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取 組 の 概 要 

高齢者複合施設にて、福祉・看護・栄養の３学科の学生が合同で実習

を行う。１年次の学生は３学科でグループを組み一泊二日の体験実習

を、４年次の学生は３学科で協力して高齢者のケアを担当する１週間

の統合実習を行う。大学にいる学生も参加できるように遠隔会議で発

表会を行う。この実習により他の職種と連携したチームアプローチを

行うことができ、多面的に人間や社会を捉えることができる学士力を

培うことが期待される。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

申請書に記載したように、本取組は西南女学院大学と関連施設「ふれあいの里とば

た」の全面的な支援のもとに実施された。準備段階から、学長、保健福祉学部長、福

祉学科長、看護学科長、栄養学科長、教務部長、事務部長、取組担当者を中心とした

ミーティングを繰り返し開催し、現行カリキュラムのなかで新規の３学科合同実習を

円滑に効率よく行う方法を模索した。 

取組のプログラム推進組織を構築し、大学と施設の教職員が協力して３年間の取組

を実施した。申請時の実施計画に沿って合同実習を行うために、実習前の事前学習と

実習中の指導や評価を担当する教職員を決定し、各人がプログラム推進責任者と連絡

を取りながら実務を行った。 

実施計画にある遠隔会議システムを導入するため、大学と施設に専用の部屋を設け

た。実習中の学生の食事や宿泊用具（寝具など）の供給体制を整えるなど、施設の積

極的な協力を得た。１年目のパイロット的な実施や他大学の視察結果より実習前の事

前演習の重要性を再認識し、申請書に記載したよりも事前演習の規模を拡充させた

が、演習室や演習用具の使用など大学から計画以上の支援を受けた。 

 

(２)取組の実施内容について 

申請書に記載したように、取組の１年目（平成 21 年度）には１年次の体験実習の

パイロット的な実施を行った。福祉施設で実習を行ううえの具体的な注意事項（学生

保険の加入、検便の実施など）を再確認し、福祉現場で学生が安全かつ円滑に実習す

るための事前演習の必要性を痛感した。また、統合教育を実施している他大学の視察

を行い、本取組の学生教育を開始し、継続していくうえでの注意点を数多く学ぶこと

ができた。実施計画にある遠隔会議システムを導入するため、４社にプレゼンテーシ

ョンと見積もりを依頼し、遠隔会議システム部門のメンバーで慎重公正に協議を行

い、ポリコム社の遠隔会議システム「Polycom HDX series」を導入した。大学と施設

間で試験的な遠隔カンファレンスを繰り返し行い、効果的な使用法を確立した。 

取組の２年目（平成 22 年度）には実施計画に沿って、１年次の体験実習と４年次

の統合実習を行った。実習前には、パイロット的な実施の反省を踏まえて、申請書に

記載している以上の事前演習を行った。具体的には車椅子を使用した介護の演習、人
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体模型を使用したバイタルサインの測定など看護の演習を行った。１年次の体験実習

