
 

1 

 

 

 

２０２１年度 学校関係者評価報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２年３月 

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 

附属大阪南看護学校 学校関係者評価委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校関係者評価委員 ： 教育交流に係る連携大学 元教授 

                看護専門学校（３年課程） 教務主任 

                臨地実習施設の看護管理者 

                学生の出身高等学校教諭 

                同窓会会長（卒業生） 



 

2 

 

学校関係者評価結果 

 

◇令和 3 年度の学校関係者評価を対面で実施する予定としていたが、まん延防止等重点措置の発令下であり、

評価委員の参集による受審は困難と考え、書面をもって学校関係者評価委員による評価を実施した。 

手順は以下のとおりである。 

1．学校重点目標に関する自己評価および必要資料を学校関係者評価委員に郵送。 

2．自己評価および資料に対する質問および意見を学校関係者評価委員各人から受け取る。 

3．学校関係者評価委員からの質問への回答および意見を一覧にまとめ、学校関係者評価委員へ報告。 

4．３の内容を確認していただいた後、追加質問や追加意見の確認。 

5．学校関係者評価委員長からの講評を受理し、他の関係者委員へ配信。 

《期 間》：令和 4年 2月 24日～3月 18日 

《2021年度 学校重点目標》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《結 果》： 

【目標Ⅰ 基礎的な看護実践力を身につけた学生の育成】 

目標Ⅰ-1．看護実践能力の強化(看護技術力、アセスメント力、コミュニケーション力) 

＜取り組みと課題＞ 

・オンラインを活用し教員が演示する援助場面を観察させた後、学生には自宅にあるものを活用し技術を実

施させ、それを画面で確認する方法を取り入れた。また、長期休暇中には、感染対策を行った上で実習室を開

放し技術練習が行えるようにした。技術指導の教員も配置し、不明点を確認し練習できるよう配慮した。 

・コロナ禍の影響で学内での技術練習が十分に行えず基本的な技術習得ができていないため、臨地での実

践に躊躇する学生もいる。実習指導者と調整しながら機会を見つけて、見学・実施できるようにした。 

・学生は、全体的に積極性が乏しく、自ら考え患者に応じた援助を実践し技術力向上を目指す者が少ない現

状もある。「方法を覚える」「覚えたとおりに実施する」ことはできるが、自ら「考え」実施するということが難しい。

臨地での体験が少ない中で困難ではあるが、考えて実施する、自ら疑問を解決するなど、能動的に学習する環

境の提供が必要である。 

 ・講義では、アセスメント力の強化に向けて患者事例を設定し、既習知識を活用しながら段階的に思考が整理

Ⅰ 基礎的な看護実践力を身につけた学生の育成 

  1．看護実践能力の強化（看護技術力、アセスメント力、コミュニケーション力） 

  2．看護の対象を「生活者」として理解し看護を実践する能力の育成 

  3．学生個々に応じた学習支援による主体的行動・内省力の育成 

Ⅱ 看護教育の質向上に向けた教育環境の整備 

  1．看護教員の教育実践能力の向上 

  2．実習指導の充実に向けた臨床との連携強化 

  3．教員のキャリアアップ 

Ⅲ 学校経営・運営への積極的な参画 

  1．教職員の相互協力と業務調整による効率的な時間活用 
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できる工夫を行った。関連図や看護計画を確認し、学生個々にフィードバックを行いアセスメント力の向上に努

