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第１章 教育・研究の理念・目的 

 

１． 教育・研究の目的・目標 

１） 医療学部 

 「人に尽くすことを自らのよろこびとする」という天理教の信条教育を基調として、自ら積極的に医療

に関わる専門性の高い知識と技術を修得し、真摯に科学する精神を育み、人に対する深い愛情と自分を律

する謙虚な心をもってチーム医療の一員としての役割を果たせる人材を育成することを教育の目的とす

る。この目的を達成するために、ディプロマ・ポリシー（卒業認定に関する方針）、カリキュラム・ポリ

シー（教育課程の編成及び実施に関する方針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入れに関する方針）

を策定し、ホームページに掲載するとともに、それらを十分理解をして受験してもらえるように募集要項

にも掲載した。 

 

≪ディプロマ・ポリシー（卒業認定に関する方針）≫ 

1. 豊かな人間性、高い倫理観とプロフェッショナリズムを持って行動できる。 

2. 良好な人間関係を築くためのコミュニケーション能力を身につけている。 

3. 看護学あるいは臨床検査学の専門性の高い知識と技術を持ち、それらを総合的に活用できる思考

力・分析力を持っている。 

4. 医療チームの中で専門性を発揮するための自律する力とチームの力を引き出すための協働する

力を兼ね備えている。 

5. 常に学習し、医療の中で直面する課題を真摯に科学する心を持って探究する力を身につけている。 

≪カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成及び実施に関する方針）≫ 

1. 豊かな人間性、高い倫理観とプロフェッショナリズムの育成 

ひとりの社会人であると同時に医療のプロフェッショナルとなるためには、人を愛し、深く理

解し尊重する姿勢やプロフェッショナルとしての自覚・意識を持つことが必要です。 

豊かな人間性を育むために、生命、宗教、法律、身体、心理などさまざまな角度から人の営み

を伝える科目群を通して、いのちの尊厳、人間の理解を深め、社会を知るための教育を行います。

これらの科目は、講義と小グループでの演習を基本とし、講義で学んだ知識を基盤に、他者の考

えを聴き、自分の意見を伝えることで、人間と社会について基本的な知識を学べるようにします。 

また、高い倫理観とプロフェッショナリズムを育むために、医療の分野に関わる社会のしくみ

とそこで働く人々を深く理解し、そこで活躍するプロフェッショナルとしての社会的な責任や守

るべき規則を学習できるようにします。総合基礎科目で基本的な考え方を学び、専門科目で看護

学あるいは臨床検査学それぞれの学問領域における倫理的課題や科学的根拠に基づいた看護技

術・医療技術を学び、臨地実習や研究活動を通して体験的に学習できるように教育します。 

これらの学修成果は、客観試験、レポート、実習中の行動・態度・姿勢などで評価します。 

2. 良好な人間関係を築くためのコミュニケーション能力の育成 

社会人として社会の中で働くということ、そして「人に尽くす」ことの意味を理解して行動す

るためには、他者との良好な関係をつくることができるコミュニケーション能力が不可欠です。

初年時教育として、学生間のコミュニケーションからさまざまな年齢層の方とのコミュニケーシ
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ョン、医療者とのコミュニーションへと発展させながらコミュニケーションを段階的に学習でき

るようにしています。 

また、社会では、立場や年齢などの異なる人々と関わることが多く、医療現場では、多職種と

協働する力も必要です。その力を高めるため、看護学科と臨床検査学科という異なる２つの専門

領域の学生が合同で学習する科目を多く配置し、１年次から縦断的に学習してチーム医療に不可

欠な他職種への理解を深め、臨地実習で医療チームの実際を体験したのち、４年次に医療チーム

において専門性を発揮しながら他職種との良好なコミュニケーションを実現する方法を学んでい

きます。 

これらの学習は少人数でのグループ学習が中心で、そこで学び得たことから自己の考えをまと

めたレポートで学修成果を評価します。 

3. 専門性の高い知識と技術の習得と思考力・分析力の育成 

生化学、栄養、薬理、感染のような横断的な科目と解剖、生理、病態・病理、疾病の治療を臓

器別に学ぶ系統的な科目を配置し、体のしくみと医療を立体的に学ぶことができます。そして膨

大な知識の習得に向けた探索的・自主的学習を支援するために、e ラーニングを導入し、予習や復

習、自己学習と自己評価ができるようにします。このことで、自ら積極的に知識や技術を学びと

る学習態度を身につけることがきるようにします。 

ますます高度・専門化する医療現場では、遭遇する問題を解決するための知識や技術を身につ

けるだけではなく、問題を多面的にとらえて分析し解決策を模索するという飽くなき探究心が不

可欠です。入学後の早い時期に臨地実習を行い、学生の知的好奇心と医療のプロフェッショナル

として学習に取組み始める自覚を育みます。そして、専門科目では、医療施設、介護施設、行政

関連施設などで実習を行うとともに、それらの施設から、看護職者・臨床検査技師・医師等を講

師に迎え、それぞれの施設で行われている医療の最新の知識や技術を学習できるようにしていま

す。 

これらの学修成果は、客観試験、レポート試験、実技試験から総合的に評価します。 

4. チーム医療の中で専門性を発揮するための自律する力とチームの力を引き出すための協働する力の

育成 

医療においてそれぞれの専門性を高め、協働して活動するためには、医療者に共通した知識や

考え方を習得する必要があります。そのために、両学科の学生には、医療の歴史、医療における

科学的思考、法律、福祉、医療安全、情報科学などの科目を配置しています。そして、協働的実

践のアーリー・エクスポージャーとして医療の現場を見学する実習を行い、２年次には社会の中

の相互扶助の活動を合同で調査し、４年次にはそれぞれ学んできた専門的な知識を踏まえて、チ

ーム医療の中で日常的に行われているケース・カンファレンスを実際の事例を用いて行います。 

評価は、学んだことをまとめて記載するレポートの内容で行います。 

5. 常に学習し、医療の中で直面する課題を真摯に科学する心を持って探究する力の育成 

大学を卒業後も常に学習し、医療の中で直面する課題に取り組み、解決に向けて努力していけ

る力を養うために、３年次・４年次には、既習学習や臨地実習で芽生えた課題や疑問について、

研究計画を立案あるいは研究を実施し、将来、自律して課題を探究し続ける１つの方法として研

究プロセスを学習します。演習科目として学生と教員とが１対１で指導する体制を組み、看護学
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科においては研究計画の立案、臨床検査学科においては実験計画の立案・実施を行います。 

評価は、研究の成果を研究計画書あるいは論文・抄録として作成したものおよび成果報告会で

行うプレゼンテーション内容によって行います。 

≪アドミッション・ポリシー（入学者受入れに関する方針）≫ 

天理医療大学の教育理念は、「人に尽くすことを自らのよろこびとする」という天理教の信条教

育を基調として、専門領域のみならず社会人としての豊かな知識を持ち、真摯に科学する精神に裏

打ちされた医療に関わる専門性の高い技術や研究する能力を備え、人に対する深い愛情と自分を律

する謙虚な心を持つ者を育成することです。この教育理念を理解した上で、将来医療者として社会

に貢献したいという志と、幅広い教養や深い専門的知識と豊かな人間性を兼ね備えた医療人となる

という強い意志を持った人を入学者として受け入れます。 

したがって、入学選抜試験では、専門職業人としての学習をするための基礎的な資質や能力とし

て、高等学校教育で達成しておくべき基礎学力、文章の読解力と記述力、自己の考えを発言する力

を重要視します。 

入学を希望する皆さんには、高等学校卒業までにいろいろなことに関心を持ち、受験科目にとど

まらずしっかり学習し、できるだけ多くの知識を得ておくことを期待します。 

２） 看護学科 

 看護学科は、主として看護専門科目の教育を担当する。その教育内容はカリキュラム・ポリシーのすべ

ての項目に係わるが、特に、「専門性の高い知識と技術の習得と思考力・分析力の育成」、「チーム医療の

中で専門性を発揮するための自律する力とチームの力を引き出すための協働する力の育成」を看護専門科

目が担う。その目標をより明確にカリキュラムに反映させ、実践できるようにカリキュラムの改正に取り

組んでいる。看護宣誓式を行って大学の理念を再確認し、常に臨床での実習を行う中で、目標達成に向け

た学修ができるように各学年に臨床実習を行っている。 

３） 臨床検査学科 

臨床検査専門科目として教育する学問分野は、血液学的検査、化学的検査、分子生物学的検査、免疫学

的検査、微生物学的検査、病理組織検査等の検体検査、および超音波検査、心電図検査、脳波、筋電図、

ＭＲ検査等の生体検査など広範囲に及ぶ。「専門性の高い知識と技術の習得と思考力・分析力の育成」と

いう目標に向けて、これらの臨床検査全般の知識と技術に加え、臨床検査を実践、発展させるために必要

な情報処理、精度保証、システム等の検査管理、検査データの判読（病態解析）などの教育を行っている。

さらに、「チーム医療の中で専門性を発揮するための自律する力とチームの力を引き出すための協働する

力の育成」という目標のために、臨床研究に関する技能、さらには感染対策・栄養管理等のチーム医療に

参画できる知識と技能を教育している。これらのことをより明確にし、実践できるようにカリキュラムの

改正に取り組んでいる。 

臨地実習が始まる前に宣誓書署名式を行って大学の理念を再確認し、臨地実習を行う中で、目標達成に

向けた学修ができるよう教育を行っている。 

４） 医療教育・研究センター 

天理医療大学におけるリベラル・アーツの充実・発展させるために設置された、医療教育・研究センタ

ーは、総合基礎科目と共通専門基礎科目を担当する。いずれの科目も看護学科と臨床検査学科の学生がと

もに学ぶ共講科目であり、カリキュラム・ポリシーの「豊かな人間性、高い倫理観とプロフェッショナリ

https://tenriyorozu-u.cybozu.com/o/ag.cgi?page=ScheduleView&UID=264&GID=&Date=da.2017.9.11&BDate=da.2017.9.11&sEID=341868&CP=
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ズムの育成」と「良好な人間関係を築くためのコミュニケーション能力の育成」を主たる教育の目標とし

て教育を行っている。これらのことをより明確にし、実践できるようにカリキュラムの改正に取り組んで

いる。また、将来、医療者になるためにより適正な人材を入学させ、大学での教育に滞ることなく入って

行けるように、大学入学者選抜方法の検討と入学前学習の支援と入学時の基礎学力教育の評価と支援を行

っている。 

 

２． 理念・目的の大学構成員への周知と適切性の検証 

１） 周知方法 

(1) ホームページ 

 ホームページに「建学の精神」を掲載し、本学の教育理念・教育目的を紹介し、ディプロマ・ポリシー

（卒業認定に関する方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成及び実施に関する方針）、アドミッ

ション・ポリシー（入学者受入れに関する方針）の三つのポリシーを掲載している。 

(2) オリエンテーション 

教員等の着任時のオリエンテーションにおいて、本学の教育理念・教育目的を説明し、ディプロマ・ポ

リシー（卒業認定に関する方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成及び実施に関する方針）、

アドミッション・ポリシー（入学者受入れに関する方針）に基づく、卒業認定の方法、カリキュラムの

内容、入学試験方法を説明している。 

(3) 青垣（広報誌） 

 本学の教育理念・教育目的が述べられた学長のメッセージを「青垣」に掲載し、在学生・保護者および

天理教の各教会あてに配布した。 

(4) 大学案内 

学案内に本学の教育理念・教育目的を掲載し、学校訪問や予備校への配布、オープンキャンパスでの配

布をおこなった。 

２） 理念・目的の適切性の検証 

「人に尽くすことを自らのよろこびとする」という本学の建学の精神のもとに、自律と協働する力を持

った医療者を育てるという本学の教育の目標自体は、改正教育基本法にある「自主及び自律の精神を養う」

あるいは「自他の敬愛と協力を重んずる」といった教育の目標と一致するものである。理念・目的が学生

や教職員に周知されるだけでなく、教育の中で学生の考え方や態度に浸透しているかどうかが重要である。

学生の授業での発表や提出するレポートに自律と協働を表す言葉がみられるようになっており、学生の開

催する学園祭のイベントにもその理念が表出されている。個々の学生の授業を受ける態度や演習や実習へ

の取り組み状況をみていると、態度や行動の面では理念・目的の浸透は徐々に広がっている。 

 

３． 将来に向けた発展の方策 

ディプロマ・ポリシー（卒業認定に関する方針）に基づくカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成及

び実施に関する方針）とのつながりをより明確にし、実践するためのカリキュラム改正を実施する。また、

アドミッション・ポリシー（入学者受入れに関する方針）をより明確に反映できる大学入学者選抜方法に

改善していく。 
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第２章 教育研究組織 

 

１． 教育研究上の組織体制 

１） 学長・学部長・学科長 

 学長は、教育研究上の組織体制（図１）を整備し、運営審議会、教育・研究審議会および点検・評価審

議会を介して、教育・研究体制を確立し、教育・研究内容を充実させるための方策を指示した。また、医

療教育・研究センター長を兼任し、総合基礎教育・専門基礎教育の充実を図った。学部長は、大学の教育・

研究の実務を指導し、多くの委員会・会議の委員長を務め、大学の活動の活性化、安全の確立、大学の入

試や大学入試センター試験の実施体制の確立を図った。学科長は各学科の教員等の人事に関する調整を行

うとともに、チューターと共に問題を抱える学生への対応を行った。さらに、教員等の研究体制の支援を

行った。 

２） 審議会 

(1) 運営審議会 

情報セキュリティの重要性を鑑み、安全管理委員会にあった情報セキュリティ小委員会を独立した委員

会に昇格させ、情報セキュリティの管理を充実させるように図った。その他、所掌する予算委員会、IT

環境整備・拡充会議、広報委員会、将来計画委員会、教員・教育組織能力開発委員会、安全管理委員会、

公開講演会実行プロジェクト、宣誓式プロジェクト、おぢばがえりひのきしん支援プロジェクトからの提

案を審議し、理事会の承認の必要なものついては理事会に上程した。また、委員会・会議・プロジェクト

に対して本学の運営に必要な指示を与えた。会 

(2) 教育・研究審議会 

平成 30 年度のカリキュラム改正に向けての作業を、教務委員会のもとにあったカリキュラム小委員会

をカリキュラム改正プロジェクトに移し、作業を円滑に進めることとした。また、国家試験対策の充実を

図るために、キャリア支援委員会の中にあった国家試験対策の業務をそれぞれの学科の国家試験対策プロ

ジェクトに移した。その他、所掌する教務委員会、看護学科実習調整会議、学生委員会、チューター会議、

キャリア支援委員会、基礎学力教育プロジェクト、研究委員会、動物実験委員会、遺伝子組み換え実験安

全管理委員会、図書委員会、入試委員会、入試管理会議、大学入試センター試験実施委員会からの提案を

審議し、理事会の承認の必要なものついては理事会に上程した。また、委員会・会議・プロジェクトに対

して本学の教育・研究に必要な指示を与えた。 

(3) 点検・評価審議会 

教育研究評価委員会の業務を自己点検評価実施委員会に統合し、教育研究評価の内容を自己点検評価に

反映させることとした、その他、所掌する教員等審査委員会、自己点検評価実施委員会、研究倫理審査委

員会、人権委員会、ハラスメント対策委員会からの提案を審議し、理事会の承認の必要なものついては理

事会に上程した。また、委員会・会議に対して本学の点検・評価に必要な指示を与えた。 
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図１ 学校法人天理よろづ相談所学園組織図 

 

１．３） 委員会・会議・プロジェクト 

(1) 予算委員会 

 平成 27年度決算を確認した。 

 平成 29年度委員会・会議・プロジェクト予算案を昨年度より少し減額できた。 
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 平成 29年度科目別予算案は昨年度より増額となったが、ゲストスピーカー・ＴＡを整理することで

ゲストスピーカー・ＴＡの予算案については昨年度より減額することができた。 

 平成 29年度委員会・会議等の新規事業は昨年度では予算化できずに引き継いだものが２件に加えて、

新たなものが２件申請されたので、それらの予算案をまとめた。 

(2) IT 環境整備・拡充会議 

 インターネット環境を整備するために、無線 LANのアクセスポイントの機種を交換し配置を変えた。 

 E-learning を拡充するために、看護学科の教員を対象としてナーシングパスポートの講習会を開催

した。 

(3) 将来計画委員会 

完成年度に向けての取り組みに集中したため、委員会として活動は行わなかった。 

(4) 広報委員会 

 オープンキャンパス・入試説明会（入試直前説明会）を行った。参加者数は看護学科 176 名、検査

学科 63名、保護者を合わせた総参加者 363名であった。 

 夏休み・ふれあい看護一日体験、夏休み 1日臨床検査技師体験を行い、総参加者数は 66名であった。 

 大学ホームページを大幅にリニューアルし、ページ数の増、2 カラムから 1 カラム構成への変更がな

され、スマホ・タブレット対応となった。 

 広報誌「青垣 Vol.7」を発行した。 

(5) 教員・教育組織能力開発委員会 

教職員・教育組織能力開発と向上を目標に、次の３つのアプローチより実施した。 

① 教える側（教職員）へのアプローチ；外来講師を用いてのワークショップ 

② 教えられる側（学生）からのアプローチ；授業評価アンケートの実施と情報提供 

③ 教職員相互の情報交換によるアプローチ；Education Lunch 

(6) 安全管理委員会 

 平成 28 年 5 月 14 日に防火訓練を実施した。 

 平成 28 年 11 月 1 日に災害伝言ダイヤル体験（1 年生）、防災避難訓練（1、2 年生合同）を実施した。 

 学校安全巡視を実施した。 

 天理医療大学災害対策組織図を見直した。 

 防災ガイドブックを作成した。 

(7) 情報セキュリティ委員会 

 安全管理委員会のもとの情報セキュリティ小委員会で作成された情報セキュリティ・ポリシーの内

容を検討した。 

 情報セキュリティ・マニュアルの作成方法、チェックリスト、周知のための研修・教育の方法を検

討した。 

(8) 宣誓式プロジェクト 

 平成 28年 11月 12 日（土）「看護学生の看護の関心や看護師としての自覚を喚起する機会」を目的と 

 した宣誓式を実施した。 

 企画・運営は、教員は、学生の主体性を重視し、準備内容、時期、役割等を決定し、準備～当日まで、

必要な内容・準備物品等について、学生・教員・式典担当の事務職員と調整を取り運営した。 
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 当日は、200名（内訳：来賓 15 名、保護者 78 名、学生 67 名、教職員約 40名[伊藤咲1]）の参加人数

で、お灯りが中心になる雰囲気と、学生のバッジを頂き、お灯りをもち歩く姿を保護者が見ることが

でき、合唱も感動できた式典となった。 

(9) おぢばがえりひのきしん支援プロジェクト 

 こどもおぢばがえりひのきしんの説明と学生募集を行った。 

 天理よろづ相談所病院健康管理室・看護部との調整を行った。 

 救護オリエンテーションを行った。 

 学生の学外における救護活動支援のための講習会を開催した。 

 ひのきしん期間中の教員等の巡視計画を立て、教員等に依頼した。 

(10) 公開講演会実行プロジェクト 

 平成 28年 5 月 14日（土）に第５回公開講演会を開催した。 

 第５回公開講演会のアンケート調査結果を集計した。 

 第６回公開講演会を計画し、広報を行い、開催の準備を行った。  

(11) 教務委員会 

 前期・後期科目の選択科目履修登録状況の把握と問題点の検討を行った。 

 確認試験の是非を検討した。 

 試験に関する学生への周知方法を検討した。 

 筆記試験マニュアルの見直し・改訂した。 

 各種試験を準備し、実施した。 

 進級判定および卒業判定の準備を行った。 

 試験解答の対応について検討した。 

 非常勤講師・ゲストスピーカーの妥当性について検討した。 

 次年度行事予定と学習進度との調整を行った。 

 成績不振者への支援を学生委員会と共同で行った。 

 学修ガイド（履修関係）改訂版を作成した。 

 総合基礎科目、専門基礎科目について医療教育・研究センターとの調整を行った。 

 カリキュラムの改正に向けて、カリキュラム小委員会を設置し、新カリキュラムの検討を行った。 

(12) 看護学科実習調整会議 

 「臨地実習共通ガイド」改定について、１年間の実習実施状況を勘案して記載内容を見直し修正版

を作成した。 

 実習日程の立案・学生の割り当てについては、１回生の基礎実践論実習の実習時期の変更を検討し

た。４回生の６科目の実習ローテーション案を作成し学生のブロック割り当てを検討した。３回生

の３科目の実習ローテーション案を作成し学生のブロック割り当てを検討した。次年度の実習計画

案を検討し、最後は看護部と調整した。 

 実習指導の質向上および効率化を図るために、各科目の実習状況の情報を共有した。そして、実習

指導上で発生した問題等の情報交換を行った。また、新規の取り組みとして臨床教員の導入に向け

た意見交換を行った。 

 実習施設との協議について、平成 27年より開始した実習担当者連絡調整会議（学生にとってよりよ
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い効果的な実習を実現することを目的として、天理医療大学の臨地実習における指導にあたる各施

設の看護師あるいは施設職員、及び教員が一堂に会して指導上あるいは運営上の問題について意見

交換を行う会議）を昨年度は主たる実習施設だけであったが、今年度より全実習施設を対象とした

実習指導者連絡調整会議を行った。 

 実習中の安全管理については、インシデント・アクシデントレポートを活用して情報共有を行い、

再発防止に努めた。 

(13) カリキュラム改正プロジェクト 

 ＡＰ・ＣＰ・ＤＰを修正した最終案を作成し、教育・研究審議会の承認を得て、ホームページ上に

公開した。 

 カリキュラム改正のための新カリキュラム案の検討を行い、看護学科の実習科目の配置以外の新カ

リキュラムの科目名、年次配置、必修・選択、講義・演習、単位数等を決定した。 

 新カリキュラムのシラバス作成の準備に入った。 

 カリキュラム改正に向けてのロードマップを作成し、作業を進めた。 

(14) 学生委員会 

 事務職員とともに、学生自治会の天医祭実行委員(献血活動も含む)に対して企画・運営・実施が円

滑に運用できるように支援を行った。今年度の天医祭は吉本興業の漫才等もあり、近隣住人の参加

も多く、盛況であった。 

 学生と教職員との意見交換会を平成 28 年 11 月 15 日に開催した。3,4 回生を省く各学科・各学年の

代表者 2 名(計 10 名)と関連委員長等(学部長、学科長、学生委員長、教務委員長、FD 委員長、ハラ

スメント対策委員長、事務局長・課長)が参加する会を企画・運営し、議事録を基に教育研究審議会

にて報告した。 

 社会人マナーや安全対策を学び、近隣の交通事故状況や危険予知トレーニングシステムを用いた実

施体験により「自転車安全講習会」(平成 28 年 6 月 16 日)を開催し、昨今、パソコンや携帯電話の

利用の際に学生がトラブルに巻き込まれ被害にあうケースが多いことから「消費者トラブル事例講

習会」(平成 28 年 11月 14日)の企画・広告・運営を行った。。 

 前期直後と後期履修申請・再試験等の際にチューター面談及びチューター会議を行い、情報共有や

チューター活動の円滑化に向けた後方支援を行った。特に、問題となる学生については学科長を交

えて話し合った。 

 事務職員や学生自治会・美化委員らが中心となり、校内美化に向けた清掃活動の支援を行った。 

 今回は新たなクラブ及びサークルはなかったが、天医祭等に参加するなどサークル活動が活発にな

るように支援した。 

 学生が健康管理や外部カウンセラーに相談するための状況を把握し連携を密にした。 

 学修ガイドの編集に関しては事務局及び教務委員会が中心となり実施されたので、意見交換会等に

関する追加のみを行った。 

(15) チューター会議 

 問題が生じた学生に対して、学科長・科目担当者・チューターが協力して対応を行った。また、チ

ューター全体会議を通してチューター間の情報共有を行った。 

 学生の抱える問題に早期発見と早期解決できるように意見交換会や学生委員会と連携を密に迅速対
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応できるようにした。 

 チューター面談及び活動において成績表の取扱いについての取り決めを再確認した。 

(16) 基礎学力教育プロジェクト 

 新 1回生に対して基礎学力試験（数学・生物・化学・英語）を実施した。 

 新 1回生に対して生物（5/11～7/12：全 10 コマ）と化学（5/16～7/14：全 10コマ）の補習授業（1

コマ：40 分）を行った。 

 補習に未登録の者（登録したが受講していない者）を対象に面接を実施し補習への参加を促し

た（6/6～6/10）。 

 平成 29年度推薦入試合格者に対して、東進ハイスクールの「医療系総合講座」の受講を勧めた。 

(17) キャリア支援委員会 

 就職先の情報収集および広報活動 

＜看護＞天理よろづ相談所病院への就職が大多数であるため、病院が主催する就職説明会で主な情

報収集ができていた。 

＜臨床検査＞ 次年度の活動のための情報収集を行った。マイナビを積極的に利用した。 

 学生への就職の情報の提供・指導 

＜看護＞天理よろづ相談所病院の就職試験について，助産師資格目的の進学予定者に対しても，卒

後に入職する条件のもとに採用試験の出願が認められた。 

＜臨床検査＞「就活ハンドブック」試作版を用いて，事務局による就職活動の指導が行われた。就

職後の卒業生から，体験談を募った。 

 キャリアシートを作成した 

 就職試験の指導 

＜看護＞面接マナーについて周知した。  

＜臨床検査＞ 就職担当教員（米田）が個別指導を行った。今後の就活ハンドブックの改善を目的

に、教員個々の要望を収集した。 

 専門業者「マイナビ」による講習会開催し、「マイナビ」アンケートの報告を行った。 

 学生の就職先の見学・説明会、インターンシップへの参加を支援した。 

＜看護＞平成 28年 6月 7日に天理よろづ相談所病院看護部による就職説明会（外来診療棟５F講堂）

が開催され，4回生がほぼ参加した。 

＜臨床検査＞ 就職担当教員（米田）が個別対応した。兵庫県県職員の分は調整した。チューター

が個々の学生の就職先希望を把握すると共に、就職先へのアポイントや見学を積極的に後押し

した。 

(18) 看護学科国家試験対策プロジェクト 

 全員合格をめざすための指導体制 

e ラーニング・web の活用、各回生の学生国試委員とチューターとの連携。 

12 月よりグループ学習用の演習室を事務と連携して優先使用とした。 

 模擬試験の実施 

模試の年間計画を立て実施。 

後期初めに支援計画についてオリエンテーションし、成績低迷者には准看護師試験の本学指定枠 7
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名を大学が指定してを受験させする旨学科長より伝えた。 

 国試対策教材の充実 

有料ゼミナールの紹介や国試問題集等の選定を行い、業者による販売日を設けた。11月 15日メビウ

ス教育研究所の講座に、4回生 56人が受講した。エルゼビア・ナーシングサポートの web 模試には、

午前 13人午後 19人が参加した。 

 模擬試験結果の集約・分析・解説 

苦手克服対策の提案とともに、成績低迷者へは、学科長が個人面接を行い、保護者へ協力依頼文を

郵送した。 

4 回生のチューターとともに個別指導を行った。 

奈良県准看護師試験への出願（平成 29 年 1月 16 日） 

平成 28年度 12 月模試終了後、成績不振者に対し准看護師試験の出願を伝達。保証人宛にも協力依頼

文書を発送。出願当日は、4名の学生（既卒者を含むと計 8名、後日 1 名は留年のため出願取り消し）

を会場に引率した。これにより、看護師国家試験に安心して臨める態勢を整えた。 

 第 106回看護師国家試験（平成 29年 2 月 19日、合格発表 3月 27 日） 

2 月 17日受験票配布。この時、学習支援課長より諸注意の追加説明を行った。 

(19) 研究委員会 

 研究倫理の啓蒙を目的として平成 28 年 8 月 24 日（水）に研究倫理啓蒙研修会を研究倫理審査委員

会との共催で開催した。 

 平成 28年 8月 23日と平成 29年 2月 28日の 2回に分けて天理医療大学リトリート 2016を開催した。

ポスター発表が 2回合わせて 45 演題あり活発な議論が交わされた。 

 平成 28年 8 月 26日（金）に 8名の共同研究助成成果発表会を開催した。 

 臨床検査学科対象の講演会を平成 28年 8月 24日（水）に開催した。 

「次世代シーケンサーの原理と応用」 片桐氏（イルミナ株式会社） 

 看護学科対象の講演会を平成 28 年 8月 24 日（水）に開催した。 

「外部資金獲得の方法とコツ」 林みよ子氏（本学） 

 天理医療大学紀要 Vol.4(2016)および Vol.5(2017)を発行した。 

 評価分研究費を平成 27年度教育研究・組織運営の業績ポイントに基づき配分した。 

(20) 動物実験委員会 

 動物実験の状況を把握した。 

実験件数 3 件（ラット 30匹、マウス 10匹） 

 実験動物管理者、実験実施者および飼養者の教育訓練のための講習会を平成 29年 3月 6 日に開催し

た。 

 動物舎の使用状況（ラット 30 匹、マウス 10 匹）を調査し、メインテナンス（フィルター交換、清

掃等）を行った。 

(21) 遺伝子組み換え実験安全委員会 

 平成 28年 12月 12 日（月）に遺伝子組み換え実験の安全性に関する講習会を開催した。 

(22) 図書委員会 

 科研費による購入図書の取り扱いに関して、「個人研究費、科研費購入図書の取り扱いに関する細則」
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について協議し、教育研究審議会により改正された。 

 「図書館資料除籍細則」について協議し、来年度さらに継続協議することとした。 

 文献情報データベース「最新看護索引 Web」を新規契約した。 

 蔵書点検を夏期休暇中に実施した。昨年度点検時 152 冊不明であったもののうち 55 冊が返却されて

いた一方、新たに 105 冊が不明であった。 

 不明本については掲示、ポータルサイトでの呼びかけのほか、玄関に返却ボックスを設置した。 

 不明本対策としてセキュリティシステム導入について検討した。また、「無断持ち出し禁止」の張り

紙を閲覧机に貼った。 

 「電子図書館構想」として、5階和室、食堂、調理実習室、渡り廊下、学生ホールなどで、電子書籍、

電子ジャーナル、e ラーニングの閲覧が可能な設備についてまとめた。 

(23) 入試委員会 

 平成 29年度指定校推薦入試を実施した。（事務局） 

 平成 29年度公募推薦入試 

実施要項、学力・小論文試験監督者および誘導者マニュアル、面接試験実施マニュアル（面接試験

監督者・受験者控室監督者および試験場誘導者用）を作成した。 

試監督者説明会を実施した。 

平成 28 年 11 月 19 日（土）の学力試験・小論文試験・入学希望理由記入および平成 28 年 11 月 20

日（日）の面接試験を運営した。 

 平成 29年度一般入試 

実施要項、小論文試験監督者および誘導者マニュアル、面接試験実施マニュアル（面接試験監督者・

受験者控室監督者および試験場誘導者用）を作成した。試監督者説明会を実施した。 

平成 29 年 2 月 11 日（土）の小論文試験・入学希望理由記入および平成 29 年 2 月 12 日（日）の面

接試験を運営した。 

(24) 入試管理会議 

 平成 29年度公募推薦入試の試験方法を決定した。 

看護学科：科目試験（国語）、小論文試験、面接試験 

臨床検査学科：科目試験（国語、数学Ⅰ・数学Ａ、化学、生物から１科目選択）、小論文試験、面接

試験 

 平成 29年度一般入試の試験方法を決定した。 

看護学科：センター試験利用科目（国語および英語）、小論文試験、面接試験 

臨床検査学科：科目試験センター試験利用科目（英語、数学Ⅰ・数学Ａおよび物理、化学、生物か

ら２科目選択）、小論文試験、面接試験 

 平成 29年度指定校推薦入試を行い、合格者を選定した。 

 平成 29年度公募推薦入試を行い、合格者を選定した。 

 平成 29年度一般入試を行い、合格者を選定した。 

(25) 大学入試センター試験実施委員会 

 平成 29年度大学入試センター試験準備 

大学入試センター試験実務小委員会を設置した。 
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実施要項、業務処理マニュアル、試験場・試験室設営マニュアルを作成した。 

 平成 29年度大学入試センター試験監督者説明会・予行演習 

平成 28年 12月 19 日 試験実施にあたっての監督者説明会を行った。 

平成 28年 12月 26 日 試験実施にあたっての監督者説明会・リスニング予行演習を行った。 

平成 29年 1 月 4日 試験実施にあたっての監督者説明会・問題発生時の対応予行演習を行った。 

平成 29年 1 月 13日 試験前日準備のための監督者説明会 

 平成 29年度大学入試センター試験 

平成 29年 1 月 14日・15日 平成 29年度大学入試センター試験を運営した。 

(26) 教員等審査委員会 

 教員等審査 

教員等採用に関わる以下の広報車の審査を行い、審査結果を点検・評価審議会に提出した。 

看護学科：教授１名、准教授１名、講師１名、助教３名、助手１名 

臨床検査学科：講師２名、助手２名 

医療教育・研究センター：教授２名、講師１名 

 特任教員審査 

特任教員採用に関わる以下の候補者の審査を行い、審査結果を点検・評価審議会に提出した。 

看護学科：特任教授２名、特任講師１名 

医療教育・研究センター：特任教授１名 

 任期制雇用に伴う教員等の契約更新 

教員等の契約更新に関わる審査を行い、審査結果を点検・評価審議会に提出した。 

看護学科：特任教授１名 

臨床検査学科：専任教授２名、専任准教授１名、専任助手１名、特任講師１名 

医療教育・研究センター：特任講師２名 

 教員等の昇格 

教員等の昇格に関わる審査を行い、審査結果を点検・評価審議会に提出した。 

看護学科：講師３名 

臨床検査学科：教授３名 

 非常勤教員審査 

非常勤教員採用に関わる候補者の審査を行い、審査結果を点検・評価審議会に提出した。 

看護学科１名 

 非常勤研究員審査 

非常勤研究員採用に関わる候補者の審査を行い、審査結果を点検・評価審議会に提出した。 

医療教育・研究センター１名 

 非常勤講師採用 

非常勤講師採用に関わる 24 名の候補者の審査を行い、審査結果を点検・評価審議会に提出した。 

 ゲストスピーカー・ＴＡの採用 

ゲストスピーカー・ＴＡの採用に関わるゲストスピーカー15 名の候補者とＴＡ2 名の候補者の審査

を行い、審査結果を点検・評価審議会に提出した。 
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(27) 自己点検評価実施委員会 

 業務評価システムを整備した。 

 業務評価システムに入力された平成２７年度教員等の教育・研究活動を集計した。 

 平成 28年度委員会・会議・プロジェクト活動計画を集計した 

 平成 28年度委員会・会議・プロジェクト活動報告を集計した 

 平成 27年度年報（自己点検評価報告書）の編集し、点検・評価審議会に提出した。 

 教員による平成 28 年度授業自己評価を集計した。 

(28) 研究倫理審査委員会 

平成 28年度に提出された 16 件の研究計画について倫理審査を行った。 

(29) 人権委員会 

 人権啓発ポスターについて、標語や啓発画を学生から募集し、応募の中から優秀作品を選びポスタ

ーを作成、表彰した。カード作成については、昨年の内容がハラスメントに特化したものとなって

おり、人権委員会として今年度は作成しなかった。 

 平成 28年 8 月 24日[s2]にハラスメント委員会と合同で教員研修会を開催した。講師には 女性ライ

フサイクル研究所の西 順子先生をお迎えした。人権委員会はアンケートの作成および集計を担当し

た。 

 平成 29年１月 5日[s3]に第２回人権委員会主催特別講演会を開催した。講師に橋本和典先  生（奈

良県障害者スポーツ指導者協議会 会長）をお迎えし、「障害者スポーツについて」ご講演いただい

た。 

 特別講演会の学生アンケートの集計を行った。[s4] 

(30) ハラスメント対策委員会 

 ハラスメント対策としては、学内掲示用ポスターを作成し、教職員及び学生へ相談に応じることを

周知した。 

 学内において、教職員用にハラスメントについて具体的な事例や対策について講師を招いて講演会

を開催し、教職員のハラスメントに対する意識を高め、予防に努めた。 

 今年度は学生からのハラスメント相談が 2 件あり、委員会で検討しながら対応した。相談員による

相談、委員会において対処方法の検討を行いながら対応した結果、問題解決をした。 

 

