選択授業」で所定の成績評価以

上を取得した者は、所定の手続きを経ることで、「英語授業」は「外国語」の「海外

語学研修科目」として認定（１単位）し、「選択授業」は「人間の理解」の「言語・

文化」で「海外研修科目（米国）」として認定（１単位）する。 

 

 

Ⅻ ２以上の校地において教育を行う場合の具体的計画 

１ 位置及び校地間の移動時間 

 富山キャンパスは、富山市西長江地区に位置し、JR・あいの風とやま鉄道「富山駅」より

約３km（路線バスで約 20分）、また富山地方鉄道「稲荷町駅」より約 800ｍ（徒歩約 15分)

の距離にある。射水キャンパスは射水市黒河地区に位置し、あいの風とやま鉄道「小杉駅」

より約 1.7km(市コミュニティバスで約７分、徒歩で約 20 分）の距離にある。また、「富山

駅」と「小杉駅」間は２駅であり、電車で９分である。 

 一方、両キャンパス間の距離は約 13km であり、車での所要時間は約 30 分である。 

 

２ 専任教員の配置 

 本学部の専任教員として予定している 48 人は、全て富山キャンパスに配置する。 

 

３ 教員の移動への配慮 

 授業は富山キャンパス及び射水キャンパスの双方で行うが、本学部の専任教員が担当す

る専門科目は富山キャンパスで原則実施するので、本学部の専任教員が授業のためにキャ

ンパス間の移動を行うことはほとんどなく、例外として、専門基礎科目である‘看護ケアと

工学（オムニバス）’の１科目のみ、射水キャンパスで実施するため、移動する。また、教

育研究審議会や各種委員会など全学的な会議の出席等により、教員が同日内でキャンパス

間を移動する場合もあるため、キャンパス間をつなぐ無料シャトルバスの運行や、両キャン

パスにおける教員駐車場の整備等を行うとともに、移動時間を十分確保した時間割や会議

時間の設定に配慮する。 

 

４ 時間割の配慮 

学生の履修希望や受講がスムーズに行われるよう各キャンパスでの授業を曜日により区

分し、学生が同日において、授業によるキャンパス間の移動が生じない時間割編成とした。

具体的には、１年次には前期、後期とも月曜日と金曜日の週２日、２年次は前期のみの木曜

日の週１日に、射水キャンパスで受講できるよう時間割を調整した。 
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５ 学生の移動への配慮 

前述のとおり、各キャンパスでの授業を曜日ごとに区分し、学生が１日を通して同じキャ

ンパスで授業が受けられ、同日に富山・射水キャンパス間の移動が無いように配慮した。 

また、富山キャンパス周辺に下宿することが推測される県外学生等に配慮し、射水キャンパ

スでの授業の日には、両キャンパスを結ぶ無料のシャトルバスを配置する。シャトルバスは、

射水キャンパスの各授業の開始時刻及び終了時刻に合わせて運行し、学生が安心して受講

できる体制を整える。加えて、射水キャンパスで開講される授業のない平日の夕方には、授

業以外のサークル活動等への参加のために、キャンパス間を移動したい学生に配慮し、両キ

ャンパス間を結ぶ無料シャトルバスを運行する。この無料シャトルバスの運行は、学生が射

水キャンパスで過ごす日において、本学部の専任教員の指導を仰ぎたい場合にも十分活用

できる。 

 

  