めた。学生間で意見交換を行うことにより、理解が深まったとの発言があった。 

 ・臨床判断能力を強化するため、今年度「シミュレーター：シナリオ」を導入し演習を実施した。術後患者を設定

し観察技術の実施および評価を行った。観察内容は知識テストでも確認できるが、観察方法や観察のタイミン

グ（順序性）は、シミュレーターを使い実践することにより確認できる。患者負担を最小限にするための観察順序

か、一つの観察内容から身体状況をアセスメントし次の観察内容や方法（順序含む）を意図的に考え行っている

かなど確認する事ができた。観察やアセスメントで不足している内容は、実施後のグループでのディスカッション

で補うようにした。限られた資源を活用し、如何にリアルに思考できる機会をつくるかが課題である。 

 ・実習前研修では、紙面事例を使った看護過程の展開によるアセスメント能力の強化、教員が患者役となりコ

ミュニケーションを行いその場面について振り返る研修や高齢者とのコミュニケーションを学ぶ研修を実施した。

加えて、患者の思いを知ることや相手の立場に立って考えることを目指し、患者に体験談を語ってもらう研修も

実施した。その体験を聴くことにより、自分とは年齢も体験も違う相手がどのようなことを感じ、考え、生きてい

るのかについて知ることができていた。 

・臨地実習においては、学生が主体的に学習できるよう課題を提示し、個別指導を充実させることで、患者の

状態の変化をアセスメントし、状態に応じた援助を考えさせるようにした。 

 ・臨地実習が学内実習に変更となったり、対面授業がオンライン授業となることにより、実際に技術を実践する

機会が少なくなっている。制限のある中で、何をどのように工夫することが技術習得に繋がるのか、試行錯誤し

ながらの 1 年であった。動画を活用したり、技術の根拠や方法は事前学習でしっかりと押さえ、制限時間の中で

実践ができるような更なる工夫が必要である。 

 ・コロナ禍だったが、自治会活動として学校祭、学生フォーラムなどで学生同士が交流することにより、他者と

のコミュニケーションを磨く機会となった。 

＜評価＞ 

 ・新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、学内・臨地ともに学生が看護技術を実践できる機会が減少した。そ

の中にありながら、動画の作成やシミュレーション演習の工夫等、ただ技術を習得するのではなく、状況に合わ

せて考え工夫しながら実践できるように、十分に計画・実施されている。 

・実習指導者と学生の学修状況を計画的に共有・検討されている。それが臨地で積極的に看護技術の体験を

させていただくことに繋がっているという印象をうける。 

・自宅での技術の習得練習だけでなく、登校時にも、技術練習ができるよう時間割を組み立て実施されてこと

は、学生にとって技術の習得に役立ったと思われ評価できる。教材教具を使用した技術練習時間がコロナ前に

比べ少なくなっていることは今後の課題である。今後も感染症の流行は避けられない中、この状況を前提とした

教育の結果を残していく必要がある。 

・問題解決能力醸成は、教育上重要な目標の 1つであり、今後も能動的に学習する環境の提供に期待する。 

 

目標Ⅰ-2．看護の対象を「生活者」として理解し看護を実践する能力の育成 

＜取り組みと課題＞ 

・講義や実習前研修で事例設定をする際に、患者の家族背景や生活習慣、入院や疾患に対するの思いなど

をいれ、患者を「生活している人」として捉えられるように工夫している。しかし、対象理解が疾患理解やセルフ

ケア能力の有無などを解釈するまでとなっていることが多い。 
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・在宅看護論演習の授業では慢性疾患の事例を取り上げ、患者の状態を変化させながらその状態に応じた