２． 教育組織の点検評価 

１） 学長・学部長・学科長 

学長は、完成年度に確立された教育・研究体制の再検討を指示し、ディプロマ・ポリシー（卒業認定に

関する方針）、カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成及び実施に関する方針）、アドミッション・ポリ

シー（入学者受入れに関する方針）を改めて定め、公表し、それに基づく新しいカリキュラムの作成、実

施に向けて、カリキュラム改正プロジェクトを発足させた。さらに、教員等の研究の充実と発展を促すた

めの研究会の開催や競争的試験獲得の支援体制の強化、学内共同研究の啓蒙と研究助成の充実を推進する

ことができた。ただし、研究環境の整備についてはまだ不十分の状態に止まっている。そして、本学の更

なる発展に向けた大学院の設置、専攻科等の設置など本学の将来構想については具体的な検討を行うこと

はできなかった。 
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学部長は、総合基礎科目および共通専門基礎科目の充実を図り、大学入試並びに大学入試センター試験

を円滑に実施できるようにした。自己点検評価実施委員会や研究倫理審査委員会を通して、学内の教育活

動と研究活動の点検・評価を行うことができた。また、情報セキュリティ委員会を等して、情報に関する

安全管理を取り扱う体制を整えることができた。 

 本年度も複数の教員の退職があったが、学科長の調整により教員等の昇任、補充が適正に行われ、教育・

研究体制を維持することができた。また、各学科長の調整により、天理よろづ相談所病院看護部および臨

床病理部のスタッフの協力を得て、充実した実習が行えている。さらに、学業不振の学生に対して、チュ

ーターと協働して対応し、適切に指導することができた。 

２） 審議会 

(1) 運営審議会 

 所掌する委員会・会議・プロジェクトからの提案の審議とそれら委員会・会議・プロジェクトへの指示

によって本学の運営が円滑に行われた。会 

(2) 教育・研究審議会 

 所掌する委員会・会議・プロジェクトからの提案の審議とそれら委員会・会議・プロジェクトへの指示

によって本学の教育・研究に関わる事業が円滑に行われた。会 

(3) 点検・評価審議会 

 所掌する委員会からの提案の審議とそれら委員会への指示によって本学の点検・評価に関わる事業が適

正に行えた。 

３） 委員会・会議・プロジェクト 

(1) 予算委員会 

 平成 29年度委員会・会議・プロジェクト予算案をまとめた。 

 平成 29年度科目別予算案をまとめた。 

 平成 29年度委員会・会議等の新規事業を受付、その予算案をまとめた。 

 平成 29年度予算を確認した。 

(2) IT 環境整備・拡充会議 

 インターネット環境において個々の通信障害は改善されたが、100人同時アクセスはまだ不完全で

あった。 

(3) 将来計画委員会 

大学院、専攻科（別科）の設置などの中長期的は計画の策定だけでなく、短期的な課題の解決のための

方針を検討し、委員会・会議・プロジェクトに示す必要が出てきた。 

(4) 広報委員会 

 オープンキャンパス・入試説明会（入試直前説明会）はリピーターに対応する目的から、各回（計 3

回）の内容を変えて実施した。高校 2 年生の参加率が 34％と高いことから、次年度も興味を持って参加

してもらえる内容を企画しようと考えている。 

夏休み・ふれあい看護一日体験、夏休み 1日臨床検査技師体験は参加する高校生が本学に興味を持てる

ような疑似授業や演習体験、また看護・活動内容を紹介する DVD視聴を実施できた。 

(5) 教員・教育組織能力開発委員会 

① FD ワークショップ 
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京都大学医学教育研究センター長小西靖彦先生の指導のもと実施した昨年度の２回の FD ワークショ

ップを基に、今年度は独自に FD ワークショップを構築し、8月と 2月の 2回実施した。それぞれのテー

マは、「大学教育の進め方について」、「本学教育の発展に向けて」であった。 

FD ワークショップ修了後に、ひきつづいて Education Lunch を実施した。今期はさらに教員間の議論

を深めるべく、研究委員会主催リトリートポスタービューイングと同時開催として実施した。リトリー

トポスターには研究、教育の両方にまたがる発表があり、学科を越えた自由な議論が行えた。 

第一回 FDワークショップの結果は小冊子にまとめ、9 月に全教員および関係委員会に配布し、活用を

促した。また、今年度２回の FD ワークショップ、Education Lunch は、昨年度外部講師の先生方の指導

のもと実施したものを、独自に改良修正し、実施したものである。そこで、2015-2016 年度 FD報告集と

して冊子にまとめ、今後に生かすこととし、全教員に配布とともに、京都大学をはじめ関係の大学 FD

委員会に送付した。 

FD 活動全般について年度末にアンケートを実施し、FD活動報告集に結果を記載した。 

② 授業評価アンケート 

前期、後期ともに授業評価アンケートを実施した。 

学生アンケート実施後速やかに E-learning 上でアンケート集計を全教員が確認できるように、全ア

ンケート実施終了に合わせて修正した。 

アンケート集計が手作業ではなく自動的にできるように技術的に修正した。 

それそれの集計を全部合わせた”集計”がシステムでできない、科目担当者がアンケート開始をクリ

ックしても、アンケート開始できない、昔のアンケートが上に来るので間違えて実施してしまった場合

に修正ができない、などの今後の修正課題が残った。 

(6) 安全管理委員会 

 防火訓練 

平成 28 年 5 月 14 日に実施した。5 階食堂付近から出火（スモークジェット使用）で講堂から入口か

らと、舞台裏からの二手に分かれてグランドに避難した。354名の参加があった。避難する際には、でき

るだけ火元から遠い階段を使用すること、避難経路について、再度確認が必要であること、避難する際は、

一酸化炭素中毒にならないためにハンカチで口鼻を押さえること、日頃から、避難経路や消化器、消火栓

の在処を確認しておくことなどが公表時の話題として上がった。今回の訓練では講堂でマイクを使用中は、

学内一斉放送が流れないことが判った。これは、講堂の放送設備が独立しているためで、次年度からは、

講堂では火災発見者が大声で火災発生を通報するように周知することにした。また、学生玄関からブリッ

ジ下を通過して避難した学生がいた。誰かが誤った経路で避難した際に後続の者が何も考えずに続いてし

まったことから、訓練の際に避難経路の再確認が必要と考える。 

 防災訓練 

平成 28年 11月 1日（火）災害伝言ダイヤル体験（1年生）、防災避難訓練（1、2 年生合同）を実施し

た。看護学科 3年生は臨地実習期間中であるため、多くの教員が参加できず、安全管理委員会のメンバ－

で対応した。（災害伝言ダイヤルの訓練日は全国一律で、教員の動きに応じて訓練日を変更することは不

可能である）。2 年生の欠席者はなく、積極的な避難訓練を行っていたが、1 年生は 24 名が欠席し、積極

的に参加する学生と講義では机に伏せるなど態度が不良の学生まで参加意欲に温度差があった。しかし、

全体的には、自分の安全は自分が守らないといけないことを学んだ。地震が実際に起きたとき、何を優先
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的にすべきなのかを実際体験した教員から聞くことができてよかったなどの意見が多数寄せられている

ことから防災や減災の意識向上に寄与できたと考える。 

 学校安全巡視 

敷地内禁煙の徹底及び大学周辺での喫煙については、巡視により問題になることはなかった。 

研究棟西側にオートロック錠が設置された。また、廊下および姿見にガラス飛散フィルムが設置され

たことから、予算計上に伴う事業をすべて完了した。 

駐輪場整備は運営審議会でも検討されたがこれ以上の対応は無理であるが、駐輪場拡大については事

務局で検討中である。 

講堂２階席の消化器の位置が分かりづらいという意見を受けて点検整備を行った。 

Ｂ棟小教室の不衛生な学習環境が指摘されていただが、学生委員会が中心になって学生自治会へ働き

かけ清掃活動を促している。安全管理委員会ではどのように改善するか今後の経過を観察することにした。

以上より、学校の安全対策の整備は寿所に整備されつつあると評価できる。 

 病原微生物の保管・管理マニュアル、爆発物の原料となり得る化学物質・劇毒物の保管・管理 

対象となる劇毒物、病原微生物は年に２回チェックし事務に報告されている。その後文科省へ届

出しているが全然管理について見直しの連絡はいただいていない。次年度は管 

理責任者の変更により今年度の活動が継続できるようにマニュアルの追加修正を行う。 

 天理医療大学災害対策組織図の見直し 

事務局職員と当該委員会委員が中心となって班員を構成し、運営審議会で承認された。これにより班

員の役割が明確になり、スムーズな対応ができるようになった。組織図は「防災ガイドブック」へ掲載す

る。 

 防災ガイドブックの作成 

防災時の対応はこれまでにも学修ガイドへ掲載されていたが、家庭用マニュアルの様式に近いもので

あったことから、今年度を通じて本学仕様の「防災ガイドブック」の作成に取り組んだ。現在、災害対策

室防災隊長の「はじめに」の原稿ができあがり、編集作業が進んでいる。今後は、一部の委員から未提出

の原稿を編集し、次年度 4月の運営審議会へ提出する 

予定である。「防災ガイドブック」は年度内に完成できなかったことは残念であるが、「防災ガイドブ

ック」の発行を見越して「学習ガイド」の防災範囲を大幅にカットできることになった。 

 災害時の教職員の安否確認 

災害時の教職員の安否確認の集団として、一次避難所（調整池）で、学生及び教職員の安否確認

の作業を行う。この安否確認の手段・手順で安否確認ができない教職員がいる場合は、救助の対象

と判断し、学内および校舎の周辺を探索する。並行して教職員の大学への登校・出勤の有無を確認

する。それでも所在が不明の場合は、サイボーズ、ページング、出勤のタイムカード等で確認する

場合があるとし、運営審議会で承認された。これにより、ページング、タイムカードは、きちんと

使用するよう周知した。 

 警報発令時の「休講」基準 

「休講」基準について、次の 2点を現状に見合うように改正した。（平成２８年７月１２日改正） 

① 教員の急病等やむを得ない事情により、授業が休講になることがある。 
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② 奈良県の北西部のいずれかの市町村に警報が発令されたことにより、授業が休講になること

がある。 

 情報セキュリティ小委員会 

情報セキュリティ小委員会を安全管理委員会の下部組織としてではなく、運営審議会の下で新た

に委員を選任し、定期的な会議の開催と継続的な業務を行う専門的な委員会として設定することが

望ましいという理由から「（仮称）情報セキュリティ委員会」の設置を提案した。運営審議会で委員

会規則が制定され構成委員も決定された。今後は、当該委員会とは独立した委員会として活動する

ことになった。 

(7) 情報セキュリティ委員会 

 情報セキュリティ・ポリシーについては電磁的情報についてのポリシーの追加が必要である。 

 情報セキュリティ・マニュアルを引き続き検討する必要がある。 

(8) 宣誓式プロジェクト 

 企画・運営は、学生の主体性を重視するため、学生代表 2 名と数名の各係が中心に行っており、そ

の他の学生の欠席も多い日があり学生個々の宣誓式への自覚がない状況であった。来年度は、クラ

ス全体で、宣誓式への個人の自覚を高められる企画を考慮する。 

 企画・運営の段階で教員の欠員が生じ補充がない状況が続き、企画・運営時に支障が出る可能性が

ある。今後、欠員が生じた段階で速やかに補充を決定したほうが良い。 

 来年度の宣誓式の担当教員は、企画・運営がスムーズに行われるよう今年度の担当教員を数名引き

続き担当にする。 

(9) おぢばがえりひのきしん支援プロジェクト 

 こどもおぢばがえりひのきしんの準備 

学科別でこどもおぢばがえりひのきしんの趣旨説明と参加の呼びかけを行ったが、募集定員に到達し

なかった。 

教員用および学生用のひのきしん実施要綱の作成と点検を実施した。 

 看護学科救護ひのきしんオリエンテーションを予定どおり実施できた。 

 看護学科こどもおぢばがえりひのきしん 

救護ひのきしんへの２回生、３回生の参加が予定より少なかった。また、４回生は実習と重なったた

めに多くの参加は困難であった。 

 臨床検査学科こどもおぢばがえりひのきしん 

１回生～３回生から多くの参加が得られた。４回生は国家試験の準備や就職活動等があり、多くの参

加が得られなかった。 

 学生の学外における救護活動支援のための講習会 

1 回生対象の学内における講習会は欠席者が 18名と多く、参加を強く促す必要があった。 

2～4回生対象の日赤での講習会の斡旋を行ったが、受講補助金申請者 0名であり、実際の参加者は不

明である。 

(10) 公開講演会実行プロジェクト 

 平成 28年 5月 14日（土）に第５回公開講演会を開催し、学生を中心に多くの聴衆の参加が得られた。 

(11) 教務委員会 
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 履修に関する事項 

前期・後期科目履修登録時期に、選択科目の登録状況から登録者数の少ない科目を抽出し、問題点や

対応方法を検討し、教育・研究審議会でも諮った。この点は、現行カリキュラムの選択科目の学年配置と

選択条件設定に起因すると考えられ、新カリキュラムへの移行まで同様の問題が起こり得る。この間は、

学生が各選択科目の学習内容を理解して選択することができるように、次年度からシラバスを冊子として

配布して学生の目に留まりやすいようにすることとした。今後、この方法の成果を評価して対応を検討す

る必要がある。 

 試験・単位認定に関する事項 

昨年度に比べ、出席日数不足での定期試験未受験者は激減しており、年度始めの学生への説明が効果

的であったと評価する。これと関連し、卒業年次まで確認試験受験者がいたり、自己都合による再試験・

追試験を欠席する者もいた。これは、再試験が不合格であっても確認試験受験資格が自動的に与えられる

という学生の認識が関与していると思われ、本来あるべき試験方法に是正すべく、確認試験廃止を検討し、

次年度から廃止することとなった。これに伴い、次年度は、学修ガイドに再試験への取り組み方などを明

確に記述し、口頭での説明を加えるようにし、同時に、教員の課題の与え方や効果的な学修支援のあり方

も一定の認識が持てるようなルール化を図った。 

学習内容が多いという理由で、臨床検査学科の一部科目において実施されてきた中間試験の必要性を

見直し、教育・研究審議会の儀を経て廃止する方針となった。公平な試験体系を構築したと評価する。 

定期試験は原則として１日２科目とし、難易度を考慮して科目を組み合わせて試験時間割を組み、問

題なく試験は実施できた。しかし、今年度は土曜日にも試験を組み入れたところ、科目担当教員が試験監

督ができないという事態が多数起こり、事務員による試験監督が行われた。協議の結果、今後はできるだ

け土曜日は避けて科目担当教員が試験監督できる配慮をする。 

昨年度実施した資料や方法で、進級判定及び卒業判定が滞りなく終了できた。 

 学修環境・学修支援に関する事項 

今年度後期から、教務委員長による非常勤講師・ゲストスピーカー申請前の確認を行うようになった。

申請書類の提示と口頭での申請理由を確認することが義務付けられ、科目責任者が大量に非常勤講師を申

請することはなくなったと思われる。教務委員長の負担は大きいが、できるだけ学内教員が教育にあたり、

効果的に学外講師を活用することができるよう、継続した方が良いと思われる。  

学生との意見交換会で出された意見の中から、教務委員会に関連する事項を取り上げ検討した。その

結果は、教員に周知するとともに、学修ガイドの記載の修正や追加によって学生にも集ちできるように修

正した。 

 両学科長および学生支援課と情報交換しながら、休学、復学、退学の学生状況を把握し、支援の必

要性等を検討すること、教育・研究審議会で報告することを行ってきた。学籍異動はスムーズに行

えた。 

 今年度も、１年間に変更・修正した履修等に関する事項を学修ガイドに反映させ、分かりにくい表

見や曖昧な表現の修正を行った。より実際的で活用しやすい内容に改訂できたと評価する。 

 特に初年次教育に関しては、医療教育・研究センターと情報交換しながら対応することができた。。 

(12) 看護学科実習調整会議 

「臨地実習共通ガイド」の改定について、１年間の実習実施状況を勘案して記載内容を見直し修正版を
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作成したことから、現状に即したガイドとして活用できるようになった。実習及び実習指導を進める上で

は様々な問題が起こるため、今後も継続的に見直しを必要とする。 

実習日程の立案・学生の割り当てについては、実習日程や 1部署の学生数は、天理よろづ病院看護部と

の情報交換や意見交換を行って部署配置を決定してきた。特に、基礎実習や成人系実習の全てが天理よろ

づ相談所病院 1 施設で実施しているため、1部署に複数科目が実習している現状にあることに加えて、よ

ろづ病院の病棟改変も続いていることから、今後も看護部との意見交換は十分に行う必要がある。1部署

あたりの学生数は、できるだけ６名を目処とするが、指導教員の確保の問題もあり、７名まではやむを得

ないものとして調整する必要がある。実習指導教員については、非常勤実習指導者の確保のために、講師

料の増額を進めており、また臨床教員導入の準備も始めた。次年度はこの点も継続する。 

実習指導の質向上および効率化を図ることについては、実習科目の科目責任者が委員であるために、各

科目の実習状況や指導上の問題点について情報を共有し、必要な場合は解決のための意見交換を行った。

しかし、本学では、４年間の到達度が明文化されておらず、各科目の到達度・各々の到達度認知で評価し

ている現状にあると言える。次年度は、４年間の到達度を明確化し、より効率的な教育の実現に向けた取

り組みが必要であると考える。 

実習施設との協議について、実習担当者連絡調整会議（平成 27 年より施行）今年度より全実習施設を

対象とした実習指導者連絡調整会議を行った。これまで主施設・天理よろづ病院看護部との協議・実習指

導学習会を実施してきたが、前年度から「実習指導者連絡調整会議」と称する会議と変更し、外部施設が

増加する中で完成年度も迎え、全実習施設を対象とした会議を開催した。様々な専門分野の多くの施設か

ら実習指導者が出席され、効果的な意見交換が実現した。この会議は、次年度以降も継続し、より充実で

きるようにプログラムや運営方法を検討する。 

(13) カリキュラム改正プロジェクト 

 カリキュラム改正案作成のなかで看護学科の実習科目の配置が次年度に持ち越す課題となった。 

 シラバスの作成が予定より遅れ、完成は次年度に持ち越すこととなった。 

(14) 学生委員会 

学生面談の情報がチューター以外にも反映及び共有された。意見交換会により学生の要望や様々な問

題点が把握できた。大学祭や自治会の積極的な活動が実施された。「自転車安全講習会」「消費者トラブル

事例講習会」の講習会の開催及びパンフレットの配布によりマナーや安全対策の向上、ネットトラブルに

関する意識が高まった。学生相談室や健康管理室との連携により学生の様々な悩みや健康面に対応した。

オリエンテーションにて学生生活の在り方について説明した。 

(15) チューター会議 

前期と後期のチューター全体会議により学生面談の情報が各学科、各学年のチューター間で共有

化され、問題を抱えた学生の早期発見と早期解決ができた。 

(16) 基礎学力教育プロジェクト 

基礎学力試験（数学・生物・化学・英語）を実施し、その結果をもとに学生個人別の成績表を作成す

るとともに、成績一覧表をチューターに提示し、個人学習指導の資料として活用することができた。 

基礎生物の補習には基礎学力試験から選んだ対象者 12 名中 11 名が受講したが、基礎化学の補習には

対象者 14名中 10名の履修に止まった。 

推薦入試合格者に対して、「化学」および「数学」に変えて「医療系総合講座」の受講を勧めた結果、
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多くのほとんどの推薦入試合格者が受講した。 

(17) キャリア支援委員会 

 就職先の情報収集および広報活動 

両学科とも就職・進学の案内などを綴り所定の場所で公開し、学生がいつでも閲覧できるようにした。 

 学生への就職の情報の提供・指導 

今年度の就職活動に対して，昨年度から引き続き一定のフォーマットが定着したことから，本学

オリジナルの「就活ハンドブック」の作成が提案された。「平成 28年度試作版」そして「平成 29年

度版」の完成に至り，次年度から 3 回生，4回生への配布の実施をできることは今後の就職・進学活

動に十分役立てることが可能になった。 

卒業生からの就活体験談を募り，その情報を「就活ハンドブック」に掲載したことから、より実際的

な情報を提供することが出来た。 

 就職試験の指導 

面接のマナーなどについて「就活ハンドブック」をもとに，視覚的な例をもって説明できた。 

＜臨床検査＞ 過去の受験生の情報があるものは希望者に個別指導した。 

 「マイナビ」を利用することで専門的な指導ができた。 

 就職先の見学・説明会、インターンシップへの参加 

＜看護＞天理よろづ相談所病院以外の就職希望者については学生自身が個別に行なっていたことがわ

かった。 

＜臨床検査＞教員による個別相談を行なった。 

 本学学生の多くが多種多様な奨学金等を活用して修学していることから，就職後の返還について経

済的な側面も含めた生活設計や将来像を学習させる取り組みが必要であることがわかった。 

(18) 看護学科国家試験対策プロジェクト 

 全員合格を目指すための指導計画 

本年度はプロジェクト立ち上げ初年度であるため、よろづ相談所病院就職試験への情報提供とな

る学力試験、各回生の国家試験対策について前年度からの変更点を検討し、各回生のチューターと

の連携を図った。今後、事務局との連携と学生の自主性を伸ばすことができる教員の関わり方につ

いて方針を決め、国試対策の取り組めるよう検討する必要がある。 

 模擬試験の実施 

学生国家試験委員とのミーティングを設け、日程や模試に関する情報提供など意見交換を行った。

授業進度や就職試験を踏まえて模擬試験の年間計画を立て、各回生のチューターらが分担して行える

ように試験監督者を計画・実施したが、各模試を担当する教員の人数やその時の業務量などを考慮し

て担当教員の人数を決めていくことが課題となった。 

 国試対策教材の充実 

有料ゼミや問題集等の販売・購入を計画することで、全員の学生が足並みを揃えて取り組むこと

ができるように意識づけを行った。メビウス教育研究所による講座のアナウンスの結果、大半の学

生が出席した。 

 模擬試験結果の集約・分析・解説 

4 回生への学習状況の確認 と学習支援が重要であるが、学生が主体的に取り組むことができるよ
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うにチューターとのきめ細かい連携が必要である。 

(19) 研究委員会 

 研究倫理啓蒙 

研究倫理の啓蒙を目的とした活動が計画通り進められた。次年度以降は更なる啓蒙活動を行う予定で

ある。 

 天理医療大学リトリート 

天理医療大学リトリート 2016 は計画通り開催でき、研究者間の交流が頼深まる機会となった。次年度

以降も開催予定である。 

 共同研究助成成果発表会開催 

共同研究助成成果発表会を計画通り開催した。今後の研究活動に有用であることが確認された。 

 研究公開講演会 

看護学科、臨床検査学科の研究に特化した講演会が開催でき有用であった。 

 紀要発行 

2016版は発行が少し遅れたが、2017年版以降は計画通り発行できるよう紀要編集委員会の充実を図っ

た。 

 評価分研究費 

教員の前年度活動業績に応じた評価法がほぼ確定してきた。今後も引き続き活動内容の充実を図って

ゆく予定である。 

(20) 動物実験委員会 

 実験は継続のものであり、講習会等で対応できるものであった。 

 動物舎は継続的に日頃の清掃、メインテナンスを行う体制が必要である。 

(21) 遺伝子組換え実験安全委員会 

講習会開催は確認のために実施する意味はあった。また新たに着任した教員にはオリエンテーション

の一環となった。 

(22) 図書委員会 

平成 28 年 8 月 29 日(月）～9 月 2 日(金)の間、西側書庫（約 14300 冊）の蔵書点検を行った。昨年点

検時に不明であった 152冊のうち 55冊が返却されていたが、新たに 105冊の不明を確認した。 

文献情報データベースの「最新看護索引 Web」を新規契約した。 

「推薦図書」をカウンター前に展示し、学生の利用促進を図った。 

(23) 入試委員会 

 公募推薦入試 

昨年度を参考にして実施要項、学力・小論文試験実施マニュアル、面接試験実施マニュアルを作成し

た。 

昨年度を参考にして監督者説明会を実施した。 

公募推薦入試を実施した。受験者は看護学科 54名、臨床検査学科 16名であった。 

試験問題に誤植があった。 

 一般入試 

一般入試の実施要項、試験実施マニュアル昨年度を参考にして実施要項、学力・小論文試験実施マニ
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ュアル、面接試験実施マニュアルを作成した。 

昨年度を参考にして監督者説明会を実施した。 

一般入試を実施した。受験者は看護学科 43名、臨床検査学科 30 名であった。 

実施に当って特に問題はなかった。 

(24) 入試管理会議 

 指定校推薦入試の実施 

県下の公立高校の募集枠に対する応募者が少なかった。 

 公募推薦入試 

例年通りの試験方法・スケジュール・役割分担を決定した。 

特に、問題なく作問ができたが、試験問題に一部に誤植があった。 

公募推薦入試の採点と合格者案の作成を行った。 

募集人数に対する受験者数の倍率は、看護学科で 2.7、臨床検査学科で 1.5 となった。 

 一般入試 

例年通りの試験方法・スケジュール・役割分担を決定した。 

特に、問題なく作問ができた。 

一般入試の採点と合格者案の作成を行った。 

募集人数に対する受験者数の倍率は、看護学科で 1.2、臨床検査学科で 2.0 となった。 

入学辞退者は看護学科で 5名、臨床検査学科で 7 名であった。。 

(25) 大学入試センター試験実施委員会 

 昨年度の者を参考にして試験場・監督者等の配置、業務処理マニュアルを作成し、それに従って運

営した。 

 試験実施にあたっての監督者説明会を４回（内２回はリスニング予行演習と問題発生時の対応予行

演習）をおこなった。 

 昨年と同様に 5 つの試験室を使用して大学入試センター試験を実施した。気分不良者（咳がよく出

る）が１名あり、別室受験となった。 

(26) 教員等審査委員会 

 教員等採用に関わる審査 

退職する専任教員等が多くなったため、それを補充するための教員等の候補者の審査をおこなった。

教員を公募する方法を検討する必要があると思われる。 

 特任教員採用に関わる審査 

退職する専任教員および特任教員を補充するための特任教員の候補者の審査をおこなった。特任教員

の定義、業務内容、処遇などの取り決めが必要と思われる。 

 非常勤教員および非常勤研究員の採用に関わる審査 

非常勤教員および非常勤研究員の採用の申請があり候補者の審査を行った。非常勤教員および非常勤

研究員の規則を定める必要があると思われる。 

 教員等の契約更新に関わる審査 

教授・准教授で５年、助手で３年の契約更新の時期にあたり、契約更新に関わる審査を行った。審査

書類は業務評価システムに記載された教員等の教育・研究活動を用いた。 
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 教員等の昇格に関わる審査 

教員等の昇格の申請があり、昇格の候補者の審査をおこなった。昇格を申請する基準を作る必要があ

ると思われる。 

 非常勤講師・ゲストスピーカー・ＴＡ採用に関わる審査 

申請のあった非常勤講師・ゲストスピーカー・ＴＡの候補者についての審査をおこなった。教育内容

から見た必要性についての意見書が必要と思われた。 

 教員等の大学院への就学願い 

教員等の大学院への就学の願いでが６件あり、審査を行った。 

(27) 自己点検評価実施委員会 

 業務評価システムの整備 

業務評価システムの整備により、入力が容易となったが、入力した個人のデータを教員等がダウンロ

ードできるような改良が必要と考えられた。 

 教員等の教育・研究活動の集計 

全体の９割程度の教員等の教育・研究活動を集計することができた。退職教員等のデータの入力が不

十分となった。 

 委員会・会議・プロジェクト活動報告の集計 

平成 28年度委員会・会議・プロジェクト活動報告を集計が遅くなり、各審議会への報告は次年度とな

った。 

 委員会・会議・プロジェクト活動計画の集計 

18 の委員会、４つの会議および４つのプロジェクトの平成 28 年度活動計画を集計し、各審議会に報

告した。 

 自己点検評価報告書（年報）の編集 

平成 27 年度（2015 年度）年報（自己点検評価報告書）のボリュームは 112 ページとなった（平成 25

年度は 101ページ） 

 自己点検評価報告書（年報）の発行 

編集作業が遅延し、発行が年度末となった。 

 平成 28年度授業自己評価 

前期科目については 7 割程度の専任教員の担当科目の授業自己評価が提出された。 

(28) 研究倫理審査委員会 

研究計画書の審査結果は、「条件付承認」あるいは「変更の勧告」となり、再提出により再審査を行っ

たものがほとんどであった。「非該当」あるいは「不承認」はなかった。 

(29) 人権委員会 

人権啓発ポスターについて、学生から募集し、応募の中から優秀作品を選びポスターを作成、表彰する

ことができた。学生の興味・関心が高まり、ポスターを見る機会が増えたのではないかと思われる。そ

の結果、人権について考える機会につながったと評価する。 

講演会では、教職員に必要なハラスメント事例や人権意識等についてや、障がい者スポーツについて考

える好機となった。アンケート調査結果では、今後に役立つ内容で分かり易かったとの回答がほとんどで

あった。次年度も発足したらすぐに取り掛かり講演の準備に取り掛かることが必要である。 
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(30) ハラスメント対策委員会 

 ハラスメント対策 

ポスターを見て相談員を選択し相談した学生がいたので、ポスターの効果はあったものと考える。相

談員メンバーの変更に応じてポスターを変更する必要がある。 

 相談員研修会 

次年度も夏季に開催される研修会に参加し、ハラスメント対応の知識をもった相談員の増加を目指す

必要がある。 

 ハラスメント相談に適切に対処し、調査委員会開催までに至ることはなかった。男性委員が少数の

ため、女性からのハラスメント相談があった場合、毎回同一の男性相談員が相談に応じることにな

るため、男性相談員の増員を希望する。相談員の人数が少ないため、過去に相談員講習会を受講し

た教職員に相談員として活動していただく。 

 

３． 将来に向けた発展の方策 

１） 学長・学部長・学科長 

学長は、教育の充実を図るために、カリキュラム改正を行い、教員等の研究指導の体制を確立する。ま

た、本学の更なる発展のための将来計画を策定する。学部長は、教育・研究体制の整備を図り、情報セキ

ュリティを含む学内の安全管理の充実を行い、自己点検評価実施委員会および研究倫理審査委員会を通し

て、教育・研究についての自己点検・評価を行う。また、入試委員会、大学入試センター試験実施委員会

を通して、推薦入試および一般入試の適切な実施と大学入試センター試験の業務を円滑に行う。学科長は

実習地の医療施設の協力関係を強化し、実習の充実を図るとともに、新カリキュラムの構築を学部長と協

力してカリキュラム改正のための新たなカリキュラムを作成する。また、教務委員会、チューター会議と

協働して学生の学修指導にあたる。 

２） 審議会 

(1) 運営審議会 

 大学の運営に関わる諸事項を審議、決定し、大学の円滑な運営を行う。 

 所管する委員会・会議・プロジェクトに適切な指示を行い、報告された計画および活動内容を審議

し、運営に関わる学務が適切履行されるようにする。 

 平成 30年度カリキュラムの改正に伴う学則変更を行う。 

 情報セキュリティを強化する。 

(2) 教育・研究審議会 

 大学の教育・研究に関わる諸事項を審議、決定し、教育・研究活動が適切かつ円滑に実施できるよ

うに活動する。 

 所管する委員会・会議・プロジェクトに適切な指示を行い、報告された計画および活動内容を審議

し、教育・研究に関わる学務が適切履行されるようにする。 

(3) 点検・評価審議会 

 大学の点検・評価に関わる諸事項を審議、決定し、点検・評価活動が適切かつ円滑に実施できるよ

うに活動する。 

 所管する教員等審査委員会に適切な指示を行い、報告された審査内容を審議し、教員等の人事にか
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かわる意見を理事会に提案する。 

 所管する人権委員会およびハラスメント対策委員会に適切な指示を行い、報告された計画および活

動内容を審議し、人権やハラスメント関わる学務が適切履行されるようにする。 

(4) 看護学科 

 看護学教育検討 

変化する社会が要請する看護師を育成するための質の高い看護学教育を実現するために、これまでの

教育を客観的に評価し、医療もしくは看護の国家的な指針を踏まえた本学の教育の内容や方法等を検討す

る。これは、看護学科各専門領域の教授によって構成するメンバーで活動するもので、月１回に会議を開

催する予定である。 

 若手教員育成 

質の高い教育を担保するための Faculty Development の一環として、看護学科の助手・助教・講師が

一堂に会して教育・研究・組織活動をテーマに意見交換や情報共有を行う。月１回に会議を開催する予定

である。 

 国家試験受験支援 

看護師国家試験の受験に向けて、看護学科長主導で３回生・４回生チューターが中心となって看護学

科教員全員で支援する。 

高い看護アセスメント能力や実践的な知識の習得が求められる現在、国家試験対策は４年間の教育の

蓄積に他ならない。国家試験受験支援を看護学科全体で取り組むことによって、それぞれの専門領域にお

いて授業内容や授業方法等を見直し充実させることにもつながり、国家試験合格を目指すだけではなく、

卒業生が高い看護を実践する能力を獲得することも視野に入れた支援を目指す活動である。 

 看護宣誓式開催準備 

看護学科長と２回生チューターが中心となって看護学科として看護宣誓式開催の準備をする。 

これは、看護師を目指して専門的な知識や技術・態度を学ぶことを宣誓する看護学科として重要な式

典であることから、看護学科教員全員で支援しようとする活動である。 

(5) 臨床検査学科 

 国家試験全員合格のための意識つくり 

4 回生に対するオリエンテーション、模擬試験の評価等を通して、全員が協力して全員合格すること

を目標とさせる。 

 模擬試験の実施 

全 16 回の模試を予定：前期の第 1 回～第 5回までは単教科で 100問ずつ教員作成の模試、8月以降は

200問の有料模試を中心に実施する。模擬試験は、教員作成、過去問、教育学協議会作成および医歯薬出

版作成問題を採用する。 

 グループ学修 

7 月までは単教科模試の成績に応じて 5 グループで日時を決めて学習する。各グループには担当教員

を配置し、学修の進捗状況を見守る。10 月以降もグループ学修を実施するが、グループ再編成は前期で

の効果や成績不振者の人数などをみて対応する。 

 補講 

前期の成績により夏休みの補講を検討する。対象者 10 人程度で、25-30回を予定補講、さらに特論を
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設けて、知識の整理を促す。 

 個人指導 

国試に対する取り組みが積極的でない学生については、個別に面談を行い、場合によっては保証人と

も相談し、積極的な取り組みを促す。 

(6) 医療教育・研究センター 

 基礎学力試験を行う。 

 生物学、化学、数学、英語の各科目の補習授業を行う。 

 補習授業後に基礎学力試験を行い、補習授業の効果を評価する。 

 東進ハイスクールの医療系総合講座を推奨して、入学前教育を行う。 

３） 委員会・会議・プロジェクト 

(1) 予算委員会 

 委員会・会議・プロジェクトからの申請を受けて、平成 30 年度委員会・会議・プロジェクト予算案

をまとめて、運営審議会に提出する。 

 授業科目担当者からの申請を受けて、平成 30年度科目別予算案をまとめて、運営審議会に提出する。 

 委員会・会議・プロジェクトおよび両学科とセンターからの申請を受けて、平成 30 年度委員会・会

議・プロジェクト等の新規事業をまとめて、運営審議会に提出する。 

(2) IT 環境整備・拡充会議 

 大教室の音響設備が老朽化しているため、ハウリング等の問題が学生から指摘されている。そこで

新しい音響設備の設置を要望する。また、大教室 A,B 以外の教室にも液晶パネルの設置を検討・要

望する。 

 ポートフォリオの導入を推進するために、教員における e-learning の活用状況（目的、使用頻度等）

をアンケート調査する。 

(3) 将来計画委員会 

 大学院設置の策定検討を開始する。 

 助産科、臨床工学科の設置に関する検討を行う。 

 短期的な課題の解決のための方針を検討し、、委員会・会議・プロジェクトに示す。 

(4) 広報委員会 

 広報誌「青垣」を主に学外向けに発行を計画年 1-2回発行する。  

 天理医療大学広報を主に学内向けに発行する。 

 オープンキャンパス・入試説明会（入試直前説明会） 

6/17(土).7/29(土).8/26(土).10/21(土)に開催予定 

 夏休み 1 日臨床検査技師体験 

夏休みに開催予定。受験生を確保するために高校生に対する広報活動を推進する。 

 大学ホームページ 

迅速かつ機敏に広く周知する。掲載内容は入学希望の皆様へ、学部・学科、キャンパスライフ、オ

ープンキャンパス情報公開、入試情報、資料請求、卒業生の進路 学内情報（入学式、卒業式）、天

理医療大学広報(pdf)天理医療大学紀要(pdf)などとする。 

(5) 教員・教育組織能力開発委員会 
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 ＦＤウイークの設置 