は、申請書に記載しているように３学科（福祉学科、看護学科、栄養学科）の学生が

各学科１名からなる３名の小グループで、高齢者複合施設における種々の専門職の仕

事内容を 24 時間単位で見学した。同時に２グループが一泊二日の実習を６回行った

ため、合計 12 グループ（36 名）の学生が参加した。４年次の統合実習も、申請書に

記載しているように各学科１名からなる３名の小グループで、ひとりの高齢者のケア

を担当した。１週間の実習期間中に、それぞれの専門領域の知識・技術を活用してグ

ループ単位で高齢者のケアを実践し、お互いのケア計画の関連性を検討した。 終的

に、ひとりの高齢者を複数の視点からとらえ、多職種が協働して問題を解決する３学

科共通のケア計画を作成した。実習 終日には遠隔カンファレンスを実施し、作成し

たケア計画など実習成果を学内の学生と一緒に討論した。同時に３グループが１週間

の実習を４回行ったため、合計 12 グループ（36 名）の学生が参加した。１年次の体

験実習と４年次の統合実習ともに、大学の３学科の教員と施設の職員が指導を担当し

た。 

取組の３年目（平成 23 年度）には前年度の実習の反省を踏まえて、事前演習の強

化を行った。電動ベッドや iPad を使用することで、臨場感をもって有効な事前演習

を行うことができた。学生は他学科の知識や技術をしっかりと身につけ、施設での実

習でも高齢者のケアを安全かつ円滑に行うことができた。１年次の体験実習と４年次

の統合実習を前年度と同様に実施した。実習の終了後に、本取組の内容、経過、成果

に関する 終実績報告書を作成して学内外に配布した。また、高齢者複合施設での３

学科合同の実習を次年度以降も発展継続させる検討を行った。 

プログラム推進組織として本取組に直接に参加した教職員は保健福祉学部の教員

15 名（保健福祉学部教員の 21%）と大学職員 9 名であるが、さらに多くの教職員が実

習成果の発表などに参加した。３学科の学生が同時に実習できる期間が限られたた

め、実習に参加した学生は約 150 名（学年学生数の 12%）と実施計画より少数であっ

たが、遠隔カンファレンスによる発表会などにより実習に参加できなかった学生にも

実習の成果を共有することができた。 

 

(３)社会への情報提供活動について 

申請書に記載したように、本取組の内容や経過を大学ホームページにおいて情報提

供した。１年次の体験実習の成果は学内の基礎学習演習ゼミなどで発表を行い、４年

次の統合実習で各グループが作成した３学科共通のケア計画の発表会は遠隔会議シ

ステムを使用して学内からも参加できるようにした。これによって、実習に直接参加

できなかった学生も実習過程を共有することが可能となり、多くの学生に本取組の教

育効果を与えることができた。 

取組期間の 終年度に公開シンポジウムを開催する予定であったが、本取組の内容

が一般市民に公開するには専門性が高いために関心を得られないと判断し、大学内や

福祉施設内の勉強会などで統合教育に関係する教職員や学生を対象に情報提供を行

った。また、学科を横断した統合教育や福祉施設での実習を行っている他大学（新潟

医療福祉大学、東北福祉大学、埼玉県立大学、日本福祉大学、北海道医療大学）を視

察し、そこで得られた知見を用いて本取組の見直しを行うとともに、本取組の成果を

他大学に披露するなど、情報交換を積極的に行った。 

申請書に記載したように、 終年度には本取組の内容、経過、成果に関する 終実

績報告書（全 60 頁）を 1,000 部作成し、国内の保健福祉系大学や高等学校など約 600

箇所と学内の教職員など関係する部署に広く配布して情報提供を行った。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