看護を考える演習を行った。１つの事例を継続的に考えることによって、生活している人としてとらえやすい様子

であり、患者の生活がどのように変化するかを考えることに繋がり、疾患に注目するのではなく生活者としてとら

えることができるようになった。教員の継続的・意図的な関わりにより、患者の生活状況を知り援助にいかすこと

の必要性や重要性は理解できているが、それを踏まえて看護実践に発展させていくことは難しい状況がある。 

・臨地実習においては、実習指導者会議で学校としての目標を説明し、患者を「生活者」ととらえて看護展開

できるよう実習指導者と協力して実習指導を行っている。指導者や教員が意識させながら看護実践していくた

め、「生活者」として意識し、入院前の生活や生活信条の把握、退院後の生活に向けた援助内容の抽出などが、

少しずつできるようになってきている。今後も引き続き、様々な場面で意図的に刺激しながら、看護実践につな

げられるよう教授していく必要がある。 

・臨地実習では、入院前や退院後の生活を考え援助を計画したり、実践においてもその人の今までの生活習

慣や価値観などをとらえようと努力している学生の反応が多く見られるようになった。しかし、患者の現在の状

態把握や治療に関する看護を考えたり実践することに精一杯となり、退院後の生活を見据えて早期から介入す

ることができていない現状もある。カンファレンス等で振り返りを行い、必要性の確認をしている。 

・実習前研修として、高齢者の理解を目的に、ボランティアの方々（地域で暮らす高齢者）に協力していただき、

学生とのコミュニケーション場面をつくった。地域で暮らす高齢者とコミュニケーションをとり、高齢者の生活習

慣、価値観、生きがいなどを語っていただくことにより、生活や老いへの思いを知ることができた。 

・特別講演で自身の患者体験や配偶者との闘病記、ボランティア体験を語っていただく機会を設けた。夫婦で

闘病する姿やその時々の思い、ボランティアとしてがん患者とかかわった経験からの思いなどを聴く中で、学生

は、患者の人生・家族について様々なことを感じ考えている。「患者」とばれる人々にも「希望する生活」「自分の

人生」や「家族との関係」があること、そして、学生自身の家族や身近な人との関係や過去の体験に思いを馳せ、

患者と自分たちの共通点を見いだしている。学生が、高齢者との交流、患者体験やボランティア経験からの語り

を聞くことにより感じ考えたことについて、教員間で共有する機会をつくり、教授活動に活かす必要がある。 

＜評価＞ 

・経験が不可欠であるコミュニケーションの向上と「生活者」の感覚を理解するということを、このコロナ禍で

獲得するのはとても困難と感じるが、様々な工夫をしていることはわかる。あらゆる場（学生同士、学生と教員が

自然に語り合う、ボランティアとの会話をグループで考える、１つの学びを学生・教員全員で共有するなど）を活

用し、話し合い考えることを繰り返す必要があると感じる。 

・対象を「生活者」として理解できるように工夫していることがうかがえた。教員が講義の中で繰り返し考えさ

せる機会を持つだけでなく、実習前にボランティアの方々とコミュニケーションをとる機会を設けられていた。何

を話すかを考えるだけでも、対象理解に繋がる。また、実習前に対象理解の視野を広げることで、臨地実習で早

期に患者理解できるため、看護実践に繋がったのではないかと感じる。 

・特別講義で闘病記を語っていただく機会を設けられ、つい忘れがちになる患者の思いや苦しみ等を思い起

こす機会となり、看護師として患者と接する場合も思い出すこともあると思う。学生にとって貴重な時間である。 

 

目標Ⅰ-3．学生個々に応じた学習支援による主体的行動・内省力の育成 

＜取り組みと課題＞ 

 ・日々の学生指導（学習指導や生活指導）において、学生が考えた内容を聴き理解した上で、主体的に行動す
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ることや出来事の振り返りを行うようかかわっている。小グループでは自分の意見を述べ相手の意見を聞くなど

