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学校法人 平成国際学園 長崎医療こども専門学校 

平成３１年度 第１回教育課程編成委員会 議事録 

 

日 時 令和２年２月２７日（木）１４時００分～１５時１５分 

 

場 所 長崎医療こども専門学校 ３階普通教室 

 

出席者  職名   氏名        所  属  ・  役  職        関連学科 

    委員長 松添邦廣 長崎医療こども専門学校 校長 

    委 員 佐原恭輔 長崎県柔道協会     会長      柔道整復師科 

    委 員 藤田裕紹  有限会社 藤田企画  代表取締役     柔道整復師科 

    委 員 安元宏之  医療法人 緑風会    事務長       医療ビジネス科 

    委 員 伊東俊祐  社会福祉法人 明星会 明星園 園長   保育こども科 

    委 員 小川幸雄  ユニティ事業協同組合 理事        介護福祉科 

    委 員 吉田芳男 社会福祉法人 小榊アスカ福祉会 理事長  介護福祉科 

        委 員 一ノ瀬泰  長崎医療こども専門学校  本部長  

委 員 松尾広宣  長崎医療こども専門学校  事務局長  

委 員 中嶋真司  長崎医療こども専門学校  柔道整復師科  科長 

委 員 山﨑美奈子 長崎医療こども専門学校 医療ビジネス科  科長  

委 員 森 俊弘  長崎医療こども専門学校  保育こども科   科長 

委 員 山下 忍  長崎医療こども専門学校 介護福祉科      科長 

委任状出席 

    委 員  小林泰子 長崎県歯科医師会    課長       医療ビジネス科 

    委 員 柿田正    長崎市保育会     会長      保育こども科 

 

議 題 １．委員長挨拶 

    ２．本会議の目的 

    ３．外部委員から、本校の教育課程に関するご意見・ご質問 

    ４．学内委員から、業界の現状等について外部委員へご質問 

    ５．質疑応答 

    ６．その他 
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議事録 １．委員長挨拶 

      学校長の松添が委員長となり、今後も更により良い学校づくりを行って

いくため、外部委員の皆さんから忌憚のないご意見やご要望を出してい

ただきたいと説明した。 

    ２．本会議の目的 

      松添委員長 

       本日の会議の目的は、本年度の教育課程表の各科目について、外部委

員の皆さんからご意見をいただき、可能な限り来年度の授業に反映を

させることです。本校の授業をより実践的に行うために、皆様方から

ご意見やご提案をいただきたいと考えております。 

       しかし、ご案内の文書にも記載しておりましたように、柔道整復師学

科や介護福祉科は、厚生労働省が定める教育課程がありますので、す

べてのご意見を授業に反映することができるか分かりませんが、積極

的に検討して参ります。 

       なお、この教育課程編成委員会は、職業実践専門課程の認定を受ける

ために昨年度から行っておりますが、先般、文部科学省への申請の最

終調整も終わりましたので、４月には４学科すべての認定が下りると

思われます。ご協力をいただいている皆さんには重ねてお礼申し上げ

ますと共に、この会議は本校の教育の質を高めるためにも重要な会議

ですので、どうぞよろしくお願いいたします。 

    ３．外部委員から、本校の教育課程に関するご意見・ご質問 

     【柔道整復師科】 

      佐原委員（外部委員） 

       柔道の授業は実技も重要ですが、嘉納治五郎先生が創始者である講道

館柔道の歴史や礼法などもしっかりと教育をしていただき、心身とも

に健全な柔道整復師を育成していただきたいです。 

      中嶋委員 

       柔道の試験科目の変更があり、柔道の歴史なども試験範囲に加わった

ため、佐原委員が言われるように、歴史や礼法などの講義もしっかり

と行って行きます。 

      藤田委員（外部委員） 

       最近の整骨院は、広告が目に余るようになってきました。柔道整復師

としての倫理や伝統的な技術、初歩的な診断などが出来るように、よ
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り実践的な授業を行っていただきたいと考えています。 