教職員・教育組織の質向上のために、各委員会からさまざまな講演会やイベントが企画され、一定

の成果をあげているところだが、一方で、教育スケジュールが密な中、毎年その開催日時の調整に

はそれぞれが苦慮するところ。そこで新たに、8月の教育スケジュールが可能な時期に合わせてあら

かじめ「ＦＤウイーク」を設定する。。 

 学生による授業評価アンケート 

昨年度、授業評価アンケートと教員所見回収システム・内容を見直し、アンケート内容と技術的修

正をおこなったところ。今年度は前年度の修正をもとに、次の活動を実施する。 

① アンケート実施・集計システムの整理。誰が担当になっても容易に実施できるように明文化す

る。 

② アンケート実施率をあげるべく、実施方法の周知。 

③ アンケート結果をもとに教育方法を振り返る機会の設置 

④ 学生交流会等を利用してアンケート結果を学生に還元する。教員・教育組織能力開発ワークシ

ョップを開催する。 

 教員・教育組織能力開発講演会 

今年度は新任教員が多いことを踏まえ、かつ既存教員も初心に戻って「教育とは何か」を勉強でき

るような講演会を 8月のＦＤウイークに実施 

 教員・教育組織能力開発ワークショップ 

昨年度は「大学教育の進め方について」、「本学教育の発展に向けて」についてワークショップを実

施した。今年度はこれまでの成果をもとに、ワークショップを企画する。 

 引き続き Education Lunch を行い、教育能力向上に向けて情報交換の充実を図る。 

(6) 安全管理委員会 

 避難訓練・防災訓練をそれぞれに年 1回実施する。 

 病原微生物の保管・管理マニュアルの作成、爆発物の原料となり得る化学物質・劇毒物の保管・管理、

地震と災害に対する安全点検を継続して実施する。 

 防災マニュアルに記載されている天理医療大学災害対策組織・役割を周知する。 

 必要に応じて防災ガイドブックの見直しを行う。 

(7) 情報セキュリティ委員会 

 成績評価およびそれに関連した成績情報の取扱いに関する規則を作成する。 

 学生および教員の個人情報の取扱いに関するセキュリティ・マニュアルを作成する。 

 教員の研究成果に関する情報の取扱いに関するセキュリティ・マニュアルを作成する。 

(8) 公開講演会実行プロジェクト 

 開学５周年記念講演会（第６回公開講演会）を開催する。 

日時：平成２９年５月１３日（土） 

場所：天理医療大学 A 棟４階講堂 

演者：上本伸二先生（京都大学） 

テーマ：「外科医の育成：教育と地域医療は両立するか？ 

 第６回公開講演会実施後のアンケート調査を参加者に対して行い、今後の講演会企画の参考とする。 
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 第７回講演会開催に向けて、講師、講演内容、日時等開催計画の立案及び調整を行う。 

(9) 教務委員会 

 カリキュラム運営 

① 医療教育・研究センターとの連携、委員長の調整会議への参加 

② 履修状況の確認 

③ 時間割の検討 

④ 試験実施計画の検討および試験の運営 

⑤ 試験採点の迅速化の促進 

⑥ 各種履修関連規程の点検 

 単位取得状況の確認と照合 

① 各種試験結果の確認 

② 各期末の成績の確認 

③ ４年間の取得単位と卒業要件との照合 

④ 年間取得単位と進級判定基準の照合 

⑤ 既修得単位認定に対する確認方法および申請書等の検討 

 学修支援 

① 年度オリエンテーションにおける学修への動機づけ 

② チューターと連携した成績および学業姿勢不良者への対応 

③ 履修関連規程等の変更の学生への周知 

④ 学修ガイドの見直し・修正 

 非常勤講師等の適合性の確認 

① 新規推薦の非常勤講師等の担当科目との適合性の確認 

② 継続申請の非常勤講師等の担当時間および担当内容の適合性の確認 

③ 複数担当者（オムニバス）の最少化に向けた検討 

④ 申請内容と適合性を複数で確認するための申請用紙の再検討 

 学績異動を伴う学生への対応 

① チューターとの情報交換と対応方法の再確認 

② 必要な場合、本人および保証人との面談 

(10) 看護学科実習調整会議 

 実習に関する事項の連絡調整 

本学の実習目的・内容、運営事項について、現行カリキュラムにおける問題を最小限にするために、

情報提供、相談、企画と合意を図るための調整を行い、看護学実習の意義と目的調和を図る。 

 実習施設との協議 

学習目標の到達状況、次年度の実習計画について情報を共有する。また、臨地指導者と教員の実習指

導に関する意見交換が活発に行われるように運営を図る。 

 実習指導の質向上および効率化 

昨年度、本学の実習における教育の課題として、4 年間の実習到達度が明文化されておらず、各々の

到達度の認知で評価していることが明らかになった。現状の問題を解決するためにカリキュラムの改正が
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検討されている。しかし、新カリキュラムへ完全移行するまで 4年を要するため、看護学教育検討ワーキ

ングと連動して 4年間の到達度を検討し、より効果的な教育の実現を図る。 

臨床教員の位置づけと導入について実習調整会議の見解を明らかにする。 

 実習日程の立案・学生の割当 

平成 30年度の実習計画、実習ローテーション、天理よろづ相談所病院部署別実習配置表を作成し、看

護部と調整を図る。 

 臨地実習共通ガイドの改訂 

1 年間の実習に関連する調整内容を踏まえ、記載内容を見直し修正する。 

 実習評価のまとめ 

各領域における実習評価を行い、報告書を作成し、年度末の「実習指導担当者連絡調整会議」で配布

する（欠席の場合は施設へ送付）。 

 新カリと現行カリの実習計画を同時に進行する上での課題の検討 

平成 30年 4 月１日より新カリキュラム体制の実習が開始される。ついては現行カリキュラムの実習を

同時に進行する上で課題となる事項を確認し、対策を検討する。 

(11) カリキュラム改正プロジェクト 

 新カリキュラム案を完成させる。 

 新カリキュラムのシラバスを完成させる。 

 文部科学省へ提出するカリキュラムの改正の申請書類を作成する。 

 文部科学省へのカリキュラムの改正を申請する。 

(12) 学生委員会 

 天医祭開催の支援 

天医祭開催までの準備に関して、実行委員長とその進捗状況についての確認および助言を行う。 

 学生との意見交換会の開催 

前期末 7 月頃および年末 12 月頃に全学年および各学科の代表者と意見交換会を開催する。 

 安全な学生生活のための講習会の開催 

日赤救急法講習会（学外）の案内を行い、受講を斡旋する。 

学内におけるこどもおぢばがえり救護研修会（1回生対象）を開催する。 

自転車安全講習会（1回生対象）を開催する。 

 チューター活動の支援 

チューター会議長は各学年に配当されたチューターおよび学科長と連携し、学生生活が円滑に行える

ように活動する。チューター会議を年度始まり、前期末および後期末に定期開催する。 

 校内美化のための学生活動の支援 

学生自治会役員と懇談を行い、校内清掃当番表の作成と実施の進捗を確認する。 

 天理医療大学クラブ及びサークル活動に関する対応 

サークル顧問と連携を図りサークル活動が円滑に行えるよう支援する。活動が活発なサークルにはク

ラブ化への助言を行う。。 

 学生相談室や健康管理室との連携 

学生相談室および健康管理室での学生の利用状況を把握し、問題がある事例については守秘義務を順
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守し委員長が対応する。 

 学修ガイドの訂正 

主にⅣ章 学生生活について、内容に齟齬が無いか、現状にふさわしい内容かについて点検する。 

 こどもおぢばがえりひのきしん支援 

こどもおぢばがえりの意味や学生のひのきしんの意義を伝える。天理教少年会本部、天理よろづ相談

所病院看護部および大学事務局と連携を図りながら学生ひのきしんの募集を行う。本番は、教員巡視も含

め学生の体調管理を行う。 

(13) チューター会議 

 学生支援 

担当チューターによる定期面談は、少なくとも年 3回（4～5月、7～9月、12～2月）を実施し、生活

面、学業、就職などについて確認を行う。 

定期面談の他、学生の問題や状況に応じて面談や生活・学習指導を行う。 

担当チューターは面談実施の内容を記録しリーダーに報告する。 

 学科長および教員・事務員との連携 

事務局から学生面談用の個人ファイルを受け取り、入学時には基礎情報シートおよび 4 年間の選択科

目単位取得セルフチェック用紙を学生に配布し記入させ、面談時に確認を行う。2 回生から 4 回生は年度

替わりに基礎情報シートと単位取得セルフチェックの内容について再確認を行う。 

チューターメンバー、リーダーおよび会議長は問題があると判断した案件について検討をし、必要に

応じて所属学科長に状況を報告して対応する。 

 チューターにおける成績表等の取扱い 

年度替わりに前年度の成績（GPA を含む）をチューターメンバーに配布し、面談時に活用する。 

成績および面談記録は担当のチューター、リーダー、会議長、学科長以外には公開しない。ただし、

それらの情報が問題解決に必要な場合は、その他の教職員も、学科長の許可を得て閲覧することができる。 

面談記録などは、年度終了時に学科長に提出し、学科長が保管する。 

(14) キャリア支援委員会 

 キャリアシートの活用 

① 1, 2回生への導入については、1，2 回生に合ったキャリアシートのフォーマットの作成、学生活動

情報リストの提供など、学生にキャリアシートを積極的に活用してもらうための施策を行った上で

導入を図る。 

② 3、4 回生については、学業以外の学生活動を積極的に評価するためにキャリアシートを活用しても

らえるようにする。そのために必要な実施例を作成し、それに基づいて前期中にオリエンテーショ

ンを実施・導入を図る。 

 就活ハンドブックのバージョンアップ 

卒業生の就職先情報、面接を含めた就職試験情報などを充実させる。 

 卒業生のフォローアップ活動 

国家試験に落ちた学生や就職先の早期退職者を出さないためのフォローアップ体制の構築を図る。 

(15) 研究委員会 

 平成２９年度天理医療大学リトリート 
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個人研究費を受けての発表としての位置づけであることから、原則として全教員の発表を促す。８月

と２月末（～３月）に分けて開催。各個人研究の抄録は冊子とし、研究題名を一覧として、全教員に配布、

教員間の研究協力を促進する。 

 共同研究助成の、募集・採択・報告会の開催 

天理よろづ病院との共同研究を促進するため、共同研究助成を行う。 

７月ごろ募集を開始し、その後審査、採択の流れである。 

前年度の採択研究については８月に成果発表会を予定する。 

採択研究の報告書は紀要等何らかの形で公表を検討する。 

 大学共有のハード及びソフトウェアの管理 

大学現有のハード及びソフトの効果的活用の為、 

まずは現有のものを調べ、一覧にし、教員が使えるように公開する。。 

 研究講演会の開催 

看護学科、検査学科各々を対象に開催する。 

 紀要発刊への協力 

研究委員会と密に連携し、教員の研究発表の場として紀要を活用し、教員の研究活動を推進する 

 医療教育・研究センターへの協力 

医療教育・研究センターと密に連携し、教員の研究活動を推進する。 

 倫理教育等研究関連情報 

文科省通知等を把握し、特に倫理関連情報について教員に速やかに周知を図り、必要な教員対象研修

会等を開催する。 

(16) 紀要編集委員会 

 紀要掲載論文の整理と教員へのアナウンス 

紀要掲載論文の種類を整理し、教員全員に周知する。 

紀要掲載論文の種類は現在以下のような形で協議中である。 

[紀要構成] 

 原著論文 Original Article・・・査読有。 

 短報 Brief Communication・・・査読有。後日結果をまとめ直して Article として投稿できる 

 報告 Report 

 実践報告 Practice Report・・・教育の現状等を報告できる 

     技術報告 Technical Report・・・検査技術の改良、修正、工夫などを報告できる 

 学会報告 Conference Report・・・学会参加報告 

 総説 Review 

 論報 Commentary・・・ 本雑誌掲載論文に対するコメントやレター 

 Supplement 

2017年度リトリート抄録集  

Abstracts from 2017 Research Retreat of Tenri Health Care university 

2017年度共同研究助成報告書  

Reports from 2017 Tenri Health Care University Grant-in-aid for Collaborative Research 
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 紀要に関する各種規定の整理 

すでに、査読規定は２０１６年度に修正した。今年度は次の規定につき、上記目標のため修正を行う。

投稿規程 執筆要項 査読規定細則 

 紀要に掲載する各種報告集、抄録集の型の整理 

紀要には、supplement として次の掲載を考慮する。そのため、担当委員会と連携して、該当書式を整

備する。リトリート報告集フォーマット 共同研究助成報告書 

 第６巻第１号を編集、発刊する。 

 前年度までに編集した当該雑誌を発刊し、教員全員に周知、配布する。 

(17) 動物実験委員会 

 動物実験の状況把握 

年度末に状況確認を行う 

 実験動物管理者、実験実施者および飼養者の教育訓練 

年 1回以上開催予定 

 動物舎の使用状況とメインテナンス 

年 2回以上状況調査を行う。必要に応じてメインテナンスを行う。 

(18) 遺伝子組換え実験安全委員会 

 実習室および実験室の整備 

実習室、実験室は遺伝子組み換え実験のために既に整備されているが、必要に応じて整備を加え

る。 

 講習会開催 

年に一回講習会を行う。 

 実験計画審査 

実験計画が委員会に提出される都度審査を行う。 

 実験の安全性確保 

遺伝子組み換え実験安全委員会委員が実験が安全に行われるか 

どうかについて、監視監督し、安全性確保を期す。 

 教育訓練 

遺伝子組み換え実験を新たに行う者について、遺伝子組み換え実験安全委員会委員により、ある

いは遺伝子組み換え実験の豊富な経験を有する者に委嘱して実地教育訓練を行う。 

(19) 図書委員会 

 蔵書点検を年 1 回実施する。 

 学生の読書への興味・関心を高めるため、「推薦図書」を実施していく。 

 電子図書館構想を検討する。 

 不明図書の対策を検討する。 

(20) 入試委員会 

 平成 30年度公募推薦入試の実施要項、学力・小論文試験実施マニュアル、面接試験実施マニュアル

を作成する。 

 平成 30年度公募推薦入試の監督者説明会を行う。 
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 平成 30年度公募推薦入試を運営する。 

 平成 30年度一般入試の実施要項、小論文試験実施マニュアル、面接試験実施マニュアルを作成する。 

 平成 30年度一般入試の監督者説明会を行う。 

 平成 30年度一般入試の運営を行う。 

(21) 入試管理会議 

 指定校推薦入試の実施 

平成 30年度指定校推薦入試を例年のスケジュールで行う。 

 公募推薦入試の試験方法・スケジュール・役割分担 

平成 30年度公募推薦入試の看護学科の学力試験の科目を変更する。 

平成 30年度公募推薦入試の学力試験・小論文試験・面接試験のスケジュールを再検討する。 

 公募推薦入試の作問 

平成 30年度公募推薦入試の学力試験および小論文試験の作問を例年通りに行う。 

 公募推薦入試の採点と合格者案の作成 

平成 30年度公募推薦入試の小論文試験の採点方法を検討する。 

 一般入試の試験方法・スケジュール・役割分担 

平成 30年度一般入試の看護学科のセンター試験の登録科目を変更する。 

平成 30年度一般入試の学力試験・小論文試験・面接試験のスケジュールを再検討する。 

 一般入試の作問 

平成 30年度一般入試の小論文試験の作問を例年通りに行う。 

 一般入試の採点と合格者案の作成 

平成 30年度一般入試の小論文試験の採点方法を検討する。 

(22) 大学入試センター試験実施委員会 

 各種マニュアルを作成と予行演習の運営のために実務小委員会を設け、適宜、合同会議を開催する。 

 大学入試センター試験の受験者数に合わせて試験場・監督者等の配置を計画し、実施要項、業務処

理マニュアル・試験場・試験室設営マニュアルを作成する。 

 監督者説明会・予行演習マニュアル、リスニング予行演習マニュアル、問題発生時の対応予行演習

マニュアルを作成し、監督者説明会・予行演習を行う。 

 平成 30年度大学入試センター試験を実施する。 

(23) 教員等審査委員会 

 教員等の採用に関わる審査を行う。 

 特任教員の採用および契約更新に関わる審査を行う。 

 教員等の昇格に関わる審査を行う。 

 非常勤教員・非常勤研究員の採用に関する規則を作成する。 

 非常勤講師の採用に関わる審査を行う。 

 ゲストスピーカー・TA の採用に関わる審査を行う。 

 教員等の大学院への就学に関わる審査を行う。 

 教員等の兼業に関わる審査を行う。 

 教員等の公募に関する規則、公募の方法について検討し、点検・評価審議会に提案する。 
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(24) 自己点検評価実施委員会 

 予算化された業務評価システムの整備を行う。 

 業務評価システムに入力された教員等の教育・研究活動を集計し、年報の資料とするとともに、教

員の獲得ポイントを各審議会に報告する。 

 平成 29年度委員会・会議・プロジェクト活動報告を集計し、各審議会に報告する。 

 平成 28 年度委員会・会議・プロジェクト活動報告書、平成 29 年度委員会・会議・プロジェクト活

動計画および業務評価システムに入力された教員等の教育・研究活動をもとに平成 28 年度の自己点

検評価報告書（年報）を編集する。 

 平成 28年度自己点検評価報告書（年報）を発行し、サイボーズのファイル管理に掲載して、学内に

公開し、ホームページに掲載して学外に公開する。 

 専任の教員等に平成 29年度授業自己評価を依頼し、回収・集計して報告する。 

 大学基準協会の大学評価を平成 30年度の受ける準備を行う。 

(25) 研究倫理審査委員会 

 申請された研究計画について倫理審査を行い、申請結果を申請者に通知するとともに学長に報

告する。 

(26) 人権委員会 

 7 月印刷を目途にポスターとチラシを作成し、教職員及び学生に配布する。人権委員による作品募集

のポスターを作成し学内に貼ることでも啓発を兼ねるようにする。応募者には記念品を贈呈予定。 

 職員研修会をハラスメント委員会と協議の上共催で実施する。  

 学生向け人権講演会は後期開催予定だが、講演者は前期のうちに決定する予定で動く。いずれの講

演会も人権について考える機会となるような内容を厳選する。 

 職員研修会及び学生向け講演会のフィードバックとして対象にアンケート調査を実施する。[s5] 

(27) ハラスメント対策委員会 

 当該年度のハラスメント対策委員会活動の目標 

ハラスメントのないキャンパスを保障するために、「ハラスメント対策委員会規則」「ハラスメントの

防止等に関する規則」「ハラスメント防止等ためのガイドライン」の適正な運用を図る。 

 規則の差し替え 

ハラスメント関連規則等は 3 種類あるが、「ハラスメント対策委員会規則」の項には「キャリア支援規

則」が収納され、「ハラスメントの防止等に関する規則」は新規則（平成 27年 4 月 1 日より改定）と差し

替えが行われていない。「ハラスメント防止等のためのガイドライン」は、平成 27年 4月 1日より施行さ

れているが、学生・教職員へ公表されていないので、規定およびガイドラインを適正なフォルダへ収納・

掲載する。 

 ハラスメント相談窓口の周知 

ハラスメント防止の啓発ポスターを作製し、ハラスメントの防止と相談窓口の周知を図る。 

 ガイドラインの周知（HP掲載） 

ハラスメント関連規則等は 3 種類あるが、「ハラスメント対策委員会規則」の項には「キャリア支援規

則」が収納され、「ハラスメントの防止等に関する規則」は新規則（平成 27年 4 月 1 日より改定）と差し

替えが行われていない。「ハラスメント防止等ためのガイドライン」は、平成 27年 4月 2 日より施行され
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ているが、学生・教職員へ公表されていないので、規定およびガイドラインを適正なフォルダへ収納・掲

載する。 

 学生ハラスメント防止研修会開催(教員参加) 

Twitter の裏アカウントでクラスメイトの悪口を言う等の話題が出てき始めていることを受け、学生

を対象としたハラスメント防止のための研修会を開催する。 

 ハラスメント相談員の育成 

独立行政法人日本学生支援機構「心の問題と成長支援ワークショップ」への参加（大学推薦 1名） 

 ハラスメント相談員の任命と委嘱 

過去にハラスメント研修を受けた教職員を「ハラスメント相談員」として任命し、有事の相談体制を

整える。 

 

第３章 教員・教員組織 

 

１． 教員組織編成 

１）到達目標 

 大学の理念・教育理念・教育目標を達成するため、退職する教員等を代替できる人選を行い、かつ、構

成員の成長に見合った昇任を行い、経営とのバランスも考えながら適切な教員組織を整備する。大学に関

与するすべての構成員が生き生きと組織に愛着をもって活動できるようなシステムを整備する。 

２）具体的目標 

① 本学の理念ならびに教育課程に一致して、各実習において各グループに教員 1 名が配置できる量と

質の教員組織を構築する。 

② 専任教員は本学において教育研究に専従する。 

③ 一般教養系科目および専門基礎科目のうち主要科目および看護専門科目、臨床検査専門科目は専任

教員が担当する。 

④ 専任教員は、各年齢層に平均して分布するようにする。 

⑤ 教育課程に盛り込まれた全学的意図を徹底するため連絡調整システムを機能させる。 

⑥ 教員の募集・任免・昇格に関して、透明性のある基準・手続きを確立する。 

⑦ 教員の教育研究活動の評価システムを確立する。 

⑧ 教員の選考基準に教育研究能力と実績を評価する条項を整備する。 

３）教員像、教員組織の編成方針 

平成 28年度は、天理医療大学に、教授 19名、准教授 5 名、講師 8 名、助教 11 名、助手 3名、特任教

員 7名を配置して教育研究事業を実施した（表 1）。 

 

表 1 平成 28年度専任教員等の配置状況           （）は特任教員の数   

学科・センター 教授 准教授 講師 助教 助手 合計 

看護学科 9 (2) 1 4 (2) 11 1 26 (4) 

臨床検査学科 6 4 2 (1) 0 2 14 (1) 

医療教育・研究センター 4 0 1 (2) 0 0 5 (2) 
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合   計 19 (2) 5  8(5)  11 3 45 (7) 

 

４）教育課程と教員組織 

(1) 教員等配置状況 

 教員等の配置状況は表 2の通りである。 

表 2 医療学部教員等の配置状況   （）は特任教員の数  

科目群 教授 准教授 講師 助教 助手 

総合基礎科目 
4 0 2(3) 0 0 

共通専門基礎科目 

看 護

専 門

科目 

共通基盤看護学 5 0 1 4 

2 

臨 床

応 用

看 護

学 

老年看護学 0 (1) 0 1 1 

小児看護学 1 0 0 2 

母性看護学 1 0 0 2 

精神看護学 １ 0 1 1 

広域発展看護学 1(1) 1 1(1) 1 

  小   計 9 (2) 1 4  11 2 

臨床検査専門科目 6 4 2 (1) 0 2 

合   計 19（3） 5 8 (5) 11 4 

 

(2) 専任教員等の年齢構成 

専任教員等の年齢構成は表 3 の通りである。 

表 3 専任教員等の年齢構成  

 総数 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70歳代～ 

教授 19   1 6 9 2 

准教授 5   2 2   

講師 8  2 5 1   

助教 11  4 5 2   

助手 6 2 1  1   

 

５）教員等の着任・昇任・契約更新・退職 

(1) 教員等の着任 

 看護学科教授として 3 名が平成 28年 4 月 1日に、1名が平成 28年 9月 1 日に着任した。 

 看護学科講師として 2 名が平成 28年 4 月 1日に着任した。 

 臨床検査学科講師として 1名が平成 28 年 5月 1日に着任した。 

 看護学科助教として 2 名が平成 28年 4 月 1日に、1名が平成 28年 5月 1 日に着任した。 

 看護学科助手として 2 名が平成 28年 4 月 1日に着任した。 

 看護学科特任教授として 1名、特任講師として 1 名が平成 28年 4 月 1日に着任した。 
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 医療教育・研究センター特任講師として 2 名が平成 28 年 10月 1日に着任した。 

(2) 教員等の昇任 

 看護学科准教授 1名が平成 28年 4月 1日に教授に昇任した。 

 臨床検査学科講師 2名が平成 28 年 4月 1日に准教授に昇任した。 

 看護学科助教 2 名が平成 28 年 4月 1日に講師に昇任した。 

 臨床検査学科助教 1名が平成 28 年 4月 1日に講師に昇任した。 

 医療教育・研究センター助教 1名が平成 28年 4月 1日に講師に昇任した。 

 看護学科助手 1 名が平成 28 年 4月 1日に助教に昇任した。 

(3) 教員等の退職 

 看護学科教授 4 名が平成 29 年 3月 31日に退職した。 

 臨床検査学科教授 3名が平成 29 年 3月 31 日に退職した。 

 医療教育・研究センター教授 1名が平成 29年 3月 31日に退職した。 

 看護学科准教授 1名が平成 29年 3月 31 日に退職した。 

 看護学科講師 2 名が平成 29 年 3月 31日に退職した。 

 医療教育・研究センター講師 1名が平成 29年 3月 31日に退職した。 

 看護学科助教 2 名が平成 29 年 3月 31日に退職した。 

 看護学科特任教授 1名が平成 29 年 3月 31 日に退職した。 

 看護学科特任講師 1名が平成 29 年 3月 31 日に退職した。 

 臨床検査学科助手 1名が平成 29 年 3月 31 日に退職した。 

 

２． 教員等の教育研究評価 

１） 教員等の教育研究評価 

(1) 教育研究業績評価システムの運用 

業務評価システムへの教員等のデータ入力の協力を得て、教員等のの教育研究業績を収集した。 

(2) 教員教育研究業績のとりまとめと点数化 

業務評価システムに入力された平成 28 年 4月～29年 3 月（平成 28 年度）の教員等の教育研究業績

のとりまとめと点数化を行った。その結果を表 4 に示す。 

 

表 4 平成 28年度教員等の教育研究業績ポイント 

職位 
総ポイ

ント 

教育

活動 

組織

運営 

学外

活動 

研究

業績 
職位 

総ポイ

ント 

教育

活動 

組織

運営 

学外

活動 

研究

業績 

教授 1796 1030 165 367 235 講師 719 650 52 6 12 

講師 1533 624 0 763 146 助教 708 591 30 36 51 

教授 1529 786 199 429 115 特任教授 644 554 88 2 0 

教授 1508 1214 138 46 110 助手 638 36 0 602 0 

教授 1414 708 164 292 250 助手 610 560 30 20 0 

教授 1231 529 291 354 57 講師 559 256 64 107 132 

教授 1152 779 120 132 121 教授 553 287 62 154 51 
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教授 1125 772 162 71 121 助教 544 492 26 6 20 

教授 1005 659 204 26 116 助教 446 346 58 27 15 

助教 979 860 50 14 55 教授 434 296 58 65 15 

教授 940 708 147 74 11 教授 328 69 0 174 85 

教授 924 614 154 111 45 助教 304 284 20 0 0 

講師 912 871 28 8 5 特任講師 300 285 0 10 5 

教授 866 637 218 12 0 助手 295 295 0 0 0 

教授 848 694 150 4 0 助教 223 53 0 120 51 

教授 844 518 126 100 100 特任講師 150 120 0 30 0 

講師 844 702 66 0 76 助手 122 90 0 12 20 

特任講師 773 541 22 145 65 助手 117 103 14 0 0 

講師 753 594 98 56 5 講師 105 0 0 105 0 

講師 738 589 116 28 6 特任講師 102 42 0 0 60 

講師 737 599 62 36 40 
      

 

２） 学生による授業評価・学生との交流 

(1) 学生による授業評価アンケート調査 

年２回（前期・後期）実施し、科目別平均点と自由意見を集計した。その内容は平成 28年度授業評価

アンケート集計結果（添付資料 1）に示す。 

予習に関する項目以外はほとんど 3.0 ポイン以上あり、学生の比較的良い授業への態度の自己評価と

授業に対する評価を受けているが、アンケートの回収率をみると、１回生前期科目では 50％を超えるア

ンケートの回収率が得られたが、１回生後期科目になると、20～30％の科目が多くなり、２回生前期以降

の科目では 10％未満のものや未実施のものが大半を占めるようになり、２回生以降ではアンケートの内

容から授業評価をすることが困難となっている。 

(2) 「学生と教職員との意見交換会」の開催 

学生と教職員との意見交換会を平成 28 年 11 月 15 日に開催した。3,4 回生を省く各学科・各学年の代

表者 2 名(計 10 名)と関連委員長等(学部長、学科長、学生委員長、教務委員長、FD 委員長、ハラスメン

ト対策委員長、事務局長・課長)が参加した。 

 

３． 教員の資質向上を図るための方策 

１） ＦＤワークショップ 

2016年度第１回天理医療大学ＦＤワークショップ 

日時；2016年 8月 23日火曜日 午前９時―１３時 

場所；本学講義室 C,E 

テーマ：「大学教育の進め方について」 

2016年度第２回天理医療大学ＦＤワークショップ 

日時；2017年 2月 28日火曜日 午前９時半―１２時半 

場所；本学講義室 
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テーマ：「本学教育の発展に向けて」 

明治国際医療大学元看護学部長 都築英明 先生 

「行政と大学におけつコメデイカル教育の経験から」 

本学 学部長 稲本俊 先生 

「本学の新しいカリキュラムについて」 

２） Education Lunch 

第一回、第二回ＦＤワークショップ修了後に、ひきつづき Education Lunch を実施した。午前中の議論

の続きを、講師の先生を交えて同じ昼食をとりながら教員間で自由に情報交換することが主目的であった。 

 

４． 点検評価 

１） 教員組織編成 

(1) 教員像、教員組織の編成方針 

平成 28年度は、教授 19名、准教授 5名、講師 8名、助教 11名、助手 4名、特任教員 8 名という編成

となり、教育組織の体制は整ったが、複数の休職者があった。 

(2) 教育課程と教員組織 

教育課程に必要な教員配置について、看護学科では臨床応用看護学（老年看護学）領域では、専任教授

の代わり特任教授を採用して、教育を担保した。臨床検査学科は計画通りの教員構成で教育を行った。 

２） 教員の教育研究評価 

(1) 教員の教育研究評価 

業務評価システムにより、平成 28年度教員等の教育研究活動の入力を教員等に依頼し、入力されたデ

ータのとりまとめと点数化を行うことができた。そして、点数化された教員等の教育研究活動実績は評価

分研究費に反映された。 

(2) 学生による授業評価アンケート調査 

アンケートの回収率が１回生前期以外は非常に悪く、２回生前期以降の科目では 10％未満のものや未

実施のものが大半を占めるようになっているので、基本的に全科目で実施し、回答率が 50％を超えるよ

うに、アンケートの実施を推進し、学生の回答率を上げる対策が急務である。また、科目の評価は、ほと

んどの項目で 3.0を超えているが、学生の授業評価をより適切に反映するように、評価項目や評価の基準

を検討する必要がある。 

(3) 学生と教職員との意見交換会 

 各クラス代表者と関連委員長等が参加する学生と教職員との意見交換会を開催し、学修環境や学生生活

などに関する学生の大学に対する希望を聴くことができた。 

３） 教員の資質向上を図るための方策 

(1) ＦＤ・ＳＤ研修会 

平成 28年度はＦＤワークショップを 2回開催することができた。 

(2) 授業方法に特化した研修会「education café」 

平成 28年度は 2回、それぞれのＦＤワークショップの後に開催することができた。 
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５． 将来に向けた発展方策 

１） 教員組織編成 

平成 28年度に退職した看護学科専任教員 8名と特任教員 2名、臨床検査学科専任教員 4 名および医療

教育・研究センター専任教員 2名の補充ができるように、教員の採用を積極的に進める。 

２） 教員の教育研究評価 

(1) 教員の教育研究評価 

 業績評価システムへの入力が容易になり、かつ個人のデータが取り出せるように業務評価システム

を改修する。 

 平成 28年度の教育研究業績の入力依頼を行う。 

 平成 28年度の教育研究業績の入力内容をチェックし、必要な追加修正を依頼する。 

 平成 28年度の教育研究業績の評価ポイントを検証する。 

(2) 学生による授業評価アンケート 

 アンケート回答率をあげるように、教員から学生への働きかけを強める。 

 アンケート結果をもとに教育方法を振り返る機会を設ける。 

 アンケート結果を学生に開示する方法を検討する。 

(3) 学生との交流 

 学生委員会が中心となり、関連委員会の委員長の出席を求めて、学生との意見交換会を実施する。 

３） 教員の資質向上を図るための方策 

(1) ＦＤウイークの設置 

8月の教育スケジュールが可能な時期に合わせてあらかじめ「ＦＤウイーク」を設定し、教職員・

教育組織の質向上のために、各委員会からさまざまな講演会やイベントを開催する。 

(2) 教員・教育組織能力開発ワークショップ・講演会 

 平成 29年度も新任教員が多いことを踏まえ、かつ既存教員も初心に戻って「教育とは何か」を勉強

できるような講演会を 8月のＦＤウイークに実施する。 

 平成 28年度に実施した「大学教育の進め方について」、「本学教育の発展に向けて」についてワーク

ショップの成果をもとに、平成 29年度もワークショップを企画する。 

(3) 授業方法に特化した研修会（「education café」） 

 教育能力のレベルアップに有効な開催方法を検討し、実施する。 

(4) 天理医療大学ＦＤ報告書 

 教員・教育組織能力開発に関わる活動をまとめて、次年度につながる報告書を作成する。 

 

第４章 教育内容・方法・成果・環境整備 

 

１． 教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針 

１） 教育目的 

医療学部では、「人に尽くすことを自らのよろこびとする」という天理教の信条教育を基調として、広

く知識を獲得し、医療に関わる専門性の高い技術を修得し、真摯に科学する精神を育み、人に対する深い

愛情と自分を律する謙虚な心をもった人材を育成することを目的とする。 
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２） 教育課程の編成・実施方針 

 新たに設置し、教務委員会の新カリキュラム小委員会から業務を引き継いだカリキュラム改正プロジェ

クトにおいて、admission policy(AP)、curriculum policy(PC)、diploma policy(DP)の編集・改正を行

い、ホームページ上に公開した。 

 

２． 教育課程・教育内容 

１） カリキュラム 

(1) カリキュラムの改正 

 ４年間の教育の中で出てきた様々な課題を解決し、教育内容をさらに充実・発展させるために、平成30

年度からのカリキュラム改正をめざして、カリキュラム改正プロジェクトで検討を行った。 

２） シラバス 

シラバスは、大区分（総合基礎科目・共通専門基礎科目・看護専門科目・臨床検査専門科目）、小区分

（領域）、対象学科（看護学科・臨床検査学科）、必修・選択・自由、単位、授業の形式（講義・演習・

実習）、開講年度、開講時期（前期・後期）、対象学年（年次）、科目名、担当教員、目的、目標、他科

目との関連、評価方法、評価基準、教科書、参考資料、備考（受講上の注意、事前学習等）からなる統一

したフォームで作成するようにした。目的は大学として当該の授業をどのような目的で開講するかを明記

し、目標は受講する学生の到達目標を示し、具体的に「・・・ができる。」という記載に統一するように

している。 

３） 履修指導 

学修ガイド（履修関係）を用いて、新入生については、入学時にオリエンテーションを行う中で、履修

指導を行っている。全科目のシラバスを配布し、これから４年間で学ぶ授業を俯瞰できるようにするとと

もに、履修方法や卒業に必要な単位修得要件についての説明を詳しく行っている。在校生については、各

学期の当初に、履修のオリエンテーションを行っている。また、適宜、チューターによる指導も行ってい

る。。 

４） 学修環境・学修支援 

(1) 非常勤講師・ゲストスピーカーの妥当性を検討した 

(2) 次年度行事予定と学習進度との調整を行った。 

(3) 学生委員会と共同で成績不振者支援を行った。 

５） 新入生・在校生への学生オリエンテーション 

1・2･3回生に、4月に入学時（前期始業時）、7月に前期末の後期オリエンテーション、10月に後期開始

時オリエンテーションを行った。 

６） Learning Management System （LMS：ｅ-ラーニング） 

(1) 新入生が円滑にLMSを利用できるようにLMSのオリエンテーションを行った。 

(2) 教科書のLMS上での閲覧、国家試験問題の登録を行い、LMSの内容の充実を行った。 

７） 試験・単位認定 

(1) 筆記試験マニュアル改訂版を作成し、周知した。また、試験結果通知の迅速化を図った。 

(2) 出席不足学生への対応を行った。 

(3) 試験時間を統一した。 
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(4) 現行の試験方法や履修に関する問題点を明らかにし、対策を検討した。 