本取組の計画時の目的は、高齢者複合施設での１年次と４年次における３学科（福

祉学科、看護学科、栄養学科）合同の実習により、他の職種と連携したチームアプロ

ーチを行い多面的に人間や社会をとらえることができる学士力を培うことである。具

体的には、１年次の体験実習では種々の専門職の仕事内容を24時間単位で見学し、職

種による専門性の違い、協働することの利点、福祉施設で働く意義などについて考察

できるようになることを目標とした。４年次の統合実習では３学科の学生が協働して

高齢者のケアを担当して、ひとりの高齢者を複数の視点からとらえ、多職種が協働し

て問題を解決する３学科共通のケア計画を作成できることを目標とした。 

計画時に期待された成果は、１年次に実際の現場を体験することで、保健福祉の専

門職に就く目的意識を明確にし、保健福祉学を社会と関連付けて理解できるようにな

り、他職種との関係も考慮した広い視野を持って、その後の専門教育に望むことがで

きるようになることである。４年次の統合実習は卒業後の実務者としての基盤を作る

実習であり、他の職種と協働する実践力を養い、チームワークやリーダーシップを取

れる能力を身に付け、ひとりの人間の身体的状況や社会的背景を複数の視点から情報

収集・分析・整理し、問題を総合的に解決できる学士力を培うことが期待された。 

本取組による実際の成果は、合同実習に参加した学生の今後の大学での学習態度や

社会での仕事能力に反映されるはずであるが、当面の成果として実習終了後の学生ア

ンケートで計画時の目標を多くの学生が達成できたことが判明した。例えば、１年次

の体験実習の後では「各専門職の具体的な業務内容と役割」について平成 22 年度で

は 91%の学生が、平成 23 年度では 94%の学生が説明できるようになっている。「各専

門職間による連携・協働の実際」については平成 22 年度では 91%の学生が、平成 23

年度では 81%の学生が説明できるようになっている。さらに、平成 22 年度と平成 23

年度ともに 100%の学生が「自分の将来に役に立つものを見出すことができた」と答

えている。一方、４年次の統合実習の後では「専門職間による連携・協働の具体的な

方法」について平成 22 年度では 86%の学生が、平成 23 年度では 84%の学生が説明で

きるようになっている。「連携・協働が不足した場合に起こりうる事態」についても

平成 22 年度では 86%の学生が、平成 23 年度では 84%の学生が説明できるようになっ

ている。さらに、平成 22 年度と平成 23 年度ともに 90%以上の学生が「本実習が専門

職になるためのスキルアップにつながった」と答えている。 

本取組を実施した結果、大学内で学科を超えた統合教育の重要性が再認識され、福

祉施設の合同実習を正規カリキュラムに組み入れるなど、統合教育の充実に向けた検

討が始まった。また、合同実習を行った高齢者複合施設「ふれあいの里とばた」を利

用した新たな学生教育や研究の計画も進められている。また、施設の職員にも各専門

職間の連携・協働の意義を再考させる機会となり、平成 23 年 7 月と 11 月には本実習

に参加した学生も出席して研修会を開催した。褥瘡や胃瘻に多職種が協働して対処す

る方法を勉強した。このように、本取組は学内外に教育の質を高める波及効果を与え

ている。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

申請書に記載した評価方法は、実習担当した教員が各学生の目標達成度を下記の要

領で評価する方法である。１年次の体験実習では、実習後の振り返りシートやカンフ

ァレンスでの発言内容において、「複数の専門職の業務内容が理解できているか」「職

種間の連携の意義が理解できているか」「高齢者福祉の重要性を考察できているか」

などをポイントに評価する。また、読み、書き、聞き、話すという基本的なコミュニ

ケーション・スキルが獲得できているかを評価する。４年次の統合実習では、他学科

の知識・技術を吸収できたかを個別行動目標の達成度で評価する。カンファレンスで

の発言内容において、「自分の専門領域で立案したケア計画を他科の学生に説明でき

ているか」「他科の学生のケア計画を理解し、自分が立案した計画との関連性を検討

できているか」「多職種が連携する意義を理解できているか」などをポイントに、他

の職種の考え方を理解して向き合えることができるかを評価する。 終的に作成した

３学科共通のケア計画が、高齢者を複数の視点からとらえ、多職種が協働して問題を

解決する計画になっているかを評価する。 

実際の合同実習でも申請書に沿って各学生の評価を行ったが、本実習が単位認定を

行う正規カリキュラムではないため、各学生の評価成績を点数化して順位をつけるこ

とは行わなかった。評価の内容は担当教員が学生にフィードバックして、グループ毎

あるいは個別に指導を行った。 

実習終了後の学生アンケートでは、１年次の体験実習と 4 年次の統合実習で平成

22 年度と平成 23 年度ともに 90%以上の学生が「目標を持って意欲的に実習に取り組

んだ」と答えている。さらに、１年次の体験実習で平成 22 年度と平成 23 年度ともに

100%の学生が「本実習に参加して満足した」と答えている。4 年次の統合実習でも平

成 22 年度は 94%の学生が、平成 23 年度には 97%の学生が「本実習に参加して満足し

た」と答えている。学生は到達目標を意識して積極的に実習に取り組み、充実した実

習となって満足度が非常に高かったと考えられる。 

各年度で実習終了後には担当教員で反省会を行い、より高い教育効果が得られるよ

うに実習内容の改善を行った。例えば、事前演習の不足を反省し、学内での演習の強

化（車椅子、人体模型、電動ベッド、iPad を使用）を行った。また、本取組の期間

中には統合教育を積極的に行っている他大学（新潟医療福祉大学、東北福祉大学、埼

玉県立大学、日本福祉大学、北海道医療大学）の視察を行い、本取組に対する意見を

頂戴した。それらの外部からの評価を踏まえて、実習内容の修正を行い教育効果の向

上に努めた。本取組の内容、経過、成果に関する 終実績報告書を学内外の関係部署

に配布しており、それに対する意見を参考に次年度以降の本取組の発展継続を図る所

存である。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本取組の経験を踏まえて、財政支援期間終了後も福祉施設での３学科合同の実習を