６ 施設整備等の配慮 

平成 33 年度までは、富山県立総合衛生学院と富山キャンパスの施設を共同で使用するこ

とになるが、本学部が開設する平成 31 年度からは、同学院看護学科の入学者募集の停止に

より、共同使用の間においても、本学の完成年度である平成 34 年度の定員（480 名）を超

えることはなく、施設利用に支障は生じない（下記参考）。 

（単位：名）  

 H31 年度 H32 年度 H33 年度 H34 年度 

本学部 120 240 360 480 

総合衛生学院 240 140 40 0 

計 360 380 400 480 

 なお、学生が利用する図書館、食堂、売店、保健室、学生相談室等の施設設備については、

富山キャンパスにも新たに整備する。 

ほかにも、射水キャンパスにおいては、工学部の学科増設と本学部の開設に伴い、女子ト

イレとパウダールームの増設が行われた。また、工学部の学生と本学部の学生の合同授業に

必要な教室の広さと数があることを確認した。 

以上の計画により、両キャンパスにおいて教育研究上の支障はない。 

 

 

ⅩⅢ 管理運営 

１ 教育研究審議会 

 本学では、大学の管理運営及び各部署の連絡調整を行い、大学の教育研究に関する重要事

項を審議するために「教育研究審議会」を設置し、定例として毎月一回開催している。構成

員は学長、工学部長、工学研究科長、学生部長、入試・学生募集部長、附属施設の長、事務

局長等であり、議長は学長が務めている。なお、必要に応じて、他の教職員の出席を求める

ことができることとしている。 

 本学部の開設に伴い、「教育研究審議会」の委員構成等を見直し、看護学部長等本学部の

教員も当該審議会の委員として大学の管理運営や意思決定等に参画することとし、委員定

数の増員等を予定している。 
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 なお、教育研究審議会の審議事項は、次のとおりである。 

① 中期目標についての意見及び年度計画に関する事項 

② 法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項 

③ 学則その他の教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項 

④ 教員の人事に関する事項 

⑤ 教育課程の編成に関する方針に係る事項 

⑥ 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項 

⑦ 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に 

関する方針に係る事項 

⑧ 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項  等 

 

２ 教授会 

現在、本学は工学部のみであり、一つの「教授会」を設置し、定例として毎月一回開催し

ている。構成員は学長、副学長、専任の教授、准教授及び講師であり、学長が招集し、議長

を務めている。 

本学部の開設に伴い、学部単位（工学部、看護学部）で「教授会」を設置し、各学部長が

当該学部の「教授会」を招集し、議長を務めることとし、定例として毎月一回開催する。構

成員は、当該学部の専任の教授とし、学長、副学長、当該学部の准教授及び講師を加えるこ

とができることとする。 

  教授会の審議事項は、次のとおりである。（工学部・看護学部共通） 

① 学生の入学及び卒業に関すること。 

② 学位の授与に関すること。 

③ 教育課程の編成に関すること。 

④ 学生の懲戒に関すること。 

⑤ 前各号で掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くこ

とが必要なものとして学長が定めるもの。 

⑥ 上記のほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項を審議し、及び学長

等の求めに応じ意見を述べることができる。 

 

３ 委員会 

現在、本学は、学則の規定に基づく関係の委員会規程により、全学（工学部）組織として、

「教務委員会」、「学生委員会」、「入試・学生募集委員会」等を設置している。 

本学部の開設に伴い、これらの委員会を全学の親委員会として本学部のメンバーを必要

に応じて追加するとともに、この親委員会のもとに各学部単位の部会を設けることを予定

している。 

 なお、教授会規程においても専門の事項を調査審議する「専門委員会」を設置することが

できることとしているが、現在、この規定に基づく委員会は設置していない。 

 

 

ⅩⅣ 自己点検・評価 

工学部においては、平成 28 年度に、認証評価機関である独立行政法人大学改革支援・学
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位授与機構が行う認証評価の評価基準である以下の 10 項目について、資料やデータ等に基