(5) 単位の評価について検討を行い、各科目の単位評価の統一性をはかった。また、成績不振者についての

確認試験の実施を行った。 

８） 成績評価 

 評価基準は、「総合の得点100～90点を秀、89～80点を優、79～70点を良、69～60点を可と評価し、合

格とする。59点以下は不可と評価し、不合格とする」という「秀・優・良・可・不可」の評価基準か、「総

合評価で一定基準以上を合として合格とし、未満は否として不合格する。」という「合否」の評価基準の

いずれかを採用するように定めた。 

成績の評価を比較し、個々の学生の成績の推移を把握するために、秀・優・良・可・不可の５段階評価

を数値化して、grade pointとしgrade point average(GPA)を算出し、学年、個々の学生の成績の比較、

年次推移の検討を行った。また、GPAを特待生選出の評価項目の一つとした。 

(1） 科目別の成績分布 

平成 29 年度授業科目の科目別の成績分布は添付資料に示すとおりであるが、科目間のバラツキが大き

く、総合基礎科目、共通専門基礎科目、専門科目のいずれの大区分においても秀・優・良・可の分布に一

定の傾向はみられなかった。また、必修科目と選択科目の差も見られなかった。 

 

(2） Grade Point Average(GPA) の年次推移 

GPAの推移をみると、１回生の前期に比べて，１回生後期、２回生前期と低下し、２回生の後期から回

復する傾向が、どの期生においてもみられた。 

図 4 看護学科 1期生～5期生の GPAの年次推移 

 

 

 

 

図 5 臨床検査学科 1期生～5期生の GPAの年次推移 
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９） 学生の進級状況 

 両学科長および学生支援課と情報交換しながら、休学、復学、退学の恐れのある学生状況を把握し、学

科長が中心となって個別に学生と面談し、支援するとともに、必要に応じて保護者との面談を行った。平

成 28 年度は留年者・休学者・退学者は表 5に示す通りである。 

 

表 5 平成 28年度留年者・休学者・退学者 

 看護学科 臨床検査学科 

 在籍者 退学者 休学者 留年者 在籍者 退学者 休学者 留年者 

平成28年度 299 7 2 7 115 1 0 1 

 

１０） 基礎学力教育 

(1) 平成28年4月4日に新1回生に対して基礎学力試験（数学・生物・化学・英語）を実施した。学生個人別

の成績表を作成するとともに、成績一覧表をチューターに提示し、個人学習指導の資料として活用し

た。 

(2) 新1回生に対して、基礎学力試験の主として成績不良者に対して基礎生物と基礎化学のそれぞれ11回の

補習授業を行った。基礎生物の受講者は31名、基礎化学の受講者は21名であった。 

(3) 平成29年度推薦入試合格者に対して、東進ハイスクールの「医療系総合講座」の受講を勧め、看護学

科42名、臨床検査学科16名の受講があった。 

 

３． 特色ある教育の取り組み 

１） 初年次教育 

(1) フレッシュマン・セミナー 

グループで学び合う活動を基に、「環境問題」に関連した課題について、専門的情報を収集し、理解し、

それをもとに自分の考えをレポートとして表現し、グループで意見交換、共有すること、クラスに発信す

ることを通して、考えを深める学習の方法を身につけることを目標とした。 

各自が課題について与えられた資料を理解し、必要な調査をしてグループワークに臨み、グループ内で
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の意見交換を行い、グループとして課題についてまとめた。それを各人が他のグループのメンバーに説明

し、意見交換を行うことで、その課題の内容の理解を深めることができるようにした。 

(2) 人間関係とコミュニケーション 

人間が生きていくうえで欠くことのできない人間関係と，その基礎となるコミュニケーションについて，

個人・小グループ・クラス全体など多様な集団で行われる講義および活動を通じて、自分と周囲の関係の

ありように気づき、これまでの日常生活や大学の学習のなかで，自分と周囲の人々の言葉やふるまいがど

のように影響し合ってきたか、授業の体験を通して意識化することから、人に直接働きかける専門職を目

指すうえで、自分の言葉やふるまいが人に与える影響を考えることを目的とした。 

演習では、様々な社会的な問題からテーマを選び、そのことについて身近な人（家族や友人）にインタ

ービューをして意見を集め、それを持ち寄ってグループ内で検討し、まとめて他のグループの前で発表し

た。 

この演習を通して、①これまでの日常生活で無意識に行っている自分の人へのかかわり方の特徴に気づ

き、言葉で表現できる、②個人，小グループなど，集団が変わると，自分はどのような影響を受けるか気

づき、言葉で表現できる、③グループで取り組むテーマ・課題によって，自分とそれぞれのグループメン

バー，メンバー相互の関係について，言葉で説明し，自分と異なる他者の表現を尊重することができる、

④医療組織の一員となるうえで必要とされる他者との関係をつくる能力やコミュニケーションの能力に

ついて，自己の特徴を評価できる、ことを目標とした。 

(3) 医療実践基礎実習 

医療現場における患者・家族との触れ合いや医療者との交流を通して、病院の構造と機能を理解すると

同時に、医療者を目指す者としての自覚と学習への関心を高めることを目的とした。 

最初の実習は、患者がいない部門である薬剤部、栄養部、放射線部、検体検査部、用度課、診療情報課、

管理課、地域医療連携室で行い。後の実習は診療の行われている総合内科外来、乳腺外科外来、精神科外

来、総合内科病棟、精神科病棟、手術室、救急部、生理検査室で行った。活動の実際についてオリエンテ

ーションを受けた後、各所を見学する中で実習指導者からの説明を受け、見学後のグループメンバーと s

のディスカッション及び他クループとのディスカッションを等して学びを共有させた。学生の学びをさら

に深めさせるために、実習最終日に実習指導者および指導教員も参加する実習成果発表会を開催し、グル

ープごとにこの実習で学んだことから１つのテーマを取り上げてまとめ、発表させた。 

また、毎日、実習記録を提出させ、日々の学生の気づき・学びを確認し、よい気づきをしている部分や

翌日の実習で注意深く見学する事項などについてコメントして翌日の実習前に返却し、日々の実習での学

びを蓄積させる工夫を行った。 

これらすべてを経て、自己の目指す職業に対する意識や今後の学習意欲につながるように、看護師ある

いは臨床検査技師が病院の中でどのような役割を担うのかをテーマにした最終レポートをまとめさせた。 

２） 「芸術とコミュニケーション科目群」  

社会構成主義や状況論を基礎として、関係性の変化を学習と捉え、その関係性の変化を産み出す間主観性

を協同的で創発性に富んだコミュニティー形成を通して実践する科目群である。平成27年度は8科目を開講

し、科目群プランナーおよび芸術活動をしている講師（外部講師）と複数のアシスタント・ティーチャーお

よび学内科目担当教員と連携を取りながら運営した。それぞれの科目の目的は表6の通りである。 
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表6 芸術とコミュニケーション科目群の科目の教育目的 

科  目 教育目的 

生命と芸術実践演習Ⅰ

（複合身体表現A） 

年齢や性別によらず、身体は本来とても繊細で敏感です。その繊細さに目覚め

ると、他者の身体にも敏感になります。相手が今どのような状態にあるのか、

身体から発信されている情報を注意深く受け取ることは、コミュニケーション

の扉を開くことに他なりません。それは医療においても大変重要であるはずで

す。この授業では、様々な角度から自分の身体感覚を磨き、他者との、言語に

依拠しないコミュニケーションの多様な在り方に開眼し、身体表現作品創作の

実体験を通して、それらをアウトプットできるようになることを目的とします。 

生命と芸術実践演習Ⅱ

（複合身体表現B） 

社会構成主義や状況論を基礎として、関係性の変化を学習と捉え、その関係性

の変化を産み出す間主観性を協同的で創発性に富んだコミュニティー形成を通

して実践する科目である。演劇表現の持つ可能性を自分たちで演劇作品制作に

取り組むことを通して、検証していく。特に、自己内対話と表現をテーマに、

形式模倣と意味模倣についても考えていく。 

生命と芸術実践演習Ⅲ

（演劇表現A） 

関係性の変化を産み出す間主観性を協同的で創発性に富んだコミュニティー形

成を通して実践共同体としての作品制作に取り組む。学生自身の既有経験を踏

まえ、ダンス、演劇、メディア表現などの要素を取り込んだ作品制作に取り組

み、自らの作品を俯瞰的に捉え直す場面も取り入れ、表現と間主観性の関係を

考える。また、学内で公開していくことをめざす。 

生命と芸術実践演習Ⅳ

（演劇表現B） 

映像制作チームによる集団制作と合意形成の実践。ビデオ取材によるリサーチ、

データサーベイの実践、発表。 

生命と芸術実践演習Ⅴ

(身体表現A) 

ダンス、音楽、絵画のワークや、また物や場と関わるワークを行う中で身体を

考察し、それらのワークをきちんと振り返り、そこで紡いだ言葉と身体を往復

しながら身体への気づきと思考を深めていくことを目的とする。そして最後に、

身体ワークを開発しプレゼンテーションする。 

生命と芸術実践演習Ⅵ

（身体表現B） 

「ふれること」から始まるダンス、コンタクトインロヴィゼーションダンスの

制作を通して、相互主体性とコミュニティー形成について考える。実践として

は、即興性と身体表現に関するワークショップを実施しながら、非言語系コミ

ュニケーションの有り様について考える。協同的な活動としての制作活動に取

り組み、最終的には、グループ毎のショーイングをめざす。 

生命と芸術実践演習Ⅶ

（複合コミュニケーシ

ョン表現Ａ） 

切り紙造形のワークショップの経験によって、図像から生み出される創造の世

界を体験する。造形によって表現すること、展示の効果を活かした作品の発表

を実践することを通じて、世界との多様な関係性についての認識を深める。 

生命と芸術実践演Ⅷ

（複合コミュニケーシ

ョン表現B） 

 「人と関わる」を仕事にすることは、「一人一人ちがっていい」と「みんな

で一つになる」の「間」で、常に自分自身が揺れることを受け入れるところか

ら始まります。黒と白は一つずつですが、グレーというグラデーションは無限

にあるからです。ワークショップは“関わり合い”が重要なので、無限のグレ

ーの中で揺れざるをえません。ワークショップに関わると、「私は「間」のど
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こにいるか」という問いかけが自然と始まり、「人と関わる」経験として、こ

れは中々いいエクササイズになるはずです。 

 「私」と「他者」の「ちがい」や「おなじ」はなにか。そして「協働」する

とは何か。他者との関わりのみならず、自分の中の他者性(未知性)とも出会い

ましょう。自分の中の知覚や価値観を揺らしながら、その振り幅自体も増やし

ていきましょう。 

 頭でわかることもあれば、身体でわかることもある。その揺れや振り幅をど

れだけ広いものにするか。それってけっこう今後の人生を豊かにしてくれます。 

 

３） 「相互扶助論Ⅰ」 

相互扶助の歴史や概念を学び、「助け合うこと」「支援すること」「協働すること」の意義を理解すること、相互扶

助の考えを深めるために地域社会で行われている相互扶助についてのフィールドワークを行い、人を支える活を通して、

自らも成長することを学ぶことを目的として演習をおこなった。 

平成28年度のグループのテーマは以下の通りであった。 

 ふるさと納税 

 憩の家の医療廃棄物の行方と関わる人々 

 相互扶助の観点からみた税金（消費税） 

 相互扶助の観点からみた奨学金の現状 

 奈良県の若者向けの観光地不足問題 

 ボランティアサークルの学生に聞いてみた 

 献血 

 夫婦間の相互扶助について 

 子育て支援 -コンビニにおける子ども用品の充実化- 

 介護施設での相互扶助について 

 コンビニと健康 

 明日香村の棚田を守ろう 

 奈良県の高齢者の認知症問題 

 国民年金の実態について 

 被災地の実態を知ることにより、私たちにできることを考える 

 いじめ問題を事前に防ぐ 

４） 「外国語学研修」 

グローバル化が進む国際社会やその歴史など、幅広い「教養（liberal arts）」を身につけ、日本と異

なる習慣や風俗を体験し、多様な価値観や世界観を互いに認め合うことの重要性を理解すること、自から

求めて学ぶ習慣を身につけ、高い志を抱いてもらう契機になることを教育の目的としておこなった。 

外国語学研修の履修希望者から、レポート、面接、プレゼンテーションなどで準備状態を評価し、看護

学科の４回生1名、３回生1名と２回生3名を選抜した。  

表7 外国語学研修スケジュール 

 月 日 午前 午後 
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1 8月28日（月） 関空発 シンガポール着 

2 8月29日（火） 英語教師との面接 

講義：シンガポール国事情について 

英会話①、市街見学 

3 8月30日（水） 英会話② 英会話③、文化交流①、市街見学 

4 8月31日（木） 英会話④ 英会話実習①、文化交流②、市街見学 

5 9月1日（金） 英会話実習② 

ラッフルズホテル見学 

シンガポール医療事情：ラッフルズ病院長に

よる講義、市街見学 

6 9月2日（土） 木内先生講演 海外医療の現状：マウントエリザベス病院、

文化施設訪問 

7 9月3日（日） シンガポール発 関空着 

 

研修先はシンガポールで、平成29年8月28日から9月3日までの7日間に表5のスケジュールに従い、教員3

名が支援のために随行し、現地施設のスタッフの協力を得て行った。  

帰国後、研修の成果の発表を行い、評価をおこなった。 

 

４． 公開講演会 

1 回生の「医療概論」と 2回生の「相互扶助論Ⅰ」の授業の一環として第 5 回公開講演会を開催した。 

日時：平成 28年 5月 14日（土）午後 1時～3時 

場所：天理医療大学Ａ棟４階講堂 

演者：筑波大学名誉教授 村上和雄先生 

演題：こころが遺伝子の働きをかえる 

 

５． 看護宣誓式 

宣誓式の目的として「看護学生の看護の関心や看護師としての自覚を喚起する。」機会ととし、学生が

自ら動き、自分たちの“宣誓式”になるよう、教職員と連携し進行した。[伊藤咲6] 

昨年度同様、どのような宣誓式にするかは学生に委ね、４期生が２回生となって間もなく、学生同士

で運営の係りやメンバーを決め、夏休みを挟んで具体的な内容を検討し、練習を重ねて修正ながら当日を

迎えた。 

平成28年11月12日、看護学科宣誓式が午前10時より本学A棟４階講堂で行われた。厳粛な雰囲気の中、

学生生活を支えてくださっているご家族、１年次から３つの実習をご指導くださった天理よろづ相談所病

院の皆様、同期に入学した臨床検査学科の仲間、看護学科の後輩、本学教職員に見守られながら、建学の

精神が刻まれた宣誓バッジ（図２）を胸につけ、教祖殿から戴いたお灯りを一人ひとりの燭台にともし、

宣誓文（図３）のとおり力強く看護師をめざす意思を誓った。続いて学長の訓示、理事長の挨拶、来賓祝

辞があり、学生は感謝の意を込めて来場者に向けて槇原敬之作詞・作曲による『どんなときも』を合唱し

た。式の最後には関係各所から花束贈呈があり、会場からは祝福の拍手が贈られた。 
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図２ 宣誓バッジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 宣誓文 
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赤色：女子学生用 青色：男子学生用 
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６． 教育環境整備 

１） 教室・演習室の環境整備 

 実習室および実験室の使用教材備品及び教室内設備の整備を引き続き実施した。 

２） IT環境整備・拡充 

(1) 無線LANのアクセスポイントの機種を交換し配置を変え、インターネット環境を改善した 

(2) 看護学科の教員を対象としてナーシングパスポートの講習会を開催した。 

３） 看護実習室環境整備 

 物品管理の担当者を中心に、実習調整会議の予算で購入した物品について前期・後期に各1回ずつ員数及

び保守点検を行い、実習の使用する場合に支障をきたさないように整備した。 

４） 臨床検査実験室環境整備 

新たに着任する教員の教育・研究環境を整えるために実験室を整理・整備した。 

 

７． 点検評価 

１） 教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針 

curriculum policy(PC)、diploma policy(DP)の改正し、ホームページ上に掲載することができた。 

２） 教育課程・教育内容 

(1) カリキュラム関係 

カリキュラム小委員会を設置してカリキュラム改正に向けた作業を開始することができた。 

(2) シラバス 

シラバスの記載方法を統一できた。 

(3) 履修 

 前期・後期科目履修登録時期に、選択科目の登録状況から登録者数の少ない科目を抽出し、問題点や対

応方法を検討し、教育・研究審議会でも諮った。この点は、現行カリキュラムの選択科目の学年配置と選

択条件設定に起因すると考えられ、新カリキュラムへの移行まで同様の問題が起こり得る。この間は、学

生が各選択科目の学習内容を理解して選択することができるように、次年度からシラバスを察しとして配

布して学生の目に留まりやすいようにすることとした。今後、この方法の成果を評価して対応を検討する

必要がある。 

(4) 学修環境・学修支援について 

 今年度後期から、教務委員長による非常勤講師・ゲストスピーカー申請前の確認を行うようになった。

申請書類の提示と口頭での申請理由を確認することが義務付けられ、科目責任者が大量に非常勤講師を申

請することはなくなったと思われる。教務委員長の負担は大きいが、できるだけ学内教員が教育にあたり、

効果的に学外講師を活用することができるよう、継続した方が良いと思われる。  

 学生との意見交換会で出された意見の中から、教務委員会に関連する事項を取り上げ検討した。その結

果は、教員に周知するとともに、学修ガイドの記載の修正や追加によって学生にも集ちできるように修正

した。各科目の単位評価の統一性が図られたことにより、評価がより適切に行えるようになった。また、

成績不振者について適切な対応が行われた。 

 今年度も、１年間に変更・修正した履修等に関する事項を学修ガイドに反映させ、分かりにくい表見や

曖昧な表現の修正を行った。より実際的で活用しやすい内容に改訂できたと評価する。 
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(5) 新入生・在校生への学生オリエンテーション 

 各学期初めのオリエンテーションを企画し、各委員会等と調整して実施できた。 

(6) Learning Management System（LMS：ｅ-ラーニング） 

LMSをよりよく利用できるように整備・改修するこができた。 

(7) 試験・単位認定について 

 昨年度に比べ、出席日数不足での定期試験み受験者は激減しており、年度始めの学生への説明が効果的

であったと評価する。これと関連し、卒業年次まで確認試験受験者がいたり、自己都合による再試験・追

試験を欠席する者もいた。これは、再試験が不合格であっても確認試験受験資格が自動的に与えられると

いう学生の認識が関与していると思われ、本来あるべき試験方法に是正すべく、確認試験廃止を検討し、

次年度から廃止することとなった。これに伴い、次年度は、学修ガイドに再試験への取り組み方などを明

確に記述し、口頭での説明を加えるようにし、同時に、教員の課題の与え方や効果的な学修支援のあり方

も一定の認識が持てるようなルール化を図った。 

 学習内容が多いという理由で、臨床検査学科の一部科目において実施されてきた中間試験の必要性を見

直し、教育・研究審議会の儀を経て廃止する方針となった。公平な試験体系を構築したと評価する。 

 定期試験は原則として１日２科目とし、難易度を考えたて科目を組み合わせて試験時間割を組み、問題

なく試験は実施できた。しかし、今年度は土曜日にも試験を組み入れたところ、科目担当教員が試験監督

ができないという事態が多数起こり、事務員による試験監督が行われた。協議の結果、今後はできるだけ

土曜日は避けて科目担当教員が試験監督できる配慮をする。 

(8) 学生の成績評価 

 科目別成績では、秀・優・良・可の分布の科目による差が大きく、評価方法を検討する必要がある。 

 GPA の推移には両学科とも、１回生の前期に比べて，１回生後期、２回生前期と低下し、２回生の後期

から回復する傾向が、どの期生においてもみられたので、その原因を解析する必要がある。 

(9) 進級判定及び卒業判定 

 昨年度実施した資料や方法で、進級判定及び卒業判定が滞りなく終了できた。 

(10) 学籍異動状況 

 両学科長および学生支援課と情報交換しながら、休学、復学、退学の学生状況を把握し、支援の必要性

等を検討すること、教育・研究審議会で報告することを行ってきた。学籍異動はスムーズに行えた。 

(11) 基礎学力教育 

新入生に対する基礎学力試験で、新入生の学力の状態が把握できた。平成29年度の推薦入試合格者に対

して行った化学および数学の入学前基礎学力試験の結果をもとに入学までの期間の学習を促した。 

３） 特色ある教育の取り組み 

(1) 初年次教育 

特に初年次教育に関しては、医療教育・研究センターと情報交換しながら対応することができた。 

(2) 「芸術とコミュニケーション科目群」 

京都造形芸術大学の教員を非常勤講師に招いて、内容の充実を図った。 

(3) 「相互扶助論Ⅰ」 

社会中で機能している相互扶助という活動を理解し、大学外の地域での活動体験から、それを実感させ

ることができた。 
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(4) 「外国語学研修」 

事前の学習と研修先のシンガポールの現地施設のスタッフの協力により、充実した研修が行えた。英会

話では街中の人に話しかけたり、道を尋ねたりという実践的な練習を組み入れ、研修をより充実すること

ができた。 

４） 公開講演会 

 1回生、2 回生の学生は殆ど出席をし、活発な質疑も行われた。 

５） 看護宣誓式 

宣誓式 2 回生 平成 28年 11 月 12日（土）10：00～12：00 

参加人数 200名（内訳：来賓 15 名、保護者 78名、学生 67 名、教職員約 40 名[伊藤咲7]）で、式次   

第に沿って、開式のことば→2 回生入場→遥拝→よろづよ八首奉唱→学歌斉唱→宣誓→学長訓示→理事長

挨拶（天理よろづ相談所学園理事長）→来賓祝辞（天理よろづ相談所理事長）→来賓祝辞（天理よろづ相

談所病院関係者、奈良県看護協会、天理看護学印同窓会会長、学生寮主任）→記念歌合唱→閉式の言葉で

終了した。暗幕を使用し、お灯りが中心になる雰囲気であり、学生のバッジ着用の位置が両サイドにわか

れ、学生が中央に歩く姿を保護者が見ることができ、また、合唱も感動できた式典となった。 

企画・運営については、4 月から学生の係り、教員の役割、クラスでの検討日程を決めて計画的に進め、

クラスの検討内容、教職員の打ち合わせの議事録、状況についてのメール配信でプロジェクトの情報共有

ができた。リハーサルで学生だけではなく、教員の動きについても具体的に相互理解したほうが戸惑わな

くてよいと思われる。 

今年度は、合唱・式全体の動きの進行を、学生代表 2名と学生各係りの少人数で実施し、学生の欠席が

目立つ日もあり、個人の自覚がない状況であった。来年度は、クラス全体で[伊藤咲8]個人の自覚を高めら

れる企画を考慮する。 

６） 教育環境整備 

(1) 教室環境の整備 

大教室Ａ・Ｂ・Ｅの音響や映像器機が整備されたが、大教室Ｃ・Ｄの整備は行えていない。 

(2) 実験環境の整備 

新たに着任する教員の教育・研究環境を整えるために実験室を整理・整備した。。 

(3) 大学内教室・演習室・会議室の環境整備 

大教室の無線 LANについてはほぼ支障なく運用ができている。 

(4) 看護実習室環境の整備 

実習室の未整備の部分の整備を計画した。 

 

８． 将来に向けた発展方策 

１） 教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針 

admission policy(AP)、curriculum policy(PC)、diploma policy(DP)を、公表する。 

２） 教育課程・教育内容 

(1) カリキュラム関係 

 カリキュラムの改正案を作成し、文部科学省への変更申請を行う。 

 非常勤講師等の配置の適合化を行う。  
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(2) シラバス 

シラバスの形式と記載方法を統一して、e-ラーニング上に掲載して学生への周知を図る。 

(3) 履修 

 履修状況を確認し、適切な履修指導を行う。 

 時間割の検討し、履修しやすい環境を作る。 

 各種履修関連規程の点検し、必要な改正を行う。 

(4) 学修環境・学修支援 

 チューターと連携し、成績および学業姿勢不良者へ教育指導を行う。 

 履修関連規程等の変更を速やかに学生へ周知する。 

 学修ガイドの見直し、修正する。 

(5) 新入生・在校生への学生オリエンテーション 

 年度オリエンテーションにおける学修への動機づけを行う。 

(6) Learning Management System（LMS：ｅ-ラーニング） 

 LMS の利用状況を調査し、LMS を利用できていない教員に対して説明会を開催する。 

(7) 試験・単位認定 

 試験実施計画を立て、試験を運営する。 

 試験採点の迅速化を図る。 

(8) 成績評価 

秀・優・良・可の分布の差の原因を分析し、評価方法を検討していく。また、１回生後期、２回生前期

に GPAが低下する原因を分析し、適切な対応策を取っていく。 

(9) 学籍異動 

 学科長とチューターとが協働して対応方法を検討する。 

 必要な場合、本人および保証人との面談を行う。 

(10)  基礎学力教育 

 基礎学力試験の生物、化学、数学の成績が３０％以下の学生に対し、今後必要になると考えら

れる分野・項目を中心に重点的に補習を行う。 

 数学については指数計算など化学との関連領域を中心に補習を行う。 

 英語については、補習授業を行うとともに、英語Ⅰを初級クラスから発展クラスまでクラス別

に構成し、本人の希望を勘案して指導していく。 

３） 特色ある教育の取り組み 

(1) 初年次教育 

① フレッシュマン・セミナー 

 各自が課題について準備してグループワークに臨み、グループ内での発表、意見交換、違う意見の中か

ら新たな視点の獲得ができるように積極的に取り組んでいく。 

② 人間関係とコミュニケーション 

新しいカリキュラムでは、講義の部分は「コミュニケーション論」とし、演習部分を「言語的コ

ミュニケーション演習」として、「非言語的コミュニケーション演習」と連携が図れるような演

習にしていくように検討する。 



 54 

③ 医療実践基礎実習 

病院のいろいろな部署を分担して見学実習を行い、病院の役割や機能を理解するとともに、その内容を

他の部署を見学実習した人たちに伝え、情報を共有するような実習を行う。 

(2) 「芸術とコミュニケーション科目群」 

新しいカリキュラムでは、「非言語的コミュニケーション演習」に集約し、「言語的コミュニケーショ

ン演習」と連携をとった演習となるように計画する。 

(3) 「相互扶助論Ⅰ」 

今までの体験実習を組み込んだ演習を、調査研究を中心とした演習にし、社会の中での相互扶助の状況

を理解できるようにする。 

(4) 「外国語学研修」 

履修希望者は多いので、できるだけ希望者が履修できる方法を検討する。 

４） 公開講演会 

 開学 5 周年記念講演会としてとして第 6 回公開講演会を開催する。 

日時：平成 29年 5 月 13日（土）午前 10時～ 

場所：天理医療大学Ａ棟４階講堂 

演者：京都大学大学院医学研究科長・医学部長 上本 伸二 先生 

５） 看護宣誓式 

宣誓式の目的「「看護学生の看護の関心や看護師としての自覚を喚起する。」を学生に伝え[伊藤咲9]、

本年度行われた看護宣誓式を参考にしながら、学生自らがクラスの代表を決め、運営の係り、メンバーを

決め、式の方法や内容を検討し、練習をして、式に臨めるように支援する。 

６） 教育環境整備 

(1) 教室環境の調整 

大教室Ｃ・Ｄのプロジェクター、スクリーン、音響機材の整備を行う。演習室については、4 回生の研

究演習ゼミ、実習のカンファレンス等に使用する演習室が不足している状況にあるので、使用状況を調査

し、対応を検討する。 

(2) 実習室・実験室の環境整備 

 実習室・実験室の特徴を把握し、学生の学習環境を整備する。 

(3) 会議室の環境整備 

 会議室のプロジェクター、音響環境の整備を検討する。 

 

第５章 進級・卒業・就職・進学状況 

 

１. 在学者・卒業者の状況 

１） 在学者の状況 

平成 28年度の看護学科と臨床検査学科の在籍学生数を表 6に示す。 

表 6 学生数 

学科 回生 収容定員 在籍学生数 退学者数 

看護学科 1 70 79 2 
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2 70 70 4 

3 70 74 1 

4 70 76 0 

臨床検査学科 

1 30 22 0 

2 30 31 0 

3 30 33 1 

4 30 29 0 

合計  400 414 8 

 

２） 卒業者・退学者 

(1) 平成 28年度卒業者 

看護学科 73名、臨床検査学科 29 名、合計 102名 

(2) 平成 28年度退学者 

看護学科 7 名、臨床検査学科 1名、合計 8名 

３） 学生の進級状況 

(1) 平成 28年度看護学科 

看護学科の平成28年度休学、復学、留年の学籍移動状況は表6の通りである。 

 

表7 平成28年度看護学科休学者、復学者、留年者数 

回生 学生数 休学者数 復学者数 留年者数 

１回生 79 0 0 0 

２回生 70 1 0 1 

３回生 74 1 1 3 

４回生 76 0 2 3 

 

(2) 平成 28年度臨床検査学科 

臨床検査学科の平成28年度休学、復学、留年の学籍移動状況は表8の通りである。 

表8 平成28年度臨床検査学科休学者・復学者・留年者数 

回生 学生数 休学者数 復学者数 留年者数 

１回生 22 0 0 1 

２回生 31 0 0 0 

３回生 33 0 0 0 

４回生 29 0 0 0 

 

２. 国家試験の合格状況 

１） 看護学科 

第 106回看護師国家試験 

 受験者 74 名（内既卒者 1 名）、合格者 70名（内既卒者 1名）、合格率 94.6％ 
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２） 臨床検査学科 

第 63 回臨床検査技師国家試験 

 受験者 33 名（内既卒者 4 名）、合格者 29名（内既卒者 1名）、合格率 87.9％ 

 

３. 就職・進学 

１） 平成 28年度卒業者の就職 

(1) 看護学科 

天理よろづ相談所病院 68名 

その他の医療施設 2名 

その他（家庭に入る） 1名 

(2) 臨床検査学科 

天理よろづ相談所病院 9名 

その他の医療施設 14 名 

企業 2名 

その他 2名 

２） 進学 

(1) 看護学科 

助産師専門学校等 2名 

(2) 臨床検査学科 

他大学大学院 2名 

 

４. 点検評価 

１） 入学者・在学者・卒業者の状況 

 看護学科の入学者は 79名で、1回生から４回生までの総計が 299 名となり、収容定員より 19名多くな

った。臨床検査学科の入学生は 22 名で 1 回生から４回生までの総計が 115 名となり、収容定員より 5 名

不足した。 

 休学者は、看護学科で 2名、復学者は看護学科で 3名あったが、臨床検査学科では休学者、復学者とも

にいなかった。留年者は、看護学科で 7名、臨床検査学科で 1 名と看護学科で多くみられた。 

退学者は、看護学科 7 名、臨床検査学科 1 名で、退学者の看護学科で多くみられた。 

２） 就職・進学 

看護学科の就職率は進学者と家庭に入った者を除くと 100％で、臨床検査学科も進学者 2 名と事情で就

職しなかった者を除くとへの就職率は 100％であった。看護学科で 2名が助産師専門学校へ進学し、臨床

検査学科で他大学大学院に 2 名が進学した。 

 

５. 将来に向けた発展方策 

１） 入学者・在学者・卒業者の状況 

退学者のほとんどが進路変更なので、早い時期から学生の進路希望や学修状況を把握して、支援してい

くようにする。 
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２） 就職・進学 

 引き続き卒業生が希望どおり就職・進学ができるように支援をしていく。 

 

第６章 学生の受け入れ 

 

１． 入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー） 

１） アドミッション・ポリシー 

「天理医療大学の教育理念は、「人に尽くすことを自らのよろこびとする」という天理教の信条教育を

基調として、専門領域のみならず社会人としての豊かな知識を持ち、真摯に科学する精神に裏打ちされた

医療に関わる専門性の高い技術や研究する能力を備え、人に対する深い愛情と自分を律する謙虚な心を持

つ者を育成することです。この教育理念を理解した上で、将来医療者として社会に貢献したいという志と、

幅広い教養や深い専門的知識と豊かな人間性を兼ね備えた医療人となるという強い意志を持った人を入

学者として受け入れます。 

したがって、入学選抜試験では、専門職業人としての学習をするための基礎的な資質や能力として、高

等学校教育で達成しておくべき基礎学力、文章の読解力と記述力、自己の考えを発言する力を重要視しま

す。 

入学を希望する皆さんには、高等学校卒業までにいろいろなことに関心を持ち、受験科目にとどまらず

しっかり学習し、できるだけ多くの知識を得ておくことを期待します。」（平成 29 年 3 月決定・公開） 

２） 育成する人材 

≪看護学科≫ 

看護学科は、以下に示す 7 つの育成する人材像を縦糸とし、「サイエンス」、「アート」、「ヒュー

マニティ」を横糸として看護学の教育を構築しました。この７つの育成する人材像と「総合基礎科

目」「共通専門基礎科目」「看護専門科目」を構成する各科目が、横断的な関連をもち、階層的に学

習の積み重ねができるように、科目進度を構成しました。 

 いのちの尊厳、人間の理解を深める。 

 人に尽くす個人の働きと社会のしくみを理解する。 

 医療の実践者として他者とともに育ちあう基礎的な力を養う。 

 いのちの営みを理解し、疾病を予防し、健康を維持・回復・増進する医療との関連を探究す

る。 

 医療及び疾病を理解し実践の基礎力を得る。 

 他の医療者と協働して生涯にわたり自律した学習に取り組む基礎力を得る。 

 高度化・専門化する医療及び看護に対応できる知識と技能、そして応用力を得る。 

≪臨床検査学科≫ 

大学及び学部の基本理念に基づいた教育とともに、さらに臨床検査学科としては、上記の教育研

究の目的に示したように、卒業後、医療施設、検査センター、試薬・機器の製造開発メーカー、研

究所、教育機関等いずれの道に進もうとも、本学で培った臨床検査の知識と技能を生かし、さらに

発展を遂げられる人材の育成をめざします。基本にあるのは「臨床」であり、豊かな人間性と高い

倫理観を持ち、他者と育ち合う気持ちを持った人材に加え、臨床検査学科として以下の人材を育成
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します。 

 チーム医療の一員としての専門性を備え、責任感と連携・協調性を持った人材 

 医療、生命科学分野等で広く活躍できる人材 

 創造的な探求心と研究的な態度を備えた人材 

 

２． 学生の収容計画 

１） 入学者の定員 

 平成 29年度入学者の定員は、看護学科 70 名、臨床検査学科１回生 30名の合計 100 人とした。 

２） 編入学生、転科・転学学生 

 編入制度および転科制度は定めていないので、編入学生および転科学生はいない。 

３） 科目等履修生・聴講生等 

 科目等履修生・聴講生等を受け入れていない。 

                 

３． 学生募集方法 

１） 平成 29年度指定校推薦入試 

 指定校推薦入試の学生募集は募集要項を作成し、指定校に配布し、該当する生徒の推薦を依頼した。 

２） 平成 29年度公募推薦入試および平成 29年度一般入試（大学入試センター試験利用） 

 募集要項を作成し、ホームページ上に掲載するとともに、奈良県下および近隣府県の公立高校と私立高

校に送付して、学生募集を行った。 

 