継続的に発展させる予定である。申請時には、財政支援期間が終了した以降も１年次

の体験実習と４年次の統合実習を学年全員が経験できるように教育カリキュラムの

編成を試みること、２年次と３年次における実習も検討することを計画した。 

西南女学院大学と高齢者複合施設「ふれあいの里とばた」の全面的な支援を得てお

り、遠隔会議システムや事前演習のための備品や消耗品（車椅子、人体模型、電動ベ

ッド、iPad、など）は完備しているため、経費面を含めて本取組を継続させるハード

面の問題はない。本取組の経験により、教職員が学生の実習指導や評価を行う方法も

確立している。 

本取組を単位認定する正式科目として実施するにあたって一番の課題は、実習期間

の確保を含めた教育カリキュラムの編成である。実際に合同実習を実施した経験から

判断して、「ふれあいの里とばた」で同時に実習ができる学生数は限りがある。さら

に、３学科の学生が合同で実習できる期間を（夏季休暇期間以外で）確保できるのは

数日間に限定される。実習施設を大幅に増加すれば、数日間で多くの学生を同時に実

習させることは可能となるが、本取組の統合教育の質を確保するためには実習施設の

安易な増加は避けるべきである。 

現在、本取組を継続発展させて正式科目とする第一段階として、次年度より既存の

正式科目である『総合人間学』の一部を選択科目とし、１年次の体験実習を組み入れ

る方法を検討中である。大学の教員と施設の職員が講師となって多職種による連携や

福祉施設の社会的意義に関する複数回の講義を大学で行い、受講した学生が交替で土

曜日を利用して「ふれあいの里とばた」にて体験実習を行う課程を計画中である。こ

の科目を出発点として、新規の実習施設を慎重に選択したうえで教育カリキュラムの

編成を行い、多学年の統合教育を正式科目として増やしていく予定である。 

本取組を継続発展させることで、本学における学科の垣根を越えた統合教育がさら

に充実し、実習施設でも専門職間の連携に対する意識が高まると思われる。地域全体

の保健福祉医療の質が向上し、将来的に本学の卒業生が専門職連携の中心となって活

躍することが期待される。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

（１） 事業の目的 

高齢者複合施設「ふれあいの里とばた」での１年次と４年次における３学科（福 

祉学科、看護学科、栄養学科）合同の実習により、他の職種と連携したチームアプ 

ローチを行い多面的に人間や社会をとらえることができる学士力を培う。 

（２） 具体的な取組 

大学にて事前演習（車椅子、人体模型、電動ベッド、iPad などを使用）を行った 

のちに、１年次の体験実習は、３学科（福祉学科、看護学科、栄養学科）の学生が 

各学科１名からなる３名の小グループで、高齢者複合施設における種々の専門職の 

仕事内容を 24 時間単位で見学した。４年次の統合実習は、同様の各学科１名からな 

る３名の小グループで、ひとりの高齢者のケアを担当した。１週間の実習期間中に、 

それぞれの専門領域の知識・技術を活用してグループ単位で高齢者のケアを実践し、 

お互いのケア計画の関連性を検討した。 終的に、ひとりの高齢者を複数の視点か 

らとらえ、多職種が協働して問題を解決する３学科共通のケア計画を作成した。 

実習 終日には遠隔カンファレンスを実施し、作成したケア計画など実習成果を 

学内の学生と一緒に討論した。２年間で約 150 名の学生が実習に参加したが、遠隔 

カンファレンスによる発表会などにより実習に参加できなかった学生にも実習の成 

果を共有することができた。 

実習担当した教員が各学生の目標達成度を、１年次の体験実習では実習後の振り 

返りシートやカンファレンスでの発言内容において、「複数の専門職の業務内容が理 

解できているか」「職種間の連携の意義が理解できているか」などをポイントに評価 

した。４年次の統合実習では実習期間中に「他科の学生とケア計画の意見交換がで 

きているか」を確認し、 終的に作成した３学科共通のケア計画が「高齢者を複数 

の視点からとらえ、多職種が協働して問題を解決する計画になっているか」を評価 

した。評価の内容は担当教員が学生にフィードバックして、グループ毎あるいは個 

別に指導を行った。 

（３） 本事業の成果 

本取組による実際の成果は、合同実習に参加した学生の今後の大学での学習態度 

や社会での仕事能力に反映されるはずであるが、当面の成果として実習終了後の学 

生アンケートで計画時の目標を多くの学生が達成できたことが判明した。参加した 

学生の 90%以上が「本実習に参加して満足した」「自分の将来に役に立つものを見出 

すことができた」「本実習が専門職になるためのスキルアップにつながった」と答え 

ている。 

また、本取組を実施した結果、大学内で統合教育の充実に向けた検討が始まり、 

福祉施設の職員も各専門職間の連携の意義を再認識して研修会を開催するなど、学 

内外に教育の質を高める波及効果を与えている。 

（４） 今後の展開 

財政支援期間終了後も福祉施設での３学科合同の実習を継続的に発展させる予定 

である。第一段階として、次年度より正式カリキュラムの選択科目に１年次の体験 

実習を組み入れて単位認定することを検討している。 
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