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2020 年度ＰＰＡ定期総会の結果報告について
標記の件につきまして、PPA 会則第 10 条 3 項に基づき、下記のとおり、全ての議案について過半数の
承認をいただき、原案どおり可決されましたことをご報告いたします。
記
１

審議期間：2020 年 5 月 19 日（書類発送）～2020 年 5 月 30 日（提出期限）
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から書面表決

２

回答数等：会員数 721 名、回答数 537 名、回答率

３

結果報告：

74.5％

議題 1）2019 年度 PPA 事業報告について

【承認】(承認 537 件、承認率 74.4％）

議題 2）2019 年度 PPA 決算について

【承認】(承認 537 件、承認率 74.4％）

議題 3）2020 年度 PPA 事業計画及びこれに伴う予算について【承認】(承認 537 件、承認率 74.4％)
議題 4）2020 年度 PPA 役員体制について

【承認】(承認 536 件、承認率 74.3％)

議題 5）2020 年度 PPA 行事及び学院行事について

【承認】(承認 536 件、承認率 74.3％)

４

自由記述欄への記載内容（別紙）

５

その他：

（１） 個別面談について
PPA 総会の書面表決により例年実施しておりました、個別面談が実施できませんでした。特に個別
相談を希望される方は、担任まで遠慮なくご連絡をお願いいたします。ご要望に応じて個別面談（登
校、オンライン※とも）を実施いたします。
※遠隔講義で使用しているオンライン会議システム「ZOOM」を用いて実施します。

（２） PPA 懇談会について
9 月 19 日（土）開催予定の PPA 懇談会の開催可否については、現在諸条件を踏まえ検討中です。7
月末までには検討結果をお知らせする予定ですのでしばらくお待ちください。
〔本件問合せ先〕
事務室：種村
TEL：025-779-4511

2020年度PPA定期総会

自由記述欄への記載内容

書面表決書の自由記述欄にいただいた主な内容を情報共有いたします。ご意見、激励等をい
ただきありがとうございました。内容を学院内で確認し、今後の教育活動の参考とさせていた
だきます。ご意見、ご質問に対する学院からの回答等も併せてご確認ください。
Ⅰ

臨地実習に関するご意見
内容

国家試験を控えた最終学年でこのような事になるとは。その中でも先生方の細やかな対応に感謝し
ます。大変な状況ですが、先生方もどうかお身体に気をつけてください。親としては実学＝実習が
充実しているイメージがあり、進学先に選んだのですが、このような状況の中では実習のあきらめ
1
ざるを得ないのは仕方がない・・・でも残念です。きちんと正規の実習、カリキュラム学んだ先輩
方と同じような学力等を身につけて医療人になれるのか？親として心配ではありますがこの状況を
学ぶ事も経験として重要な年かもしれません。大変な中ですがご指導よろしくお願いします。
2

コロナ禍の今ではありますが、可能であるならば「臨地実習」も実施の方向で考慮していただきた
い。
【学院からの回答】
新型コロナウイルス感染症の影響で教育課程の進行が遅れており、ご心配をおかけしております。
在宅学習期間中の遠隔講義実施により座学の進行は比較的順調であると判断しています。ご案内の
とおり、6月22日から登校による対面講義を再開いたします。必要な感染予防対策を講じたうえで、
在宅学習や分散登校により実施することができなかった、演習、実習をはじめとした教育活動、並
びに学生指導等も実施します。今後、夏休み期間の短縮や特別編成時間割等の対応を検討いたしま
す。学生の皆さんには引き続きご負担をお掛けするかと思いますが、よろしくご協力ください。
臨地実習については、学科毎に時期や内容が異なりますので、一律の対応が難しい側面があります
が、各実習施設の状況を都度確認しながら対応を進めて参ります。また、文部科学省、及び厚生労
働省の各部局から発出されている「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学
校、養成所及び養成施設等の対応について」に則り、個々の学生や実習施設等の状況に応じた学修
機会の確保に努めて参ります。引き続き、実習施設での臨地実習が困難である場合、実習に代えて
シミュレーション実習等を実施することにより、必要な知識及び技能を修得できるように対応を行
います。
参照：https://www.mhlw.go.jp/content/000636112.pdf