４． 学生の確保対策  

１） オープンキャンパス・入試説明会 

平成 28年度の参加者数は看護学科 176名、検査学科 63名、保護者を合わせた総参加者 363名であった。

また、各回の参加者数は、第 1 回 105 名、第 2回 68名、第 3 回 190であった。高校生の学年比は 3年生

63％、2年生 34％であった。 

２） 夏休み・ふれあい看護一日体験 

 総参加者数は 66名であった。本事業はよろづ相談所病院の主催により行われるものであるため、大学

説明や入試説明は本学オープンキャンパスで行うこととした。尚、ふれあい看護体験は本年をもって終了

されることとなった。 

３） 夏休み臨床検査技師一日体験 

  開催概要（（回数、日程、教職員および当日参加者数等） 

参加者 7 月 25 日（月）、26 日（火）、27 日（水）、29 日（金）および 8 月 2 日（火）の計 5 回実施した。

体験内容は、10 時～12時天理よろづ相談所病院臨床検査部門の見学、13時～15 時天理医療大学の実習室

を使った検査体験（血液型検査、微生物検査、血液検査、超音波検査、心電図など）であった。参加人数

は 32 名で、受験者は天理医療大学及び天理よろづ相談所病院を理解する機会となった。。 

４） 高校訪問・予備校訪問の実施 

 事務局で選択した高校 9校について実施した。 

５） ホームページの拡充 
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 大幅にリニューアルした。主な改善点は、ページ数を増やす、2カラムから 1カラム構成に変更す

る、スマホ・タブレット対応とするなどである。 

６） 広報誌の発行 

 「青垣 Vol.7」を発行した。 

 

５． 入学者選抜 

１） 平成 29年度指定校推薦入試 

(1) 選抜方法 

本学が指定した高等学校の学校長が特に推薦した受験者を、調査書を参考にした面接試験で判定する。 

(2) 試験実施日 

 平成 28年 11 月 5日（日） 

(3) 志願者、受験者および合格者 

看護学科：志願者 13 名 受験者 13名 合格者 13名 

臨床検査学科：志願者 3名 受験者 3名 合格者 3名 

２） 平成 29年度公募推薦入試 

(1) 選抜方法 

学力試験と小論文試験および面接試験の総合点で判定する。 

(2) 試験実施日と試験内容 

１日目：平成 28年 11 月 19 日（土） 

学力試験：看護学科 「国語」（近代以降の文章のみ）を１科目 

     臨床検査学科 「国語」（近代以降の文章のみ）、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「化学」、「生物」の４

科目のうちから１科目を選択 

小論文試験：両学科とも与えられた課題について 800字以上 1000 字未満の字数で論述する。 

２日目：平成 28年 11 月 20（日） 

 面接試験：１日目に入学希望理由（400 字以内）を記載する。それをもとに複数の試験員が、今ま

での経験、これからの抱負などについて質問を行い、自らの考えを他者に伝え、他者の考えを理解し、

配慮できるコミュニケーション能力を評価する。 

(3) 志願者、受験者および合格者 

看護学科：志願者 55 名 受験者 54名 合格者 37名 

臨床検査学科：志願者 18名 受験者 16名 合格者 14名 

３） 平成 29年度一般入試 

(1)  選抜方法 

大学入試センター試験および個別試験の総合点で判定する。 
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表 9 平成 29年度一般入試学力評価の大学入試センター試験の試験教科・科目・配点 

学科 国 語 外国語 数 学 理 科 

看護学科 

［国語］（近代以降

の文章のみ） 

（100 点） 

「英語」（リスニン

グを含む） 

（100 点）※ 

  

臨床検査

学科 
 

「英語」（リスニン

グを含む） 

（100 点）※ 

［数学Ⅰ・数学Ａ］ 

（100 点） 

「物理」（100点） 

「化学」（100点） 

「生物」（100点） 

上記５科目から２科目を選択 

      ※大学入試センター試験の素点を配点に換算する。 

(2) 個別試験実施日と試験内容 

両学科とも 

１日目：平成 29年 2月 11日（土） 

小論文試験：与えられた課題について 800 字以上 1000 字未満の字数で論述する。 

２日目：平成 29年 2月 12日（日） 

 面接試験：１日目に入学希望理由（400 字以内）を記載する。それをもとに複数の試験員が、今ま

での経験、これからの抱負などについて質問を行い、自らの考えを他者に伝え、他者の考えを理解し、

配慮できるコミュニケーション能力を評価する。 

(3) 志願者、受験者および合格者 

看護学科：志願者 48 名 受験者 43名 合格者 36名 

臨床検査学科：志願者 34名 受験者 30名 合格者 18名 

４） 平成 29年度大学入試センター試験 

(1) 実施期日 

以下の通りの実施期日で平成 29 年度大学入試センター試験を行った。 

 

表 10 平成 29年度大学入試センター試験スケジュール 

期日 教科 科目 試験時間 

平成 29 年 

1 月 14 日

（土） 

地理歴史 
「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」

「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」 

2 科目受験者試験室 

9:30～10:30 

10:40～11:40 

1 科目受験者試験室 

10:40～11:40 

公  民 
「現代社会」「倫理」「政治・経済」 

「倫理、政治・経済」 

国  語 「国語」 13:00～14:20 

外 国 語 
「英語」「ドイツ語」「フランス語」 

「中国語」「韓国語」 

【筆 記】15:10～

16:30 

【ﾘ ｽ ﾆ ﾝ ｸ ﾞ】 17:10 ～

18:10「英語」のみ   

平成 29 年 理 科① 「物理基礎」「化学基礎」 9:30～10:30 
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1 月 15 日

（日） 

「生物基礎」「地学基礎」 

数 学 ① 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・Ａ」 11:20～12:20 

数 学 ② 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

「工業数理基礎」「簿記・会計」 

「情報関係基礎」 

14:50～15:50 

理 科 ② 

「理科総合Ａ」「理科総合Ｂ」 

「物理Ⅰ」「化学Ⅰ」「生物Ⅰ」「地

学Ⅰ」 

2 科目受験者試験室 

15:30～16:30 

16:40～17:40 

1 科目受験者試験室

16:40～17:40 

 

(2) 受験者数 

志願者総数は、368 名（男性 74 名 女性 294 名）であった。 

(3) 受験状況 

特に問題は発生せず、試験を終了した。 

 

６． 点検評価 

１） 学生の収容計画 

 看護学科においては一般入試合格者の中からの辞退者が 5名と予想よりも少なく、最終的には収容計画

より 11 名多く入学者を受け入れた。臨床検査学科においては一般入試合格者の中から 7 名辞退者が出た

ため、最終的には収容計画より 2名少ない入学者の受け入れとなった。 

２） 学生募集方法 

募集要項通りの学生募集の方法で、適切に学生募集が行われている。 

３） 学生の確保対策 

(1) オープンキャンパス・入試説明会、夏休み体験実習、高校訪問 

 オープンキャンパス・入試説明会、夏休み体験実習、高校訪問：概ね評価できる内容であった。し

かし、そのことが必ずしも受験者の増加につながっていない。 

(2) ホームページの拡充 

 大学ホームページの拡充は不十分であった。インパクトのあるトップ画面構成、実施予定の各種

行事の事前公開、実施後の報告は速やかな配信体制の構築が必要である。 

４） 入学者選抜方法 

(1) 指定校推薦入試 

 平成 29 年度入試では、指定校の枠を県下の公立高校にまで広げたが、受験者の増加にはつながらなか

った。 

(2) 公募推薦入試 

平成 29 年度入試では、受験者数は看護学科で募集者数の 2.5 倍、臨床検査学科で 1.5 倍となり、倍率

は両学科とも昨年より高くなった。 

(3) 一般入試 
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平成 29 年度入試では、受験者数は看護学科で募集者数の 1.2 倍、臨床検査学科で 2.0 倍があった。看

護学科では倍率が昨年度より低くなり、臨床検査学科では高くなった。 

 

７． 将来に向けた発展方策 

１） 学生の収容計画 

 毎年一定の割合で、進路変更による退学者が見られるたので、収容定員を 10％程度上回る学生の確保

が必要と思われる。 

２） 学生募集方法 

冊子体の募集要項を用いた方法を引き続き行っていくが、将来的には Web 上で応募手続きができるよう

な体制を導入することを検討していく。 

３） 他大学との単位互換等の推進学生の確保対策の強化 

(1) オープンキャンパス・入試説明会について 

受験生を確保するために高校生に対する広報活動を推進する。 

(2) 夏休み臨床検査技師一日体験について 

天理よろず相談所病院臨床検査部と連携して準備、実施する。 

(3) 高校訪問等について 

奈良県県立高校をはじめとする進学校を中心に、事務局を中心に積極的な大学紹介と学生の受験依頼を

行っていく。 

(4) ホームページ、広報誌について 

事務局と連携し、本学 HPの全面見直しを行う。また、大学広報誌「青垣」を継続して推進する。 

４） 入学者選抜方法 

(1) 指定校推薦入試 

 平成 30年度入試では、指定校推薦枠の県下の公立高校分を 5名に縮小して行う。 

(2) 公募推薦入試 

 平成 30 年度公募推薦入試の学力試験の教科・科目については、看護学科の選択方法を、臨床検査学科

と同様に［国語（近代以降の文章のみ）］、［数学Ⅰ・Ａ］、［化学］、［生物］の中から１科目選択に変更す

る。 

(3) 一般入試 

大学入試センター試験が教育課程の変更と受験者の応募を拡大するために平成 30 年度一般入試の大学

入試センター試験の利用科目を、看護学科は［国語（近代以降の文章のみ）］1 科目と［英語（リスニン

グを含む）］［数学Ⅰ・数学Ａ］、[物理］、［化学］、［生物］から 1科目選択の 2科目とし、臨床検査学科は、

［英語（リスニングを含む）］、［数学Ⅰ・数学Ａ］、［物理］、［化学］、［生物］から 2 科目選択に変更する。 

 

第７章 学生支援 

 

１． 学生支援方針 

本学の教育理念、教育目的・教育目標を達成するために、修学支援、生活支援、健康に関する支援、課

外の自律的な活動の支援等を行う。 
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２． 修学支援 

１） 学生委員会活動 

学生面談の情報がチューターの会議と共有され、チューター制度の充実が図られた。意見交換会により

学生の要望や様々な問題点が把握できた。新しいサークルが立ち上がった。大学祭や自治会の積極的な活

動が実施された。「自転車安全講習会」「薬物乱用防止」の講習会の開催及びパンフレットの配布によりマ

ナーや安全対策の向上、危険ドラッグに関する意識が高まった。学生相談室や健康管理室との連携により

学生の様々な悩みや健康面に対応した。学修ガイドの改訂が行われた。オリエンテーションにて学生生活

の在り方について説明した。 

２） 学修ガイド 

事務局及び教務委員会が中心となり学修ガイドの編集を行った。 

３） 学生支援・チューター制度 

(1) 学生支援 

問題が生じた学生に対して、学科長・科目担当者・チューターが協力して対応を行った。また、チュー

ター全体会議を通してチューター間の情報共有を行った。 

(2) 関連委員会および教員・事務員との連携 

学生の抱える問題に早期発見と早期解決できるように意見交換会や学生委員会と連携を密に迅速対応

できるようにした。 

(3) チューターにおける成績表の取扱い 

チューター面談及び活動において成績表の取扱いについての取り決めを再確認した。 

４） 基礎学力教育プロジェクト 

新 1 回生に対して基礎学力試験（数学・生物・化学・英語）を実施した。成績一覧表を掲示し、

補習授業の受講を薦めた。また、チューターに提示し、個人学習指導の資料として活用した。 

平成 29年度推薦入試合格者に対して、東進ハイスクールの入学前準備教育受講を薦めた。 

 

３． 特待生制度 

１） 特待生の定義と人数 

 １回生の学生は入学試験の方法に相違があり、平等な評価が困難であったので、本年度から対象としな

いこととした。 

 ２回生から４回生の学生においては、前年度における学業成績が一定の基準以上（履修か科目の GPA が

3.60以上）で、人物ともに優秀で、今後その学業の継続が期待でき、懲戒などを受けていない者 

２） 平成 28年度特待生の選考と決定 

 ２回生 

 看護学科：該当者なし 

 臨床検査学科：小島理司 

 ３回生 

 看護学科：該当者なし 

 臨床検査学科：該当者なし 
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 ４回生 

 看護学科：中森千栄子 

 臨床検査学科：小阪慎 

 

４． 奨学金 

１） 平成 28年度天理よろづ相談所奨学金受領者 

 平成 28年度天理よろづ相談所奨学金受領者は表 26 の通りであった。 

表 11 平成 28年度天理よろづ相談所奨学金受領者 

 新規 継続 

看護学科 75 名 214 名 

臨床検査学科 18 名 84 名 

 

２） 平成 28年度天理よろづ相談所貸費受領者 

 平成 28年度天理よろづ相談所貸費受領者は表 27の通りであった。 

表 12 平成 27年度天理よろづ相談所貸費受領者 

 新規 継続 

看護学科 33 名 79 名 

臨床検査学科 4 名 27 名 

 

３） 平成 28年度学生支援機構奨学金受領者 

 平成 28年度学生支援機構奨学金受領者は表 28の通りであった。 

表 13 平成 28年度学生支援機構奨学金(一種)受領者 

 新規 継続 

看護学科 5 名 69 名 

臨床検査学科 10 名 30 名 

 

表 14 平成 28年度学生支援機構奨学金(二種)受領者 

 新規 継続 

看護学科 9 名 28 名 

臨床検査学科 4 名 15 名 

 

４） 平成 28年度奈良県看護師等修学資金受領者 

 平成 28年度奈良県看護師等修学資金受領者は表 29 の通りであった。 

表 15 平成 28年度奈良県看護師等修学資金受領者 

 新規 継続 

看護学科 8 名 7 名 
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５． 生活支援 

１） 学生相談室 

学生が健康管理や外部カウンセラーに相談するための状況を把握し連携を密にした。 

２） 健康管理 

専任の健康管理担当者をおき、感染症の抗体検査や予防接種に関する年間計画を作成し、天理よろづ相

談所病院との連携をとりながら、学生の健康管理を行った。 

３） 安全な学生生活に関する研修 

「自転車安全講習会」「薬物乱用防止」の講習会の開催及びパンフレットの配布によりマナーや安全対策

の向上、危険ドラッグに関する意識が高まった。学生相談室や健康管理室との連携により学生の様々な悩

みや健康面に対応した。 

 

６． キャリア進路支援 

１） 就職支援 

(1) 就職先の情報収集および広報活動 

＜看護＞天理よろづ相談所病院への就職が大多数であるため、病院が主催する就職説明会で主な情報収集

ができていた。（6 月） 

＜臨床検査＞ 次年度の活動のための情報収集を行った。マイナビを積極的に利用した。 

(2) （学生への就職の情報の提供                                        

＜看護＞ 

・ 天理よろづ相談所病院の就職試験について，助産師資格目的の進学予定者に対しても，卒後に入職

する条件のもとに採用試験の出願が認められた。（6 月） 

・ 「就活ハンドブック」試作版を用いて，事務局による就職活動の指導が行われた。 

・ 就職後の卒業生から，体験談を募った。 

＜臨床検査＞ 就職担当教員（米田）が集約した。 

(3) 就職試験の指導 

・ キャリアシートの作成 

＜看護＞面接マナーについて周知した。  

＜臨床検査＞ 就職担当教員（米田）が個別指導を行った。今後の就活ハンドブックの改善を目的に、教

員個々の要望を収集した。 

(4) 研修会 

・ 専門業者「マイナビ」による講習会開催 

・ 「マイナビ」アンケートの報告 

(5) 就職先の見学・説明会、インターンシップへの参加 

＜看護＞H28.6 月 7 日 13：00－16：00 

 天理よろづ相談所病院看護部による就職説明会（外来診療棟５F 講堂）が開催され，4 回生がほぼ参加

した。 

＜臨床検査＞ 就職担当教員（米田）が個別対応した。兵庫県県職員の分は調整した。チューターが個々

の学生の就職先希望を把握すると共に、就職先へのアポイントや見学を積極的に後押しした。 
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２） 国家試験対策 

 

表 16 平成 28年度 4回生 看護師国家試験模擬試験等の実施一覧 

 

 

【看護学科】 

(1) 全員合格を目指すための指導体制 

 e ラーニング・Webの活用、学生（各回生の国家試験委員）と教員（各回生チューター）との連携 
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  グループ学習用の演習室を事務と連携をとって優先使用とした（12 月より）。"   

(2) 模擬試験の実施 

 模擬試験の年間計画を立て実施した（表 16）。  

 後期の初めに、支援計画についてオリエンテーションし、成績低迷者は、准看護師試験の本学受験枠 7

名を大学が指定して受験させる旨、学科長が説明を加えた。 

(3) 国試対策教材の充実 

・ メビウス教育研究所による講座に、4回生 56人が受講した（11月 15日実施）。また、エルゼビア・

ナーシングサポートの Webを活用した模試には、午前 13 人、午後 19 人が参加した（12月 8 日実施）。 

・ 国試問題集の選定 

 問題集の選定と購入勧奨について、ポータルで国国家試験対策プロジェクト（二十軒）が、4回生

に通知し、参考書・問題集の販売を神陵文庫に依頼した結果、42名が購入した（6 月 11日）。 

(4) 模擬試験終了後の自己採点結果の集約、自宅受験者への対応及び模擬試験結果の分析と解説を国家試験

対策プロジェクトが行った（詳細は別記）。また、苦手克服対策の提案、低得点、成績低迷者には、国

家試験対策プロジェクトと 4 回生チューターが個別指導を担当した。 

(5) 第 106回看護師国家試験日：平成 29年 2月 19日（日）、合格発表 3月 27日（月） 

 学習支援課長が会場下見にゆき、2 月 17 日受験表配布字に追加説明、諸注意を伝えた。同日、国家試

験プロジェクト委員他教員も出席し参加し、学長、学部長応援メッセージを送った。   

（6）奈良県准看護師試験の出願：平成 29年 1月 6日(金) 

 平成 28年 12 月の国試模試終了後、模擬試験の成績不振者に対し准看護師試験の出願を伝達。12/26付

で保証人宛にも協力依頼文書を発送。出願当日は 4名の学生を出願会場に引率するなどし、既卒者を含む

計 8名が出願。(後日 1名は留年のため出願取消。）これらにより、看護師国家試験に安心して臨める態勢

を整えた。" 

【臨床検査学科】 

4 回生対象に計 16回の国家試験模試を実施した。 

第 1回模試 第 60 回国家試験改変問題（4月 16 日） 

第 2回模試 微生物国家試験過去問 100問題（5月 17 日） 

第 3回模試 免疫学国家試験過去問 100問題（5月 28 日） 

第 4回模試 臨床化学国家試験過去問 100問題（6月 11 日） 

第 5回模試 血液学国家試験過去問 100問題（6月 25 日） 

第 6回模試 免疫学国家試験過去問 100問題（5月 28 日） 

第 7回模試 教員作成問題 200 問題（8月 12日） 

第 8回模試 医歯薬出版全国模試①（9月 10日） 

第 9回模試 教員作成問題 200 問題（10 月 17日） 

第 10 回模試 医歯薬出版全国模試②（11月 12日） 

第 11 回模試 検査教育協議会作成問題Ａ （12月 12 日） 

第 12 回模試 医歯薬出版全国模試③ （1月 7日） 

第 13 回模試 検査教育協議会作成問題Ｂ （1月 23日） 

第 14 回模試 教員作成問題 200問題 （2 月 4日） 
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第 15 回模試 教員作成問題 200問題 （2 月 10日） 

第 16 回模試 第 62回国家試験問題 （2月 17日） 

第2回～第6回までは、主要5科目を1科目ずつ集中して学習できるスケジュールにし、いずれの試験

においても総合点を通知するだけではなく、各分野の正解率を算出し学生に通知した。また第6回模

試を終了時点で、正解率が4割を超えない学生については、夏休み期間を利用し補講を行った。補講

は7月27日～9月13日まで計27回行った。10月以降はグループ学修を取り入れ、学生同士が過去問を

解きながら互いに教え合う形で取り組んだ。 

 

７． 学生の課外活動 

１） 学生自治会 

学生委員会を通して、天医祭や事務職員や学生自治会が中心となった校内美化に向けた清掃活動の

支援を行った。また、卒業生の同窓会設立に向けての支援も行った。 

２） 天医祭 

本学学生の自治会主催の学祭「天医祭」が平成 28 年 10 月 22 日（土）午前 10 時から午後 5時 30分に

開催された。参加者数は、本学学生約 300 名で、学生の友人や一般の参加者あ約 550名であった。内容は、

学習発表会（看護学科：高齢者体験、妊婦体験、健康診断、手欲・足浴、臨床検査学科：輸血、血液、病

理組織、呼吸検査、尿一般検査、超音波検査、心電図、生化学、微生物）、献血、サークル活動紹介であ

った。催し物として、漫才ライブ、バンドやダンスのステージ、模擬店などを行った。 

３） クラブ活動・同好会活動 

 今回は新たなクラブ及びサークルはなかったが、天医祭等に参加するなど活発になるように支援した。 

 

８． 特色ある事業の取り組み 

１） こどもおぢばがえりひのきしん支援 

看護学科救護ひのきしんの参加学生の募集を行い、参加人数は１回生 43 名、２回生 36 名、３回

生 25名、４回生 3名の、計 109名であった。 

臨床検査学科ひのきしんの参加学生の募集を行い、参加人数は１回生 22 名、２回生 26 名、３回

生 22名、４回生 1名の、計 71名であった。 

救護ひのきしんは、10日間の期間中の救護取扱い件数は 3,536件（内係員救護件数 726件）で、

内病院受診数は 144件(内係員受診件数 79件)、入院件数は 11件であった。 

 

９．  点検評価 

１） 修学支援 

(1) 学生委員会 

学生面談の情報がチューター以外にも反映及び共有された。意見交換会により学生の要望や様々

な問題点が把握できた。 

(2) チューター会議 

前期と後期のチューター全体会議により学生面談の情報が各学科、各学年のチューター間で共有化され、

問題を抱えた学生の早期発見と早期解決ができた。 
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(3) 基礎学力教育プロジェクト 

H27年度新 1回生に対して基礎学力試験（数学・生物・化学・英語）を実施し、成績一覧表を掲示

し、補習授業への参加を促したが、学力の低いものの受講が十分得られなかった。。 

２） 特待生制度 

 特待生制度の規定の成績評価について前年度履修科目の GPA が 3.60 以上としたため、看護学科２回生

と３回生および臨床検査学科３回生には該当者なしとなった。 

３） 奨学金 

 看護学科および臨床検査学科ともに大多数の学生が天理よろづ相談所奨学金を受領している。 

４） 生活支援 

(1) 学生相談室 

学生相談室と健康管理室の連携により学生の様々な悩みや健康面に対応した。。 

(2) 健康管理 

感染症の抗体検査や予防接種、天理よろづ相談所病院との連携をスムーズにし、学生健康管理データの

管理を行った。 

(3) 安全な学生生活に関する研修 

自転車安全講習会」「薬物乱用防止」の講習会の開催及びパンフレットの配布によりマナーや安全

対策の向上、危険ドラッグに関する意識が高まった。 

５） キャリア進路支援 

(1) 進路支援 

・ 就職先の情報収集および広報活動 

両学科とも就職・進学の案内などを綴り所定の場所で公開し、学生がいつでも閲覧できるようにし

た。 

・ 学生への就職の情報の提供・指導 

今年度の就職活動に対して，昨年度から引き続き一定のフォーマットが定着したことから，本学オ

リジナルの「就活ハンドブック」の作成が提案された。「H28 年度試作版」そして「平成 29 年度版」

の完成に至り，次年度から 3 回生，4回生への配布の実施をできることは今後の就職・進学活動に十

分役立てることが可能になった。卒業生からの就活体験談を募り，その情報を「就活ハンドブック」

に掲載したことから、より実際的な情報を提供することが出来た。 

・ 就職試験の指導 

面接のマナーなどについて「就活ハンドブック」をもとに，視覚的な例をもって説明できた。 

・ ＜臨床検査＞ 過去の受験生の情報があるものは希望者に個別指導した。 

・ 研修会 

「マイナビ」を利用することで専門的な指導ができた。 

・ 就職先の見学・説明会、インターンシップへの参加 

＜看護＞天理よろづ相談所病院以外の就職希望者については学生自身が個別に情報を収集し、施設

見学、就職説明会へ参加した。 

＜臨床検査＞教員による個別相談を行なった。 

・ 同窓会との連携は特に無かった。 
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・ 本学学生の多くが多種多様な奨学金等を活用して修学していることから，就職後の返還について経

済的な側面も含めた生活設計や将来像を学習させる取り組みが必要であることがわかった。 

(2) 国家試験対策 

・ 本年度は国家試験プロジェクトの立ち上げ初年度であるため、よろづ相談所病院就職試験への情報

提供となる学力試験、各回生の国家試験対策について前年度からの変更点を検討し、各回生のチュ

ーターと連携しながら活動した。 

・ 模擬試験の計画・実施については、学生国家試験委員とのミーティングを設け、日程や模試に関す

る情報提供 などについての意見交換会を設けた。また、 授業進度や就職試験を踏まえて模擬試験

の年間計画を立て、各回生のチューターらが分担して行えるように試験監督者を計画して実施した

が、各模試を担当する教員の人数やその時の業務量などを考慮して担当教員の人数を決めていくこ

とが課題となった。 

・ 国試対策プロジェクトの担当者が、業者の有料ゼミナールの紹介、国試問題集等の選定を行い希望

者には業者による販売日を設け問題集の購入ができるように計画をし、全員の学生が足並みを揃え

て取り組むことができるように意識づけを行った。また、メビウス教育研究所による講座参加者は、

国試プロジェクトからのアナウンスにより大半の学生が出席した。 

・ 国試対策プロジェクトが中心になり、模擬試験結果の分析と解説を行った。低得点、成績低迷者へ

は学科長（委員長）が個人面接を行い学習状況の確認と学習支援を行い保護者への協力依頼文書を

郵送するとともに、4回生のチューターが当該学生への個別指導を行った。今後も引き続き、4回生

への学習状況の確認 と学習支援が重要であるが、学生が主体的に取り組むことができるようにチュ

ーターとのきめ細かい連携が必要である。 

・ 全員国家試験に合格に向けて、事務局との連携と学生の自主性を伸ばすことができる教員の関わり

について方針を決め、国試対策に取り組めるように検討する必要がある。 

６） 学生の課外活動の支援 

(1) 学生自治会 

学生自治会の活動が円滑にできるように支援できた。 

(2) 天医祭 

 学生自治会の天医祭実行委員(献血活動も含む)に対して企画・運営・実施が円滑に運用できるよ

うに支援できた。 

(3) クラブ活動・サークル活動 

 「クラブ活動に関する規約」と「サークル活動に関する規約」が制定され、円滑なクラブ活動・サーク

ル活動ができる環境を整えた。弦楽器サークルが承認され、活動を開始した。 

７） 特色ある事業の取り組み 

(1) こどもおぢばがえりひのきしん支援 

オリエンテーションは予定どおり実施できたが、救護ひのきしんへの２回生、３回生の参加が予

定より少なかった。また、４回生は実習と重なったために多くの参加は困難であった。臨床検査学

科のひのきしんには、１回生～３回生から多くの参加が得られた。４回生は国家試験の準備等があ

り、多くの参加が得られなかった。 
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１０． 将来に向けた発展方策 

１） 学生支援方針 

チューター活動を活発化させ、学生委員会、科目担当教員、事務局、教務委員会、各学科長と連携を取

りながら、健康管理の指導し、学生の健康の維持・増進を図る、また、キャリア支援委員会の活動を就職・

進学に絞り込み、国家試験対策についてはそれぞれの学科の国家試験対策プロジェクトをおいて支援する

こととした。 

２） 修学支援 

(1) 学生委員会 

定期的なチューター会議を開催し、チューターとの連携を密にする。また、健康管理担当者・カウンセ

ラーとの情報交換しながら、学生の抱える問題の早期発見や対応を検討する。 

(2) チューター会議 

 年間３回（年度初め、前期終了時期、後期終了時期）、学年学科ごとに担当チューターが学生と面接を

行う。学生の出欠状況や成績等の情報を集約し、担当学生の状況を把握する。問題発生の兆しがあるある

いは問題があると判断される場合は、関係者会議を開催し対応を検討する。 

(3) 基礎学力教育プロジェクト 

基礎学力試験の生物、化学、数学の成績が不良の学生を対象とした補習授業を行う。英語については、

英語Ⅰを初級クラスから発展クラスまでクラス別に構成し、本人の希望を勘案して指導していく。 

３） 特待生制度 

 待生制度のもとで 2 回生から４回生までの特待生の選考を行う。 

４） 奨学金 

 留年で奨学金が停止し、退学により直ちに返済が必要になることを周知する。 

５） 生活支援 

(1) 学生相談室 

 健康管理担当者・カウンセラーとの情報交換しながら、学生の抱える問題の早期発見や対応を検

討する。 

(2) 健康管理 

健康管理担当者・カウンセラーとの情報交換しながら、学生の抱える問題の早期発見や対応を検討する。 

(3) 学生生活に関する研修 

大学生としての自覚ある行動、社会人としての人格陶冶を目指した接遇・マナー、禁煙促進、不法行為

防止の講習会を開催する。 

６） キャリア進路支援 

(1) 進路支援進路支援 

就職ガイダンスの実施・キャリアシートの活用・「マイナビ」（専門業者）を活用した説明会の開催を行

う。 

就職説明会および求人情報の案内・よろづ相談所病院による就職説明会開催（看護）・よろず相談所病

院および本学教員による連携にて適宜個別指導（臨床検査）を行っていく。 

キャリアシートに加え、本学オりジナルの「就活ハンドブック」を作成する。 

(2) 国家試験対策 
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国家試験全員合格のための意識つくり、模擬試験の実施、グループ学習の推進、知識の整理のた

めの補講、国試に対する取り組みが積極的でない学生については個別指導を行う。 

７） 学生の課外活動の支援 

 自治会役員や天医祭実行委員長の相談を受け、事務と共同して教職員との調整等を行う。また、学習環

境を整えるための清掃が積極的に実施されるように、事務や自治会等との連携を密にする。クラブ活動や

サークル活動、サークル設立申請に関する審議を行う。また、その他に学生から出された企画に関しての

対応を検討する。 

８） 特色ある事業の取り組み 

(1) こどもおぢばがえりひのきしん支援 

 看護部との連絡調整を行い、学生募集を行い、学生配置を決定する。学生のオリエンテーション

を行う。救護技術講習会（日赤主催）の参加への斡旋、学内における救護研修開催する。関連行事

（誓いの集い、感謝の集い、救護所の撤収）への学生の参加を促し、ひのきしん当日に教員等が巡

回を行う。 

 

第８章 研究活動・環境整備 

 

１． 研究活動 

１） 教員等の研究業績 

平成 28年度の教員等の研究業績（論文）は表 17 に、教科書・教材は表 18に、学会発表は表 19に示す。

詳細は平成 28年度研究業績（添付資料２）に示す。 

 

表 17 平成 28年度の教員等の研究業績（論文） 

  筆頭著者 責任著者 共同著者 

原著論文 
英文 2 3 11 

邦文 9 1 5 

総説 
英文 0 − 0 

邦文 6 − 1 

その他論文 
英文 0 − 1 

邦文 6 − 10 

著書 
英文 0 − 1 

邦文 4 − 3 

 

表 18 平成 28年度に教員等が作成した教科書・教材 

  主執筆 編集 分担執筆 

教科書・教材 
英文 0 0 0 

邦文 3 1 2 
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表 19 平成 28年度の教員等の学会・研究会発表 

  主発表者 発表指導者 共同発表者 

学会・研究会

発表 

国際 3 5 2 

全国規模 20 17 15 

地方 31 1 4 

 

２） 個人研究助成 

① 個人研究費 

 各教員の学術研究を支援するため、個人研究費（天理よろづ相談所学園個人研究費支給細則第３条第１

項）を下表の通り 4月に配分した。 

 

表 20 個人研究費の配分金額 

職位 教授 准教授 講師 助教 助手 

配分金額 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 

 

② 評価分研究費 

評価分研究費については、業務評価システムに入力された教育研究活動のポイントから、表 21 のよう

な配分をおこなった。 

表 21 評価文研究費の配分額 

ポイント 教員人数 配分額（万円） 

未入力等 6 0 

1〜100 6 5 

101〜200 2 10 

201〜300 3 15 

301〜400 1 20 

401〜500 5 25 

501〜600 8 30 

601〜700 3 35 

701〜 11 40 

 

３） 学内共同研究助成 

① 共同研究助成制度の運営 

  天理医療大学医療学部共同研究助成募集要項に従って、公募・審査・採択を行った。 

 共同研究助成の公募と申請書類の受付期間：平成 28年 7月１日〜8月 30日 

 共同研究助成申請書の審査期間｛共同研究審査会（学長直属組織）にて審査｝：平成 28 年 9月１日〜   

9 月 20日、最終審査：平成 28 年 9月 30 日 

 採択交付の通知：平成 28年 10 月 3日 

② 共同研究助成の採択状況 
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  本年度採択された課題は、表 22の通りである。 

 

表 22 平成 28年度共同研究助成金採択者一覧 

主任研究者 共同研究者 研究課題 
新規・ 

継続 

金井 恵理  
チオレドキシンを用いた新たな人酸化ストレス評

価方法の確立と抗がん剤有害事象予測因子の検討 
新規 

畑中 徳子  
検査データの信頼性確保と有効な追加検査を行う

ためのロジックツリー開発 
新規 

長野広大 次橋幸男 
若手内科医が在宅副主治医として地域医療をサポ

ートするためには 
新規 

稲本 俊  
口腔内のチオレドキシン（TRX）の病態生理に関す

る研究 
新規 

櫻井 進  
加速度センサー搭載身体活動計を用いた身体活動

量評価のための基礎的研究 
新規 

米田 孝司  

微量・高感度プロテインチップ技術を活用したア

レルゲン特異 IgE抗体測定の新しい網羅的診断に

関する研究 

新規 

戸田 好信  
ヒト組織における ABCA1.ABCA7 蛋白の作用機序の

解明 
新規 

山本 慶和  自動分析装置の検査データの信頼性保証の確立 新規 

山口真有美 林 みよ子 救急病棟における継続看護の実際 新規 

 

③ 平成 27年度共同研究の最終報告 

八木美智子  ルーブリックを用いた臨地実習評価法の確立 

戸田 好信 ヒトアルツハイマー病、アルツハイマー病モデルマウスにおける神経細胞、グリア細

胞の動態、ABCA7蛋白発現に関する研究 

岡田 光貴 S100 タンパク質によるマクロファージ活性化シグナル伝達経路の解析 

池本 正生 S100 タンパク質の遺伝子組み換えタンパク質を用いたマクロファージにおけるオート

クライン的情報伝達システムの解析 

米田 孝司 微量・高感度プロテインチップ技術を活用したアレルゲン特異 IgE 抗体および Fcε

RI-IgE複合体の新しい網羅的診断に関する研究 

山口 真有美 救急病棟における継続看護の認識と実践 

金井 恵理 チオレドキシンを用いた新たなヒト酸化ストレス評価方法の確立と、抗がん剤有害事象

予測因子の検討 

近藤 明 PIVKA-Ⅱ産生量に影響を及ぼす種々の要因分析 
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２． 研究のための外部資金 

１） 科学研究費補助金 

① 科学研究費補助金の採択状況 

 平成 28年度科学研究費補助金の採択状況は表 23の通りであった。 

 

