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1 
 

第１章 理念・目的 

（１） 現状説明 

１. 大学の理念・目的 

大学の理念・目的は，学校法人天理よろづ相談所学園寄附行為の第２章目的及び設置

する学校の第４条（目的）に、「この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教

育を行い、人に尽くすことを自らのよろこびとする天理教の信条教育を基調として、医療

に従事する献身的な人材を育成することを目的とする。」と定めている。この大学の理

念・目的のもとに中期目標を作成した。また、天理大学と統合する方向で協議が始まった

ことを受けて、天理大学の理念・目的との統合の検討を始めた。 

［将来計画委員会］ 

 

２. 学部の目的 

１） 人材育成その他の教育研究上の目的 

医療学部の教育研究上の目的は、天理医療大学学則第１章総則の第１条（目的）におい

て「天理医療大学は、教育基本法及び学校教育法に則り、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

の高い技術を習得し、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。」と定めている。それを基に、作成し

た天理医療大学中期目標（2020 年度～2024 年度）（以下、中期目標という）（根拠資料

1-1）では、以下の学士教育内容の充実と強化の目標を定めた。 

① 包括ケアシステムにおいて専門的能力を発揮して社会に貢献できる人材の育成を

さらに推進するために、看護学科においては、全ての看護学領域の知を統合して、地

域・在宅における看護学の教育を強化する。 

② 医学の進歩、医療の飛躍的な発展に対応して医療の基盤を支え、社会に貢献できる人

材の育成をさらに推進するために、定員を拡充して、臨床検査学科のゲノム医療、細

胞検査・細胞治療、医療情報科学等の領域の教育を強化する。 

③ 国際的視野を持ち、様々な環境でグローバルに活動できる人材を育成するために、高

校までに培った「読む・書く・聞く・話す」の英語の 4 技能をさらに段階的に高めら

れるよう、習熟度評価に基づいた効果的な英語教育を行う。 

④ 専門分野を超えて知識・情報を共有して、社会の様々な健康上の課題の解決に協

働して取り組むことのできる人材の育成をさらに推進するために、専門領域を超

えたグループ・ワークや多職種連携の場での実習等を積極的に取り入れ、有機的

協働について学ぶ教育プログラムを実施する。 

⑤ 自律して学習し続けることのできる人材、論理的思考力と研究的志向性を備えた人材

の育成をさらに推進するために、アクティブ・ラーニングの手法を積極的に取り入れ

るとともに、研究プロセス全体を体系的かつ実践的に学習する教育プログラムを実施

する。 

２） 大学の理念・目的と学部の目的の連関性 

医学・医療に関わる学問は、 Science、Art、Humanitysから成り立っており、「広く

知識を獲得し、医療に関わる専門性の高い技術を習得し」がArtに、「真摯に科学する精
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神」がScienceに、「人に対する深い愛情と自分を律する謙虚な心」がHumanityに当た

る。 

［将来計画委員会］ 

 

３. 大学の理念・目的および学部の目的の明示・周知・公表 

大学の理念・目的および学部の目的は寄附行為と学則に明示されている。その目的を

元にした具体的な教育研究上の目標であるディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシ

ーを学科毎に作成し、学生に対しては学修ガイドに掲載し、周知を図っている。【根拠資

料 1-3】 本学を受験する受験生に対しては学生募集要項の中に、教育の基本姿勢として

教育理念とディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーを、アドミッション・ポリシ

ーとともに記載している。【根拠資料 1-3】 そして、入学時に新入生は、「私たちは、

天理医療大学の学生として、『人に尽くすことを自らのよろこびとする』という建学の精

神を胸に置き、高い教養と専門的能力を培い、真摯に自律と協働の技と心を学ぶことを誓

います。」という宣誓文に署名している。さらに看護学科２回生は、大学の理念・目的を

具現化し、自分たちの言葉にした宣誓文を作り、実習が始まる前に行う看護宣誓式で宣誓

をしている。 

寄附行為、学則、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッショ

ン・ポリシーは大学のホームページに公表し、【根拠資料 1-4】 ディプロマ・ポリシ

ー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーは大学案内「CONFIDENCE」に掲

載している。【根拠資料 1-5】また、大学の理念・目的および教育研究上の目的の説明を

広報誌「青垣」の学長論説の中で行なっている。【根拠資料 1-6】 

［将来計画委員会］ 

 

４. 中・長期の計画その他の諸施策 

中期目標（2020 年度～2024 年度）を作成した。その中で、教育の質の向上に関する目

標として、学士教育の充実と強化と大学院（修士課程）の設置を掲げ、それを実現するた

めの体制等の整備を行うこととした。また、並行して、天理大学との統合に向けた準備を

行うべく、天理大学との協議を開始した。 

［将来計画委員会］ 

 

（２） 点検評価 

１. 大学の理念・目的 

大学の理念・目的を、中期目標の中で具体的に提示することができた。社会が求める

大学像の基本的な理念・目的であり、大学を取り巻く社会的な環境やニーズの変化にも対

応できている。 

［運営審議会］ 

 

２. 学部の目的 
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人材育成その他の教育研究上の目的な適切に設定されているが、その目的を達成する

ための目標であるディプロマ・ポリシーと教育過程の指針となるカリキュラム・ポリシー

を学科（学士）毎に設定した。 

［運営審議会］ 

 

３. 大学の理念・目的および学部の目的の明示・周知・公表 

大学の理念・目的および学部の目的の明示・周知・公表は適切に行われている。 

［運営審議会］ 

 

４. 中・長期の計画その他の諸施策 

中期目標を設定できた。 

［運営審議会］ 

 

（３） 次年度に向けての計画 

(1) アドミッション・ポリシーを策定する。 

(2) 天理大学との統合を見据えた中期計画を策定する。 

［将来計画委員会］ 

 

（４） 根拠資料 

1-1 天理医療大学中期目標（2020年度～2024年度） 

1-2 2020年度学修ガイド 

1-3 2021年度学生募集要項 

1-4 大学ホームページ（http://www.tenriyorozu-u.ac.jp/） 

1-5 CONFIDENCE（University Guide 2020） 

1-6 広報誌「青垣」Vol.13 

  

http://www.tenriyorozu-u.ac.jp/
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第２章 内部質保証 

（１） 現状説明 

１. 内部質保証のための全学的な方針及び手続 

１） 内部質保証に関する大学の基本的な考え方 

「教育基本法及び学校教育法の定めるところにより、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、社会人としての豊かな知識を持ち、医療

に関わる専門性の高い技術・技能を習得し、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胸に秘めた人材を育成するという本学の目的を達成するた

めに、本学における教育研究活動並びに組織及び運営等の状況について自ら点検及び評価

を行う［学則の第２条（自己点検と評価）］ことが、内部質保証ための全学的な方針であ

る。この内部質保証に関する大学の基本的な全学的な方針を天理医療大学中期目標（2020

年度～2024年度）に掲げた。【根拠資料1-1】 

２） 内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の権限と役割 

内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織を、点検・評価審議会とし、点検・評価審

議会のもとに設置される内部質保証委員会は、内部質保証のための各領域の PDCA サイクル

が円滑に機能するように支援する体制を確立する。 

３） 当該組織と内部質保証に関わる学部の組織との役割分担 

(1) 教育研究組織 

将来計画委員会が学部の組織の設置状況および管理・運営組織構成を大学認証評価の

結果を踏まえ、委員会・会議の年次報告書により点検・評価を行い、改善・向上に向けた

取り組みを行う。この活動について運営審議会が点検・評価を行う。 

(2) 教育課程・学習成果 

教育課程の内部質保証には、看護学科、臨床検査学科と医療教育・研究センターが担

当の領域の教育について、GPA などの成績評価、シラバスの検討、授業自己評価、学生の

授業評価アンケートの内容、進級状況などを用いて PDCA サイクルを回して、自己点検評

価を行う。この活動を教育・研究審議会が点検・評価を行なう。 

(3) 学生の受け入れ 

学生募集方法については、広報委員会がオープンキャンパスの実施状況、受験者の動向

などをもとに PDCA サイクルを回して、自己点検評価を行う。この活動については運営審議

会が点検・評価を行う。入学者選抜方法については、入試委員会が受験者の動向、入学者選

抜の実施状況、入学時の基礎学力試験の成績、入学後の GPA の推移などをもとに PDCA サイ

クルを回して、自己点検評価を行う。この活動については教育・研究審議会が点検・評価を

行う。 

(4) 教員・教員組織 

教員組織の編成については、教員等審査委員会が教員の採用・昇任・再契約の状況お

よび退職の状況をもとに PDCA サイクルを回して自己点検評価を行う。この活動は点検・

評価審議会が点検・評価を行う。また。教員・教育組織能力開発委員会は、ファカルティ

ー・ディベロップメント活動について PDCA サイクルを回して自己点検評価を行う。この

活動は点検・評価審議会が行う。 
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(5) 学生支援 

学生支援については学生員会とチューター会議が協力して、学生の学修支援、生活支

援、チューター活動について PDCA サイクルを回して自己点検評価を行う。進学・就職支

援、国家試験受験の支援についてはキャリア支援委員会と看護学科、臨床検査学科が PDCA

サイクルを回して胃自己点検評価を行う。これら活動については教育・研究審議会が点

検・評価を行う。人権啓発については人権委員会が、ハラスメントについてはハラスメン

ト対策委員会が連携しながら PDCA サイクルを回して自己点検評価を行う。この活動につ

いては、点検・評価審議会が点検・評価を行う。 

(6) 教育研究等環境 

施設、設備等の整備及び管理についてはIT委員会が、安全管理については安全管理委員

会がPDCAサイクルを回して自己点検評価を行う。この活動については運営審議会が点検・評

価を行う。図書館、学術情報サービスについては図書委員会が、研究活動支援については研

究委員会と教員・教育組織能力開発委員会が中心となり、リトリートでの研究発表などで教

員相互のピア・レビューを行うことなどを通してPDCAサイクルを回して自己点検評価を行

う。これらの活動は教育・研究審議会が点検・評価を行う。 

(7) 社会連携・社会貢献 

公開講演会のなどの社会連携・社会貢献活動については、社会連携・社会貢献委員会

が PDCA サイクルを回して自己点検評価を行う。この活動は運営審議会が点検・評価を行

う。また、学生のこどもおぢばがえりひのきしん支援については学生委員会が自己点検評

価を行う。 

(8) 内部質保証 

 内部質保証のための PDCA サイクルが機能するように内部質保証委員会が支援し、教員

教育評価委員会は業務評価システムの情報の集計などを行って、その活動を支援する。大

学全体の質保証について点検・評価審議会が行う。 

。［内部質保証委員会］ 

 