Ⅱ

学習等に関するご意見
内容

在宅学習が長かったので学習不足や理解できないことなど、色々な不安があります。国試に向けて
1 しっかり学習できるようにお願いします。また、最後の学生生活を悔いのないようenjoyさせたいと
思います。
保健師の合格率が全国平均より低いのが気になります。本人達の努力もあると思います。試験に向
2 けての対策強化を更にして頂ければ今後の志願者増へ繋がるかと思いますのでよろしくお願いしま
す。
保健看護科の４年生になりましたが、新型コロナウイルスの影響により臨地実習スケジュールが過
3 密になり、その間に就職活動を行えるのか、県外への越境が行えるかによって状況がかなり変わっ
てくると心配しています。無事に卒業・就職ができますよう願っております。
4

実習ができるのか心配です。就活にも影響が出ているようです。進学を考えているのですが、成績
も不安です。検査技師の国試合格率が低いのが気になります。

【学院からの回答】
6月22日から再開する登校による対面講義で学生の皆さんの習熟度を確認し、在宅学習を実施した影
響により、習熟度が不足していると思われる科目については、必要に応じて補習を実施するなどの
対応を行います。理解できないところは放置せず、積極的に教員に質問するよう保護者の皆様から
も学生の皆さんへお伝えいただければと存じます。
国家試験合格率について、2020年実施の国家試験では、国家試験５種のうち、４種で全国新卒合格
率を上回ることができました。次回は全ての国家試験で全国新卒合格率を上回り、100％に近づける
よう引き続き努めて参ります。保護者の皆様からも激励いただきますようお願いいたします。
就職指導についても今年度は地理的なハンデに加え、日程的な制約もありますが、就職ガイダンス
をオンラインで実施するなどの対応を検討しております。引き続き、担任、就職委員だけでなく、
全教職員並びに北里大学就職センターを挙げてバックアップをして参ります。

Ⅲ

学院行事等に関するご意見
内容

学生の感染予防対策においての学生用マスク、消毒液の購入はとてもありがたいことです。思いが
けないコロナの影響が生徒の心身にも影を落としています。行事も中止となり淋しい限りで
す・・・。今後の状況によって生徒が奮起できるような行事等を計画して頂ければ幸いと思いま
1
す。ひとりでも学校を続けられるようPPAとして何かできることはないかと考える毎日です。役員の
皆様におきましては、日々大変にお疲れ様です。感謝しております。9月開催を楽しみにしておりま
す。
2

役員の方々におきましては、大変お疲れ様でございます。毎年行われておりました、ガイダンス等
楽しみにしておりましたが今年はとても残念です。

お世話になっております。今回新型コロナウイルスの影響で学院行事にも大きな支障をきたしてい
ます事、重々承知は致しておりますが、「オール北里チーム医療演習」は入学当初より非常に注目
していまして、貴重な経験が出来ます事を親でありながら楽しみにしておりました。延期ではなく
3
中止になってしまった事が非常に残念でなりません。生徒達のモチベーションを上げるためにも今
一度ご検討頂き、別な型でも機会を作ってあげる事はやはり難しいでしょうか・・・一方的な勝手
な思いばかり書いてしまいまして申し訳ありません。残り数ヵ月今後とも宜しくお願い致します。
【学院からの回答】
４月から一切の学院行事は中止、または延期になっており、学生の皆さんにはご迷惑をおかけして
おります。6月22日から登校による対面講義を再開いたしましたが、課外活動等も段階的に実施でき
るように検討を進めて参ります。実施にあたっては十分な感染予防策を講じること、密を避けるこ
とを前提とします。学園祭の開催有無も現段階では未定ですが、今後、学生の皆さんが楽しめる行
事が開催できないか関係者で検討を進めます。
「オール北里チーム医療演習」は残念ながら中止となりましたが、学院内において複数学科合同に
よる近似の演習実施の可能性も模索しております。
Ⅳ

学生食堂に関するご意見
内容

新型コロナウイルスにより学生もかなり不自由な状況になっている為PPAの親睦費の削減等に心掛
1 け、各学生に北里ガーデン利用券を１枚でも配布するなど会として考えて頂けると学生にも北里
ガーデンにも利点があるのではないかと思います。
2

学生や地元地域（地産地消）のために北里ガーデンの利用促進に手厚い対応を望みます。2019大変
お疲れ様でした。2020よろしくお願いします。
【学院からの回答】
北里ガーデン（学生食堂、カフェ、Yショップ）へのご意見、ありがとうございます。在宅学習、分
散登校の影響で売上が大きく減少しております。今後、受託業者と意見交換を行い、必要な支援な
どを検討いたします。学院でも支援を検討しておりますが、今年度予算の予備の枠内での支援につ
いてPPAの皆様にもお願いする予定です。業者支援に加えて学生の皆さんの利便性や満足度の向上に
資する支援策を会長等と協議しながら対応して参ります。