表 23 平成 28年度科学研究費補助金採択者一覧 

教員名 助成事業 
新規／

継続 
研究課題 役割 

金井 恵理 
基盤研究

（C） 
継続 

がん化学療法におぇる心筋ミトコンドリアとオー

トファジーの制御による心不全治療開発 
研究代表者 

金井 恵理 
基盤研究

（C） 
継続 

新規ミトコンドリア蛋白による心筋アミノ酸代謝

制御の解明と心不全治療への応用 
連携研究者 

金井 恵理 
基盤研究

（C） 
継続 

網羅的マイクロＲＮＡ発現解析を用いたクルクミ

ンの新たな抗腫瘍機序の解明 
分担研究者 

櫻井 進 
基盤研究

（Ｃ） 
新規 

高圧空気カプセルによる心身の健康効果に関する

臨床研究 
研究代表者 

岩本 淳子 基盤研究Ｃ 継続 
病床の明るさが高齢者の病院内転倒に及ぼす影響

に関する前向きコホート研究 
研究代表者 

岩本 淳子 
挑戦的萌芽

研究 
継続 

医療者教育における反転授業を活用したアクティ

ブラーニングの実践と評価 
分担研究者 

岩本 淳子 基盤研究Ｂ 継続 
光曝露がサーカディアンリズム関連疾患に及ぼす

影響に関する縦断研究 
連携研究者 

戸田 好信 基盤研究 S 継続 
コレステロール恒常性の鍵を握る ABC蛋白質の作

用機序解明 
分担研究者 

堀江 修 基盤研究Ｃ 新規 
ラオスの伝統的民謡を活用したヘルスプロモーシ

ョンモデルのタイ肝吸虫症対策への応用 
分担研究者 

堀江 修 
挑戦的萌芽

研究 
継続 

エボラ出血熱や急性熱性感染症の制御を目指した

放射温度計による発熱判定基準の構築 
研究代表者 

堀江 修 基盤研究Ｃ 継続 
サーモグラフィを看護業務に応用するための画像

転送および判定システムの開発 
分担研究者 

林 みよ子 基盤研究 C 継続 
脳卒中患者の家族介護者に対する在宅支援介入プ

ログラムに関する研究 
研究代表者 

小川 朋子 
若手研究

（Ｂ） 
新規 

新人看護師の学習意欲に影響を与える因子に関す

る縦断的調査 
研究代表者 

小川 朋子 
挑戦的萌芽

研究 
継続 環境看護学分野における患者支援理論の開発 研究協力者 

岡本 響子 基盤研究Ｃ 継続 ひきこもり者の高齢の親が抱える問題の抽出と支 研究代表者 
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援に関する質的研究 

岡本 響子 
挑戦的萌芽

研究 
継続 

保育士のリアリティショックの測定尺度開発と早

期退職を防ぐプログラムの提案 
分担研究者 

高橋 晶 基盤研究Ｃ 新規 
高齢者入居施設における疼痛教育プログラムの開

発 
分担研究者 

高橋 晶 基盤研究Ｃ 新規 
ひきこもり者の高齢の親が抱える問題の抽出と支

援に関する質的研究 
分担研究者 

高橋 里沙 基盤研究 C 継続 
精神科看護師の怒りの体験－怒りを鎮静化する方

略選択の心理過程の解明 
分担研究者 

高橋 里沙 基盤研究 C 継続 
ひきこもり者の高齢の親が抱える問題の抽出と支

援に関する質的研究 
分担研究者 

 

２） その他の外部研究助成金および奨学寄付金 

 平成 28年度におけるその他の研究助成は１件、奨学寄付金は 3件が受入れられた（表 24、25）。 

表 24 平成 28年度におけるその他の研究助成金受入一覧 

教員名 助成事業 
新規／

継続 
研究課題 役割 

増谷弘 
京都大学コアステー

ジバックアップ研究費 
新規 

Txnipによる tumor metabolismの解明とケ

ミカルバイオロジー 
研究代表者 

 

表 25 平成 28年度における奨学寄付金受入一覧 

教員名 寄付者 研究課題 金額 

金井 恵理 
協和発酵キリン研

究助成 
がん化学療法における心筋障害の解明 500,000 

小松 方 
公益財団法人黒住

医学研究振興財団 

アフィニティークロマトグラフィーを用いた臨床分離株

からのＩＭＰ－１型カルバペネマーゼの精製法およびマ

トリックス支援レーザー脱離イオン化法を用いたＩＭＰ

－１の迅速同定法の開発 

900,000 

中村彰浩 
公益信託臨床検査

医学研究振興基金 

MALDI-TOF MS を用いた ESBL 産生 Escherichia coli 

B2-ST131クローンのバイオマーカー探索とそのプロテオ

ミクス解析 

700,000 

 

３． 教員の表彰等 

 平成 28年度に教員等が受けた表彰等を表 26に示す。 
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表 26 平成 28年度教員等が受けた表彰等 

教員名 表彰の種類 表彰課題 授与日 

畑中 徳子 
日臨技学術奨励賞

優秀演題賞 
消化機能評価のための簡易便中脂肪定量法とその活用 2016/9/2 

小松 方 学術奨励賞 第 32 回緒方富雄賞 2016/11/27 

 

４． 研究環境の整備 

１） 動物実験委員会関連 

(1) 動物実験実績 

実験件数 3件（ラット30匹 マウス10匹） 

(2) 実験動物管理者、実験実施者および飼養者の教育訓練 

講習会；平成29年3月6日 

(3) 動物舎の使用状況とメインテナンス作業 

 飼育；ラット30匹 マウス10匹 

メインテナンス；空調、清掃など 

２） 遺伝子組換え実験委員会 

(1) 遺伝子組換え講習会 

平成28年12月12日（月）：遺伝子組み換え実験の安全性に関する講習会 

 

５． 学術講演会等の開催 

１） 研究倫理啓蒙 

 8月24日（水）研究倫理審査委員会との共催で行い、研究倫理の啓蒙を目的として開催した。 

２） リトリートプログラム 

平成 28年 8 月 23日、2 月 28日 2回に分けて天理医療大学リトリート 2016 を開催した。ポスター発表

が 2回合わせて 45 演題あり活発な議論が交わされた。 

３） 研究発表会 

平成 28年 8 月 26日（金）共同研究助成成果発表会を開催した。 

４） 各学科主催のセミナー 

臨床検査学科対象講演会：平成 28年 8 月 24日（水） 

「次世代シーケンサーの原理と応用」 イルミナ株式会社 片桐氏 

看護学科対象講演会：平成２８年 8 月 24日（水） 

「外部資金獲得の方法とコツ」看護学科 林みよ子 

 

６． 図書館・学術サービス 

 最新看護索引 Web 

 文献情報データベースの「最新看護索引 Web」を新規契約した。 

 蔵書点検 

平成 28年 8 月 29日(月)～9 月 2 日(金)の間、西側書庫（約 14300冊）の蔵書点検を行った。 
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７． 平成 29年度新規事業申請 

 図書委員会関連の新規事業として、大学内の遊休場所として、5階和室、食堂、調理実習室、渡り

廊下、学生ホール奥など）をあげて、これらの場所を利用し電子書籍・電子ｼﾞｬｰﾅﾙ・e-learning な

どの閲覧を行えるための設備要求（電子図書館構想）を作成し提出した。 

 

８． 紀要の編集・発行 

天理医療大学紀要 Vol.4 2016 および Vol.5 2017 を発行した。 

 

９． 研究倫理審査 

(1) 研究倫理審査委員会 

 本学で行われる研究についての研究倫理審査委員会による倫理審査活動を通して、研究倫理の遵守の

徹底を図る。平成 28年度は、研究倫理委員会を表 27 に示す日程で開催した。 

表 27 研究倫理委員会の開催日と議題 

回数 実施日 出席委員 議題 

第 1回 平成 28年 4 月 19日（火） 8 名 倫理審査 2件 

第 2回 平成 28年 5 月 25日（水） 8 名 倫理審査 3件 

第 3回 平成 28年 6 月 25日（水） 9 名 倫理審査 2件 

第 4回 平成 28年 8 月 9日（火） 8 名 倫理審査 2件 

第 5回 平成 28年 9 月 27日（火） 8 名 倫理審査 1件 

第 6回 平成 28年 10月 19 日（水） 8 名 倫理審査 1件 

第 7回 平成 28年 11月 21 日（月） 8 名 倫理審査 2件 

第 8回 平成 28年 1 月 17日（火） 8 名 倫理審査 1件 

第 9回 平成 28年 3 月 14日（火） 8 名 倫理審査 1件 

 

(2) 審査を行った研究課題 

 米田 孝司（医療学部臨床検査学科教授）：微量・高感度プロテインチップ技術を活用したアレ

ルゲン特異 IgE 抗体および FcεRI-IgE複合体の新しい網羅的診断に関する研究 

 櫻井 進（医療学部臨床検査学科教授）：弱高圧空気健康器具を用いた場合の一定運動負荷後の

血中乳酸値および各種感覚機能の変動に関する臨床研究 

 近藤 恵（医療学部看護学科講師）：医療職を目指す学生を対象とした演劇的手法を用いた教育

プログラムの効果に関する研究 

 堀江 修（医療学部臨床検査学科准教授）：末梢血細胞障害関連因子の計測を用いた移植後 GVHD

と GVL効果の鑑別検査法の開発 

 櫻井 進（医療学部臨床検査学科教授）：味覚検査における閾値変動に関する臨床研究（苦味味

質液を最後に実施することの妥当性） 

 櫻井 進（医療学部臨床検査学科教授）：各種感覚検査における閾値変動に関する臨床研究（滞

在環境の気圧による影響）  
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 小川 朋子（医療学部看護学科助教）：新人看護師の学習意欲に与える因子に関する縦断的調査 

 畑中 徳子（医療学部臨床検査学科講師）：検査データの信頼性確保と有効な追加検査を行うた

めのロジックツリー開発 

 林 みよ子（医療学部看護学科教授）：脳卒中患者の在宅移行に向けた家族支援に関する看護師

の認識と実践 

 次橋 幸男（医療教育・研究センター特任講師）：救命救急士が実施する心肺蘇生における肘正

中皮静脈路確保の有効性 

 櫻井 進（医療学部臨床検査学科教授）：加速度センサー搭載身体活動計を用いた身体活動量評

価のための基礎的研究 －特に装着期間の短縮に関する研究－ 

 江南 宣子（医療学部看護学科教授）：女子大学生の喫煙による妊娠への影響に対する認識の実

態  

 

１０． 点検評価 

１） 研究環境整備 

① 個人研究費及び評価分研究費 

本年度の評価分研究費は業務評価に基づき、配分した。 

② 学内共同研究助成 

本年度は、学内共同研究助成の課題 8件が応募され、学内共同研究助成審査委員会の審議を経た後、全

課題が採択された。 

③ 外部研究助成金 

平成 28 年度の科学研究費補助金の新規採択件数は 4 件であり、研究代表者として 2 件、共同研究者と

して 2件であった。その他の研究助成金として 1 件採択され、奨学寄付金は 3件受け入れた。 

④ 外部の研究者の受け入れ（特別研究員制度） 

外部の研究者（特別研究員）を適切に受け入れることができた。 

２） 図書館・学術サービス 

 文献情報データベースの「最新看護索引 Web」を新規契約し、文献検索の充実を図れた。 

３） 新規事業 

 新規事業として電子図書館構想を提出した。 

４） 紀要の編集・発行 

 第 4巻（平成 27 年度）と第 5巻(平成 28年度)の発行を行った。 

５） 研究倫理審査 

 研究倫理審査委員会に提出された研究課題は適切に審査された。 

 

１１． 将来に向けた発展方策 

１） 研究環境の整備 

① 個人研究費及び評価分研究費 

個人研究費及び評価分研究費の配分を検討し、適切に配分する。 

② 外部研究助成金 
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 文部科学省科学研究費の申請等の競争的研究助成金の獲得を引き続き個別に支援する。 

③ 教員等の学位取得のための支援 

 教員等が学位取得のために大学院へ進学することを支援する。 

④ 研究環境の整備 

教員等の研究環境を整備する。 

⑤ 学術講演会の開催 

来年度も看護学科と臨床検査学科において、それぞれ講演会を開催する予定である。 

⑥ 理医療大学リトリートの開催 

研究発表会と合わせ、天理医療大学リトリートとして複数回に分けて開催する。 

⑦ 外部の研究者の受け入れ（特別研究員制度） 

特別研究員の申請があった場合には適切に審査を行う。 

２） 図書館・学術サービス 

① 図書館資料の充実を図る 

② 学生用資料の充実を図る 

③ 文献検索システムの充実を図る。 

④ 文献管理システムを導入する 

⑤ ラーニング・コモンズの設置を計画する。  

３） 紀要の編集・発行 

「天理医療大学紀要」の投稿受付、査読、編集等を行い、第 6 巻を発行する。 

４） 研究倫理審査 

 次年度の提出された研究課題について適切な倫理審査を行う。 

 

第９章 社会連携・社会貢献 

 

１． 社会との連携協力 

１） ＮＰＯ法人等の活動 

 平成 28年度の教員等のＮＰＯ法人等の活動は表 28 の通りである。 

表 28 平成 28年度のＮＰＯ法人等の活動 

教員名 法人名 役割 

松井 利江 NPO法人ニューマン理論・研究・実践研究会 委員 

稲本 俊 日日本バイオストレス研究振興アライアンス 役員 

稲本 俊 日本バプテスト医療団 役員 

櫻井 進 天理市高齢者元気創出プロジェクト 委員 

岩本 淳子 日本健康教育士養成機構 東京会議 委員 

三浦 康代 認知症を予防する地域ボランテイアの養成事業 その他 
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２） ボランティア活動等 

平成 28年度の教員等のボランティア活動は表 29の通りである 

表 29 平成 28年度のボランティア活動 

教員名 事業名 

山西 八郎 大臨技献血活動 

三浦 康代 橿原市個人情報保護条例審議会 

三浦 康代 大和高田市男女共同参画審議会 

岡本 響子 いなほの会（不登校親の会） 

岡本 響子 ひきこもり親の会 

 

２． 教育研究成果の社会への還元 

１） 学会等における活動 

(1) 学会・研究会の役員 

教員等が平成28年度に学会・研究会の役員を務めた件数を表30に示す。 

  表30 平成28年度学会・研究会の役員の件数 

学会・研究会

の規模 

役職 

理事 評議員 監事 顧問 幹事 その他 

国際 0 1 0 0 0 0 

全国規模 5 16 1 1 3 7 

関西圏 6 5 0 0 6 4 

 

また、学会・研究会の実務委員を務めた件数を表31に示す。 

表31 平成28年度学会・研究会の実務委員の件数 

学会・研究会の規模 
役職 

委員長 委員 その他 

国際 0 0 0 

全国規模 3 20 2 

関西圏 3 13 0 

 

(2) 学術雑誌・学会抄録の査読 

 学術雑誌の論文査読を表32のようにおこなった。また、9名の教員等が11の学会・研究会の抄録査読を

行った。 

表32 平成28年度学術雑誌の論文査読 

  国際誌 国内紙 

雑誌数 12 7 

査読論文数 30 22 
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(3) 学術雑誌の編集協力 

 5名の教員等が5つの学術雑誌の編集に協力した。 

(4) 国家試験・OSCE・CBT等 

 3名の教員等が6件の国家試験模擬試験等の作成にに協力した。 

(5) その他の医療機関・教育機関、団体が開催する講演会・講習会の講師 

 表33に示すように複数の教員が講演会・研修会・セミナー等を運営し、講師や座長を務めた。 

表33 平成28年度講演会・研修会・セミナー等の運営・講師・座長 

  講演会・研修会・セミナー（件） 教員等（名） 

運営 0 0 

講師 55 13 

座長 9 2 

 

２） 国・自治体への協力 

 表34のような国・自治体への協力を行った。 

 

  表34 平成28年度国・自治体への協力 

教員名 国・自治体 事   業 

金井 恵理 京都府 京都府難病審査委員 

金井 恵理 京都府 京都府感染症対策委員 

金井 恵理 京都府 京都府 C 型肝炎対策委員 

金井 恵理 京都府 京都府衛生検査制度管理専門家会議委員 

金井 恵理 京都市 京都市衛生検査精度管理専門家会議委員 

 

３） 学外者の指導・助言等 

 表35に示すような学外者への指導・助言、医療活動を行った。 

表35 平成28年度学外者の指導・助言、医療活動 

  担当施設数 担当教員数 

看護協会・検査技師会等での指導 1 1 

医療機関・検査機関等での指導 6 3 

医療活動 8 6 

 

３． 点検評価 

１） 社会との連携協力 

 教員等は 6件の NPO 法人等の活動を行い、5 件のボランティア活動を行った。 

２） 教育研究成果の社会への還元 
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 学会等における活動では、国際学会の役員を１件、全国の規模の学会・研究会の役員は延べ33件、関西

圏の学会・研究会の役員は21件務めた。学会・研究会の実務委員は、全国規模の学会・研究会で25件、関

西圏の学会・研究会の16件を合わせて41件であった。学術雑誌の論文査読は国際誌12誌で30件、国内誌7

誌で22件行い、比較的幅広く学会・研究会の活動に協力していた。また、国・地方自治体への協力では、

京都府の委員会の委員などを務めていた。 

 

４． 将来に向けた発展方策 

１） 社会との連携協力 

 教員等の NPO 法人等の活動やボランティア活動を積極的に支援して行く。 

２） 教育研究成果の社会への還元 

 学会・研究会の活動への協力を積極的にできるように支援して行く。また、国・地方自治体からの要請

があれば、積極的に活動に参加できるように支援して行く。 

 

 

第１０章 管理運営・財務 

 

１． 管理運営 

１） 審議会  

(1) 運営審議会 

大学の円滑な運営を行えるように、大学の予算、施設環境、広報、ファカルティデベロップメント（FD）、

安全管理等に関わる諸事項について所管の委員会・会議・プロジェクトから報告を受け、審議し、該当す

る委員会・会議・プロジェクトに必要な指示を行った。 

(2) 教育・研究審議会 

大学における教育・研究活動が適切かつ円滑に実施できるように大学の教育･研究、学生支援、入試等

に関わる諸事項をについて所管の委員会・会議・プロジェクトから報告を受け、審議し、該当する委員会・

会議・プロジェクトに必要な指示を行った。 

(3) 点検・評価審議会 

大学の事業が適切に行われるように大学の採用する教員等の審査、研究倫理審査、人権およびハラスメ

ントに関する活動そした自己点検評価に関わる業務について、所管の委員会から報告を受け、審議し、該

当する委員会に必要な指示を行った。 

２） 学長、学部長、学科長の選任と任務 

(1) 学長 

大学の業務全体を統括するとともに、医療教育・研究センターのセンター長を兼務し、教養教育・基礎

教育の充実を図った。また、教職員をまとめ、大学の運営上で発生した問題に対処した。 

(2) 学部長 

医療学部をまとめ、学長を補佐し、いくつかの委員会・会議・プロジェクトの委員長を務め、学部の教

育・研究の充実を図るとともに医療学部の運営上で発生した問題に対処した。 

(3) 学科長 
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両学科の学科長はそれぞれの看護学科及び臨床検査学科をまとめ、学長・学部長を補佐し、各学科の運

営上発生した諸問題、特に個別の学生の抱える問題の対応にチューターとともにあたった。 

３） 審議会・委員会・会議。プロジェクトの運営 

(1) 審議会・委員会・会議・プロジェクトの組織構成 

 運営審議会および所管する委員会・会議・プロジェクト 

情報セキュリティ委員会を設置した。また、教員等の退職と着任に伴う委員の変更を行った。 

 教育・研究審議会および所管する委員会・会議・プロジェクト 

カリキュラム改正プロジェクトを設置した。 

キャリア支援委員会から国家試験対策の業務を分離して、国家試験対策プロジェクト（看護学科・臨

床検査学科）を設置した。 

教員等の退職と着任に伴う委員の変更を行った。 

 点検・評価審議会および所管する委員会 

教育研究評価委員会を廃止した。 

教員等の退職と着任に伴う委員の変更を行った。 

(2) 審議会・委員会・会議・プロジェクトの開催 

審議会・委員会・会議・プロジェクトの開催回数は表 39 の通りであった。 

表 39 平成 28年度委員会・会議の年間開催回数 

委員会・会議 
開催

回数 
委員会・会議 

開催

回数 

運営審議会 11  基礎学力教育プロジェクト 11 

予算委員会 6 キャリア支援委員会 3 

IT 環境整備・拡充会議 5 看護学科国家試験対策プロジェクト 5 

広報委員会 11 研究委員会 11 

将来計画委員会 0 動物実験委員会 0 

教員・教育組織能力開発委員会 12 遺伝子組換え実験安全委員会 0 

安全管理委員会 10 図書委員会 5 

情報セキュリティ委員会 2  入試委員会 5 

宣誓式プロジェクト 15  入試管理会議 5 

おぢばがえりひのきしん支援プロジェクト 1  大学入試センター試験実施委員会 5 

 公開講演会実行プロジェクト 7 点検・評価審議会 8 

教育・研究審議会 17 教員等審査委員会 8 

教務委員会 15 自己点検評価実施委員会 9 

看護学科実習調整会議 12 研究倫理審査委員会 9 

カリキュラム改正プロジェクト 6  人権委員会 9 

 学生委員会 10  ハラスメント対策委員会 9 

 チューター会議 3    
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２． 事務組織 

１） 目標 

本学における学生支援、教育研究支援、経営支援などを行うために、内部連携を高め機能的な事務組織

を整備する。また、事務職員は大学運営に必要な事務能力の向上のため、専門知識と技能を身につける。 

２） 現状説明 

(1) 事務組織 

 職員数：事務職員 14名、司書 3名、用務員 3名 

 大学事務局には学生支援課、学術情報課及び就職・渉外課を配置し職務にあたった。 

(2) 教学組織との関係 

３つの審議会や各委員会に委員・書記として出席し、情報の共有を図るとともに、適宜  補足説明を

行い教学運営の連携を図っている。 

(3) 学校法人との関係 

本学と学校法人理事会の関係は、学長・学部長が常務理事の任で、事務局長が理事の任で、事務局次長

が評議委員の任で理事会と評議員会に出席する。事務組織として法人経営の基本事項・決定・承認事項に

対して意見を具申するとともに、学内組織への周知徹底を行っている。 

(4) 事務組織の役割 

大学運営に関して、調査･分析・企画・立案やその実施等について重要な役割を担っている。現状では

理事会・評議員会・審議会・各委員会などに出席し、重要事項の実施を検討しつつ業務にあたっている。 

 学内諸会議の対応、行事や式典の準備・運営、研究費の管理と執行調整等 

 労務管理、教職員の福利厚生等 

 予算、決算、会計と経理 

 施設設備等の点検、学内清掃、情報システムの管理 

 教務事務、奨学金、学生保健 

 入学者選抜、オープンキャンパス、広報活動等 

 図書館司書業務、紀要発行など 

キャリア支援活動の諸調整と就職活動における事務レベルでの支援 

 

３． 財務 

１） 平成 27年度決算 

 平成 28年度の収入合計は 864,952,881 円で、その内、借入金等収入が 120,000,000 円であった。 

 平成 28年度の支出合計は 821,126,655円で、その内、借入金等返済支出が 130,000,000円であった。 

 平成 28年度の次年度繰越資金は 89,467,271 円となった。 

２） 平成 29年度予算案 

(1) 平成 29年度委員会・会議・プロジェクト予算案 

平成 29年度委員会・会議・プロジェクトの予算案の総額は、63,779,000 円となった。（平成 28年度は

73,651,000 円） 

(2) 平成 29年度科目別予算案 

平成 29年度の科目別予算案の事業費の総額は、総合基礎および共通専門基礎科目 1,730,000 円、看護



 86 

専門科目 3,651,000 円、臨床検査専門科目 9,062,000 円、計 14,443000 円となった。（平成 28 年度は、

総合基礎および共通専門基礎科目 2,007,000 円、看護専門科目 947,000 円、臨床検査専門科目 

10,301,000 円、計 13,255,000 円） 

 平成 29 年度の非常勤講師・ゲストスピーカー・ＴＡについての予算案の総額は総合基礎および共通

専門基礎科目 5,100,000 円、看護専門科目 1,311,000 円、臨床検査専門科目 5,600,0000 円、計 12,011,000

円となった。（平成 28 年度は、総合基礎および共通専門基礎科目 9.366.000 円、看護専門科目 958,000

円、臨床検査専門科目 3,412,000 円、計 13,736,000 円） 

(3) 平成 29年度委員会・会議・プロジェクトの新規事業予算案 

合計５件の新規事業が申請されたが、実習調整会議から提出された「看護臨地実習・非常勤講師雇用促

進プロジェクト」は、経常的な経費であり、非常勤講師等の雇用の予算で対応することとなった。 

 残り４件の新規事業は以下の通りである。 

① 自己点検評価実施委員会：教育研究評価システムカスタマイズ（104万円） 

② IT 環境整備・拡充会議：LMS に連結するポートフォリオシステム（300万円） 

③ 医療教育・研究センター：授業の動画配信（115万円） 

④ 図書委員会：大学内の休遊場所を利用した学習設備を備えた電子図書館の設置（129万円） 

(4) 平成 29年度予算 

平成 29 年度予算の収入合計は 736,410,000 円で、その内、天理よろづ相談所病院からの補助金が

20,000,000 円、私立大学等経常費補助金が 45,500,000 円であった。 

 平成 29年度予算の支出合計は 736,410,00 円で、その内、予備費が 37,840,000 円であった。 

 

４． 点検評価 

１） 管理運営 

(1) 審議会 

大学の教育・研究に関わる業務について、各審議会がその役割に応じて案件を審議・決定し、適切な管

理運営を行うことができた。医療教育・研究センターを設置し、総合基礎科目と共通専門基礎科目の円滑

な運営と教育内容の向上を図ることができた。大学の現状を分析し、問題点を洗い出し、それを解決する

ための方策を集中的に検討することが必要である 

(2) 学長、学部長、学科長の選任と任務 

 学長はリーダーシップを発揮して教員をまとめ、大学運営において発生した諸問題に適切に対処し

た。 

 学部長は医療学部をまとめ、学長を補佐し、学部運営において発生した諸問題に適切に対処した。 

 学科長は、それぞれの学科をまとめ、学長・学部長を補佐し、学科運営において発生した諸問題に

適切に対処した。 

(3) 委員会・会議の運営 

各委員会・会議は適切に運営され、上位の審議会の指示を受けて、それぞれが所掌する大学業務の計画･

立案を行い、適切に業務を行った。 

２） 事務組織 

 大学事務局は、完成年度以降、学生支援課、学術情報課及び就職・渉外課において学生数の増加などよ
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り業務量が増える中で、各職務を着実に推進していく。また、完成年度を超え、大学事務局として統一し

た組織体制を構築していく。 

３） 財務 

(1) 平成 27年度決算 

平成 27 年度で４学年の学生が揃ったため、収入と支出はほぼバランスがとれる状態に近づいたが、繰

り越し資金が 28,347,877 円にまで減少した。平成 28 年度は私学助成金の収入が期待され、それにより収

支バランスはプラスになると考えられる。 

(2) 平成 29年度予算案 

 平成 29年度委員会・会議・プロジェクトの予算案の総額は、平成 28 年度に比べ 144 万円増加した。 

 平成 29年度の科目別予算案の総額は、平成 28年度に比べて 323万円増加した。 

 平成 29 年度のゲストスピーカー・ＴＡについての予算案の総額は、平成 28 年度に比べて 176 万円

減少した。 

 平成 28年度は申請された委員会・会議・プロジェクト新規事業は、平成 27年度では予算化されず、

引き継いだものが２件、新たなものが２件申請された。 

(3) 平成 29年度予算 

平成 29 年度予算の収入は、平成 28 年度の借入金が私立大学等経常費補助金に変った形となり、平成

28 年度とほぼ同じ金額となった。なお、平成 28年度の私立大学等経常費補助金の増額支給分は計上して

いない。支出は人件費と借入金支出が減少し、平成 28 年度より 2700 万円減少した。 

 

５． 将来に向けた発展方策 

１） 管理運営 

(1) 審議会の運営 

 大学の現状を分析し、問題点を洗い出し、それを解決するための方策を集中的に検討することを将来計

画委員会が担うこととする。 

(2) 学長、学部長、学科長の選任と任務 

 学長はリーダーシップを発揮して教員をまとめ、大学の理念に基づいた大学運営を行い、その発展

に努める。 

 学部長は医療学部をまとめ、学長を補佐し、大学の理念に基づいた学部運営を行い、その発展に努

める。 

 学科長は各学科をまとめ、学長・学部長を補佐し、大学の理念に基づいた学科運営を行い、それぞ

れの学科の発展に努める。 

２） 事務組織 

大学事務局は、完成年度以降、学生支援課、学術情報課及び就職・渉外課において学生数の増加などよ

り業務量が増える中で、各職務を着実に推進していく。 

３） 財務 

 委員会・会議・プロジェクトの活動をより活性化するように平成 30年度委員会・会議・プロジェク

ト予算案をまとめる。 

 平成 30 年度に計画されているカリキュラム改正に対応できるように平成 30 年度科目別予算案をま
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とめる。 

 教育・研究活動をより活性化するための平成 30年度委員会・会議・プロジェクト新規事業の申請を

促す。 

４） 中長期的な施設整備計画の策定 

 完成年度以降の中期的な施設整備計画を策定した。 

５） 適正な事業運営の推進 

(1) 教職員間の情報と認識の共有 

 教職員間の情報共有が可能なシステムの円滑な運営を進め、一斉メール配信などを用いて教職員間で必

要な情報がより速やかに伝達できるよう推進していくとともに、医療学部会議などを通して、諸問題や課

題に関する認識の整合を図っている。 

(2) 大学の事業、経営状態についての情報公開 

 大学の事業、経営状態に関する情報について、法令等に照らし合わせて現在の大学に求められる情報を

速やかにホームページ等で公開している。 

委員会活動の充実 

第１１章 安全管理 

 

１． 防災・防犯 

１） 防火・防災避難訓練 

(1) 防火避難訓練 

 防火訓練を平成28年5月4日に実施した。５階食堂付近から出火（スモークジェット使用）で講堂から入

口からと、舞台裏からの二手に分かれてグランドに避難した。354名の参加があった。避難する際には、

できるだけ火元から遠い階段を使用すること、避難経路について、再度確認が必要であること、避難する

際は、一酸化炭素中毒にならないためにハンカチで口鼻を押さえること、日頃から、避難経路や消化器、

消火栓の在処を確認しておくことなどが公表時の話題として上がった。今回の訓練では講堂でマイクを使

用中は、学内一斉放送が流れないことが判った。これは、講堂の放送設備が独立しているためで、次年度

からは、講堂では火災発見者が大声で火災発生を通報するように周知することにした。また、学生玄関か

らブリッジ下を通過して避難した学生がいた。誰かが誤った経路で避難した際に後続の者が何も考えずに

続いてしまったことから、訓練の際に避難経路の再確認が必要と考える。 

(2) 地震による大規模災害訓練 

 平成28年11月1日（火）災害伝言ダイヤル体験（1年生）、防災避難訓練（1、2年生合同）を実施した。

看護学科3年生は臨地実習期間中であるため、多くの教員が参加できず、安全管理委員会のメンバ－で対

応した。（災害伝言ダイヤルの訓練日は全国一律で、教員の動きに応じて訓練日を変更することは不可能

である）。2年生は欠席者はなく、積極的な避難訓練を行っていたが、1年生は24名が欠席し、積極的に参

加する学生と講義では机に伏せるなど態度が不良の学生まで参加意欲に温度差があった。しかし、全体的

には、自分の安全は自分が守らないといけないことを学んだ、地震が実際に起きたとき、何を優先的にす

べきなのかを実際体験した教員から聞くことができてよかったなどの意見が多数寄せられていることか

ら防災や減災の意識向上に寄与できたと考える。 

２） 災害対応マニュアル 
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 防災時の対応はこれまでにも学修ガイドへ掲載されていたが、家庭用マニュアルの様式に近いものであ

ったことから、今年度を通じて本学仕様の「防災ガイドブック」の作成に取り組んだ。現在、災害対策室

防災隊長の「はじめに」の原稿ができあがり、編集作業が進んでいる。今後は、一部の委員から未提出の

原稿を編集し、次年度4月の運営審議会へ提出する予定である。「防災ガイドブック」は年度内に完成で

きなかったことは残念であるが、「防災ガイドブック」の発行を見越して「学習ガイド」の防災範囲を大

幅にカットできることになった。 

 災害時の教職員の安否確認の集団として、一次避難所（調整池）で、学生及び教職員の安否確認の作業

を行う。この安否確認の手段・手順で安否確認ができない教職員がいる場合は、救助の対象と判断し、学

内および校舎の周辺を探索する。並行して教職員の大学への登校・出勤の有無を確認する。それでも所在

が不明の場合は、サイボーズ、ページング、出勤のタイムカード等で確認する場合があるとし、運営審議

会で承認された。これにより、ページング、タイムカードは、きちんと使用するよう周知した。 

３） 災害対策組織 

 事務局職員と当該委員会委員が中心となって班員を構成し、運営審議会で承認された。これにより班員

の役割が明確になり、スムーズな対応ができるようになった。組織図は「防災ガイドブック」へ掲載する。 

４） 安全管理のための巡視 

 敷地内禁煙の徹底及び大学周辺での喫煙については、巡視により問題になることはなかった。研

究棟西側にオートロック錠が設置された。また、廊下および姿見にガラス飛散フイルムが設置され

たことから、予算計上に伴う事業をすべて完了した。 

 駐輪場整備は運営審議会でも検討されたがこれ以上の対応は無理であるが、駐輪場拡大について

は事務局で検討中である。講堂２階席の消化器の位置が分かりづらいという意見を受けて点検整備

を行った。B 棟小教室の不衛生な学習環境が指摘されていただが、学生委員会が中心になって学生

自治会へ働きかけ清掃活動を促している。安全管理委員会ではどのように改善するか今後の経過を

観察することにした。以上より、学校の安全対策の整備は寿所に整備されつつあると評価できる。 

５） 病原微生物の保管・管理マニュアル、爆発物の原料となり得る化学物質・劇毒物の保管・管理 

 対象となる劇毒物、病原微生物は年に２回チェックし事務に報告されている。その後文科省へ届出して

いるが全然管理について見直しの連絡はいただいていない。次年度は管理責任者の変更により今年度の活

動が継続できるようにマニュアルの追加修正を行う。 

 

２． ハラスメント対策 

ハラスメント対策としては、学内掲示用ポスターを作成し、教職員及び学生へ相談に応じることを周知

した。 

学内において、教職員用にハラスメントについて具体的な事例や対策について講師を招いて相談員研修

会を開催し、教職員のハラスメントに対する意識を高め、予防に努めた。 

今年度は学生からのハラスメント相談が2件あり、委員会で検討しながら対応した。相談員による相談、

委員会において対処方法の検討を行いながら対応した結果、問題解決をした。 

 

３． 点検評価 

１） 防災・防犯 
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(1) 防火・防災避難訓練 

 講堂で一斉放送を行う際の問題が明らかになり、当日のうちに改善することができた。警報から避難開

始まで時間がかかりすぎた点について、警報から避難開始までの時間を短縮することを目標にした避難訓

練を実施することが課題となった。講堂でマイクを使用中は、学内一斉放送が流れないことが判った。こ

れは、講堂の放送設備が独立しているためで、次年度からは、講堂では火災発見者が大声で火災発生を通

報するように周知することにした。また、学生玄関からブリッジ下を通過して避難した学生がいた。誰か

が誤った経路で避難した際に後続の者が何も考えずに続いてしまったことから、訓練の際に避難経路の再

確認が必要と考える。 

 学生アンケートには、「自分の安全は自分が守らないといけないことを学んだ」、「地震が実際に起き

たとき、何を優先的にすべきなのか、実際体験した教員から聞くことができてよかった」などの意見が多

数寄せられていることから防災や減災の意識向上に寄与できたと考える。 

(2) 病原微生物の調査 

 病原微生物の調査は様式に基づいて実施し、文科省へ報告した。「爆発物の原料となり得る化学物質」

「劇毒物の保管・管理」について、一斗缶の保管場所や劇毒等使用に関する作業手順を呈示できなかった

ので来年度の課題とする。廃棄の取り決めに関しては手つかずの状態である。 

(3) 防災マニュアルの作成 

 大学独自の「防災ガイドブック」を予定通り編集し、まもなく刊行する。 

４） ハラスメント対策 

 ポスターを見て相談員を選択し相談した学生がいたので、ポスターの効果はあったものと考える。相談

員メンバーの変更に応じてポスターを変更する必要がある。 

 次年度も夏季に開催される研修会に参加し、ハラスメント対応の知識をもった相談員の増加を目指す必

要がある。 

 ハラスメント相談に適切に対処し、調査委員会開催までに至ることはなかった。男性委員が少数のため、

女性からのハラスメント相談があった場合、毎回同一の男性相談員が相談に応じることになるため、男性

相談員の増員を希望する。相談員の人数が少ないため、過去に相談員講習会を受講した教職員に相談員と

して活動を依頼する。 

 