２. 内部質保証システムの機能の有効性 

１） 学部の組織における教育のＰＤＣＡサイクルを機能させる取り組み 

大学の学務を担う組織である委員会・会議は年度ごとの活動報告と自己点検評価を年度

末に所管する審議会に報告するとともに、学内に公表している。（根拠資料 2-1）そして、

年度当初にその年度の活動計画を所管する審議会に報告するとともに、これも学内に公表

している。（根拠資料 2-2）これにより各委員会・会議ごとのＰＤＣＡサイクルを機能させ

ている。教員等の行う教育の内容については、担当する科目の授業自己評価を提出し、学

内に公開している。授業自己評価には学生の授業評価アンケートにたいする意見と対応も

記載するようにして、授業科目ごとのＰＤＣＡサイクルを機能させている。（根拠資料 2-

3-1～8） 

個々の教員等の教育活動、組織運営の活動、学外活動および研究活動は業務評価システ

ムを用いて教員自らが申告する方法で年間の活動内容を収集し、集計して学内に公表して
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いる。（根拠資料 2-5） 

２） 行政機関、認証評価機関等からの指摘事項（設置計画履行状況等調査等）に対する対応 

平成30年度に大学基準協会の大学評価を受けた結果、現時点での判定を保留し、2021

（平成33）年度までに再評価を行ったうえで、判定する。」という判定を受けた。これを

受けて、内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制として、大学の運営に関することは

運営審議会が、教育・研究に関することについては教育・研究審議会がそれぞれの所管す

る委員会・会議のPDCAサイクルを点検評価することにより内部質保証の責任を負い、個々

の教員等の教育・研究に関する自己点検評価および点検・評価審議会所管の委員会による

点検・評価を点検・評価審議会が点検・評価する体制とする。さらに、委員会・会議の自

己点検評価や個々の教員等の教育・研究に関する自己点検評価を行うためのシステムを構

築し、運営する内部質保証委員会を点検・評価審議会の下に置いた。 

３） 点検・評価における客観性、妥当性の確保 

委員会・会議の年次活動報告・活動計画は、所管審議会に報告するだけでなく、学内に

は公開している。また、教員等の教育・研究活動については、授業自己評価、学生の授業

評価アンケートは教員間で閲覧ができるようにしている。担当する科目の自授業評価アン

ケートに対する教員の意見と対応については授業自己評価内に記載をするようにして公開

している。このように各部門や教員等が行う自己点検評価のためのＰＤＣＡサイクルの結

果を学内で公開することで点検・評価における客観性、妥当性を確保するようにしている。 

［内部質保証委員会］ 

 

３. 教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等の公表 

１） 教育研究活動、自己点検・評価結果の公表 

教育研究活動の結果および委員会・会議の活動報告や活動計画は、年次の自己点検評

価報告書にまとめて記載し、その自己点検評価報告書を本学のホームページ上に掲載し公

表している。 

［内部質保証委員会］ 

２） 財務、その他の諸活動の状況等の公表 

財務、その他の諸活動の状況については各年度の決算報告書、監事監査報告書、事業

報告書（根拠資料2-5-1～3）などを本学のホームページ上に掲載し、公表している。 

［財務委員会］ 

 

（２） 点検・評価 

１. 内部質保証のための全学的な方針及び手続 

１） 内部質保証に関する大学の基本的な考え方 

内部質保証に関する大学の基本的な考え方を中期目標に記載し、具体的な方針と手続き

も合わせて中期目標に示した。 

２） 内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の権限と役割 

内部質保証の推進に責任を負う組織を点検・評価審議会とし、実務的な活動を行う組織

として内部質保証委員会を置いた。運営審議会、教育・研究審議会はそれぞれ所管する委員

会の活動を指示し、監査して、PDCA サイクルが機能しているかどうかをチェックする役割



7 
 

を担うこととした。 

３） 当該組織と内部質保証に関わる学部の組織との役割分担 

運営審議会、教育・研究審議会はそれぞれ所管する委員会の活動を指示し、監査し

て、PDCA サイクルが機能しているかどうかをチェックする役割を担うことを受けて、委

員会の活動内容を整理し、委員会の整理統合、所管する審議会の移行を行い、審議会・委

員会組織の役割分担を明確にした。 

［点検・評価審議会］ 

 

２. 内部質保証システムの機能の有効性 

１） 学部の組織における教育のＰＤＣＡサイクルを機能させる取り組み 

委員会の活動計画、活動報告・自己点検評価がつながって表示され、ＰＤＣＡサイクル

がよりわかりやすく表示できるように、2020 年度からは、委員会活動計画書を廃止し、委

員会活動報告書にその年度の活動計画を記載する欄を設け、年度当初に活動計画を記載し

た活動報告書を提出し、年度末に、活動実績、活動評価、次年度活動への提言を追記して提

出することとした。 

２） 行政機関、認証評価機関等からの指摘事項（設置計画履行状況等調査等）に対する対応 

大学基準協会の大学評価に対しては、内部質保証委員会が大学評価の準備を行うことと

した。 

３） 点検・評価における客観性、妥当性の確保 

各部門や教員等が行う自己点検評価のためのＰＤＣＡサイクルの結果を学内で公開し

すると主に、所管する審議会や点検・評価審議会が客観性、妥当性を検証することとし

た。 

［点検・評価審議会］ 

 

３. 教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等の公表 

１） 教育研究活動、自己点検・評価結果の公表 

教育研究活動の結果および委員会・会議の活動報告や活動計画の内容は、ここに学内で

公表している。また、学外には自己点検評価報告書を通して公表している。 

［点検・評価審議会］ 

２） 財務、その他の諸活動の状況等の公表 

財務、その他の諸活動の状況については決算報告書、監事監査報告書、事業報告書など

をホームページ上に公表している。 

［運営審議会］ 

 

（３） 次年度に向けての計画 

１. 内部質保証のための全学的な方針及び手続 

(1) 内部質保証のための全学的な方針及び手続についてＰＤＣＡサイクルの成果などをも

とに検証を行う。 

(2) 全学的な組織の権限と役割の再編を行ったことの成果を審議会・委員会の活動状況か

ら検証する。 



8 
 

 ［内部質保証委員会］ 

 

２. 内部質保証システムの機能の有効性 

(1) 委員会活動報告書を改めたことの成果を検証する。 

(2) 内部質保証委員会が大学評価の準備を行う。 

(3) 各部署でのＰＤＣＡサイクルの機能状況を所管する審議会および点検・評価審議会が

点検・評価する。 

 ［内部質保証委員会］ 

 

３. 教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等の公表 

教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等の公表を速やかに行

う。 

 ［内部質保証委員会］ 

 

（４） 根拠資料 

2-1 2019年度委員会・会議活動報告 

2-2 2019年度委員会・会議活動計画 

2-3-1 授業自己評価2019年度１回生前期 

2-3-2 授業自己評価2019年度２回生前期 

2-3-3 授業自己評価2019年度３回生前期 

2-3-4 授業自己評価2019年度４回生前期 

2-3-5 授業自己評価2019年度１回生後期 

2-3-6 授業自己評価2019年度２回生後期 

2-3-7 授業自己評価2019年度３回生後期 

2-3-8 授業自己評価2019年度４回生後期 

2-4 2019年度教育研究活動報告書 

2-5-1 2019 年度決算報告書 

2-5-2 2019年度監事監査報告書 

2-5-3 学校法人天理よろづ相談所学園 2019（令和元）年度 事業報告書 
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第３章 教育研究組織 

（１） 現状説明 

１. 学部の組織の設置状況 

平成 30 年度に両学科に共通する教養教育や基礎教育を主として担う組織として両学科

とは別に医療教育・研究センターを置き、看護学科や臨床検査学科との教育の連携は教

育・研究審議会で図ったが、医療教育・研究センターに配置した教員が両学科の所属から

離れたため大学設置基準の教員配置の数を満たさない事態が発生したため、令和２年度よ

り医療教育・研究センターを廃止し、所属していた教員は両学科のどちらかに所属するこ

ととした。そして医療教育・研究センターで行っていた業務は、教育・研究審議会の基に

設置する共通科目調整委員会が担うこととし、医療教育・研究センターに所属していた教

員が共通科目調整委員会の委員を務めることとした。（根拠資料 3-1） 

天理大学と統合する方向で協議が始まったため、まず大学の中期目標を作成した。中

期計画を立てるために将来計画委員会委員を中心にしたメンバーで「学部強化大学院設置

準備プロジェクト」を立ち上げ、学部の強化と大学院の設置に必要なニーズ調査などを行

った。 

［将来計画委員会］ 

 