Ⅴ

ご要望
内容

1 担任様との個別相談、Skype等のテレビ会議システムで行えないでしょうか。（今回に限り）
【学院からの回答】
ご要望ありがとうございました。担任に依頼して、ご要望いただきました保護者様とは学院が遠隔
講義で使用しているオンライン会議システムZOOMで個別面談を実施させていただきました。今後も
ご要望に応じて個別面談（登校、オンラインとも）を実施しますので、希望される方は遠慮なくご
連絡をお願いいたします。
Ⅵ

質問
内容

1

実習先で使用する予定だったアルコール製剤（手指衛生）実習が中止となり（延期でしょうか？）
ネット等で高額で購入したのに・・・補助等ができなかったのでしょうか？
【学院からの回答】
臨地実習の中止、又は延期によりご心配をおかけしております。対応については、前述の「Ⅰ臨地
実習に関するご意見」に記載したとおりです。アルコール消毒液、マスクなどの衛生用品の個人購
入分の補助は行いませんのでご理解ください。学院内でのアルコール消毒液等は必要量を常に在庫
するように努めています。

2

学生支援金とは別に学校としてはコロナ在宅期間の施設費（使っていない）、授業料（ズーム授
業）などに変更はないのでしょうか？後程、返還があるのでしょうか？
【学院からの回答】
文部科学省が発出している「新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び
特別支援学校等における教育活動の実施等に関するＱ＆Ａ」に、学費については「授業の受講や単
位の認定、施設の使用など学校における教育に関する役務提供に対する対価であり、単に授業日数
に応じてではなく、一定期間に行われる教育役務の提供に必要な費用の一部として学校設置者が定
め、生徒に対して負担を求めているものです。」と記載されており、この趣旨等を踏まえ、授業
料、施設設備費返還の予定はありません。何卒ご理解ください。
なお、学院ではアルコール消毒液、手洗い用せっけん、マスク、フェイスシールド、飛沫感染防止
のためのアクリル板の購入や、空気清浄機、サーキュレーターの導入など、感染予防のための施設
設備充実を図っております。
参照：https://www.mext.go.jp/content/20200521-mxt_kouhou01-000006270_2.pdf

3 役員の皆様、お疲れ様です。特別支援事業は過去にどのような適用例があったのですか？
【学院からの回答】
過去には2005年度の「３号館 北里ホール」新築工事への補助事業（パイプオルガン寄贈）、2009
年度の「５号館 北里ガーデン」新築工事への補助事業（寄付）、2012年度と2014年度の北里大学
50周年、北里研究所100周年記念事業への補助事業（寄付）などがありました。

日頃より大変お世話になります。書面内容を確認致しました。その中で、18ページの2020年各種国
4 家試験結果について、看護師の北本看護専門学校とありますが、北里看護専門学校の間違いではな
いでしょうか。宜しくお願い致します。
【学院からの回答】
誤植のご指摘ありがとうございました。修正対応いたします。
5

北里大学学生支援金の給付申請手続きについて（ご案内）の文書に裏面に示すメールが印刷されて
いませんでした。
【学院からの回答】
印刷に不備があり大変申し訳ございませんでした。お問合せいただいた方にはご説明するととも
に、ホームページに対応を掲載させていただきました。北里大学学生支援金の給付申請手続きは6月
19日に申請手続きを終了しました。ほぼ全ての学生の皆さんから申請がありました。

Ⅶ

激励等
内容

1

学院の様子が大変詳しく書かれたものをいただきよくわかりました。ありがとうございます。今後
もよろしくお願いいたします。

新型コロナウイルス感染防止対策で、自宅学習、オンライン授業、学生支援等、都度のお知らせあ
2 りがとうございます。「新入学、新生活の不安もあるけれども、登校できない状況でも学習面では
安心感があるし大丈夫。」と息子から連絡がありました。今後ともよろしくお願いいたします。
大変なこの時期、学院長先生・教職員の皆様・PPA会長・役員の皆様、子供たちの教育継続のために
いろいろと対応してくださりありがとうございます。子供も安心して学習に取り組んでいる様子で
3
安心しています。北里学院で勉強できることに感謝しております。今後も親子共々宜しくお願い致
します。
娘が黒土に住んでおり、買い物等不便な所で心配しておりましたが、週に２回学院で手配してく
4 だっさったバスで買い物に行けるということで本当にありがたいです。それにこのような学習環境
の中友人もできたと言っており安心しております。
5