づいた自己点検評価を実施のうえ同機構の評価を受審し、両結果を大学ホームページ上で

公開している。 

① 大学の目的 

② 教育研究組織 

③ 教員及び教育支援者 

④ 学生の受入 

⑤ 教育内容及び方法 

⑥ 学修成果 

⑦ 施設・整備及び学生支援 

⑧ 教育の内部質保証システム 

⑨ 財務基盤及び管理運営 

⑩ 教育情報等の公表 

また、平成 28,29 年度に、中期計画の達成に向け、以下の７項目の計画の進捗状況等につ

いて自己点検評価を実施のうえ、学外者で構成する富山県公立大学法人評価委員会の評価

を受審し、結果を大学ホームページ上で公開している。 

① 教育に関する目標 

② 研究に関する目標 

③ 地域貢献に関する目標 

④ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

⑤ 財務内容の改善に関する目標 

⑥ 自己点検評価及び情報の提供に関する目標 

⑦ その他業務運営に関する目標 

 

自己点検評価の実施にあたっては、学長が指名する教授を委員長とし、工学部の各学科か

ら選出された教員で構成する改革・評価委員会を中心に、各委員会等を含めた学内全体で実

務を行うとともに、教育研究審議会での審議を経て、理事会・経営審議会にも諮っている。 

この評価には、開設予定の本学部も参加することになる。また、自己点検評価の結果にお

いては、組織に属するものは当該組織の責任者へ、個人に属するものは個人へそれぞれフィ

ードバックし、次期目標設定、活動計画などに反映させる。自己点検評価結果と改善への取

り組み状況は、毎年ホームページで公表していく。このような結果を積極的に社会に公表し、

大学としての説明責任を果たすことで、管理運営方法等を継続的に改善し、より高い教育研

究水準に到達できるよう努力していく。 

 

 

ⅩⅤ 情報の公表 

１ 教育研究に関する情報の公表に係る基本方針 

大学における教育研究活動の状況については、工学部と同様に本学部も広く情報を公表

する。現在工学部においては、教育の研究成果の普及及び活用の促進、大学運営の透明性確

保等の観点から、本学のホームページ（http://www.pu-toyama.ac.jp/）や刊行物等により広

く情報を公表している。 
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広報についても、本学部の開設に伴い工学部と同様に、学外への情報発信を支援・指導・

管理する組織として、学長が指名する教授を委員長とする広報・情報委員会を設置し、様々

な媒体や手法を活用した戦略的かつ効果的な大学広報のあり方について研究・検討しなが

ら、積極的に取り組んでいく。 

 

 

２ 公表する情報 

上記の基本方針に基づき、工学部では以下の①～⑩の情報について公表している。本学部

においても、工学部と同様に、以下に関する情報を本学のホームページで順次公表していく。 

① 大学の教育研究上の目的に関すること 

・教育研究上の目的を掲載 

http://www.pu-toyama.ac.jp/about/publication/2013/03/18/737/ 

② 教育研究上の基本組織に関すること 

・基本組織の組織図を掲載 

http://www.pu-toyama.ac.jp/outline/houjinjyohou/2015/04/27/8485/ 

③ 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

・教員情報（教員組織、教員数及び教員が有する学位・業績）を掲載 

http://www.pu-toyama.ac.jp/about/publication/2013/03/18/764/ 

④ 入学者に関する受入れ方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又

は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関す

ること 

・アドミッションポリシー、志願者数、受験者数、合格者数、入学者数、学生数及び進

路別卒業者数を掲載 

http://www.pu-toyama.ac.jp/about/publication/2013/03/18/794/ 

⑤ 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

・授業科目の名称、授業の方法・内容・年間計画、年間行事・学年暦、教育理念、学修・

教育目標、教育課程等の説明を掲載 

http://www.pu-toyama.ac.jp/about/publication/2013/03/18/807/ 

⑥ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

・成績評価、卒業・修了要件、修得可能な学位及び履修の手引きを掲載 

http://www.pu-toyama.ac.jp/about/publication/2013/03/18/822/ 

⑦ 校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

・交通案内、キャンパスの概要、周辺情報、学生会・サークル活動及びサークル紹介の

情報を掲載 

http://www.pu-toyama.ac.jp/about/publication/2013/03/18/838/ 

⑧ 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること 

・入学前に必要な費用（入学考査料・入学料）、入学後に必要な費用（授業料、その他

の費用）及び授業料免除・奨学金の情報を掲載 

http://www.pu-toyama.ac.jp/about/publication/2013/03/18/843/ 

⑨ 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

・学生の修学支援（学修に資する施設（附属施設）、教員のサポート、各種手続・証明
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書発行、進路選択に関する支援（キャリアセンター）、心身の健康に関する支援（健