２. 大学の管理・運営組織構成 

業務の効率化を図るために、令和 2 年度より大学の管理・運営組織である審議会と委

員会の業務を整理、統合することとした（図１）。具体的には、運営審議会のもとにある

予算委員会を財務委員会と改名し、予算に加えて、予算執行状況、決算、財務計画などの

業務を行うこととした。また、情報セキュリティ委員会の業務を安全管理委員会に移行さ

せ、情報セキュリティ委員会を廃止した。さらに、点検・評価審議会の所管であった人権

委員会とハラスメント対策委員会を統合して人権・ハラスメント対策委員会とし、運営審

議会の所管とした。 

教育・研究審議会のもとにある委員会については、入試実施委員会を廃止し、業務を

入試委員会に統合した。また、カリキュラム検討委員会を廃止し、業務を教務委員会に統

合した。看護学科実習委員会と臨床検査実習委員会を設置し、各学科で行っていた臨地実

習に関する調整についての業務が教務委員会と連携して行えるようにした。既に述べたよ

うに、、医療教育・研究センターの廃止に伴い、共通科目調整委員会を設置して業務を引

き継いだ。チューター会議、キャリア支援委員会と学生委員会を統合して学生支援委員会

とした。教務委員会の業務の一部と運営審議会の下にあった IT 委員会の業務と教員・教

育組織能力開発委員会の教育の部分の業務を統合して、教育推進委員会とし、IT 委員会

は廃止した。研究委員会と教員・教育組織能力開発委員会の研究の部分の業務を統合して

研究支援委員会とし、教員・教育能力開発委員会は廃止した。図書委員会と紀要編集委員

会を統合して、図書・紀要編集委員会とした。運営審議会の下にあった広報委員会と社会

連携・社会貢献委員会を統合して、広報・社会連携委員会とし、教育・研究審議会の所管

とした。点検・評価審議会の下にある委員会については、研究倫理審査委員会の所管を学

長直属とし、委員長は副学長が務めることとした。自己点検・評価委員会は、業務の範囲

を明確にするために、内部質保証委員会と改名した。 
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委員会の活動強化のため、教務委員会の委員長を学部長が、学生支援委員会の委員長

をどちらかの学科長が務めることとした。また、安全管理委員会と入試委員会の委員長は

副学長が務めることとした。 

［将来計画委員会］ 

 

３. 教育研究組織の点検・評価と改善・向上に向けた取り組み 

１） 委員会活動報告 

委員会は2019年度の活動報告を年度末に行うことで，ＰＤＣＡサイクルを回して自己

点検評価を行い、所管する審議会に報告した。また、それらを集計し学内に公開した。

（根拠資料2-1） 

２） 委員会活動計画 

委員会は 2019 年度当初にその年度の活動計画を作成し、所管する審議会に報告した。

また、それらを集計し、学内に公開した。（根拠資料 2-2） 



11 
 

［内部質保証委員会］ 

 

（２） 点検評価 

１. 学部の組織の設置状況 

学部と学科の構成を明確にするために、医療教育・研究センターを廃止し、教員はい

ずれかの学科に所属することとし、医療教育・研究センターが行っていた業務は、教育・

研究審議会に置かれる共通科目調整委員会に引き継ぎ、医療教育・研究センターに所属し

ていた教員は委員として配置して、業務の遅滞のないようにできる。また、両学科の教員

と医療教育・研究センターの教員間の教育上の連携の強化を図ることができる。学部の組

織としては、学長の下に、看護学科、臨床検査学科と大学事務局が置かれている形とな

る。 

中期目標が承認され、公表されたので、中期計画を立てるための根拠となる資料・情

報の収集を始めることができた。 

天理医療大学と天理大学の統合の大きな方向性については天理大学との共通理解が得

られた。 

［運営審議会］ 

 

２. 大学の管理・運営組織構成 

教育と研究に係わる業務を扱っていた委員会を統合・整理して教育・研究審議会の下

に置くことにした。研究倫理審査委員会は点検・評価審議会の所管から学長直轄にして、

公正性をより担保することができる。運営審議会は、大学の運営、知的な物も含む資産の

管理、社会的および施設・設備面での安全な環境の維持を行う委員会の業務を統括するこ

とになる。教育・研究に係わる業務を行う委員会をまとめて教育・研究審議会の下に置

き、教育・研究審議会が教育・研究活動を統括することになる。点検・評価審議会は大学

全体の内部質保証の推進に責任を負う組織と位置づけ、その下に実務を行う内部質保証委

員会とそれに必要な情報を収集・管理する教育研究評価委員会を引き続き点検・評価審議

会の下に置いた。また、大学の内部質保証に欠かせない教員の質の担保のための教員等審

査委員会も引き続き点検・評価審議会の所管とした。 

［運営審議会］ 

 

３. 教育研究組織の点検・評価と改善・向上に向けた取り組み 

教育・研究審議会の所管する委員会は教育・研究に関する業務の自己点検評価を各年

度当初の委員会活動計画書および年度末の委員会活動報告書に記載して教育・研究審議会

に提出し、教育・研究審議会がそれらを点検評価することでＰＤＣＡサイクルを回す体制

ができた。 

［点検・評価審議会］ 

 

（３） 次年度に向けての計画 

１. 学部の組織の設置状況 
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天理医療大学と天理大学との統合の統合に向けて具体的な計画・ロードマップを作成

し。天理大学との統合についての協議の中で、具体的な中期計画を作成する。。 

 ［将来計画委員会］ 

２. 大学の管理・運営組織構成 

整理統合された委員会の業務の整理を行い、効率よく業務が行えるようにする。

 ［将来計画委員会］ 

 

３. 教育研究組織の点検・評価と改善・向上に向けた取り組み 

審議会が所管の委員会の活動のPDCAサイクルを点検評価し、審議会としてのPSCAサイ

クルが回るようにする。 

 ［内部質保証委員会］ 

 

（４） 根拠資料 

3-1  天理医療大学学則（2020 改正） 

 

  



13 
 

 

第４章 教育課程・学習成果 

（１） 現状説明 

１. 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 

看護学科のディプロマ・ポリシー案には現在のディプロマ・ポリシーに看護学の領域の

説明を盛り込み、「グローバルな視点で多様な価値観を持つ人々の健康に貢献できる資質を

身につける。」という項目が追加した。臨床検査学科のディプロマ・ポリシーについて以下

の検討を行った。 

① コミュニケーションについて対象者を明記する。 

② 学修する領域として臨床検査学およびその周辺の学問領域という表現にする。 

③ チーム医療の場を医療機関のみならず、健康診断、地域包括ケアなどの場も含むよう

に表現する。 

④ グローバルというキーワードを加える。 

これらの改正を行った看護学科ならびに臨床検査学科それぞれの学位授与方針（ディプ

ロマ・ポリシー）を公開した。 

［教務委員会］ 

 

２. 教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー） 

新たに定められた看護学科ならびに臨床検査学科のディプロマ・ポリシーに沿って、

それぞれの学科の教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）を定め、公開し

た。平成30年度入学生より新カリキュラムもこの新たなカリキュラム・ポリシーにそって

作成され、実施されている。 

［教務委員会］ 

 

３. 教育課程 

１） カリキュラム 

平成 30 年（2018）度入学生より新カリキュラム（根拠資料 4-1）を実施している令和 2

（2021）年度の 4 回生をもって旧カリキュラムは終了する。 

2022 年度の指定規則の改正に対応して、新カリキュラムをベースにしたカリキュラ改

正のための基本原則を下記のように決めた。 

① 指定規則どおりに改正するのではなく、大学独自のカリキュラムを創造し、読み替え

や説明によって、指定規則に沿ったものであることを示す。 

② コア・カリキュラムに対する整合性も取れるものとする。 

③ 総合基礎科目区分はリベラル・アーツ科目区分とする。この区分の科目はすべて選択

科目で、複数の学年で履修可能とする。 

④ 共通専門基礎科目区分は専門基礎科目区分とし、それぞれの学科に必要な専門基礎科

目とし、共通するものは共講できるようにする。特に演習科目については可能な範囲

で共講できるようにする。 

⑤ 基礎科目をリベラル・アーツとコミュニケーション・外国語科目の中区分に分ける。 

⑥ レベラル・アーツは 1 回生から 4 回生までどの改正でも選択履修できるようにする。 
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⑦ 「生物学・遺伝学」「化学」をそれぞれの学科の専門基礎科目の中に設ける。 

⑧ 専門基礎科目の従来の「体のしくみと疾病の成り立ちⅠ～Ⅶ」を解剖生理学、病態学、

疾病（治療）学の観点からマトリックスを作成して組み直す。 

２） 各年次に配当される授業科目の単位 

新カリキュラムでは、看護学科の各年次の配当される必修科目の単位数は、１回生か

ら３回生までが27〜30で、４回生が17となった（表4-1）。臨床検査学科では、１回生と

３回生が33と29と多く、２回生と４回生は22と20と少なかった（表4-2）。 

 