４． 将来に向けた発展方策 

１） 防災・防犯 

(1) 防火・防災訓練 

 防災や減災の意識向上に寄与する防災訓練を今後も実施する。 

伝言ダイヤルを試用可能な日（毎月1日と15日）に訓練日を設ける。 

２） 安全管理 

(1) 安全巡視 

学内の危険個所や不適切な労働および学生の学習環境を早期に発見し、安全性と作業効率の高い職場環

境および学習環境づくりを目指すことを目的に今後も定期的に職場巡視を実施し対策を講じる。今年度は

予算の都合で飛散防止フィルム貼用を見送ったが、来年度以降は危険度に応じて優先順位を決め対策を検

討する。 
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(2) 「爆発物の原料となり得る化学物質」「劇毒物の保管・管理」 

 来年度の課題として劇毒物関連を中心に廃棄の実態調査を行い、廃棄処理の対処方法(使用目的、使用

者、廃棄成分、廃棄日などの記載)を確立し、公費購入分・研究費購入分に分け、容器を別にし、内容物

が確認出来るよう管理シールを貼付することや保管場所を決める事とする。  

３） 人権問題への対応 

人権委員会では、各種ハラスメント、ドメスティックバイオレンス防止への啓蒙活動がさらに推進する

ことを目的として下記の活動を行う。 

(1) ポスター及びチラシ 

各種ハラスメント対策としての A3・A4 サイズ判のポスターを作成し、廊下などに常時掲示するように

した。 

(2) 研修会及び講演会の開催 

研修会と講演会の企画及び講師の人選をできるだけ早く行い、講師の都合も考慮してその日程を計画す

る。 

４） ハラスメント対策 

(1) 相談窓口者及び相談員について 

   相談員の人数を順次増やしていく。  

(2) 相談員の研修  

新たな相談員の研修を行う。 

(3) 相談窓口（電子メールアドレス・BOX）および相談窓口担当者の周知 

相談窓口・相談窓口者を学生へ周知することを目的にポスターを作成し、継続した啓蒙活動および広報

活動を行う。 

(4) 「ハラスメントの防止などに関する規則」「ハラスメント防止等のためのガイドライン」について  

ハラスメントの事案が発生した際のフローチャート、ハラスメント防止に関する規則とガイドライン

の運用と妥当性を確認する。 

(5) 面談内容を記載する記録用紙について 

 新たな記録用紙の運用と妥当性を確認する。 

 

 11月に安全管理のための巡視を行い、今後の巡視のための基準を作成した。 

 

第１２章 内部質保証 

 

１． 自己点検評価 

１） 自己点検評価の方針 

 委員会・会議・プロジェクトの平成 28年度活動報告をもとに、自己点検評価を行い、平成 29 年度活動

計画を将来に向けた発展方策として記載し、PDCA サイクルが機能していることを評価する。 

２） 自己点検評価の評価項目の設定 

「大学基準協会」の基準に沿った自己点検評価項目に、学生の成績評価と進級・卒業・就職・進学状況

を加えて、１教育・研究の理念・目的、２教育研究組織、３教員・教員組織、４教育内容・方法・成果・
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環境整備、５学生の成績評価と進級・卒業・就職・進学状況、６学生の受け入れ、７学生支援、８教育研

究等環境、９社会連携・社会貢献、１０管理運営・財務、１１安全管理、１２内部質保証の１２項目とす

る。 

３） 自己点検評価実施の情報収集と編集 

平成 28 年度の自己点検評価の教育活動と学務活動は、委員会・会議・プロジェクトから提出された平

成 28 年度の活動報告と平成 28 年度活動計画から情報を収集し、教員等の研究と学外活動は業務評価シス

テムに報告されたものから情報を収集した。また、事務の活動については事務局から情報を得た。これら

を自己点検評価実施委員会で編集をした。 

 

２． 点検評価 

 業務評価システムへの教育・研究活動の入力と内容の確認に時間がかかったこと、委員会・会議・プ

ロジェクトの活動報告の内容が不足していたために、情報の再収集が必要となったため、情報収集に手

間取り、報告書（年報）の取りまとめが遅れた。 

 

３． 将来に向けた発展方策 

１） 自己点検評価の方針 

自己点検評価を委託する第三者認証評価機関は大学基準協会とし、大学基準協会の基準に従って毎年、

自己点検評価の情報の収集方法を整え、不備な点を洗い出し、改善する方策（PDCA サイクル）を確立さ

せて、平成 29年度の自己点検評価を行う。 

２） 自己点検評価実施の情報収集と編集 

 委員会・会議・プロジェクトから提出された活動報告と活動計画の内容を充実させるために、活動報告

と活動計画にそれぞれの委員会・会議・プロジェクトが担当する業務の項目を設定し、それについての活

動報告と活動計画の報告を求めることを徹底する。 

３） 平成 29年度自己点検評価（年報）の作成 

平成 29年度自己点検評価の結果を平成 28年度の年報として編集・発行し、学生や適当な施設に配布す

るとともに、ホームページ上に掲載する。 

４） 大学評価の準備 

平成 30年度に大学基準協会による大学評価を受ける準備を行う。 
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総合基礎 生命と科学 講義 必修 必修 101 61 60% 4.0 2.6 4.0 3.9 3.8 3.4 3.9 3.7 3.7 3.9 3.8 3.7 3.9 3.9 4.0 3.8

総合基礎 生物学･遺伝学 講義 選択 選択 98 59 60% 4.3 3.3 4.3 4.3 4.5 4.4 4.5 4.6 4.6 4.6 4.2 4.2 4.5 4.4 4.4 4.6

総合基礎 化学 講義 選択 選択 未実施

総合基礎 環境とくらし 講義 選択 選択 81 56 69% 3.7 3.0 3.8 4.0 4.0 3.9 4.1 4.0 4.0 4.0 3.6 3.6 4.0 3.9 3.9 4.2

総合基礎 医療の歴史と現在 講義 選択 必修 95 50 53% 4.1 3.2 4.1 4.1 4.2 3.9 4.2 4.1 4.0 4.2 3.7 3.9 4.0 4.1 4.1 4.1

共通専門 医療概論 講義 必修 必修 101 50 50% 3.8 2.4 4.0 4.0 3.6 3.5 3.8 3.5 3.6 3.9 3.2 3.3 3.6 3.5 3.8 4.2

共通専門 生化学 講義 必修 必修 101 49 49% 3.8 2.8 4.2 3.6 3.1 2.9 3.8 3.4 3.4 3.9 3.7 3.3 3.1 4.0 3.8 4.3

共通専門 体のしくみと疾病の成り立ちⅠ 講義 必修 必修 101 52 51% 3.8 3.1 3.9 4.0 3.3 3.2 3.9 3.7 3.5 3.8 3.6 3.4 3.5 3.8 3.9 4.2

検査専門 臨床検査学序説 講義 必修 22 12 55% 3.6 2.3 4.1 3.9 3.8 3.8 3.5 3.9 3.5 3.8 3.2 3.3 4.0 4.2 3.7 3.9

検査専門 尿一般検査学 講義 必修 未実施

総合基礎 英語Ⅰ Reading, Writing 演習 必修 必修 101 57 56% 4.2 3.9 4.0 4.0 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 3.9 4.4 4.2 4.3 4.2 4.1 4.4

総合基礎 人間関係とコミュニケーション 演習 必修 必修 101 64 63% 4.0 2.9 3.8 3.9 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0

総合基礎 フレッシュマン･セミナー 演習 必修 必修 101 61 60% 4.0 3.2 3.5 3.6 3.8 3.8 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7 3.6 3.9 4.0 3.8 4.1

総合基礎 情報科学演習Ⅰ(基礎) 演習 必修 必修 回答なし

共通専門 感染とその防御 演習 必修 必修 101 69 68% 4.2 3.5 4.2 4.3 4.2 4.1 4.2 4.2 4.1 4.2 3.8 3.9 4.1 4.1 4.1 4.2

看護専門 共通基盤看護学概論Ⅰ 演習 必修 79 47 59% 4.2 3.7 4.2 4.3 4.1 3.9 4.1 4.3 4.0 4.1 4.1 3.9 4.1 4.2 4.0 4.2

看護専門 実践基礎論Ⅰ 演習 必修 79 49 62% 4.4 4.2 4.1 4.3 4.0 3.9 4.1 3.3 3.5 4.1 3.9 3.8 3.7 4.0 4.0 4.0

検査専門 血液検査学Ⅰ 演習 必修 22 13 59% 4.3 3.5 4.5 4.5 4.1 3.6 4.3 4.2 4.2 4.5 4.4 3.9 4.0 4.5 4.2 4.5

検査専門 医動物検査学 演習 必修 22 14 64% 4.3 3.4 4.2 4.1 4.0 3.8 4.3 4.4 4.2 4.3 4.0 3.9 3.9 4.3 4.2 4.2
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量

記録
物の
指導

カン
ファレ
ンス

安全
の配
慮

シラ
バス

実習
環境

総合基礎 医療実践基礎実習 実習 必修 必修 101 74 73% 4.6 3.5 4.4 4.6 4.6 4.1 4.3 4.3 4.3 4.4 4.2 4.1 4.1 4.4 4.3 4.5

検査専門 臨床検査基礎実習Ⅰ 実習 必修 22 9 41% 4.2 3.2 4.0 4.4 4.0 3.8 4.0 4.1 4.1 3.8 4.0 4.0 3.8 4.1 4.1 4.4

検査専門 臨床検査基礎実習Ⅱ 実習 必修 22 15 68% 4.5 4.2 3.5 4.0 4.5 3.8 4.0 4.0 4.0 3.7 3.3 4.2 4.1 4.3 4.1 4.6

区分
看護
学科

授業全体について

回答
率

授業への取り組み 教育内容・方法

実習科目

講義・演習科目

臨床
検査
学科

履修
者数

回答
者数
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総合基礎 宗教と科学 講義 必修 必修 未実施

総合基礎 心理学 講義 必修 必修 101 10 10% 3.6 2.7 3.9 3.9 4.2 3.9 3.9 4.3 4.2 4.1 3.8 3.8 4.2 4.1 3.8 4.1

総合基礎 法律とくらし 講義 選択 選択 未実施

共通専門 栄養学 講義 必修 必修 未実施

共通専門 薬理学Ⅱ 講義 必修 選択 未実施

共通専門 体のしくみと疾病の成り立ちⅣ 講義 必修 必修 101 12 12% 4.1 2.8 3.8 3.8 3.8 3.7 4.1 4.1 4.1 4.4 3.7 3.6 3.8 3.8 4.1 4.3

共通専門 体のしくみと疾病の成り立ちⅤ 講義 必修 必修 101 14 14% 3.6 2.9 4.1 3.6 3.5 3.4 3.9 3.6 3.5 3.7 3.6 3.1 3.4 3.7 3.9 4.1

看護専門 老年看護学概論 講義 必修 70 1 1% 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0

看護専門 母性看護学概論 講義 必修 回答なし

総合基礎 相互扶助論Ⅰ 演習 必修 必修 101 13 13% 3.9 2.5 3.3 3.4 3.6 3.2 3.3 3.6 3.4 3.5 4.1 3.6 3.8 3.7 3.8 4.2

看護専門 実践基礎論Ⅲ 演習 必修 未実施

看護専門 共通基盤看護学実践論Ⅰ 演習 必修 未実施

看護専門 広域発展看護学概論 演習 必修 70 9 13% 3.3 3.4 4.0 3.6 3.4 3.4 3.3 3.3 3.1 3.0 3.6 3.3 3.4 3.8 3.7 3.9

検査専門 病理組織検査学 演習 必修 31 9 29% 4.2 3.2 4.6 4.2 4.2 4.2 4.6 4.3 4.3 4.4 4.1 3.3 4.1 4.4 4.3 4.6

検査専門 臨床化学検査学各論Ⅰ 演習 必修 31 16 52% 3.5 2.8 4.0 3.6 4.0 3.8 4.1 3.0 3.7 4.1 3.9 3.3 3.9 4.3 4.0 4.4

検査専門 微生物検査学各論Ⅰ 演習 必修 31 7 23% 4.1 3.9 4.4 4.3 4.1 3.9 4.4 4.6 4.4 4.6 4.0 3.9 4.1 4.3 4.4 4.4

検査専門 生体機能検査学各論Ⅰ（呼吸） 演習 必修 31 1 3% 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0

検査専門 生体機能検査学各論Ⅱ（循環） 演習 必修 31 3 10% 4.0 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.3 4.0 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0

検査専門 生体機能検査学各論Ⅲ（神経） 演習 必修 31 1 3% 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

検査専門 生体機能検査学各論Ⅳ（画像） 演習 必修 31 1 3% 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

検査専門 免疫検査学 演習 必修 31 30 97% 3.5 2.4 3.9 3.6 3.7 3.4 3.7 3.7 3.7 3.5 3.7 3.4 3.7 4.2 4.1 4.3
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看護専門 共通基盤看護学実習Ⅰ 実習 必修 70 12 17% 4.6 4.7 4.3 4.4 4.5 4.3 4.3 4.3 4.5 4.3 4.0 4.5 4.1 4.7 4.5 4.5

検査専門 血液検査学実習 実習 必修 31 4 13% 4.0 4.0 4.3 4.3 3.5 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.8 4.3 4.3 4.3 4.3

回答
者数

講義・演習科目

区分
看護
学科

臨床
検査
学科

履修
者数

実習科目

回答
率

授業への取り組み 教育内容・方法 授業全体について
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平成28年度前期３回生 授業評価アンケート

授業科目の名称
授業
形態

意欲 予習 復習
興味
関心

教育
内
容・
方法
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度
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マ

話し
方

授業
内容
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質
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疑問
授業
の進
行

学習
環境

シラ
バス

授業
開
始・
時間

共通専門 社会福祉原論 講義 必修 選択 未実施

検査専門 検査機器学 講義 必修 33 1 3% 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

総合基礎 相互扶助論Ⅱ(援助･支援関係形成演習) 演習 選択 選択 未実施

看護専門 共通基盤看護学実践論Ⅲ 演習 必修 74 7 9% 4.6 3.6 4.6 4.6 3.7 4.0 4.6 4.1 4.6 4.7 4.3 4.3 4.0 4.3 4.6 4.3

看護専門 小児看護学実践論Ⅰ 演習 必修 74 6 8% 4.2 4.2 4.5 4.5 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.0 4.0 4.2 4.2 4.2 4.2

看護専門 精神看護学実践論Ⅰ 演習 必修 74 6 8% 4.0 3.4 4.2 4.2 3.8 3.8 4.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 3.4 4.0 3.8

看護専門 老年看護学実践論Ⅱ 演習 必修 74 2 3% 4.0 2.0 4.5 3.5 4.0 4.0 3.5 4.0 4.0 3.0 4.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0

看護専門 母性看護学実践論Ⅱ 演習 必修 未実施

看護専門 小児看護学実践論Ⅱ 演習 必修 74 4 5% 3.0 2.8 3.0 3.3 3.0 3.3 4.5 4.5 3.0 4.0 3.3 2.8 3.3 3.3 4.3 4.5

看護専門 精神看護学実践論Ⅱ 演習 必修 74 5 7% 3.2 2.8 3.4 3.2 3.4 3.4 3.2 3.4 3.0 3.4 3.8 3.4 3.6 3.8 3.8 4.2

看護専門 広域発展看護学実践論Ⅱ 演習 必修 74 4 5% 4.0 3.3 4.3 3.8 4.0 4.0 4.0 3.8 3.5 3.8 3.8 3.8 3.3 3.8 4.0 4.0

検査専門 病理学Ⅱ 演習 必修 33 5 15% 3.8 3.4 4.0 4.0 4.2 4.2 4.4 4.2 4.4 4.2 4.0 4.0 4.4 4.6 4.2 4.6

検査専門 放射線同位元素検査学 演習 必修 33 1 3% 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

検査専門 輸血・移植検査学 演習 必修 未実施

検査専門 検査精度保証学 演習 必修 33 18 55% 3.8 2.8 3.7 3.8 3.9 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 3.8 3.6 3.7 3.8 3.8 4.1
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看護専門 共通基盤看護学実習Ⅲ 実習 必修 74 18 24% 4.8 4.7 4.8 4.8 4.8 4.6 4.4 4.3 4.4 4.3 3.8 4.2 4.2 4.6 4.2 4.4

検査専門 病理組織検査学実習Ⅱ 実習 必修 回答なし

検査専門 微生物検査学実習 実習 必修 未実施

検査専門 分子生物学実習 実習 必修 未実施

検査専門 輸血・移植検査学実習 実習 必修 回答なし

区分
看護
学科

臨床
検査
学科

授業全体について

講義・演習科目

実習科目

履修
者数

回答
者数

回答
率

授業への取り組み 教育内容・方法
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平成28年度前期・通年４回生 授業評価アンケート

授業科目の名称
授業
形態

意欲 予習 復習
興味
関心

教育
内
容・
方法

難易
度

テー
マ

話し
方

授業
内容

授業
資料

質
問・
相談

疑問
授業
の進
行

学習
環境

シラ
バス

授業
開
始・
時間

総合基礎 政治経済とくらし 講義 選択 必修 未実施

看護専門 災害看護論　 講義 必修 回答なし

看護専門 国際看護論　 講義 必修 76 10 13% 4.0 3.7 4.0 4.5 4.2 4.1 4.2 4.4 4.1 3.9 4.0 3.8 4.1 3.7 4.0 4.3

看護専門 看護生涯学習論　 講義 必修 76 9 12% 3.2 2.8 3.9 3.4 3.4 3.4 3.6 3.7 3.2 3.0 3.4 3.1 3.7 3.2 3.7 3.9

看護専門 がん看護論 講義 選択 75 19 25% 4.2 3.7 4.5 4.5 4.1 3.9 4.4 4.4 4.3 4.6 4.1 4.1 4.0 4.1 4.2 4.4

看護専門 パブリックヘルスケア論　 講義 選択 58 2 3% 3.5 2.0 3.0 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.0 4.5

看護専門 ウィメンズヘルスケア論　 講義 選択 未実施

看護専門 看護管理論 講義 必修 76 11 14% 3.3 2.5 3.5 3.1 3.0 2.8 3.5 3.4 2.9 3.4 2.9 3.1 3.0 3.3 3.6 3.3

看護専門 看護研究演習Ⅰ 演習 必修 未実施

検査専門 臨床病理学総論Ⅰ 演習 必修 未実施

検査専門 検査管理学総論 演習 必修 未実施

検査専門 臨床研究論セミナー 演習 選択 29 1 3% 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

検査専門 医用基礎工学 演習 必修 29 2 7% 4.0 3.0 5.0 4.0 5.0 4.5 5.0 4.5 5.0 5.0 4.0 3.5 4.5 5.0 5.0 5.0
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看護専門 母性看護学実習 実習 必修 未実施

看護専門 老年看護学実習Ⅰ 実習 必修 77 12 16% 4.4 4.2 4.0 4.5 4.5 4.2 4.3 4.3 4.6 4.2 4.2 4.6 4.5 4.6 4.3 4.3

看護専門 老年看護学実習Ⅱ 実習 必修 77 11 14% 4.8 4.5 4.7 4.5 4.3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.7 3.9 4.3 4.1 4.5 4.3 4.6

看護専門 小児看護学実習Ⅱ 実習 必修 77 10 13% 4.4 4.0 4.3 4.2 4.5 4.0 4.1 3.9 4.3 4.0 3.4 4.1 4.0 4.0 3.8 3.9

看護専門 精神看護学実習Ⅱ 実習 必修 77 10 13% 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.3 3.7 3.9 4.0 4.4 4.0 3.8 4.0 4.0 3.8 4.4

看護専門 広域発展看護学実習Ⅱ 実習 必修 77 9 12% 4.3 4.1 4.4 4.6 4.0 4.4 4.2 4.3 4.7 4.4 4.1 4.4 4.0 4.4 4.0 4.4

検査専門 卒業研究 実習 必修 29 2 7% 4.5 4.5 4.5 5 4.5 3.5 3.5 4 3.5 3.5 4.5 3.5 3.5 4.5 3.5 3.5
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授業への取り組み
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平成28年度後期１回生 授業評価アンケート

授業科目の名称
授業
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総合基礎 文化とくらし 講義 必修 必修 未実施

総合基礎 医療における科学的思考　 講義 必修 必修 101 29 29% 3.3 2.6 3.6 3.3 3.7 3.5 3.7 3.9 3.7 3.8 3.6 3.4 3.8 3.6 3.8 4.3

総合基礎 保健統計学 講義 必修 選択 99 32 32% 3.6 2.7 4.0 3.5 3.8 3.8 3.8 3.9 3.8 4.0 3.5 3.5 3.8 3.9 3.7 4.2

総合基礎 医療安全学Ⅰ 講義 必修 必修 101 22 22% 3.7 2.9 3.8 3.7 4.0 3.7 4.0 3.8 3.8 3.8 3.6 3.5 3.6 3.7 4.0 4.1

総合基礎 物理学 講義 選択 選択 未実施

総合基礎 発達とライフサイクル 講義 必修 選択 未実施

総合基礎 発生･分化･再生 講義 選択 選択 92 21 23% 4.1 3.3 4.2 4.0 4.0 3.9 4.2 4.0 4.2 4.2 4.1 3.9 3.8 4.2 4.1 4.2

共通専門 薬理学Ⅰ 講義 必修 必修 101 13 13% 3.2 2.4 3.3 3.4 3.4 3.2 3.4 3.0 3.7 3.8 3.0 3.0 3.5 3.2 3.5 3.3

共通専門 体のしくみと疾病の成り立ちⅡ 講義 必修 必修 101 27 27% 4.4 3.3 4.1 4.2 4.1 4.1 4.4 4.2 4.3 4.2 4.1 3.9 4.0 4.1 4.1 4.4

共通専門 体のしくみと疾病の成り立ちⅢ 講義 必修 必修 101 27 27% 4.0 3.5 4.1 3.9 3.8 3.7 3.8 4.0 3.7 3.8 3.8 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2

検査専門 生体機能検査学総論Ⅰ 講義 必修 22 7 32% 3.7 3.3 4.1 4.0 3.9 4.0 3.9 4.0 3.7 3.9 3.4 3.3 3.6 4.1 3.7 3.6

検査専門 生体構造代謝学 講義 必修 回答なし

総合基礎 英語Ⅱ 英会話 演習 選択 選択 未実施

総合基礎 情報科学演習Ⅱ(応用) 演習 選択 必修 22 9 41% 3.8 2.9 4.2 4.1 4.1 3.9 4.2 4.1 4.1 4.0 4.2 4.1 4.1 4.2 4.4 4.6

看護専門 共通基盤看護学概論Ⅱ 演習 必修 79 19 24% 4.2 3.5 4.1 4.3 3.9 3.6 4.0 3.9 3.9 4.4 3.8 4.0 3.6 4.1 3.8 3.8

看護専門 実践基礎論Ⅱ 演習 必修 79 9 11% 4.2 3.4 3.8 4.2 3.7 3.6 3.9 3.1 3.2 3.9 4.1 3.8 3.7 4.0 4.2 3.9

検査専門 微生物検査学総論 演習 必修 22 6 27% 4.3 3.3 4.5 4.5 4.3 4.2 4.5 4.3 4.5 4.3 4.0 3.8 4.3 4.3 4.2 4.5

検査専門 血液検査学Ⅱ 演習 必修 22 6 27% 4.3 3.5 4.5 4.2 4.3 4.2 4.5 4.5 4.2 4.3 4.2 4.0 4.2 4.5 4.5 4.5

検査専門 臨床化学検査学総論 演習 必修 22 12 55% 4.2 3.3 4.4 3.9 3.5 3.0 3.8 3.8 3.4 3.7 4.5 3.5 3.5 4.3 4.0 4.4
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共通専門 生化学実験 実習 選択 必修 23 12 52% 4.0 3.5 2.7 3.6 4.2 3.0 2.9 3.4 4.0 4.2 2.8 3.9 3.4 4.2 4.0 4.3

看護専門 実践基礎看護学実習 実習 必修 79 11 14% 4.7 4.1 4.3 4.5 4.5 4.0 4.2 4.5 4.3 4.5 3.9 4.5 4.4 4.4 4.2 4.4

検査専門 尿一般検査学実習 実習 必修 22 8 36% 4.5 3.8 4.3 4.5 4.4 4.0 4.8 4.4 4.6 4.5 4.5 4.1 4.1 4.6 4.4 4.5

回答
者数

回答
率

授業への取り組み 教育内容・方法 授業全体について

区分
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講義・演習科目

実習科目
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平成28年度後期２回生 授業評価アンケート

授業科目の名称
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総合基礎 身体論Ⅰ 講義 必修 必修 未実施

総合基礎 家族社会学 講義 選択 選択 未実施

総合基礎 臨床心理学 講義 選択 選択 未実施

共通専門 臨床栄養学 講義 必修 選択 未実施

共通専門 保健医療福祉行政論　 講義 必修 選択 99 7 7% 4.0 3.4 4.3 4.3 4.0 4.1 4.3 4.4 4.4 4.6 4.3 3.9 4.3 4.1 4.4 4.3

共通専門 体のしくみと疾病の成り立ちⅥ 講義 必修 必修 99 11 11% 3.4 2.5 3.7 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.4 3.2 3.1 3.5 3.4 3.6 3.6

共通専門 関係法規 講義 必修 選択 未実施

看護専門 小児看護学概論 講義 必修 68 2 3% 3.0 2.0 4.0 4.0 3.5 3.5 2.5 3.5 3.0 4.0 3.5 4.0 3.5 4.0 4.0 3.5

看護専門 精神看護学概論 講義 必修 回答なし

総合基礎 身体論Ⅱ 演習 選択 選択 未実施

総合基礎 英語Ⅲ 医療英語 演習 選択 選択 未実施

看護専門 共通基盤看護学実践論Ⅱ 演習 必修 68 7 10% 4.6 3.4 4.3 3.9 3.1 3.3 4.0 3.7 4.2 4.3 4.1 3.9 3.3 3.6 3.6 3.7

看護専門 広域発展看護学実践論Ⅰ 演習 必修 68 6 9% 4.0 3.7 4.0 4.2 3.7 3.8 3.8 4.2 3.8 4.0 3.8 3.3 3.8 3.8 3.8 4.0

看護専門 老年看護学実践論Ⅰ 演習 必修 68 1 1% 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

看護専門 母性看護学実践論Ⅰ 演習 必修 未実施

検査専門 臨床化学検査学各論Ⅱ 演習 必修 回答なし

検査専門 微生物検査学各論Ⅱ 演習 必修 31 4 13% 4.0 2.8 3.8 4.0 4.0 3.8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 3.8 4.3 4.3 4.0 4.3

検査専門 病理学Ⅰ 演習 必修 31 9 29% 4.2 2.9 4.4 4.3 4.4 4.1 4.4 4.4 4.4 4.3 4.3 3.8 4.1 4.3 4.2 4.6

検査専門 分子生物学 演習 必修 回答なし

意欲 予習
目
的・
目標

興味
関心

学生
の協
力

既習
学習

教育
内容

実習
方法

教員
の指
導

教員
以外
の指
導

記録
量

記録
物の
指導

カン
ファレ
ンス

安全
の配
慮

シラ
バス

実習
環境

看護専門 共通基盤看護学実習Ⅱ 実習 必修 68 16 24% 4.6 4.3 4.2 4.4 4.3 3.8 3.8 3.9 4.2 4.1 3.8 3.9 3.8 4.2 4.2 4.3

検査専門 臨床化学検査学実習 実習 必修 未実施

検査専門 病理組織検査学実習Ⅰ 実習 必修 31 2 6% 4.5 3.0 4.0 5.0 4.5 4.0 5.0 4.5 5.0 4.5 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0

検査専門 免疫検査学実習 実習 必修 回答なし

検査専門 生体機能検査学実習 実習 必修 回答なし

回答
率

授業への取り組み 教育内容・方法

区分
看護
学科

臨床
検査
学科

授業全体について

講義・演習科目

実習科目

履修
者数

回答
者数
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平成28年度後期３回生 授業評価アンケート

授業科目の名称
授業
形態

意欲 予習 復習
興味
関心

教育
内
容・
方法

難易
度

テー
マ

話し
方

授業
内容

授業
資料

質
問・
相談

疑問
授業
の進
行

学習
環境

シラ
バス

授業
開
始・
時間

共通専門 衛生管理学 講義 選択 必修 104 9 9% 3.7 2.8 3.7 3.9 3.9 3.9 3.8 4.0 4.3 4.4 3.9 4.0 4.3 4.0 4.0 4.3

共通専門 障がい論 講義 必修 選択 72 5 7% 2.8 1.4 2.8 2.4 2.4 2.6 2.0 2.2 2.0 2.4 2.2 2.4 2.6 3.0 2.4 3.2

看護専門 看護研究方法論 演習 必修 未実施

看護専門 広域発展看護学実践論Ⅲ 演習 必修 75 3 4% 4.3 3.3 4.7 4.3 4.0 4.3 4.7 4.7 4.7 4.7 4.3 4.3 4.0 4.3 4.3 4.7

看護専門 老年看護学実践論Ⅲ 演習 必修 75 7 9% 3.3 3.0 3.4 3.0 3.4 3.7 3.4 3.7 3.9 3.6 3.7 3.7 3.4 3.9 3.6 3.9

看護専門 小児看護学実践論Ⅲ 演習 必修 75 3 4% 4.3 3.3 4.3 4.5 4.0 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.0 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3

看護専門 精神看護学実践論Ⅲ 演習 必修 75 3 4% 4.0 3.3 3.7 3.0 3.0 3.0 2.3 3.0 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 3.0 2.0 4.0

検査専門 細胞診学 演習 必修 回答なし

検査専門 検査情報システム学 演習 必修 回答なし

意欲 予習
目
的・
目標

興味
関心

学生
の協
力

既習
学習

教育
内容

実習
方法

教員
の指
導

教員
以外
の指
導

記録
量

記録
物の
指導

カン
ファレ
ンス

安全
の配
慮

シラ
バス

実習
環境

看護専門 共通基盤看護学実習Ⅳ 実習 必修 75 16 21% 4.5 4.3 4.2 4.5 4.4 4.1 4.3 4.2 4.4 4.1 3.8 4.2 4.1 4.3 4.2 4.3

看護専門 小児看護学実習Ⅰ 実習 必修 75 13 17% 4.3 4.5 4.4 4.0 4.5 4.3 4.0 4.3 4.2 3.6 3.9 4.0 4.1 4.4 4.3 4.4

看護専門 精神看護学実習Ⅰ 実習 必修 75 13 17% 4.2 4.2 4.1 3.7 4.5 3.9 3.5 3.8 3.1 3.7 4.0 3.3 3.6 3.7 4.1 3.4

看護専門 広域発展看護学実習Ⅰ 実習 必修 75 13 17% 4.3 4.3 4.3 4.3 4.5 3.9 3.8 4.0 3.5 4.1 4.0 3.6 3.7 3.9 4.1 4.0

検査専門 環境検査学実習 実習 必修 32 1 3% 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0

検査専門 臨地実習 実習 必修 回答なし

区分
看護
学科

臨床
検査
学科

履修
者数

回答
者数

回答
率

授業への取り組み 教育内容・方法 授業全体について

講義・演習科目

実習科目
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授業科目の名称
授業
形態

意欲 予習 復習
興味
関心

教育
内
容・
方法

難易
度

テー
マ

話し
方

授業
内容

授業
資料

質
問・
相談

疑問
授業
の進
行

学習
環境

シラ
バス

授業
開
始・
時間

共通専門 医療安全学Ⅱ 講義 選択 必修 32 2 6% 4.5 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5

看護専門 健康支援方法論　 講義 選択 未実施

看護専門 クリティカルケア論　 講義 選択 34 1 3% 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

看護専門 メンタルヘルスケア論　 講義 選択 回答なし

看護専門 緩和ケア論　 講義 選択 64 3 5% 4.3 3.7 4.7 5.0 4.7 4.3 4.0 4.3 4.3 4.3 4.0 3.7 4.3 4.0 4.0 4.0

共通専門 総合臨床演習 演習 選択 必修 30 1 3% 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

看護専門 看護研究演習Ⅱ 演習 必修 未実施

看護専門 看護実践尿力の探究 演習 必修 77 4 5% 3.5 3.8 3.3 3.5 2.5 2.3 2.8 2.8 1.8 2.8 2.8 2.5 2.3 2.8 3.5 3.5

検査専門 臨床病理学演習 演習 必修 33 15 45% 4.1 3.3 4.1 3.9 4.1 4.1 4.0 4.0 3.9 4.1 4.2 4.2 4.1 4.2 3.9 4.3

検査専門 臨床病理学総論Ⅱ 演習 必修 回答なし

検査専門 生物化学分析検査学特論 演習 選択 回答なし

検査専門 病因・生体防御検査学特論 演習 選択 29 1 3% 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

検査専門 検査管理学演習 演習 選択 回答なし

検査専門 医用生体工学 演習 必修 回答なし

検査専門 検査管理学特論 演習 選択 回答なし

検査専門 形態検査学特論 演習 選択 回答なし

検査専門 生体機能検査学特論 演習 選択 回答なし

意欲 予習
目
的・
目標

興味
関心

学生
の協
力

既習
学習

教育
内容

実習
方法

教員
の指
導

教員
以外
の指
導

記録
量

記録
物の
指導

カン
ファレ
ンス

安全
の配
慮

シラ
バス

実習
環境

看護専門 総合実習 実習 必修 78 1 1% 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 2.0 4.0

検査専門 臨床検査体験実習 実習 選択 4 3 75% 4.7 4.0 4.0 5.0 4.3 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.3 4.3 3.7 4.3 4.7 5.0

検査専門 医用工学実習 実習 必修 回答なし

区分
看護
学科

臨床
検査
学科

授業全体について

講義・演習科目

実習科目

履修
者数

回答
者数

回答
率

授業への取り組み 教育内容・方法
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平成28年度その他 授業評価アンケート

授業科目の名称
授業
形態

意欲 予習 復習
興味
関心

教育
内
容・
方法

難易
度

テー
マ

話し
方

授業
内容

授業
資料

質
問・
相談

疑問
授業
の進
行

学習
環境

シラ
バス

授業
開
始・
時間

総合基礎 生命と芸術実践演習Ⅰ 演習 選択 選択 62 25 40% 3.6 2.2 3.3 3.1 3.4 3.5 3.4 3.7 3.8 2.8 3.4 3.3 3.6 3.5 3.7 4.1

総合基礎 生命と芸術実践演習Ⅱ 演習 選択 選択 未実施

総合基礎 生命と芸術実践演習Ⅲ 演習 選択 選択 66 24 36% 3.3 2.0 3.4 3.3 3.3 3.2 3.0 3.7 3.3 2.9 3.5 3.3 3.2 3.3 3.2 3.8

総合基礎 生命と芸術実践演習Ⅳ 演習 選択 選択 未実施

総合基礎 生命と芸術実践演習Ⅴ 演習 選択 選択 62 24 39% 2.8 1.4 3.4 2.2 2.5 2.6 2.8 2.6 2.6 2.3 2.8 2.6 2.8 2.9 3.0 2.9

総合基礎 生命と芸術実践演習Ⅵ 演習 選択 選択 未実施

総合基礎 生命と芸術実践演習Ⅶ 演習 選択 選択 63 24 38% 3.6 2.1 3.5 3.5 3.3 4.0 4.0 3.7 3.6 3.4 4.1 3.9 3.5 3.8 3.8 4.2

総合基礎 生命と芸術実践演習Ⅷ 演習 選択 選択 未実施

意欲 予習
目
的・
目標

興味
関心

学生
の協
力

既習
学習

教育
内容

実習
方法

教員
の指
導

教員
以外
の指
導

記録
量

記録
物の
指導

カン
ファレ
ンス

安全
の配
慮

シラ
バス

実習
環境

総合基礎 外国語学研修 実習 選択 選択 未実施

実習科目

区分
看護
学科

臨床
検査
学科

回答
率

授業への取り組み 教育内容・方法 授業全体について

講義・演習科目

履修
者数

回答
者数

101



原著論文

教員名 役割 論文名 雑誌名 巻号 掲載ページ

次橋幸男 共同著者
Identifying Patients with Bacteremia in Community-
Hospital Emergency Rooms: A Retrospective Cohort
Study.

PLoS One 11 e0148078

稲本　俊 共同著者

Evaluation of the effect of compression therapy using
surgical gloves on nanoparticle albumin-bound
paclitaxel-induced peripheral neuropathy: a phase II
multicenter study by the Kamigata Breast Cancer
Study Group.