康管理・相談）、留学生に関する支援（募集に関する情報・相談窓口）及び障害者に

関する支援（相談窓口）の情報を掲載 

http://www.pu-toyama.ac.jp/about/publication/2013/03/18/853/ 

⑩ その他 

・教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報 

http://www.pu-toyama.ac.jp/about/policy/ 

・学則等各種規程 

http://www.pu-toyama.ac.jp/about/koukai/2013/03/18/590/ 

・設置認可申請書、設置届出書、設置計画履行状況等報告書 

 http://www.pu-toyama.ac.jp/about/koukai/2013/05/31/5019/ 

・自己点検・評価報告書、認証評価の結果 

http://www.pu-toyama.ac.jp/about/koukai/2014/03/31/6967/ 

 

ⅩⅥ 教育内容等の改善を図るための組織的な取組 

１ 学生による授業評価 

本学の工学部においてこれまで実施してきた学生への授業アンケートを、本学部におい

ても学期ごとに実施し、授業理解度、授業関心度、学修成果に対する評価等について調査す

る。担当教員に対しては、アンケート結果の全体平均とともに担当授業の結果を通知し、授

業の改善に取り組んでいく。 

 

２ ＦＤ研修会 

本学の工学部において、これまで、教務委員会が中心となり、全教員を対象としたＦＤ研

修会を毎年開催し、教育改善に積極的に取り組んできた。本学部においても、全専任教員を

対象としたＦＤ研修会を毎年開催し、大学教育を取り巻く状況や大学の課題等の共通認識

を持つとともに、学修効果の高い取組事例の紹介や教育改善の好事例の報告などの積極的

な情報共有により、大学全体の教育課程の質の向上を図る。 

具体的には、 

① 能動的な学修方略と評価（アクティブラーニング、反転授業、e-learning、ルーブリ

ック評価等）に関するＦＤ 

② 実習指導方法及び臨床との連携に関するＦＤ：各指導者の役割と指導方法、評価等 

③ ユマニチュード技法に関するＦＤ：本学部開設予定前年度(平成 30 年度)から内定教

員を対象としたユマニチュード研修会を計画しているが、開設後にもＦＤで教員研修

を継続する。 

④ 研究内容の充実に関するＦＤ：計画書立案、研究倫理、英語論文の作成、発表原稿や

資料の作成等 

なお、看護学専任教員だけでなく、工学部の教員にも本学部主催のＦＤ研修会についての

参加を募集し、全教員の質の向上を目指す。 

 

３ ＳＤ研修会 

本学の工学部において、これまで全教職員を対象としたＳＤ研修会を毎年開催してきた
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が、本学部の全教職員についても、ＳＤ研修会を毎年開催し、大学の管理運営や教育研究支

援に必要な知識等を身につけ、能力及び資質の向上を図るとともに、大学の教育研究活動の

適切かつ効果的な運営を図るための最新情報の共有に努める。 

具体的には、①教育理念・教育課程の理解及び共有のためのＳＤ、②学生理解を深めるた

めのＳＤ、③授業評価及び成績評価に関するＳＤ、④研究活動の向上(外部資金の獲得、産

官学連携研究の状況等)を目指したＳＤ等を予定している。 

 