表4-１ 看護学科の各年次の配当される授業科目の単位数 

  
総合基礎科目 共通専門基礎科目 看護専門科目 合計 

必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 

１回生 
前期 3 5 11 0 6 0 20 5 

後期 2 8 6 2 2 0 10 10 

２回生 
前期 0 1 6 2 10 0 16 3 

後期 0 6 2 3 10 0 12 9 

３回生 
前期 0 0 1 1 13 5 14 6 

後期 0 0 0 0 13 0 13 0 

４回生 
前期 0 0 1 1 8 5 9 6 

後期 0 0 1 0 7 0 8 0 

 

表4-2 臨床検査学科の各年次の配当される授業科目の単位数 

  
総合基礎科目 共通専門基礎科目 

臨床検査専門科

目 
合計 

必修 選択 必修 選択 必修 選択 必修 選択 

１回生 
前期 3 5 11 0 4 0 18 5 

後期 2 8 8 1 5 0 15 9 

２回生 
前期 0 1 5 3 9 0 14 4 

後期 0 6 0 5 8 0 8 11 

３回生 
前期 0 0 1 2 14 0 15 2 

後期 0 0 0 0 14 0 14 0 

４回生 
前期 0 0 2 0 12 2 14 2 

後期 0 0 1 0 5 4 6 4 

 

また、総合基礎科目はすべて２年次までに配当し、選択科目については同一年次の

中から選択するようにして、年次をまたぐことにより選択しにくくなることを排除した。 

［教務委員会］ 

３） 授業科目の履修状況 

(1) 総合基礎科目 

(2) 1、２回生については新カリキュラムの総合基礎科目の授業を担当し、非常
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勤講師担当の科目については医療教育・研究センター担当教員が調整を行った。新カリキ

ュラムでは総合基礎科目と身体の科目群および生活と社会の科目群がすべて選択科目とな

っている。学生の履修状況を見ると「物理学」の履修者が極端に少なかった。（表4-3） 

 

表4-3 2019年度総合基礎科目・共通検問基礎科目 選択科目履修状況 

 

科目名 年次 学期 履修者数 

生物学・遺伝学 １回生 前期 108 

化学 １回生 前期 34 

物理学 １回生 前期 6 

生命と科学 １回生 前期 93 

心理学 １回生 後期 54 

宗教と科学 １回生 後期 27 

発達とライフサイクル １回生 後期 58 

生命と倫理 １回生 後期 76 

環境とくらし １回生 後期 16 

文化とくらし １回生 後期 90 

医療英語Ⅰ（Basic） １回生 後期 97 

医療における科学的思考 １回生 後期 96 

保健統計学 １回生 後期 36 

医療英語Ⅱ（applied） ２回生 前期 11 

臨床薬理学 ２回生 前期 100 

栄養学 ２回生 前期 92 

政治経済とくらし ２回生 後期 65 

身体の人類学 ２回生 後期 14 

身体の生理学 ２回生 後期 50 

臨床心理学 ２回生 後期 46 

法律とくらし ２回生 後期 47 

家族とくらし ２回生 後期 105 

臨床栄養学 ２回生 後期 50 

体のしくみと疾病の成り立ちⅦ ２回生 後期 67 

関係法規 ２回生 後期 104 

保健医療福祉行政論 ２回生 後期 85 

医療英語Ⅲ（Training） ２・３回生 前期 3 

衛生管理学 ３回生 後期 108 

障がい論 ３回生 後期 79 

外国語学研修 ３・４回生 前期 1 

政治経済とくらし ４回生 前期 22 

総合臨床演習 ４回生 後期 22 
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来年度から医療英語Ⅲの新カリキュラムに移行することから、教育の目的・目標の見

直しを行い、シンガポールへの旅費等の費用面や研修に同行する教員の負担を考えた結

果、現地での研修は今季で終了し、国内の国際学会へ参加する方向で準備することとし

た。 

1 回生の始めからどれくらい英語能力が伸びたのか点数で比較するために 1 回生の始め

に実施する基礎学力試験の英語を TOEIC ブリッジに変更し、英語の授業終了後にもう一度

TOEIC あるいは TOEIC ブリッジを行うことを計画した。 

(1) 共通専門基礎科目 

1、２回生から始まる新カリキュラムの共通専門基礎科目の授業を担当し、非常勤講師担

当の科目についてはセンター担当教員が調整を行った。新カリキュラムの履修上で特に問

題は起こらなかったが、留年者に対する旧カリキュラムからの読み替えを行い、履修の調整

が必要となった。 

［共通科目調整委員会］ 

(2) 看護学科 

1、２回生は新カリキュラム、３回生以上は旧カリキュラムでの教育を行った 

［看護学科］ 

(3) 臨床検査学科 

１回生、２回生は新カリキュラム、３回生以上は旧カリキュラムでの教育を行った。1

回生は臨床検査学入門実習として臨床検査基礎実習を新カリキュラムで授業を行った。臨

床検査学についてのオリエンテーションを講義で、実験（学内実習）についてのオリエン

テーションを行う科目を臨床検査ガイダンスという小区分に配置している。臨床検査の専

門科目は、形態検査学、生物化学分析検査学、病因・生体防御検査学、生体機能検査学、

検査総合管理学の領域ごとの小区分に配置した。新カリキュラムの履修上で特に問題は起

こらなかった。 

［臨床検査学科］ 

４） シラバス 

教務システム（天理医療大学ポータルシステム）を使用して各教員がシラバスをオン

ライン入力し、一元管理できるようにしている。「シラバス作成・成績評価のためのガイ

ドライン（初版）」を用いて、教員がシラバスの記載を統一してできるようにしている。

教務委員会委員で分担して 2020 年度シラバスの内容をシラバス作成ガイドライン（初

版）のルールに従い点検し、不備がある場合は科目責任者にフィードバックした。 

［教務委員会］ 

 

４. 授業内外の学生の学習を活性化し効果的に教育を行うための措置 

１） 入学準備教育 

2019 年度入学生を対象に実施した「入学前準備教育」では、看護学科の推薦入試合格

者が 53 名の内 

27 名が受講し、臨床検査学科の推薦入試合格者が 12 名の内 11 名が受講した。全 8 回

のテストをほとんど全員受験した。（98％）全 8 回のテスト成績は平均 43.1 点（50 点満

点）で、全国平均 41.7 点より点数が高かった。プレアフターテストの結果、5.7 点アップ
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した。（36.6 点→42.3 点） 

2020 年度の推薦入試（指定校推薦入試と公募推薦入試の合格者に東進ハイスクールの

「医療系総合講座」の受講を勧めた。結果は 2020 年 4 月に報告を受ける予定である 

２） 基礎学力教育 

新入生に対して基礎学力試験（英語、生物、化学）を実施した。成績は、英語［平均点

43、最高点 84、最低点 4］、数学［平均点 65、最高点 97、最低点 15］、生物［平均点 40、

最高点 80、最低点 0］、化学［平均点 43、最高点 90、最低点 10］であった。 

②新入生に対しては、生物と化学の補習授業を行った。 

３） ＬＭＳ（Learning Management System） 

トップページで過去の講義を非表示とするように改善した。また、レポート締め切り期

間内は再提出できるようにした。 

［教育推進委員会］ 

４） 看護宣誓式 

看護学科長と 2 回生チューターが担当して実施した。当日までの準備として、式進行

を確認して学生に式進行の口頭での説明および昨年度宣誓式の DVD 視聴でオリエンテーシ

ョンを行なった後、リハーサルを行った。当日は、看護学科長は、学生への灯火移し、チ

ューターリーダーは灯火を受ける学生の呼名、チューターメンバーは宣誓する学生の誘導

と進行のサポートを行なった。 

［看護学科］ 

５） 天理医療大学・天理よろづ相談所病院看護教育協議会 

看護学科の臨地実習教育の充実に向けて、臨地実習指導能力育成や両施設間の共同研究

などを協議するため、月 1 回の定例会を開催した。 

［看護学科］ 

 

５. 成績評価、単位認定及び学位授与 

１） 試験・単位認定 

1～3 回生の年間取得単位と進級判定基準の照合結果を３月４日および３月 22 日（再試

験該当者分）の教育研究審議会に提出した。留年者の新旧カリキュラムの照合と学生への

周知についてチューターを介して説明を行った。（該当：臨床検査学科 1 名、看護学科学生

４名） 

２） 卒業（学位授与）に必要な単位修得要件 

看護学科の卒業に必要な単位取得要件は、総合基礎科目で必修科目 5 単位と選択科目 9

単位、共通専門基礎科目で必修科目 28 単位と選択科目 5 単位、看護専門科目で必修科目

69 単位と選択科目 8 単位の合計 124 単位としている。また、臨床検査学科の卒業に必要な

単位取得要件は、総合基礎科目で必修科目 5 単位と選択科目 9 単位、共通専門基礎科目で

必修科目 28 単位と選択科目 7 単位、臨床検査専門科目で必修科目 71 単位と選択科目 4 単

位の合計 124 単位としている。4 回生の４年間の取得単位と卒業要件との照合結果を１月

２８日開催の教育研究審議会に提出した。 

３） 成績評価の客観性、厳格性 

試験結果の妥当性の評価は定期試験の結果を平均化させ、前年度平均値との比較および
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極端に高得点あるいは低得点のある科目について吟味した。 

［教務委員会］ 

 

６. 学生の学習成果の把握及び評価 

１） Grade point average (ＧＰＡ) 