      中嶋委員 

       藤田委員からは映像資料などをご提供いただき、授業にも取り入れて

います。ご協力いただきましてありがとうございます。 

本科としては、国家試験に合格させることだけを目標とするのではな

く、患者様を診察し、しっかりとした臨床ができる柔道整復師を育成

していきたいです。 

     【医療ビジネス科】 

      安元委員（外部委員） 

       指導方法が難しいとは思いますが、医療の点数表を見て、どのような

加算が取れるのかの判断力を身につけるようにしていただきたいで

すね。 

       また、日ごろから文章になれることが大事だと思います。医療の現場

で経営的な感覚も身につけた人材を育てていただきたいですね。 

      山﨑委員 

       青本（点数表）は、法律用語などが多く読解力が必要。検定試験の試

験対策などを通じ、強化していきます。 

       本校では１年次の１２月に受験する診療報酬請求事務能力試験に対

して特に力を入れて指導しており、医療の理論や専門用語などの指導

について、その強化で力を入れています。 

     【保育こども科】 

      伊東委員（外部委員） 

       私どもの園（児童養護施設）には、悩みを抱えていたり、心の病を患

っている児童もいますが、学校での指導はいかがですか。 

      森委員 

       本校の学生の中にも発達障害や適応障害などを患っている学生いま

すので、教員研修を行い、理解を深めていくようにしています。 

       また、出来るだけ保護者とよく話をしながら学生指導を行っています。 

      松添委員長 

       長崎県も特別な配慮が必要な子どもに対する指導について積極的に

取り組んでいるようです。 

     【介護福祉科】 

      吉田委員（外部委員） 

       外国人留学生に対しては、日本人学生への指導以外に、文化や風習な
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どの指導も必要ですので、大変ではないでしょうか。 