４ 他大学等との連携 

本学の工学部と本学部の教職員は、県内７機関（富山大学、高岡法科大学、富山国際大学、

富山短期大学、富山福祉短期大学、富山高等専門学校、富山県立大学）で構成する大学コン

ソーシアム富山が主催する、ＦＤ＆ＳＤ研修会に毎年参加する。他大学との連携によって、

授業内容や教育方法の改善・向上、職員の業務改善・サービス向上に資するとともに、高等

教育機関相互の教育研究等の連携や地域課題への取り組み等を推進する。 

 

５ 教員の教育研究意欲向上の仕組みづくり 

教員の資質向上のため、教育、研究、地域貢献、大学運営、キャリア形成支援等の分野ご

とに各教員の活動実績（大学貢献度）を学長が毎年総合的に評価し、これに基づき教育研究

費の一部を学長裁量経費として傾斜配分する評価制度を本学工学部で採用しており、同様

の仕組みを本学部でも行う。 

また、若手研究者の育成や、学科等の枠を超えた学内共同研究の取り組みについても学長

裁量経費等を活用し、積極的な支援を行う。 

 

 

ⅩⅦ 社会的・職業的自立に関する指導等及び体制 

本学部の教育理念は、幅広い教養と人々への共感的態度を備えた人間性豊かな人材、そし

て創造力、実践力及び探究心を兼ね備え、多職種と協働しながら地域や社会に貢献できる人

材の育成である。この教育理念に基づき本学部では、1 年次からキャリア教育に取り組み、

学生の学問と就職に関する高い意識付けを行うとともに、教職員・学生が連携して、一人ひ

とりにあったサポートをするなど、きめ細やかな対応を行う。 

 

１ 教育課程内の取り組み 

教養科目には、学生が看護の対象者や医療専門職の人々と関係を築くための基礎的な科

目として、‘コミュニケーション論’‘コミュニケーション演習’を設けた。これらによって、

専門職としてのヒューマンスキルや態度を身に付けるための基盤を築く。また、専門科目に

は、キャリア形成のために‘トピックゼミⅠ～Ⅳ’‘初期体験実習’を設けた。これらの科

目では、地域で暮らす人々との交流や保健・医療・福祉の専門家から直接意見を聞き、看護

職に求められる役割について学ぶ。このような教育体制によって、キャリア形成に求められ

る「自ら考え・創造し・表現する能力」、及び「多様な観点から考察する能力」を育成する。

加えて、実習においては、多職種連携の実際を体験的に学ぶことができるように指導し、保

健・医療における社会的ニーズに関することや、患者会・家族会への参加による他者理解等

についても、体験学習による深い学びができるように指導する。 
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このように、カリキュラム全般を通じて職業的アイデンティティの確立を目指した指導

体制を整えており、専門職業人として生涯学び続けるための基本的な学習姿勢を育成する。 

 

２ 教育課程外の取り組み 

工学部では、これまでも、学生のキャリア形成支援を行うキャリアセンターの取り組みを

強化し、県内就職定着促進員１名を射水キャンパスのキャリアセンターに配置することで、

企業の人材ニーズの把握や採用を促進してきた。また、進路ガイダンス、企業を知る木曜日

（シルモク）、学内合同企業説明会、個別の就職指導を実施するとともに、県内関係機関に

おいて開催される各種就職ガイダンス等への学生の積極的な参加を促している。 

さらに、企業で活躍しているＯＢと学生との意見交換会を開催しているほか、県内企業イ

ンターンシップ事前説明会の開催、低学年からの企業訪問の充実、県外出身保護者に対する

富山の情報掲載パンフレットの送付など、本県や本県企業の魅力の発信にも努めてきた。 

本学部の拠点となる富山キャンパスにおいても、キャリアセンターのサテライトを新た

に設けることにした。これまでの射水キャンパスのノウハウを活用しつつ、本学部では、看

護職者としての望ましい職業観や職業に関する知識を身につけ、自己の個性を理解し、主体

的に進路を選択する能力・態度を育てることを目標に支援する。 

具体的には、県内の病院や施設、行政等に勤務する現役看護職を招き、勤務の様子や就職

先の選び方等、気軽に直接話が聞けるイベントの実施、合同就職説明会の開催、留学サポー

トなど、個々の学生ニーズにきめ細やかに対応した就職・進学支援を行う。 

 