意見交換できるが、クラス全体という大集団となると自分の意見を言えなくなる傾向にある。現在の学生は、人

前で自分の意見を述べることに抵抗が強い傾向にある。今後も場を上手く活用し発言できるようかかわってい

く必要がある。 

・コロナ禍で通常通りの行事が行えない状況にある中、感染防止対策を徹底しながら、様々な行事を行った。

2年生が中心となって運営した学生フォーラム（機構の看護学校 5校がオンラインで討議や学校紹介等を実施）。

患者さんへの日頃の感謝を伝えるために学生自ら考え作成した Christmas 装飾を外来および各病棟へプレ

ゼントした。12 月には、自治会（2 年生）が中心となり、学校祭を開催した。感染防止対策を行った上で、如何に

2年生と 3年生が交流できるかを考え実施できた。反省点はあったが、学生達の自主性を尊重しながら実施す

ることができた。実施中の学生達の表情や終わってからの学生達の反応から、制限がある中でも皆で話し合い、

開催できたことの達成感を感じる行事であった。コロナ禍での規制が続く中、学生自らが他学生と交流する機

会を持ちたいという発信があり、行事を実現できたことは大きな成果である。日々の学生指導において、教員側

の考え中心で進めるのではなく、学生自らが考え行動できるような関わりが今後も必要である。 

・自己の行動を内省できない学生が増えていると感じる。特に、個別の関わりが必要な学生には、担任だけで

なく他教員との情報共有を行い指導にあたると共に、担当の教育主事も同席して面接を行い、学生自身の思考

整理を促している。 

・臨地実習において指導を強化する必要のある学生は、実習指導者と協働し個別指導を強化すると共に、学

内においては実習担当教員および担任教員が個別面接指導を行っている。思考整理や記録整理に時間を要す

る学生には、学内での個別指導を追加することにより改善が見られる場合もある。 

・学習成果（科目成績、模擬試験、実習成績等）の一覧表を作成することにより、学習支援の強化が必要な学

生を明示（学習強化組）し、クラスごとの補強学習以外に小集団の強化学習を実施している。国家試験前には、

担任以外の教員も強化学習を担当することにより、成績の上昇が見られた。 

＜評価＞ 

・個別指導の必要性は高まっており、その指導は１対１になりがちである。教員間もコミュニケーションを十分

にとり、客観的に学生の良い面をとらえて指導にあたることも大切である。 

 ・学生の主体的行動を育成するには、教科だけでなく行事等の教科外活動が大切である。コロナ禍にありなが

ら、創意工夫し学生主体で考える行事を行えたことは、大きな成果であると感じる。 

 ・学生が人前で自分の意見が率直に言えないことはよく見られる。先生方が色々な方法で発言しやすい環境

作りをされており、少しずつ改善していると思う。上級生と下級生との合同討議なども効果があると思われる。 

 

【目標Ⅱ 看護教育の質向上に向けた教育環境の整備】 

目標Ⅱ-1．看護教員の教育実践能力の向上 

＜取り組みと課題＞ 

 ・全教員の授業研究の実施およびリフレクションによる授業の改善に取り組んだ。 

 ・今年度は、オンライン授業も多く実施しているため、様々な授業形態による授業を対象とした。各人の希望を

聞き、カリキュラム担当者が全体計画を立案し取り組んだ。オンラインでの双方向型授業・対面での講義・対面

での演習授業を他教員が参観しリフレクションを行った。 

 ・授業研究のリフレクションでは、「学生の思考を育むグループワークの効果的活用」「単元考察の検討：何を
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学ばせたいのかの明確化」「学生が主体的に学び考える授業方法」「オンラインでの技術演習方法」などをテーマ

にディスカッションし、以後の授業へ反映することができた。 

 ・学生の思考力やアセスメント力の強化のため、グループワークを多く取り入れた。看護過程の展開を段階的

に行わせ、グループで取り組むことにより、提示したデータから「読み取る」「思考する」ことができるようになった。 

また、対象理解については、「どのような人か」をイメージできるようＤＶＤ教材を活用した。ＤＶＤやグループワー

クを活用することにより、「患者の気持ちを考える機会が多く、患者理解に繋がった」という学生の反応が得られ

た。教員間での情報交換や毎年実施している授業研究、近畿管内機構病院附属看護学校の教員間で行ってい

る公開授業、近畿の副学校長・教育主事協議会および近畿グループ主催の教員研修等での学びを活かし、授

業実践に反映している。 

・今年度は、教員研修会主催の研修「オンライン授業の設計のコツと事例」「インストラクショナルデザイン」に

全教員が参加した。オンラインでのグループワークの進め方やグループワークでのＧｏｏｇｌｅドキュメントを用いる

方法を学び、実際に活用した教員もいる。Ｇｏｏｇｌｅドキュメントを活用することにより、オンライン上でそれぞれ

の記録をみることができるため、グループワークの進行状況がタイムリーにわかり進めやすい。オンラインの機能

を活用し、対面授業と同じような工夫ができ効果的な授業の実施に繋がった。 

・学生が主体的に学ぶことのできる授業設計を目標としている。授業研究や研修に参加することにより、様々

な取り組みを実践している状況である。また、教材やオンラインシステムの活用など、教員間での差があるため

学習会を実施し、各人の知識を教員全体の知識とし学生に還元できるように取り組んでいる。今後も教員間で

協力しながら、効果的な授業となるよう取り組んでいく必要がある。 

 ・学生の授業評価および教員の自己評価を行っている。オンラインによる授業も増えたが、学生の授業評価は

昨年度と大きな変化はない。昨年度、学生の授業評価および教員の自己評価結果から、改善策を検討し今年

度の授業に活かしている。 

＜評価＞ 

 ・授業研究を計画的に、毎回ほとんどの教員が参加して行えていることに、先生方の意識の高さがうかがえた。

また、テーマを決めてディスカッションされているため、教員全体で同じ目標に向かい、向上させることができる

のではないかと感じた。 

 ・臨地実習が学内実習に変更されることもあったが、講義だけでなく実習の授業研究にも取り組まれるとよい

と思う。 

 ・グループワークを多く取り入れて行うことは、思考力向上など教育効果が高いと思う。カリキュラム上難しい

面もあると思うが、今後も多く取り入れていくべきと考える。 

 ・色々な取り組みを行う場合、教員間の教育力の差を少なくするため、教員同士の協力が必須である。 

 