教職員、事務局の皆様におかれましては、各方面からの日々のご尽力に感謝いたします。我々保護
者としても学生達への応援をしていきたいと思いますので引き続きよろしくお願い致します。

昨年度、定期総会、懇談会、そして個別相談に参加、出席させていただきました。詳しく説明があ
り、安心して娘をお願いできると思って1年が過ぎました。今回の感染症対策で、様々な面で中止や
6
延期等があり残念な気持ちではありますが、学院の対応対策、そしてPPAについても感謝しておりま
す。今年度もよろしくお願いします。
娘がお世話になっております。新型コロナウイルス第1波はなんとか終息に向かってきました。秋口
7 から第2波が来ないか少々気がかりです。学院を支える皆様はいつにも増してご苦労をおかけします
が、細かくお便りをいただいて感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。
8

新型コロナウイルスの感染拡大の心配が広まる中での学生の不安を取り除くための御校の支援や在
宅学習などに感謝申し上げます。

9

このような状況の中、郵送対応等スタッフの皆様ありがとうございました。引き続きどうぞよろし
くお願いいたします。

10

PPA役員の皆様、子供たちのためにご尽力頂き、有難うございます。例年以上に大変な事が多いと思
いますが、よろしくお願いいたします。

お世話になってます。役員の方々お疲れ様です。学生支援金ありがとうございます。先生方もコロ
11 ナ対策、対応等大変だと思います。我が娘も4年生で就職活動など心配ですが、宜しくお願い致しま
す。
12

資料確認いたしました。ありがとうございました。また、学生支援金大変ありがとうございます。
感謝申し上げます。

13

役員の皆様お世話様です。新型コロナウイルス対応で大変ですが、今後ともよろしくお願いしま
す。医療系専門学校という事で、ますます期待されると思います。

14

コロナウイルス感染拡大の不安の中でPPA役員の皆様におかれましては活動にご尽力頂き誠に感謝申
し上げます。ありがとうございます。よろしくお願い致します。

今年度から娘がお世話になります。４月に新潟入りし新生活をスタートしたのですが、在宅学習に
不安があり一週間程で実家に戻り何とか学習していました。ここで再び南魚沼へ戻れる喜びと学習
15 面の不安があるようです。又、何かとご心配頂きご指導の程お願いしたいと思うところです。そし
て微力ではありますが力になれる事がありましたら協力をしたいと思います。その時はまた教えて
ください。よろしくお願い致します。
16

国家試験合格率、ホッとしました。オール北里チーム医療演習、できるといいですね。すばらしい
時間になると思うので。

17

今年からお世話になりコロナで心配なことも多いですが先生方のお力をかりて、なんとかやって
いってくれると思っております。よろしくお願い致します

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、学院長はじめ教職員の皆さまよりご尽力いただいているか
18 らこそ、今、子供達が元気で生活できていると思っております。これからもまだ安心できる状況で
はありませんが宜しくお願い致します。
諸先生方、PPAに関わる役員の方々には日頃よりたいへん御苦労されている事と思います。この度の
新型コロナウイルス感染には、先生をはじめ生徒の授業にも影響を受けていますが北里大学の著名
19 の先生のお話やテレビCMなどで北里大学保健衛生専門学院名を多く知る機会があり、改めて学院で
勉強が出来ている子供を誇らしく思います。まだ先の見えてこない強いウイルス感染ですがこれか
らも生徒達がよい環境で勉学に励む事ができるように応援して行きたいと思います。
お世話になっております。新型コロナウイルス感染症拡大対策のため学院の運営も大変だと思いま
す。オンライン授業整備等対応していただき感謝申し上げます。今回の環境変化により子ども達の
20 ストレスは大きく、これから実習をするにあたって不安を持っている子も多いようです。世界的な
危機ですので限界はあると思いますが引き続き積極的な生活サポートや学習支援をよろしくお願い
致します。
新型コロナで例年通りの行動がとれない中、学院・PPAの方々に迅速かつ的確な判断をしていただき
21 大変感謝しております。通常に戻るまで、まだ時間がかかると思いますが引き続きよろしくお願い
致します。