 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（4・3・2・1・0）してgrade pointとし、grade point 

average(ＧＰＡ)を算出した。この結果を用いて学生の修学状況を分析するともに、個々

の学生にそれぞれの結果を通知した。また、ＧＰＡを特待生選出の評価項目の一つとし

た。看護学科5期生から8期生までの学生のＧＰＡは、2回生前期から3回生前期まで低下し

3回生後期に上昇する推移を示した（図1）。臨床検査学科7期生・8期生の1回生の時のＧ

ＰＡが5期生・6期生のＧＰＡに比べて低値を示した。（図2）。 

［教育研究評価委員会］ 

 

図 4-1 看護学科５期生～８期生の GPA の年次推移 

 

図 4-2 臨床検査学科 5 期生～8 期生の GPA の年次推移 
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２） 学習成果の測定方法 

シラバスに明記してある、筆記試験、レポート、各授業で実施した演習課題などの評

価の配点比率にしたがって、合計100点満点とする学習成果の測定方法をもちいて学習成

果を評価した。なお、授業時間数の3分の2以上の出席がなければ評価を受けることができ

ないので、各科目の規定された出席日数を、出席簿を使用して点検した。 

［教務委員会］ 

３） 学習成果の評価基準 

100点満点のうち、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学習成果の評価基準を

シラバスに明記している。なお、定期試験の不合格者を対象に、再試験を実施し、60点以

上の成績をもって可と評価する。これらをGPAに反映させている。 

［教務委員会］ 

４） 教員による授業自己評価 

学期終了後に専任教員および特任教員による授業自己評価を行なった。評価の項目

は、シラバスに従った「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」「授業内容」に、「学生の授業評価アンケートに対する意見」を

加えている。評価の内容は、授業自己評価のＰＤＣＡサイクルを回すために、「実施状況

と自己点検評価」と「将来に向けた発展の方策」を記載するようにしている。2019度は専

任教員および特任教員が担当した166科目中116科目で行われ、実施率は77％であった。

（表4-4）。実施率は１回生前期・後期と４回生後期の科目で高く、２、３，４回生前期

で低かった。この傾向も昨年度と差は余り見られなかった。 

 

表4-4 専任教員および特任教員による授業自己評価の実施状況（2019年度） 

 １回生 ２回生 ３回生 ４回生 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

科目数 25 20 25 24 18 15 19 20 

実施科目数 22 16 20 16 14 12 12 15 

実施率 88% 80% 80% 67% 78% 80% 63% 75% 

 

［教育研究評価委員会］ 

５） 学生による授業評価アンケート 

ＬＭＳを用いてすべての科目の学生による授業評価アンケートを実施している。（根

拠資料4-1） 各授業の終了時に担当教員がＬＭＳ上で回答が可能な状態に設定し、学生

が一定期間内に回答できるようにしていたが、2019年度から授業評価アンケートの期限を

設けず、期間中いつでも回答できるようにしたため、アンケートはすべて実施している状

態となった。しかし、アンケートの回答率は低かった（表4-5）。 

講義・演習のアンケートの内容は、授業への取り組みについて「意欲」［予習］「復

習」「興味・関心」「授業内容・方法の適切性」「難易度」の 6 項目、教育内容・方法に

ついて「テーマの明確さ」「話すスピード・声の大きさ」「授業内容の整理」「資料が役

に立った」「質問・相談ができる」「疑問は解決した」「授業の進行の速さ」の 7 項目、
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授業全体について「学習環境の適切さ」「シラバス通りの授業」「授業開始・時間の尊

重」の 3 項目を 5 段階で評価を受けた。項目別に評価の平均をみると、授業への取り組み

の［予習］のみが 4.0 を下回っていた。学期別でみると 3 回生後期で看護専門基礎科目と

臨床検査専門基礎科目がともに 16 項目中 15 項目が 4.0 を下回わった。 

 

表4-5 学生による授業評価アンケートの平均回答率（2019年度） 

講義・演習 
１回生 ２回生 ３回生 ４回生 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

総合基礎科目 74%(10) 17%(12) 64%(1) 4%(6) 1%(1) - 9%(1) - 

共通専門基礎科目 79%(8) 37%(19) 35%(5) 28%(4) - 53%(2) - 32%(2) 

看護専門科目 60%(3) 19%(1) 14%(9) 3%(8) 1%(8) 3%(5) 0%(8) 0%(6) 

臨床検査専門科目 58%(3) 38%(4) 30%(8) 13%(3) 29%(5) 20%(2) 12%(4) 21%(9) 

実験・実習 
１回生 ２回生 ３回生 ４回生 

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 

総合基礎科目 - - 0&(1) - 0%(1) - - - 

共通専門基礎科目 94%(1) 48%(1) - - - - - - 

看護専門科目 64%(1) - - 34%(1) 9%(1) 10%(4) 1%(&) 12%(1) 

臨床検査専門科目 32(1)% 7%(1) 0%(1) 14%(4) 43%(4) 59%(2) 14%(1) 30%(2) 

  

実習のアンケートの内容は、授業への取り組みについて「意欲」「予習」「目的・目

標の理解」「興味・関心」「学生同士の協力」「既習学習の活用」の 6 項目、教育内容・

方法について「教育内容の説明」「達成可能な実習方法」「担当教員の指導」「担当外教

員の指導」「記録量の適切さ」「記録物の指導」「カンファレンスの深まり」の 7 項目、

授業全体について「安全への配慮」「シラバス通りの実習」「実習環境の適切さ」の 3 項

目を 5 段階で評価を受けた。項目別に評価の平均をみると、「予習」の項目で 4.0 を下回

るものが多かった。しかし、回答を得られていない科目が多く、学期別の傾向は分析がで

きなかった。 

 ［教育推進委員会］ 

 

（２） 点検・評価 

１. 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 

看護学科と臨床検査学科のそれぞれ独自のディプロマ・ポリシーを作成し、ホームペー

ジ上に掲載すると共に、2020年度学修ガイドに掲載した。 

［教育・研究審議会］ 

 

２. 教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー） 

看護学科と臨床検査学科のそれぞれ独自のカリキュラム・ポリシーを作成し、ホーム

ページ上に掲載すると共に、2020年度学修ガイドに掲載した。 

［教育・研究委員会］ 
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３. 教育課程 

１） カリキュラム 

昨年度から始まった新カリキュラムの科目のシラバス、授業科目自己評価などをもとに、

コア・カリキュラムとの整合性、必修科目と選択科目の設定、専門科目との重複・つなが

りなどについて検討を進めた。 

2022 年度の指定規則の改正に対応して、新カリキュラムをベースにしたカリキュラ改

正のための基本原則の看護専門科目、臨床検査専門科目についての検討ができていない。 

２） 各年次に配当される授業科目の単位数 

新カリキュラムでの問題点を検討し、新々カリキュラムの改正に活かしていく。 

３） 授業科目の履修状況 

選択科目の履修登録漏れの学生が２名いることが後に判明、教務係でのチェック方法

の強化体制を検討した。 

４） シラバス 

シラバス内容の点検は2019年度から教務委員会委員で分担し、シラバス作成ガイドラ

イン（第２版）を使用した２回目の点検を行った。 

［教育・研究審議会］ 

 

４. 授業内外の学生の学習を活性化し効果的に教育を行うための措置 

１） 入学準備教育 

「医療系総合講座」が推薦入試の合格発表から入学までの間に行われ、毎年受講率が

高く、一定の効果があると推察される。 

２） 基礎学力教育 

基礎学力試験結果は、昨年より全体的に低下しており、高等学校で生物を履修してい

ない学生の割合が高いと予想する。高等学校での学習内容の復習等のサポートを補習授業

で行い、生物学・遺伝学および化学の定期試験で成績結果を確認し、教育・研究審議会で

了解を得られれば再試験対象者に課題を提示する等のフォローしていく。 

３） ＬＭＳ（Learning Management System） 

ＬＭＳと学務教務システムとのデータの共有ができておらず、シラバスの入力やポート

フォリオの運用に支障をきたしている。教員等のＬＭＳの利用度が低い科目があり、それを

向上させるためにＬＭＳの説明会を開催した。その効果を確認するためにもＬＭＳの利用

度調査や利用しにくい点などを調査する必要がある。「医療系総合講座」が推薦入試の合格

発表から入学までの間に行われ、毎年受講率が高く、一定の効果があると推察される。「医

療系総合講座」が推薦入試の合格発表から入学までの間に行われ、毎年受講率が高く、一定

の効果があると推察される。 

４） 看護宣誓式 

昨年度までの実績を参考にして 7 月初旬から準備を開始し、宣誓式２日前から会場で

のリハーサルを繰り返し、順調に準備を整えることができた。また、式典に出席する 1 回

生への事前説明もでき、特に問題となることはなかった。次年度も同様の方法で問題な

く、遂行可能であると判断する。 
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５） 天理医療大学・天理よろづ相談所病院看護教育協議会 

ほぼ月１回のペースで開催できており、臨地実習での学生の状況の把握と情報の共

有、臨床教授等の導入に向けての話し合いができている。 

［教育・研究審議会］ 

 