目標Ⅱ-2．実習指導の充実に向けた臨床との連携強化 

＜取り組みと課題＞ 

 ・実習担当教育主事と実習担当教員とが中心となり、実習指導者会議の企画・運営を行い、実習指導の充実

に向けた実習指導者の育成・実習指導案の活用と修正等を実施した。今年度任命された実習指導者のうち約 7

割が、実習指導者として学生指導を担当するのが初めての状況であった。実習指導案を活用し修正を加えなが

ら実習指導すること、学生のレディネスを把握するために学内演習に参加すること、担当教員との調整機会を意

図的につくり学生個々に応じた実習指導について考え実施することなどを行った。現在、各病棟の実習指導に
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おける臨床との調整等は、主に実習指導者と行っている。未経験者や経験の浅い指導者が多い状況下では、実

習指導者のみでなく副看護師長や看護師長など病棟管理者との情報共有を強化する必要がある。 

 ・実習指導者会議での取り組みは、初めて役割を担う指導者にとっては難しい内容でもあったが、担当教員と

ともに検討することや、会議でのディスカッションにより目標達成に至った。また、学内演習への参加は、学生の

レディネス把握につながり、実習まとめ会への参加は学生の学びを確認する機会となり、指導者自身の実習指

導の振り返りができていた。 

 ・今年度は 2・3 年生のみ在籍のため、学内での技術演習授業が減少した。これにより、教員の臨地での実習

指導時間が例年より確保できたこともあり、臨地で実習指導者との協働ができ、学生指導に活かす事ができた。 

 ・実習指導者講習を受けていない指導担当者 9 名（他施設参加者も含め）に対し、オンラインでの研修を実施

した。研修生にとっては、慣れないオンラインでの研修であったが、実習指導についての理解が深まり、これまで

の悩みが解決されたなどの感想を頂いた。 

 ・国立病院機構近畿グループ主催の実習指導者講習会の講師（受講生 30 名、オンライン研修）として 2 名が

講義を担当した。指導案作成に教員 1名がグループワークの助言者として指導を行った。 

＜評価＞ 

 ・毎月、実習指導者会議を実施し、実習要項の説明・評価報告だけでなく指導案・指導方法の検討も行ってお

り、タイムリーな情報共有と連携が行われていると感じた。 

 ・コロナ禍のため、学内の技術練習時間が制約される中、例年以上に臨床との連携が強化されていると感じた。 

 

目標Ⅱ-3．教員のキャリアアップ 

＜取り組みと課題＞ 

 ・昨年度の学会で発表した研究成果を「医療の広場」に投稿した。グループに分かれ、現在 5 題の研究に取り

組んでおり、３題は、倫理審査委員会での承認をうけている。量的研究については、外部講師を招聘し継続的に

助言指導を受け、来年度の発表に向け取り組みを進めている。通常業務の合間をぬっての研究活動となるため、

時間の捻出が難しいが、今年度は、当初から計画的に研究に取り組むことができている。今後、研究成果のまと

めに入り、発表へ向けた準備となるため、より計画的に時間捻出しながら進める必要がある。また、発表学会の

登録期限等をチェックし確実に成果発表につなげる。 

 ・教員研修会主催の研修、国立病院機構近畿グループ主催の研修、大阪府看護学校協議会主催の研修、業

者企画の研修等にほとんどの教員が参加した。臨床判断能力を高める授業設計、ＩＣＴを活用した授業、新カリ

キュラム、学生理解、各人のキャリアアップに向けた研修等、今年度はオンライン研修が多く受講しやすかった。 

 ・教員の看護管理能力育成のための実務研修を計画し、全教員が年度内に実施予定である。母体病院の看

護部に協力を依頼し、希望場所（部署・役職）に 1日研修として参加し学びをまとめた。管理的視点の学びの他、

学生教育にいかす学びとなった者もいる。しかし、１日のみの研修であるため、その成果についての評価は難し

い。継続した研修を検討する必要がある。 

＜評価＞ 

 ・多忙な業務の中、研究への取り組みや実務研修を実施され、教員のキャリアアップを確実に行っていることに

感服する。 

・教員のキャリアアップについて、研修方法等検討の余地はある。可能な限り発展の礎になることを期待する。 
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【目標Ⅲ 学校経営・運営への積極的な参画】 