      山下委員 

       今年の３月に留学生を初めて卒業させますが、確かに日本人の学生＋

αの指導が必要だと感じています。 

       本校は、介護福祉科に入学する前に介護基礎科（１年課程）で介護の

基礎と日本語を勉強しますが、その１年間も合わせて教育に取り組ん

でいきたいと考えています。 

      一ノ瀬委員 

       長崎県も外国人介護人材の育成に取り組んでおり、新たな補助金等も

出ていようです。 

       本校としても外国人介護人材の育成に取り組んで参ります。 

      小川委員（外部委員） 

       私どもの事業協同組合は、技能実習生として外国人介護人材の受け入

れを行って行きたいと考えていますが、受け入れた後の指導などにつ

いて、学校と話し合っていきたいと考えています。 

      山下委員 

       留学生に対しては、専門的な知識や技術の習得だけでなく、正しい敬

語の使い方や仕事上のマナーなどの指導も行っています。コミュニケ

ーション能力が高い学生が多いですが、読み書き（特に）漢字の指導

が難しいです。 

    ４．学内委員から、業界の現状等について外部委員へご質問 

     【柔道整復師科】 

      中嶋委員 

       最近は、卒業後１年以内の早期離職が増えており、教員の責任と反省

していますが、受け入れ側のご意見をお聞きしたいのですが、いかが

でしょうか。 

      藤田委員（外部委員） 

       愚直、すなお、地道にコツコツするタイプが良いですね。最近は、ガ

マンが出来ない若者が多く、すぐに仕事を辞めてしまう人も実際にい

ます。 

       私たちは、仕事を通して、柔道整復術の面白さや、やりがいを見つけ

てほしいと考えています。そのため本院では、社員教育として勉強会

を定期的に行っています。 
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      松添委員長 

       佐原委員が所属している柔道協会や、勤務されている病院でも社員研

修などを行っていますか。 

      佐原委員（外部委員） 

       柔道協会には各専門委員会があり、総会や勉強会などを行っています。 

       また、病院でもいろいろな研修会に参加して社員教育を行っています。 

     【医療ビジネス科】 

      山﨑委員 

       医療ビジネス科では１年次に簿記をやっていますが、医療事務員とし

て簿記の知識が必要なのかどうかと思案していますが、いかがでしょ

うか。 

      安元委員（外部委員） 

       経理を知ることで営業にも役に立つと思います。もちろん小さな診療

所では窓口で会計をすることもあるので、簿記の知識は浅く広くで良

いですので、学ばせた方が良いと思います。 

     【介護福祉科】 

      山下委員 

       施設実習に関して、厚生労働省の教育課程では大規模な施設での実習

ですが、小規模の施設の実習も行った方が良いかどうか、ご意見をい

ただきたいです。 

      吉田委員（外部委員） 

       私どもの施設は小規模で行っており、大規模な施設と違い、利用者に

接する機会が長いと思いますので、小希望には小規模の良さがあると

思います。また、コミュニケーション能力を高めるためにも利用者と

長く接した方が良いのではないかと考えています。 

     【保育こども科】 

      森委員 

       明星園から松永先生に講師として来ていただき非常に良かったです。

今後も定期的に来ていただくことは可能でしょうか。 

       また、最近の学生は言葉遣い、特に敬語が使えない学生が多いのです

が、施設ではどのような教育をしていいますか。 

      伊東委員（外部委員） 

       松本に関しては、勤務時間中は難しいですが、本人の休みの日に都合

を合わせれば定期的に指導に来れると思います。 
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       また、言葉遣いについては、本園では家庭環境としての人間関係作り

を優先していますので、今のところ特別な配慮はしていません。 

     【学科間の意見交換】 

      安元委員（外部委員） 

       私どもも介護施設を経営しており、新しく入ってきた介護職員は、は

じめはハードな部署で経験をさせ、その様子を見て本人の適性を見極

めて適切な部署に配置するようにしています。 

      伊東委員（外部委員） 

       児童養護施設での実習の際には６人から８人のユニットに入っても

らい、そのユニットをときどき変えて他の職員や子供たちに接しても

らう方法が良いのではないかと考えています。 

    ５．質疑応答 

     【新型コロナウイルス感染予防について】 

      一ノ瀬委員 

       皆様の事業所や団体では、新型コロナウイルス感染予防について、ど

のような取り組みを行っているのでしょうか。 

      佐原委員（外部委員） 

       今後の柔道の大会についてどのように実施をするかどうかを検討し

ています。明日その件に関する会議も行われます。 

      藤田委員（外部委員） 

       厚生労働省のガイドラインに従って、消毒やマスク着用などを行って

います。 

      伊東委員（外部委員） 

       出来るだけ不要不急の外出を避け、消毒を徹底しており、保護者との

面会もある程度制限をしています。 

      安元委員（外部委員） 

       厚生省のガイドラインに従っていいます。かなり厳しい制限ですが、

部外者を院内に入れることを制限したり、職員には不要不急の外出を

控えるように指導しています。 

      小川委員（外部委員） 

       常日頃から衛生面については徹底していますが、今後の感染状況を見

ながら対応していきます。 
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      吉田委員（外部委員） 

       施設の出入り口に張り紙をし、手洗いや手指の消毒を徹底しています。 

また、面会者の制限もし、毎年行っているフォーラムを中止にしまし

た。 

    ６．その他 次回の会議の開催について 

      松添委員長 

       次回の会議の開催について事務局より説明をお願いします。 

      事務局 

       次回の会議は、令和２年３月２４日（火）１４時～１５時１０分 

      松添委員長より、各委員へ次回の開催日時の確認 

       →異議なし 

        

    閉 会 

     松添委員長 

      以上をもちまして、平成３１年度 第１回教育課程編成委員会を閉会い

たします。 

本日はお忙しい中ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。 

      なお、この後開催される学校関係者評価委員会にもご参加いただく皆さ

ま方は、引き続きお願いいたします。 

 

以 上 