５. 成績評価、単位認定及び学位授与 

１） 試験・単位認定 

再実習などで評価が遅延した科目は個別審議が行われたが、それ以外特筆すべき事項

はなかった。 

２） 卒業（学位授与）に必要な単位修得要件 

看護学科との卒業に必要な単位取得要件の 124 単位は、以前のカリキュラムと同じであ

り、特に問題はない。選択科目は総合基礎科目で 9 単位、共通専門基礎科目で必 5 単位、

看護専門科目で選択科目 8 単位となっている。また、臨床検査学科の卒業に必要な単位取

得要件は、総合基礎科目で必修科目 5 単位と選択科目 9 単位、共通専門基礎科目で必修科

目 28 単位と選択科目 7 単位、臨床検査専門科目で必修科目 71 単位と選択科目 4 単位の合

計 124 単位としている。以上は昨年度と同じであり、問題は起こっていない。 

３） 成績評価の客観性、厳格性 

高得点あるいは低得点が多発している科目については、共通基礎科目は医療教育研究

センター会議、専門科目は看護学科および臨床検査学科会議にて成績評価の妥当性に関し

て検討を依頼する。 

［教育・研究審議会］ 

 

６. 学生の学習成果の把握及び評価 

１） Grade point average (ＧＰＡ)による評価 

学生のＧＰＡの 2 回生前期の落ち込みはみられなくなった原因は、専門科目が本格的に

始まる 2 回生前期にみられるところから、専門科目への取り組みが良くなったと解釈する

ことはできる。臨床検査学科 7 期生・8 期生の 1 回生の時のＧＰＡが 5 期生・6 期生のＧＰ

Ａに比べて低値を示した原因は、7 期生から新カリキュラムが始まったことが影響をしてい

る可能性がある個々の学生のＧＰＡは、学習成果の把握および評価に学生の学修指導や進

路指導に利用できている。 

２） 学習成果の測定方法 

学習成果の測定方法が数値化され、学習成果の評価にどのように反映するのかがわか

るように明示できている。 

３） 学習成果の評価基準 

合否を評価基準にしている科目については、その理由をわかりやすく学生に説明する

必要がある。 

４） 教員による授業自己評価 

授業自己評価が実施されていない科目がまだある。教員に実施を促す対策が必要である。 

５） 学生による授業評価アンケートに対する意見 
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アンケートを学期間中回答できるようにしたため、すべての科目が実施されたが、回

答率は 2 回生以降で低率であった。 

［教育・研究審議会］ 

 

（３） 次年度に向けての計画 

１. 学位授与方針（ディプロマ・ポリシー） 

2022 年度の指定規則の改正に対応したカリキュラ改正において、ディプロマ・ポリシー

との整合性をチェックしていく。 

［教務委員会］ 

 

２. 教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー） 

2022 年度の指定規則の改正に対応したカリキュラ改正において、カリキュラム・ポリシ

ーとの整合性をチェックしていく。 

［教授委員会］ 

 

３. 教育課程 

(1) 選択科目の履修登録漏れを未然に防ぐためのチェック機構の強化が必要。 

(2) 試験問題のセキュリティ強化に関する指針を「試験運用マニュアル」に記載し、教員へ

周知する。 

(3) 臨床検査学科の「実験」科目についてゲストスピーカーの採用条件、人数などについて

検討を依頼する。履修状況の確認を計画する。 

 ［教務委員会］ 

 

４. 授業内外の学生の学習を活性化し効果的に教育を行うための措置 

(1) 実習指導者と教員との交流会の開催、看護部倫理委員会への教員の参加協力、憩いの家

看護発表会への学生の参加、ホームカミングデイへの卒業生の派遣を依頼していく。 

(2) 看護宣誓式については、次年度は、コロナウイルス感染対策を行って実施できるように、

宣誓する２回生のチューターと看護学科長・事務担当者とで準備から当日の企画・運営

に取り組む。 

 ［看護学科］ 

(3) 天理医療大学・天理よろづ相談所病院臨床検査部長、技師長、副技師長との定期的な協

議を通して、実習指導者と教員と実習調整会議の開催、卒業研究におけるリサーチコー

ス会議の開催、卒業生の参加するホームカミングデイを開催する予定である。 

(4) 臨地実習誓約書署名式について 3回生のチューターと臨床検査学科長とで準備から当日

の企画・運営に取り組む。 

 ［臨床検査学科］ 

 

５. 成績評価、単位認定及び学位授与 

(1) 単位取得状況の確認と照合を実施する。 

(2) 各種試験結果の確認 
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(3) 各期末の成績の確認 

(4) ４年間の取得単位と卒業要件との照合 

(5) 年間取得単位と進級判定基準の照合 

(6) 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 

(7) 留年者の新旧カリキュラムの照合 

［教務委員会］ 

 

６. 学生の学習成果の把握及び評価 

(1) 学習成果の測定方法を分析し、学生にわかりやすい方法の明示を推進する。 

(2) 学習成果の評価基準をできるだけ５段階評価とし、合否評価についてはそれを採用す

る理由を明示することを推進する。 

 ［教務委員会］ 

(3) アンケートの回答率を上げる方法を検討し、実施する。 

(4) 授業評価アンケートの結果を学生に開示する方法を検討する。 

 ［教育研究評価委員会］ 

 

（４） 根拠資料 

4-1 2019年度授業評価アンケート集計 
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第５章 学生の受け入れ 

（１） 現状説明 

１. 学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー） 

学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）は、学生募集要項に記載するととも

にホームページや大学案内に掲載し、学校訪問の際に高校の進学担当教員に説明している。、

また、オープンキャンパスに参加した高校生や保護者に大学案内を配布し、説明を行ってい

る。（根拠資料 5-1）［広報・社会連携委員会］ 

アドミッション・ポリシーに基づく入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像

として「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

する力アドミッションを重要視します。」を学生募集要項に載せ、入学前の学習歴、学力水

準、能力等の求める学生像を示している。（根拠資料 5-2） 

［入試委員会］ 

 

２. 大学入学者選抜方法 

学生の受け入れ方針に基づいた入学希望者に求める水準等の判定方法として、 

(1) 高等学校教育で達成しておくべき基礎学力 

指定校推薦入試では、高等学校での一定以上の評点平均を獲得していることと学校長

の推薦により判定し、公募推薦入試では、高等学校での一定以上の評点平均を獲得し

ていることと個別学力試験で判定し、一般入試では、大学入試センター試験の結果を

利用して判定している。 

(2) 文章の読解力と記述力 

指定校推薦入試では、学校長の推薦により判定し、公募推薦入試と一般入試では小論

文試験で判定している。 

(3) 自己の考えを発言する力 

すべての試験で、入学希望理由の記述と面接試験により評価している。 

 ［入試委員会］ 

 

３. 入学者選抜実施のための体制 

学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の適切な設定を行うた

めの入試委員会を教育・研究審議会のもとに置き、入学試験日程、入学試験方法、試験の

作問の管理、入学試験の運営に関する計画を立案し、教育・研究審議会の承認のもとに計

画を実施している。また、マニュアルの作成や監督者説明会の開催をおこなっている。入

学試験の合格者については、試験結果をもとに入試委員会が案を作成し、教育・研究審議

会でその案を審議し、決定している。 

個別学力試験の作問については、問題は主任が作成し、副主任が点検した後、問題作

成委員全員で全ての科目の問題を相互にチェックを行って、ダブルチェックとしていた。

しかし、公募推薦入試の科目試験「生物」の1問が不適切問題であったのは、委員によっ

ては、科目によって内容に踏み込んだチェックができない場合もあり、校正の機能が十分

に働かない状況も一部には存在しているためと考えられた。そこで、科目ごとに、内容に
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踏み込んだチェックの行える校正担当を決め、主任・副主任、校正担当者の3名による厳

密なチェックを行う体制に変更する。 

新たに始まる大学入学共通テストの取扱について、当初は、高卒レベルの英検2級を受

験資格のラインとする意見もあったが、本学では入学後に2級を取得する学生もあり非現

実的でること、中卒程度の3級では学力の担保にならないことから、日本高等学校長連絡

会の疑義の表明などの世論の動向を踏まえて,民間試験の利用はしないことに決定した。

県内各高校に公表した。 

令和3年度からの一般選抜を前期日程と後期日程の2回行うことについて、本学受験者

の実態を多面的に分析した結果、前期日程受験者を『共通テストで勝負する自信が今一つ

で、専願での推薦入試を避けたい』層と想定し、推薦入試(一般)の科目試験に準じること

とした。両学科のDPに基づき、国語、英語、数学ⅠA、生物、化学から2科目とした。 

3)従来のセンター入試利用の考え方を踏襲しつつ、受験者の拡大を図るために、生物

を生物基礎に、化学を化学基礎に変更することとした。後期日程については、今までの一

般選抜（大学入試センター試験利用）を踏襲することとした。 

大学入試センター試験の実施については、入試委員会が、大学入試センターの指示を

受けながら、業務処理マニュアルの作成、監督者説明会の開催などの準備作業と試験実施

の際の管理・運営を行っている。 

 ［入試委員会］ 

 

４. 入学者選抜の実施 

１） 指定校推薦入試 

令和元年 11 月 2 日（土）に指定校推薦入試の面接試験を行った。県立高校からの受験者

は看護学科で 4 名、臨床検査学科で 2 名であった。 

 

表 5-1 令和 2 年度指定校推薦入試 

  募集人数 受験者数 合格者数 入学者数 

看護学科 15 13 13 13 

臨床検査学科 5 4 4 4 

 

２） 公募推薦入試 

令和元年 11 月 16 日（土）、17 日（日）に公募推薦入試を実施した。面接試験は、二

組に分かれて臨床検査学科は第 1 日目の午後に、看護学科は 2 日目に行った。 

 