目標Ⅲｰ１．教職員の相互協力と業務調整による効率的な時間活用 

＜取り組みと課題＞ 

 ・勤務時間内で効率的に業務遂行ができるよう、昨年度抽出した問題点の解決策を検討した。時期や学生の

状況に応じて「早出・遅出」の人数配分を調整するために新たな勤務線表を導入するとともに、業務内容の見直

しを行った。毎月の業務計画作成意図を明示し説明すると共に、学生へ教員の勤務時間を明示した。その結果、

教員自身の時間管理に対する意識が向上し、時間外となる業務の調整や依頼が行えるようになり勤務の終了

がスムーズになった。引き続き、効果的な時間活用を行い、それぞれのキャリアアップに向けた取り組みが行え

るよう管理したいと考えている。 

 ・今年度は２学年の運営となったため、横断的な役割遂行をする担当を３名配置した。「カリキュラム担当」「実

習担当」「宿舎担当、共存校（ペガサス）との調整担当」とした。担任制は継続しているため、担任間での業務分

担や調整を行い進めているが、柔軟な業務依頼や協力体制に課題が残る。しかし、横断的役割の教員が、全体

の業務遂行状態を確認し臨機応変に協力・支援を行っている。来年度は、１学年のみとなるため、業務内容を可

視化し整理することにより、教職員全員が協力し合いながら業務遂行できるよう体制整備する必要がある。 

 ・会議では、それぞれが自分の考えを述べるよう指導している。昨年度に比べ発言が多くなり、活発なディスカ

ッションになることも多いが、教員によっては十分に意見を述べられない状況もある。会議の場が有効な意見交

換の場となり、学校運営に反映できるよう環境を整えたい。 

＜評価＞ 

・「人の命と生活を守る」という観点から、勤務時間の管理・学生への明示などの工夫をすることにより、成果

を得たことは評価できる。 

・学年担任制で担任の教員だけでなく、教員全員で取り組まれると担任教員の負担を軽減できるだけでなく、

さらにきめ細かい学生指導の強化に繋がると考える。来年度は一学年となり、他学年がいないことでできないこ

と、逆に今以上にできることがあると思う。これまで以上に教職員の相互協力が重要となる。 

 

 

【講 評】 

各学校関係評価委員の評価に関する意見を基に下記に講評を行った。 

・新型コロナウイルス感染の中で、最適な看護教育を実施する上で多大な困難が伴う状況が続いている。 

しかし、教員のたゆまぬ努力と鋭意工夫がなされ、卒業時には、一定水準の看護実践力を身に付けていること 

が感じられた。 

・コロナウイルスの感染拡大に伴い、学内及び臨地実習共に学生が看護技術を実践できる機会が減少したが、 

動画の作成やシミュレーターの活用、長期休暇中の練習などで看護技術の習得向上に努めておられた。また、

実習指導者と学生の学習状況を計画的に共有・実施することにより、臨地での実習不足を補完しており、看護

師としての少なくとも重要な基本的技能を学生は修得できたと評価した。今後も続くことが予測される新型コ

ロナ感染下で、特に臨地実習時間の確保のために実習指導者との効率的かつ効果的な実習方法の検討を次

年度も引き続き行うことが必要かつ重要な課題と思われる。 
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・患者の反応を捉え修正しながら実践することが苦手な学生、積極性が乏しく自ら考え患者に応じた援助を

実践し技術力向上を目指す学生が少ない現状があり、どのような対応が必要かを検討された。問題解決能力

醸成の観点から他の方法がないかも含めて更なる検討が必要と考える。また、モチベーション向上も含めた広

義の自発的実践力育成の教育法の創出も期待したい。 

・学生個々に応じた学習支援による主体的行動・内省力の育成は、技術指導とは異なる教育的な難しさがあ

るが、多くの工夫をされている点、評価できる。学生個々に応じた学習支援には、個々の学生の個性を正確に

把握する必要があり、その上で個々の学生への個別指導も検討する必要があると思われる。 

・看護教員の教育実践能力の向上、臨床との連携強化そして教員のキャリアアップについては、時間捻出困

難の中、全教員の講習会の参加、コロナ禍での熱意ある授業研究、研修会への参加などを行われており、高く

評価できる。 

・教職員の相互協力と業務調整による効率的な時間活用について、次年度は 1 学年になるため、全教員が共

同担任で教育指導を行っていただき、最終学年の最終年度での最高の教育をされることを期待したい。 

 