３ 適切な体制の整備について 

射水キャンパスに既に設置されているキャリアセンターには、センター長（教員）をはじ

め、教員や事務職員のほか、専任の担当者を配置し、定期的にキャリアセンター運営委員会

を開催している。本学部の拠点となる富山キャンパスにおいても、同センターのサテライト

を設置し、両キャンパスの緊密な連携のもと、学生の学問と就職に関する高い意識付けを行

うとともに、教職員・学生が連携して、一人ひとりにあったサポートをするなど、きめ細や

かな対応を行う。 
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富山県立大学の建学の理念と沿革  

 

富山県立大学は、本学のあるべき姿として、以下を理念としています。 

(1) 富山県の発展をめざした県民の大学 

(2) 未来を志向した大学 

(3) 特色ある教育をめざした大学 

 

この理念のもとに、以下を大学の目的として掲げています。 

(1) 次代を担う青年の多様な個性の開発を促し、視野の広い、人間性豊かな、創造力と実践

力を兼ね備えた、地域及び社会に有為な人材を育成します。 

(2) 学術の中心として広く知識、技術を授け、未来を志向し、高度な専門の学芸を深く教授

研究します。 

(3) 学術と産業との有機的連携を進めるとともに、富山県民の本学に対する地域振興の原動

力としての期待や生涯学習に対する多様な要請に応え、科学技術の新たな拠点として、学

術文化の向上と産業の振興発展に寄与します。 

 

＜沿革＞ 

平成 2年 4月 1日 富山県立大学開学 

平成 4年 10月 1日 富山県立大学生物工学研究センター開設 

平成 6年 4月 1日  富山県立大学大学院工学研究科（修士課程）開設 

平成 8年 4月 1日  富山県立大学大学院工学研究科（博士後期課程）及び生物工学専攻 

（修士課程）開設 

平成 10年 4月 1日  富山県立大学大学院工学研究科生物工学専攻（博士後期課程）開設 

平成 16年 4月 1日  富山県立大学地域連携センター開設 

平成 18年 4月 1日  富山県立大学工学部知能デザイン工学科、情報システム工学科及び 

生物工学科、大学院工学研究科知能デザイン工学専攻及び情報シス 

テム工学専攻開設 

平成 19年 4月 1日  富山県立大学キャリアセンター開設 

平成 21年 4月 1日  富山県立大学工学部環境工学科開設 

平成 25年 4月 1日  富山県立大学大学院工学研究科環境工学専攻（博士前期課程）開設 

平成 27年 4月 1日  公立大学法人富山県立大学設置 

平成 29年 4月 1日  富山県立大学工学部医薬品工学科開設 

 

資料１ 



資料２  

 

富山県立総合衛生学院の教育理念と沿革 

 

＜教育理念＞ 

富山県立総合衛生学院は、人間理解と生命尊重の精神を基盤とし、学生一人ひとりの能力・

個性を大切に、人々への深い関心と洞察力・判断力・倫理観を 備えた健康の担い手として、

県民に寄与できる看護職を育成する。 

 

 

＜学院沿革＞  

昭和 23年 不二越病院附属看護婦養成所を開所 

昭和 26年 富山県立中央病院付属高等看護学院と改称移管 

昭和 39年 保健婦専門学院を併設 

昭和 40年 看護学科に夜間課程を新設 

昭和 46年 富山県立総合衛生学院と改称 

昭和 49年 助産学科を新設 

昭和 50年 看護学科を第一看護学科と第二看護学科に分科し、４学科制となる 

昭和 51年 学校教育法に基づく専修学校となる 

平成 20年 第二看護学科を閉科し、３学科制となる 
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