表 5-2 令和 2 年度公募推薦入試 

  募集人数 受験者数 合格者数 入学者数 

看護学科 21 45 40 40 

臨床検査学科 10 15 14 14 

 

３） 一般入試 
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令和 2 年 2 月 15 日（土）に一般入試を実施した。面接試験は、看護学科は 3 組、臨床

検査学科は３組に分かれて、午前 11 時から並行しておこなった。 

表 5-3 令和 2 年度一般入試 

  募集人数 受験者数 合格者数 入学者数 

看護学科 36 44 36 21 

臨床検査学科 16 22 16 10 

 

４） 大学入試センター試験 

令和 2 年 1 月 18 日（土）、19 日（日）に大学入試センター試験を実施した。志願者

の割り当て数は 342 名で、配慮者は 1 名であった。 

 

表 5-4 第 1 日目（2020 年 1 月 18 日） 

室番号 
地理歴史・

公民１科目 

地理歴史・

公民２科目 
国語 外国語 リスニング 配慮者 

試験室 001 75 名   77 名 83 名 83 名 
なし 

大教室Ａ 欠席 9 名   欠席 7 名 欠席 1 名 欠席 1 名 

試験室 002  90 名 90 名 90 名 90 名 
なし 

大教室Ｂ  欠席 0 名 欠席 0 名 欠席 0 名 欠席 0 名 

試験室 003   53 名 82 名 86 名 86 名 
なし 

大教室Ｄ   欠席 34 名 欠席 5 名 欠席 1 名 欠席 1 名 

試験室 004 80 名   79 名 79 名 79 名 
なし 

大教室Ｅ 欠席 05 名   欠席 1 名 欠席 1 名 欠席 1 名 

試験室 005 1 名   1 名 1 名 1 名 
あり 

演習室３ 欠席 0 名   欠席 0 名 欠席 0 名 欠席 0 名 

 

表5-5 第2日目（2020年1月19日） 

室番号 理科① 数学 
別冊子 理科② 理科② 

配慮者 
（内数） １科目 ２科目 

試験室 001 47 名 68 名 
1 名 

36 名  

なし 
大教室Ａ 欠席 37 名 欠席 16 名 欠席 48 名  

試験室 002 90 名 90 名 
1 名 

 

  なし 
大教室Ｂ 欠席 0 名 欠席 0 名  

試験室 003 36 名 45 名 
0 名     なし 

大教室Ｄ 欠席 51 名 欠席 42 名 

試験室 004   
     なし 

大教室Ｅ   

試験室 005 1 名 1 名 
0 名 

  
  あり 

演習室３ 欠席 0 名 欠席 0 名   
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［入試委員会］ 

 

５. 学生募集 

１） オープンキャンパス・入試説明会 

オープンキャンパス・入試説明会を 4 回開催し、参加者は第 1 回目から第 4 回目まで合

計して、看護学科 326 名、臨床検査学科 125 名、未定 5 名であった。高校生は 284 名、既

卒者 2 名、保護者 170 名であった。受けた個別相談の件数は、看護学科 25 件、臨床検査学

科 6 件、事務局 37 件であった。（表 5-6） 

 

表 5-6 オープンキャンパスの参加状況 

 看護学科 臨床検査学科 

 高校生 既卒者 保護者 合計 高校生 既卒者 保護者 合計 

5 月 25 日 32 名 0 名 17 名 49 名 5 名 0 名 5 名 10 名 

6 月 29 日 24 名 0 名 16 名 40 名 5 名 0 名 4 名 9 名 

7 月 27 日 67 名 0 名 38 名 105 名 36 名 0 名 22 名 58 名 

8 月 24 日 84 名 1 名 47 名 132 名 28 名 1 名 19 名 48 名 

 

２） 高校訪問 

指定校を中心に県内の高校の学校訪問を行い、進路指導の教員に本学の紹介を行っ

た。 

［広報・社会連携委員会］ 

 

６. 入学定員及び収容定員の設定と在籍学生数の管理 

１） 入学定員に対する入学者数比率 

公募推薦入試の合格者数は、一般入試での辞退者が多くなる可能性があるので、合格

者を昨年と同様に多めに設定した。看護学科の辞退者は合格者36名中15名の辞退者、臨床

検査学科は16名中6名の辞退者があった。最終的には看護学科の入学定員70人に対して入

学者は73人（104％）、臨床検査学科は入学定員30人にたいして入学者は28人（93％）と

なった。 

［入試委員会］ 

２） 収容定員に対する在籍学生数比率とその過剰又は未充足に関する対応 

平成31年度当初の看護学科の在籍学生数は、１回生81人、２回生80人、３回生80人

で、４回生64名の合計305人で、収容定員に対する在籍学生数の比率は109％であったが、

令和2年度当初の看護学科の在籍学生数は、１回生73人、２回生80人、３回生82人で、４

回生75名の合計310人で、収容定員に対する在籍学生数の比率は111％となった。看護学科

の収容定員に対する在籍学生数の過剰に対する対応を行っていない。 

平成31年度当初の臨床検査学科の在籍学生数は、１回生28人、２回生29人、３回生27

人、４回生21名の合計104人で、収容定員120人に対する比率は87％であったが、令和2年

度当初の臨床検査学科の在籍学生数は、１回生29人、２回生29人、３回生28人、４回生27
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名の合計113人で、収容定員120人に対する比率は94％となった。 

［入試委員会］ 

 

７. 学生の受け入れの適切性 

１） 基礎学力試験 

基礎学力試験を英語・生物・化学の 3 科目を実施した。これらの結果をもとにして、英

語については成績に応じて前期の英語Ⅰ、英語Ⅱ、英語Ⅲ、および後期の英会話Ⅰ、英会話

Ⅱ、英会話Ⅲの履修科目の指定を行った。生物、化学、英語について一定の成績以下の学生

には補習授業の受講を勧めた。 

看護学科ではすべての科目において一般入試で合格して入学した学生の平均点が最も

高く、臨床検査学科では英語、数学、化学において一般入試で合格して入学した学生の平均

点が最も高かった（図 5-1、図 5-2）。 

 

図 5-1 試験方法別の基礎学力試験の成績の平均値（看護学科 8 期生） 

 

 

図 5-2 試験方法別の基礎学力試験の成績の平均値（臨床検査学科 8 期生） 

 

 ［共通科目調整委員会］ 
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２） 入試方法と入学後のＧＰＡの推移 

2016 年入学の 5 期生から 2019 年入学の 8 期生について入学後のＧＰＡの推移をみる

と看護学科では指定校推薦入試のＧＰＡが他の入試方法の学生より髙値を推移し、臨床検

査学科では一定の傾向はみられなかった（図 5-3，図 5-4）。 

 

図 5-3 試験方法別の入学後のＧＰＡ推移（看護学科 5 期生～8 期生） 

 

図 5-4 試験方法別の入学後のＧＰＡ推移（臨床検査学科 5 期生～8 期生） 

 ［入試委員会］ 

 

（２） 点検・評価 

１. 学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー） 

ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーは学科毎に設定されたが、アドミッ

ション・ポリシーは両学科に共通した内容で設定されており、現時点では学科別のアドミ

ッション・ポリシーを設定する必要はない。 

［教育・研究審議会］ 

 

２. 大学入学者選抜方法 

平成 3 年度の入学試験から一般選抜を前期課程と後期課程の 2 回行うことを検討して

いる。前者は新たに個別学力試験を行う試験とし、後者は今まで通りの学力試験は大学入

試センター試験を利用した試験とする方向で検討している。 

［教育・研究審議会］ 

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

１回生 ２回生 ３回生 ４回生

指定校推薦入試 公募推薦入試 一般入試

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 平均

１回生 ２回生 ３回生 ４回生 全体

指定校推薦入試 公募推薦入試 一般入試
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３. 入学者選抜実施のための体制 

入試委員会の委員長を副学長にした体制で、公募推薦入試と一般入試を行い、大学入

試センター試験の運営も行なった。 

［教育・研究審議会］ 

 

４. 入学者選抜の実施 

１） 指定校推薦入試 

指定校推薦入試の看護学科の受験者は 1 名、臨床検査学科の受験者も 1 名指定校推薦入

試枠に届かなかった。 

２） 公募推薦入試 

学力試験問題の不適切問題の発生を防止するために、問題のチェックを３回行った

が、不適切問題が発生したため、問題のチェックシステムをさらに強化する必要がある。 

面接試験を二組に分けて同時並行で、臨床検査学科は第 1 日目午後に、看護学科は第 2

日目に行ったが、特に問題なく実施できた。 

３） 一般入試 

面接試験試験員を各組３名ずつ、看護学科は３組、臨床検査学科は２組を作り、小論文

試験の後、同時並行で面接試験を行うことで、試験日を 1 日にすることができた。 

４） 大学入試センター試験 

大学入試センター試験は計画通りの準備を行い、特に問題なく実施できた。再試験や

再開テストを行う事例は発生しなかった。 

 ［教育・研究審議会］ 

 

５. 学生募集 

１） オープンキャンパス・入試説明会 

1 回目から 4 回目まで幅広く多くの参加者があった。特に 7 月 8 月の参加者が多く、学

生との交流も有意義に行われていた。また、当大学学生のボランティア参加も多く、非常

に評価出来る点であった。次年度は、毎回高校生が体験学習をできるようにすることにく

わえて、在校生との交流の毎回の機会をもつ予定にしている。 

２） 学校訪問 

看護師や臨床検査技師の職業を紹介するために、教員と事務局がペアとなって学校訪

問を行なった。 

［教育・研究審議会］ 

 