Breast Cancer Res Treat 160 61～67

小松　方 共同著者
Nosocomial spread of Klebsiella pneumoniae isolates
producing blaGES-4 carbapenemase at a Japanese
hospital.

J Infect Chemother 23（1） 40-44

山西　八郎 共同著者
Evaluation of menstrualcycle-related changes in85
clinical laboratory analytes

Ann Clin Biochem
2016 May

53
365-76

櫻井　進 共同著者
Coping strategies and risk of cardiovascular disease
incidence and mortality: the Japan Public Health
Center-based prospective Study.

Eur Heart J 14 890-899

岩本　淳子 共同著者
Melatonin Secretion and Muscle Strength in Elderly
Individuals: A Cross-Sectional Study of the HEIJO-
KYO Cohort.

J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 71(9): 1235-40

戸田　好信 共同著者
Involvement of activation-induced cytidine deaminase
in skin cancer development.

J Clin Invest
2016 Apr
1;126(4)

1367-82

高橋　里沙 共同著者
Barriers to Institutional Childbirth in Rumbek North
County, South Sudan: A Qualitative Study

PLOS one
2016 Dec
15;11(12):e
0168083

DOI:
10.1371/journ
al.pone.016808

増谷弘 共同著者
Differential expression of thioredoxin binding protein-
2/Txnip in human placenta: Possible involvement of
hypoxia in its suppression during early pregnancy.

J Obstet Gynaecol Res. 43(1), 2017 50～56

増谷弘 共同著者
Thiol redox barrier; local and systemic surveillance
against stress and inflammatory diseases.

Arch Biochem Biophys. 595, 2016 88～93

中村彰浩 共同著者
Molecular epidemiology of carbapanamase-producing
Enterobacteriaceae in a primary care hospital in
Japan, 2010-2013.

Journal of Infection and Chemotherapy 23 224-229

金井　恵理 責任著者
D-Glutamate is metabolized in the heart
mitochondria.

Sci. Rep. 7 43911

金井　恵理 責任著者
Activation of PPARα in the early stage of heart
failure maintained myocardial function and energetics
in pressure overload heart failure.

Am J Physiol Heart Circ Physiol. 312(2) H305-H313.

小松　方 責任著者
Community spread of extended-spectrum β-
lactamase-producing bacteria detected in social
insurance hospitals throughout Japan.

J Infect Chemother 22(6) 395-399

曽山 奉教 筆頭著者
Alkalemic conditions result in blood clotting in the
circuit soon after initiating cardiopulmonary bypass

Japanese Journal of Extra-Corporeal
Technology

Vol.43 No.4 339～345
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中村彰浩 筆頭著者

Analysis of molecular epidemiologic characteristics of
extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing
Escherichia coli colonizing feces in hospital patients
and community dwellers in a Japanese city.

Journal of Infection and Chemotherapy 22 102-107

畑中　徳子 共同著者
pH指示薬を用いた生化学分析装置トラブル箇所推定
方法

日本臨床検査自動化学会会誌 42巻1号 99～106

畑中　徳子 共同著者
POCT対応血糖測定機器ポケットケムBG PG-7320の
基本的性能評価

医学と薬学 73巻6号 755～761

稲本　俊 共同著者 医療職を目指す学生の生殖を巡る選択の枠組み 生命倫理 26(1) 115～123

小松　方 共同著者
2015年に成人より分離された肺炎球菌の各種抗菌薬
に対する感受性 - 2008~2009年との比較

Pharma Medica 34（10） 92-98

米田　孝司 共同著者
臨床検査の次世代分析の開発研究 ～プロテインチッ
プ作製と食物アレルギー測定への応用～

医療と検査　機器・試薬 第39巻 5号 447 -451

小松　方 責任著者
近畿地区で分離したPseudomonas aeruginosaに対す
る各種抗菌薬の薬剤感受性成績年次推移

Jpn J Antibiot 69 101-112

畑中　徳子 筆頭著者
簡易糞便中脂肪定量法を用いた吸収機能試験とその
評価

天理医療大学紀要 5巻1号 8～13

次橋幸男 筆頭著者 天理地区における在宅医療導入プロセスの見える化 日本医療マネジメント学会雑誌 17 192-196

戸田　好信 筆頭著者
アルツハイマー病モデルマウス脳におけるABCA7蛋
白発現に対するニコチンに関する研究

天理医療大学紀要
第4巻第1号

2016年
21-25頁

林　みよ子 筆頭著者
臨地実習に携わる看護職者の指導行動と協働につい
ての認識

天理医療大学紀要 ４（１） 1月10日

林　みよ子 筆頭著者
看護系大学4回生で実施する看護実践能力の育成に
向けた教育方法

天理医療大学紀要 ４（１） 11月20日

岡本　響子 筆頭著者
新人看護師の就職前のバーンアウト状態が就職後の
リアリティショックに与える影響の検討

日本行動科学会雑誌 vol.31　№１ 47-55

塚田　桃代 筆頭著者
祖母の持つ産後の精神状態の知識と母親の心理状
態との関連

田中佳世子 筆頭著者
幼児期の死生観の生成・涵養?親子の対話の事例を
通して

いのちの未来 2 120～140

田中佳世子 筆頭著者 「非宗教者」によるスピリチュアルケアにおける「祈り」 宗教研究 90(1) 90～123
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総　説

教員名 役割 論文名 雑誌名 巻号 掲載ページ

金井　恵理 筆頭著者 .Cardiac Cellular Fate in the Adrenergic Overload. Bul Tenri Heal Car 4(1) 33-37

畑中　徳子 共同著者
自動分析装置の持つ能力を活用した個々の検体の測
定値の信頼性保証

天理医療大学紀要 5巻1号 14～26

畑中　徳子 筆頭著者 検体の採取方法によって変わる検査値 薬事 58巻9号 2124～2129

小松　方 筆頭著者 βラクタム系抗菌薬の開発史とβラクタマーゼの進化 天理医療大学紀要 4（1） 38-46

米田　孝司 筆頭著者 血漿蛋白の代謝のあらまし 臨床検査 第60巻,No4 P.354-360

米田　孝司 筆頭著者 押さえておきたい薬と検査値 月間薬事　じほう 第58巻,No9 P.85-91

米田　孝司 筆頭著者 非侵襲的臨床化学検査 臨床化学 第45巻,No2 P.193
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その他論文等

教員名 役割 論文名 雑誌名 巻号 掲載ページ

野口延由 共同著者

Analysis of molecular epidemiologic characteristics of
extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing
Escherichia coli colonizing feces in hospital patients
and community dwellers in a Japanese city.

Journal of Infection and Chemotherapy 第22巻2号 102-107

石橋　かず代 共同著者
臨地実習に携わる看護職者の指導行動と協働につい
ての認識

天理医療大学紀要 第４巻1号 1-10

内堀　惠美 共同著者
臨床検査の次世代分析の開発研究～プロテインチッ
プ作製と食物アレルギー測定への応用～

機器・試薬 第36巻5号 447～451

山本　慶和 共同著者 汎用自動分析装置の基礎とその移りかわり 日本臨床検査自動化学会会誌 41巻Suppl.1 1～120

林　みよ子 共同著者 救急病棟における継続看護の認識と実践 天理医療大学紀要 ５（１） ６３－６４

菊本 由里 共同著者
認知症高齢者の情緒面の変化：特別養護老人ホーム
でのアロマハンドマッサージの効果

日本認知症ケア学会誌 2017/15-4 838-847

三浦　康代 共同著者
高齢者に対するロコモティブシンドローム予防のため
の取り組みー介護予防・生きがい支援通所事業にお
ける健康教育を実施してー

第46回日本看護学会論文集 2016年 136-139

江南　宣子 共同著者
母性看護学沐浴技術修得のための試み　－eラーニン
グを利用した学習効果－

奈良県母性衛生学会雑誌 第30号 38～40

田村　博美 共同著者 在宅看護家庭の学習展開と紙上事例内容の検討 インターナショナルNursing Care Research
第15巻　第

3号
73～79

塚原節子 共同著者
エアマット使用時に看護師が感じる転倒転落に対する
危険回避への意識

日本看護協会看護学会論文集（成人看護学） 21～23

中村彰浩 共同著者 いまさら聞けない　MICとブレイクポイントの基本 Medical Technology 44 302-308

曽山 奉教 筆頭著者 最小感知電流の検討 天理医療大学紀要 Vol.5 No1 40～43

三浦　康代 筆頭著者 女子大学生のアイメイクの実態 明治国際医療大学誌 第16号

三浦　康代 筆頭著者
奈良県における地域住民の身長短縮と肥満度の関連
についての検討

天理医療大学紀要 第5巻

岡本　響子 筆頭著者
バーンアウトとリアリティショックのトランスアクショナル
的な関係の検討

中国四国心理学会論文集 第49巻 79

中村彰浩 筆頭著者
採取検体の肉眼的観察と感染症推定～特に重要な肉
眼的所見を中心に～

BioScan for your Lab 3 9

中村彰浩 筆頭著者
カルバペネム耐性腸内細菌科（CRE）の各種検査法を
整理する

Medical Technology 45 417-424
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著　書

教員名 役割 表題名 著書名 発行所名

稲本　俊 共同著者
Lymphatic mapping and optimization of sentinel lymph
node dissection.

Personalized Treatment of Breast Cancer Springer

小松　方 共同著者 薬剤耐性菌検査の見方感染症
感染症最新の治療2016-2018　ISBN-13: 978-
4524258321

南江堂

米田　孝司 共同著者
現在の臨床検査値変動からみた未病臨床検査値設
定は可能か

循環器病・介護予防に向けた未病ガイドライン
未病システ
ム学会

大西　郁子 共同著者 Your doctors' manners matter 医師のマナー患者のマナー（翻訳）
メディカ出
版

山西　八郎 筆頭著者 基礎からの統計学「増補版」 基礎からの統計学「増補版」 情報機構

米田　孝司 筆頭著者 喫煙による健康被害と喫煙バイオマーカー 循環器病・介護予防に向けた未病ガイドライン
未病システ
ム学会

中村彰浩 筆頭著者 薬剤耐性菌検査の見方 最新の治療2016-2018 南江堂

中村彰浩 筆頭著者 多剤耐性大腸菌ST131クローンの不思議
Journal of Infectious Diseases Educational
Omnibus

中外医学社

教科書・教材

教員名 役割 表題名 教科書・教材名 発行所名

小松　方 主執筆 化学と薬剤耐性 メディカルサイエンス微生物検査学　第2版 近代出版

小松　方 主執筆 通性嫌気性グラム陰性桿菌　腸内細菌科 ＪＡＭＴシリーズ　臨床微生物検査学 丸善出版

米田　孝司 編集 検査項目スピード検索(改訂)
http://primary-care.sysmex.co.jp/speed-
search/index.cgi

Sysmex

戸田　好信 主執筆 パラフィン包埋について 標本道場
サクラファイ
ンテック

山本　慶和 分担執筆 新板　臨床化学　第3版 教科書 講談社

林　みよ子 分担執筆 脳・神経疾患患者の看護 系統看護学講座別巻・臨床外科看護各論 医学書院
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学会・研究会発表
教員名 役割 演題名 共同演者 発表形式 月日 学会・研究会名 場所

稲本　俊
共同発表
者

Development of mathematical prediction models to
identify disease-free survival events for primary
breast cancer patients with HER2-positive disease
treated by neoadjuvant chemotherapy and

Masahiro Takada, Masahiro Sugimoto, Norikazu
Masuda, Hiroji Iwata, Katsumasa Kuroi,
Hiroyasu Yamashiro, Shinji Ohno, Hiroshi
Ishiguro, Masakazu Toi

口演 2016/12/6
San Antonio Breast
Cancer Symposium

San Antonio

稲本　俊
共同発表
者

Effect of compression therapy using surgical gloves
on nanoparticle albumin-bound-paclitaxel-induced
peripheral neuropathy: a phase II multicenter study by
the Kamigata Breast Cancer Study Group

Shigeru Tsuyuki, Noriko Senda, Yookija Kanng,
Ayane Yamaguchi, Hiroshi Yoshibayashi,
Yuichiro Kikawa, Nobuyuki Katakami, Hironori
Kato, Takashi Hashimoto, Toshitaka Okuno,
Akira Yamauchi

口演 2016/12/6
San Antonio Breast
Cancer Symposium

San Antonio

堀江　修 主発表者
Assessment of fever for infection control using
thermography in patients with fever

Hiromi Shibata，Gou Tsuji，Shunichi Kumagai，
Masahiro Koshiba

ポスター発
表

2016/9/3
第32回世界医学検査学
会（IFBLS）

神戸国際会議
場

山本　慶和 主発表者
Reliability assurance of individual measurements and
detection of any unusual reactions besed on the
Reaction Curve Fitting Method

松尾収二、畑中徳子、神原久美子、三村智則、
井口晃弘

シンポジウ
ム

2016/9/1 IFBLS2016
神戸　国際会
議場

高橋　里沙 主発表者
Prevalence and determinants of alcohol consumption
in rural

Kyoko Okamoto ポスター 2016/10/4 Global Addiction 2016 Venice　Italy

金井　恵理
発表指導
者

Age Related Cardiac Dysfunction and Pancreatic β-
cell Function in Diabetes Were Improved by P53
Inhibition Through Parkin-mediated Mitophagy.

Ariyoshi M, Hoshino A, Okawa Y, Tateishi S,
Hato D, Yamanaka R, Honda S, Fushimura Y,
Iwai-Kanai E, Matoba S.

oral 2016/11/12
AHA Scientific Sessions
2017 New Orleans, LA,
USA

New Orleans,
LA, USA

金井　恵理
発表指導
者

Efficacy and Safety of Therapeutic Angiogenesis by
Basic Fibroblast Growth Factor With Atelocollagen
Solution in Patients with Critical Limb Ischemia.

Ohno K, Kojima S, Ariyoshi M, Kaimoto S,
Uchihashi M, Kaneda H, Kagimura T,
Fukushima M, Iwai-Kanai E, Matoba S.

poster 2016/11/14
AHA Scientific Sessions
2017 Nov 12-16, New
Orleans, LA, USA

New Orleans,
LA, USA

金井　恵理
発表指導
者

Mitochondrial Dysfunction was Responsible for the
Progression of Heart Failure and

Ariyoshi M, Hoshino A, Okawa Y, Tateishi S,
Hato D, Yamanaka R, Honda S, Fushimura Y,
Iwai-Kanai E, Matoba S.

oral 2017/3/17

The 81st Annual
Scientific Meeting of the
Japanese Circulation
Society（JCS2017）

Kanazawa,
Japan

金井　恵理
発表指導
者

One Mitochondrial Protein that Decreases in Heart
Failure Turned out to be D-Glutamate Cyclase

Tateishi S,Ariyoshi M, Hoshino A, Okawa Y,
Hato D, Yamanaka R, Honda S, Fushimura Y,
Iwai-Kanai E, Matoba S

oral 2017/3/19

The 81st Annual
Scientific Meeting of the
Japanese Circulation
Society（JCS2017）

Kanazawa,
Japan

金井　恵理
発表指導
者

TIGAR improves hypoxia-induced pulmonary
hypertension by suppressing autophagy and ROS

R Yamanaka Tateishi S,Ariyoshi M, Okawa Y,
Hato D, , Honda S, Fushimura Y, Iwai-Kanai E,
Matoba S.

口演 2017/3/18

The 81st Annual
Scientific Meeting of the
Japanese Circulation
Society（JCS2017）

Kanazawa,
Japan

畑中　徳子
共同発表
者

奈臨技長期サーベイ実績からみた施設内変動の評価
について

猪田 猛久 口演 2016/9/2
第63回日本臨床検査医
学会学術集

神戸国際会議
場

松井　利江
共同発表
者

医療者教育における反転授業を活用したアクティブ・
ラーニングの実践と評価―看護演習導入への成果ー

岩本淳子、西谷克己、岡田宏基 示説 2016/9/11
第11回医療系eラーニン
グ全国交流会

酪農学園大学
（北海道）

戸田　好信
共同発表
者

薄切可能な包埋カセットの開発 天野　殖 示説 2016/5/12
第105回日本病理学会総
会2016

仙台

堀江　修
共同発表
者

サーモグラフィを手法とした感染制御のための発熱判
定基準の構築　－インフルエンザ患者と発熱患者の
顔面サーモグラフィの検討－

○芝田宏美，新谷奈苗，中村百合子，津田智
子，夏秋優，小柴 賢洋

口頭発表 2016/5/14
日本サーモロジー学会第
33 回大会（奈良）

奈良学園大学
登美ヶ丘キャン
パス

菊本 由里
共同発表
者

超高齢の中等度認知症者におけるアロマハンドマッ
サージによる表情・行動の変化

有田秀子、福田陽子、橋本光司、中西美幸、大
西規巳予

示説 2016/6/6 日本認知症ケア学会
神戸市　神戸
国際会議場

菊本 由里
共同発表
者

インスリン投与中の認知症高齢者における老老介護
の課題

福田陽子、有田秀子、上田和恵 示説 2016/6/6 日本認知症ケア学会
神戸市　神戸
国際会議場
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菊本 由里
共同発表
者

看護学生が初めて行う集団アクティビティケアの効果 福田陽子 口演 2016/6/26 日本看護福祉学会
奈良県北葛城
郡　畿央大学

三浦　康代
共同発表
者

防災に対する住民の意識と地域づくり～総合防災訓
練の参加者の調査結果～

小石真子　佐藤裕見子　村上久惠
ポスター口

頭
2016/10/26

第75回日本公衆衛生学
会

グランフロント
大阪

三浦　康代
共同発表
者

地域住民の睡眠障害と生活リズム健康法の関連
佐藤裕見子　今西二郎　小山敦代　田中智美
岸田聡子　小石真子　村上久恵

ポスター口
頭

2016/10/26
第75回日本公衆衛生学
会

グランフロント
大阪

岡本　響子
共同発表
者

就職1年目の保育士が経験するリアリティショックイン
タビューからのクラスターと次元の抽出

松浦美晴・上地玲子・皆川順・岩永誠 ポスター 2016/11/20
日本健康心理学会第29
回大会

岡山大学

高橋　晶
共同発表
者

Pain Management Education Content Requested by
Nurses Working at Residential Facilities for Older

田中和奈，百瀬由美子，百々望 示説 2016/12/9 日本看護科学学会
東京国際
フォーラム

高橋　里沙
共同発表
者

ひきこもり者と高齢の親への支援の実態 岡本響子　高橋晶　上山千恵子 ポスター 2016/8/4 第47回 日本看護学会 三重県

田中佳世子
共同発表
者

堺市立総合医療センターにおける臨床スピリチュアル
ケア・ボランティア活動のあゆみ

橋本富美子、澤田恵美 口頭発表 2016/9/18
日本スピリチュアルケア
学会

武蔵野大学

中村彰浩
共同発表
者

各種カルバペネマーゼ産生表現型確認試験の性能比
較とその偽陰性反応追及の試み

大野裕貴、橋本恵理子、阿部教行、福田砂織、
河野久、中村文彦、小松方

口演 2017/1/20
第28回日本臨床微生物
学会

長崎

中村彰浩
共同発表
者

院中八策～よりよい微生物検査の報告を目指して～ 福田砂織、阿部教行
ワークショッ

プ
2017/1/20

第28回日本臨床微生物
学会

長崎

松井　利江 主発表者
化学療法を受ける壮年期婦人科がん患者の配偶者へ
のケアモデル案の作成と評価

福田陽子、布谷麻耶、片岡純、小林珠実 示説 2016/8/28
日本家族看護学会第23
回学術集会

山形テルサ

小松　方 主発表者
MALDI-TOF MSによるペプチドマスフィンガープリン
ティングを用いたIMP-1産生グラム陰性桿菌の迅速検
出法の開発

小松 方, 佐藤 嘉晃, 坂井 優, 竹内 航 口演 2017/1/21
第28回日本臨床微生物
学会

長崎市

小松　方 主発表者 論文の書き方 小松 方 講演 2017/1/21
第28回日本臨床微生物
学会

長崎市

小松　方 主発表者 微生物検査技師の教育 小松 方 講演 2017/1/21
第28回日本臨床微生物
学会

長崎市

戸田　好信 主発表者
アルツハイマー病モデルマウスの神経細胞、グリア細
胞におけるABCA7蛋白発現に

池本正生、植田和光、赤津裕康 口演 2016/7/23
喫煙科学研究財団　研究
会

東京

戸田　好信 主発表者
アルツハイマー病モデルマウス脳の神経細胞、グリア
細胞におけるABCA7蛋白発現に関する研究

岡田　光貴　赤津　裕康　池本　正生　植田　和
光

口演 2016/9/1
第63回日本臨床検査医
学会学術集会

神戸

堀江　修 主発表者
感染症水際対策のフィーバースクリーニングに工業用
サーモグラフィ装置と放射温度計が適応できるか

芝田宏美，小柴賢洋 口頭発表 2016/9/3
第63回日本臨床検査医
学会学術集会

神戸国際会議
場

山本　慶和 主発表者
性別・年齢別およびBMIを用いた動脈硬化の危険因子
とされる脂質4項目の予測

松田信義、岡山是成、松尾収二、岡村一博 一般演題 2016/9/22
日本臨床検査自動化学
会

横浜　パシヒコ
横浜

山本　慶和 主発表者
反応曲線より測定値の推定区間を算出することは測
定値の信頼性を高める

松尾収二、畑中徳子、猪田猛久、倉村英二、嶋
田昌司、松村充子、神原久美子

一般演題 2016/12/3 日本臨床化学会 熊本

菊本 由里 主発表者
認知症高齢者が語るライフストーリーからもてる力と
語りの意義を見出した一事例

有田秀子、福田陽子、西山仁美、浦平貴子、岡
本真代、大久保由美子

示説 2016/6/6 日本認知症ケア学会
神戸市　神戸
国際展示場

三浦　康代 主発表者
認知症予防地域ボランティアが関わった 認知症予防
講座受講者の受講後の行動変容

福田章　上田裕子 口頭 2016/9/3
第6回日本認知症予防学
会

東北大学

三浦　康代 主発表者 看護師教育課程における地域看護学教育の取り組み 志野泰子 口頭 2016/10/27
全国保健師教育機関協
議会秋季教員研修　第２
分科会

大阪大学中之
島センター

岡本　響子 主発表者
バーンアウトとリアリティショックのトランスアクショナル
的な 関係の検討

岩永誠 ポスター 2016/10/29
第72回中国四国心理学
会学術大会

山口県下関市
東亜大学

岡本　響子 主発表者 ひきこもり当事者と高齢の親への支援の実態 上山千恵子 ポスター 2016/11/17
第47回日本看護学会ヘ
ルスプロモーション学術

三重県総合文
化センター

岡本　響子 主発表者 ひきこもり当事者の高齢の親の問題点 松浦美晴 口頭 2017/3/5
第27回日本医学看護学
教育学会学術学会

和歌山県立大
学看護学部

108



田村　博美 主発表者 母乳育児に自信につながる要因 佐々木睦子
ポスター
セッション

2016/3/20 日本助産学会 京都大学

田中佳世子 主発表者
急性期病院での臨床スピリチュアルケア・ボランティア
の役割と意義～堺市立総合医療センターのじれいか

橋本富美子、澤田恵美 口頭発表 2016/9/18
日本スピリチュアルケア
学会

武蔵野大学

中村彰浩 主発表者
質量分析を用いた多剤耐性大腸菌ST131クローンの
迅速検出バイオマーカーの開発

河野誠司、小松方 口演 2016/5/11
第13回アカデミックフォー
ラム

東京

中村彰浩 主発表者
多重ロジスティック回帰分析を用いた尿一般検査成績
における尿路感染症原因細菌の予測

河野紋、川健司、野口延由、橋本恵理子、藤本
宜子、河野久、中村文彦、山西八郎

口演 2016/8/6
第8回日本臨床一般検査
学会

愛知

中村彰浩 主発表者
MALDI-TOF MSを用いたESBL産生Escherichia coliタ
イピング法の確立～MLSTおよびPFGEとの識別能力

小松方、大野裕貴、橋本恵理子、阿部教行、福
田砂織、河野久

口演 2017/1/20
第28回日本臨床微生物
学会

長崎

金井　恵理
発表指導
者

BDH1は心筋酸化ストレスを軽減し心不全悪化を軽減
する

立石周平　有吉真　内橋基樹　波東大地　山中
亮平　金井恵理　的場聖明

口演 2016/9/9
第２５回日本Cell Death
学会

東京

畑中　徳子
発表指導
者

IgG4高値検体のIgG測定値は信頼できるのか 松村 充子 口演 2016/9/22
第48回日本臨床検査医
自動化学会

パシフィコ横浜

畑中　徳子
発表指導
者

反応過程近似解析ツールMiRuDaのリアルタイム解析
の必要性の経験

倉村 英二 口演 2016/9/22
第48回日本臨床検査医
自動化学会

パシフィコ横浜

畑中　徳子
発表指導
者

血清膵リパーゼ測定試薬における異常反応出現につ
いて

潮崎 裕也 口演 2016/9/22
第48回日本臨床検査医
自動化学会

パシフィコ横浜

畑中　徳子
発表指導
者

HbA1c分析装置「HA-8180V」導入前後のクロマトパ
ターン異常検出率の比較

木下真紀 口演 2016/9/22
第48回日本臨床検査医
自動化学会

パシフィコ横浜

小松　方
発表指導
者

当センターで分離された腸管出血性大腸菌における
各種の腸管出血性大腸菌検出用培地への発育性の

田谷 淳子, 藤田 拓司, 矢野 莉菜, 釆野 貴代
子, 前出 卓也, 小松 方

ポスター 2017/1/21
第28回日本臨床微生物
学会

長崎市

小松　方
発表指導
者

近畿地区で分離された血液・髄液由来Streptococcus
pneumoniaeの莢膜血清型の推移と分子疫学解析
(2008-2013年)

戸田 宏文, 佐藤 かおり, 小松 方, 和田 恭直 口演 2017/1/20
第28回日本臨床微生物
学会

長崎市

小松　方
発表指導
者

MALDI-TOF MSを用いたESBL産生Escherichia coliタ
イピング法の確立　MLSTおよびPFGEとの識別能力の

中村 彰宏, 小松 方, 大野 裕貴, 橋本 恵理子,
阿部 教行, 福田 砂織, 河野 久

口演 2017/1/21
第28回日本臨床微生物
学会

長崎市

小松　方
発表指導
者

近畿地区におけるHaemophilus influenzaeの抗菌薬耐
性状況調査成績

宮本 純, 前出 卓也, 小松 方, 福田 砂織, 山崎
勝利, 戸田 宏文, 折田 環, 末吉 範行, 西 功,
小野 保, 木田 兼以, 和田 恭直

口演 2017/1/21
第28回日本臨床微生物
学会

長崎市

小松　方
発表指導
者

Candida dubliniensisにおける抗真菌剤7薬剤の感受性
パターンの検討

矢野 莉菜, 藤田 拓司, 田谷 淳子, 釆野 貴代
子, 前出 卓也, 小松 方

口演 2017/1/20
第28回日本臨床微生物
学会

長崎市

小松　方
発表指導
者

各種カルバペネマーゼ産生表現型確認試験の性能比
較とその偽陰性反応原因追及の試み

大野 裕貴, 中村 彰宏, 橋本 恵理子, 阿部 教
行, 福田 砂織, 河野 久, 中村 文彦, 小松 方

口演 2017/1/20
第28回日本臨床微生物
学会

長崎市

小松　方
発表指導
者

複数施設から分離したIMP-1型産生Escherichia coli臨
床分離株の分子生物学的解析

久保 裕美, 谷本 恵美, 杉本 啓一, 田中 悟, 長
光 佐和, 西川 悦司, 小松 方

口演 2017/1/20
第28回日本臨床微生物
学会

長崎市

小松　方
発表指導
者

POM-1型メタロβラクタマーゼ産生Pseudomonas
otitidisを分離した2症例

福井 望美, 小松 方, 澤 佳奈, 有村泰晃, 寺地
つね子, 水谷 哲

口演 2016/11/24
第59回日本感染症学会
中日本地方会学術集会

宜野湾市

小松　方
発表指導
者

近畿地区で分離された血液・髄液由来の
Streptococcus pneumoniaeの莢膜血清型の推移と抗
菌薬耐性状況（2008-2013年）

戸田 宏文, 佐藤 かおり, 小松 方, 和田 恭直 口演 2016/6/10
第64回日本化学療法学
会総会

神戸市

塚原節子
発表指導
者

エアマット使用時に看護師が感じる転倒転落に対する
危険回避への意識【示説】【論文集】

大谷祐美子　室永美穂　近藤考朗　山田美香 示説 2016/11/10
日本看護協会（慢性期看
護）

鳥取県米子市
米子文化セン
ター

塚原節子
発表指導
者

特定保健指導経験者が指導を繰り返し受ける理由 長井鈴子　相川智優紀　吉田幸美 示説 2017/11/17
日本看護協会（ヘルスプ
ロモーション）

三重県津市

増谷弘
発表指導
者

High order complex formation of Thioredoxin
interacting protein (Txnip) in cancer cells.

Hirata, C., Nishioka, K., Ashida, S., Mizutani, Y. ポスター 2016/12/2
第39回日本分子生物学
会年会

横浜

畑中　徳子
共同発表
者

IgG測定（免疫比濁法）における二波長測定の試み 成田真奈美 口演 2016/5/15
第56回日本近畿支部医
学検査学会

和歌山市
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畑中　徳子
共同発表
者

第1試薬の吸光度をチェックすることで異常反応が検
出できた事例

猪田 猛久 口演 2016/5/15
第56回日本近畿支部医
学検査学会

和歌山市

江南　宣子
共同発表
者

母性看護学沐浴技術修得のための試み　－eラーニン
グを利用した学習効果－

2016/7/23
奈良県母性衛生学会学
術集会

奈良県医師会
館

都築英明
共同発表
者

Bee shrimp”の紋様形成に関する研究(色素胞解析)
鳴瀬善久, 猪彩香, 阿部佳怜, 内海有彩, 廣瀨
英司

ポスター発
表

2017/3/8
平成28年度全学研究ポ
スターワークショップ

明治国際医療
大学

次橋幸男 主発表者 医療・他職種との効果的な連携法 招待講演 2017/2/5
奈良県介護支援専門員
協会 スキルアップ研修会

天理

次橋幸男 主発表者 救急業務に関する研究のすすめ 招待講演 2016/12/7
平成28年度 第2回奈良
県広域消防組合救急業
務研修会

天理

次橋幸男 主発表者 地域包括ケアシステムにおける医療のあり方 招待講演 2016/7/8
天理市民生児童委員協
議会 高齢者・生活困難
者部会全体研修会

天理

小松　方 主発表者
微生物検査の効率化と適正化を目指して ～見逃して
はいけない病原菌・省略できる微生物とその検査～  
薬剤感受性試験

小松　方 講演 2016/5/14
第56回日臨技近畿支部
医学検査学会

和歌山市

山西　八郎 主発表者 従来の基準範囲とは異なる健常判断スコア 松尾 収二　川邊 美智子 口演 2016/12/1 奈良県公衆衛生学会 奈良県

山西　八郎 主発表者
多変量回帰分析による尿検査成績から推定される病
態

口演 2017/1/29
大臨技一般検査フォーラ
ム

大阪

山西　八郎 主発表者 学会・論文発表のための統計学 口演 2017/2/12 大臨技医学検査学会 大阪

山西　八郎 主発表者 EXCELで統計学 口演 2017/3/18 オーションアカデミー2017 大阪

櫻井　進 主発表者 HBAT研究 なし 口頭 2016/6/10 教員研究発表会 天理医療大学

櫻井　進 主発表者 子どもの睡眠が危ない なし 口頭 2016/7/30
奈良県教職員のための
公開講座

天理医療大学

櫻井　進 主発表者 子どもの味覚がおかしい なし 口頭 2016/7/30
奈良県教職員のための
公開講座

天理医療大学

櫻井　進 主発表者 睡眠習慣をチェックしましょう なし 口頭 2016/9/26 新老人の会奈良支部 天理医療大学

米田　孝司 主発表者 悩める検査技師～病院・企業・大学で何を学んだか～
特別講演・

口演
2016/8/1 大臨技北支部セミナー

大阪府(大阪医
科大学)

米田　孝司 主発表者
喫煙・飲酒の害と非侵襲的検体検査～喫煙・飲酒の
害を臨床検査実習から学ぶ～

公開講演・
口演

2016/8/1
教職員のための夏の公
開講座

奈良県(天理医
療大学)

米田　孝司 主発表者
経験に基ずく取り組みと発想力と可能性(心筋マー
カー、マイクロアレイ、唾液検査)

特別講演・
口演

2017/2/17
東北大学病院検査部研
究会

宮城県(東北大
学)

米田　孝司 主発表者
経験に基ずく取り組みと発想力と可能性(精度管理を
含めて)

特別講演・
口演

2017/2/18
東北臨床検査若手技師
研究会

宮城県(東北医
科薬科大学)

山本　慶和 主発表者 反応曲線を用いた新たな管理学
パネルディ
スカッション

2016/12/4 日立自動分析研究会 大阪

山本　慶和 主発表者
我が国の臨床検査で広く共用できる基準範囲の設定
とその普及の現状

松尾収二 一般演題 2016/12/1 奈良県公衆衛生学会 橿原

野口延由 主発表者
関節液より尿酸ナトリウム結晶を認めた1例およびピロ
リン酸カルシウム結晶を認めた1例

中村彰宏 口頭 2016/8/22
フレッシュマンカンファレ
ンス

天理よろづ相
談所病院

野口延由 主発表者
A Highly Accurate Inclusive Cancer Screening Test
Using Caenorhabditis elegans Scent Detection

中村彰宏 口頭 2017/1/16
フレッシュマンカンファレ
ンス

天理よろづ相
談所病院
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江南　宣子 主発表者 ＮＩＣＵ入院児の母親を支える実践と意義 2017/3/2
第18回奈良新生児研究
会

奈良医科大学
臨床研修セン
ター

田村　博美 主発表者 母性看護学沐浴技術習得のための試み 江南宣子　塚田桃代 口演 2016/7/23 奈良母性衛生学会
奈良県医師会
館

都築英明 主発表者 携帯端末を利用したアクティブラーニング
梅田雅宏, 鳴瀬善久, 廣瀬英司, 河合裕子, 村
瀬智一

ポスター発
表

2017/3/8
平成28年度全学研究ポ
スターワークショップ

明治国際医療
大学

都築英明 主発表者 平成28年度 入学前教育の取り組み
梅田雅宏, 鳴瀬善久, 廣瀬英司, 河合裕子, 村
瀬智一

ポスター発
表

2017/3/8
平成28年度全学研究ポ
スターワークショップ

明治国際医療
大学

田中佳世子 主発表者 絵本を通して思い巡らす「生きることと死ぬこと」 口頭発表 2016/9/23
臨床スピリチュアルケア
協会第70回研究会

龍谷大学大阪
梅田キャンパ

中村彰浩 主発表者 髄液検査における細菌性髄膜炎を考える
シンポジウ

ム口演
2016/5/14

第56回日臨技近畿支部
医学検査学会

和歌山

中村彰浩 主発表者
CMRを紐解く　カルバペネマーゼ産生菌の腸管内保
菌者調査の方法とその意義

口演 2016/5/21
第35回SCANIC学術研究
会

大阪

中村彰浩 主発表者
CMRを紐解く　現場でも役立つ微生物検査のPoint of
Care Testingについて

口演 2016/11/19
第36回SCANIC学術研究
会

大阪

中村彰浩 主発表者
MALDI-TOF MSを用いた多剤耐性大腸菌パンデミック
クローンのプロテオミクス解析

口演 2016/11/26
第22回神戸臨床検査
フォーラム

兵庫

中村彰浩 主発表者
質量分析装置を用いたルーチンワークのコツ～削除
できる検査法と残すべき検査法～

口演 2017/2/4
第4回西日本MALDIバイ
オタイパーセミナー

大阪

中村彰浩 主発表者 寄生虫とのふれ愛かた 口演 2017/2/19
平成28年度四臨協一般
検査研修会

徳島

櫻井　進
発表指導
者

味覚と嗅覚検査：体験実習 堀江、内堀 口頭 2016/7/30
奈良県教職員のための
公開講座

天理医療大学
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