６. 入学定員及び収容定員の設定と在籍学生数の管理 

１） 入学定員に対する入学者数比率 

公募推薦入試の合格者については一般入試での辞退者が多くなる可能性があるので、

合格者を昨年と同様に多めの案を作成にした。 

一般入試の合格者は、看護学科の辞退者は15名で、臨床検査学科の辞退者は6名で、看

護学科は推薦入試と合わせて、定員を確保できたが、臨床検査学科は定員割れとなった。 
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２） 収容定員に対する在籍学生数比率と過剰又は未充足に関する対応 

臨床検査学科については、学校訪問等の広報を行うことで、受験者の確保のための積

極的な対策が必要である。 

［教育・研究審議会］ 

 

７. 学生の受け入れの適切性 

１） 基礎学力試験 

基礎学力試験は英語の科目選択に効果的であった。また、生物学・遺伝学や化学の授

業の内容に工夫を加えるための指標となった。 

２） 入試方法と入学後のＧＰＡ推移 

8期生から 8期生の入学後のＧＰＡの推移は看護学科と臨床検査学科の指定校推薦入試

と他の入試方法とで異なった傾向がみられたが、ＧＰＡの分布は幅広く、入試方法よりも

ここの学生の入学後の学修状況がＧＰＡの推移に大きな影響を与えていると思われる。 

［教育・研究審議会］ 

 

（３） 次年度に向けての計画 

１. 学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー） 

アドミッション・ポシリーと一般選抜（前期日程）の試験方法との整合性を確認する。 

「入試委員会」 

 

２. 大学入学者選抜方法 

(1) 令和 3 年度入試時期・方法を決定する。 

(2) 令和３年度入学者選抜方法の方針を定め、公開する。 

 ［入試委員会］ 

 

３. 入学者選抜実施のための体制 

入試問題のチェック機能を強化するための体制を考える。 

 ［入試委員会］ 

 

４. 入学者選抜の実施 

(1) 令和 3 年度学校推薦型選抜（指定校）入試を運営する。 

(2) 令和 3 年度学校推薦型選抜（公募）の実施計画を作成し、運営する。 

(3) 令和 3 年度一般選抜（前期日程）入試および一般選抜（後期日程）入試の実施計画を

作成し、運営する。 

(4) 令和 3 年度大学入学共通テストを運営する。 

 ［入試委員会］ 

 

５. 学生募集 

(1) オープンキャンパスの最初 2 回の参加者の増加を募ることができるよう、開催日、開催

時間および広報のタイミングについて工夫を行い、オープンキャンパスを４回開催する。 
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(2) 学校訪問を実施する。 

［広報・社会連携委員会］ 

 

６. 入学定員及び収容定員の設定と在籍学生数の管理 

一般選抜型入試を前期日程と後期日程の2回行うことにより、受験者を増やし、臨床検

査学科の定員割れを解消する。 

［入試委員会］ 

 

７. 学生の受け入れの適切性 

次年度もＧＰＡ推移を解析し、入試方法の適切性を検討する。 

［入試委員会］ 

 

（４） 根拠資料 

5-1 CONFIDENCE 天理医療大学 University Guide 2020 

5-2 2020（令和2年度）学生募集要項 
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第６章 教員・教員組織 

（１） 現状説明 

１. 大学として求める教員像 

本学の中期目標に、強化すべき教員の研究力を以下のように設定した。 

① 専門領域における重要な問題の原因を明らかにし、その解決への道筋を具体的

化し、研究課題を焦点化して研究を展開する能力 

② 柔軟に他の専門領域の専門家と学際的に協働して行く能力 

③ グローバルに活躍するための英語の 4 技能 

［将来計画委員会］ 

 

２. 教員組織の編制に関する方針 

教育効果をより高めるため、総合基礎科目および共通専門基礎科目の教育を主に担当す

る教員組織として医療教育・研究センターをそれぞれの専門科目の教育を主として担当す

る看護学科と臨床検査学科から独立させて設置したが、教育の連携に支障を来すことがあ

ったため、医療教育・研究センターは教育・研究審議会の所管する委員会と位置づけ、所

属していた教員はいずれかの学科に所属することとした。 

［教員等審査委員会］ 

 

３. 学科の専任教員数 

平静31年度当初の医療学部の専任教員は、教授14名、准教授4名、講師12名、助教7名

で、助手9名と特任教授2名、特任講師4名を加えると教員数は合計52名であった。学科別

の内訳は表6-1に示すとおりである。なお、6月1日に看護学科助手が1名着任し，7月1日に

看護学科教授が学部長として着任し、合計54名となった。 

 

表 6-1 平成 31 年度当初の専任教員等の配置状況 （ ）は特任教員の数   

学科 教授 准教授 講師 助教 助手 合計 

看護学科 6(1) 3 10(3)  6 4 29 (4) 

臨床検査学科 8(1) 1 2(1) 1 5 17 (2) 

合   計 14(2) 4 12(4)  7 9 46 (6) 

 

［共通科目調整委員会］［看護学科］［臨床検査学科］ 

 

４. 必修授業科目への専任教員等の配置 

新カリキュラムでは、総合基礎科目および共通専門基礎科目の講義科目には必修科目

の70％以上に特に教員を含む専任教員等を配置しており、演習科目でもほとんどの科目に

専任教員等を配置している。看護専門科目の必修科目はすべて、臨床検査科目の必修科目

は１科目を除いてすべての科目を専任教員等が担当している。 
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表6-2 授業科目区分別の専任教員等（特任教員を含む）の配置 

科目大区分 

講義 演習 実験・実習 

必修科

目 

専任教員

担当科目 

必修科

目 

専任教員

担当科目 

必修科

目 

専任教員

担当科目 

総合基礎科目 9 7 7 6 1 1 

共通専門基礎科目 17 13 2 2 1 1 

看護専門科目 8 8 27 27 15 15 

臨床検査専門科目 3 3 31 30 16 16 

［共通科目調整委員会］［看護学科］［臨床検査学科］ 

 

５. 教員の年齢構成と男女構成 

助手を含む専任教員等の職位別の年齢構成は教授が50歳代から60歳代が主で、准教授

と講師は、助教は30歳代から60歳代に分布している。助手は20歳代から50歳代に分布して

いる。男女は70歳代以上を除き、すべての世代で両性の教員等がいる。また、国際性の視

点から日系ブラジル人が助手として在職している。 

 

表 6-3 専任教員等の年齢構成（平成 31 年度当初） 

 
総数 

20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳代〜 合計 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

教授 14     1 1 4 3 2 2 1  8 6 

准教授 4      １  2  1   0 4 

講師 12   1  1 6  3  1   2 10 

助教 7   1 2  2  2     1 6 

助手 9 1 4  1  1  2     1 8 

合 計 46 1 5 1 2 2 13 4 11 2 5 1 0 12 34 

［教員等審査委員会］ 

 

６. 教養教育の運営体制 

1 回生については新カリキュラムの総合基礎科目・共通専門基礎科目の授業を担当し、

非常勤講師担当の科目についてはセンター担当教員が調整をおこなった。高校での教育か

ら大学への教育の移行を円滑に行えるように、入学前教育として東進ハイスクールの「医

療系総合講座」受講の推奨を行っている。 

［共通科目調整委員会］ 

 

７. 教員等の募集、採用、昇任等 

１） 教員等の募集と推薦 

科学技術振興機構の JREC-IN Portal を利用して、教員等の公募を原則として教員等の

募集を行っている。地域看護領域の教育・研究の強化や退職教員の補充のために平成 31 年
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度（令和元年度）は以下の教員について公募を行ない、それぞれの教員ポストに１〜３名の

応募があった。応募者について、それぞれ審査を行い適切な候補者として合計６名を点検・

評価審議会に推薦した。点検・評価審議会で審議の結果、すべて候補者として承認され、理

事会で採用が承認された。 

看護学科教授（学部長候補者）：応募１名＝推薦１名 

看護学科助手：応募１名＝推薦１名 

基礎看護領域教授：応募 1 名＝推薦せず 

基礎看護領域講師：応募 1 名＝推薦せず 

成人看護領域教授：応募 1 名＝推薦せず 

成人看護領域看護講師：応募 2 名＝推薦 2 名 

老年看護領域教授：応募 2 名＝辞退 1 名 

母性看護領域講師：応募 3 名＝推薦 2 名 

精神看護領域助教：応募 1 名＝推薦 1 名 

地域老年看護領域教授：応募 3 名＝推薦せず 

臨床検査学科助手：応募 1 名＝推薦１名 

２） 教員等の採用・契約更新 

(1) 専任教員の採用・契約更新 

看護学科助教等 2 名と看護学科助手 1 名が 4 月 1 日に着任した。 

基礎看護領域教授が 5 月 1 日に着任した。 

看護学科教授（学部長候補者）と看護学科助手が 7 月 1 日に着任した。 

看護学科助教 2 名、臨床検査学科教授 2 名の契約更新を 4 月 1 日に行なった。 

(2) 特任教員の採用・契約更新 

昨年度末に退職した臨床検査学科教授が特任教授として 4 月 1 日に着任した。 

1 年契約で任用している 1 名の特任教授と 3 名の特任講師の契約更新を 4 月 1 日に行な

った。 

1 年契約で任用している 1 名の特任講師の契約更新を 10 月 1 日に行なった。 

３） 教員等の昇任 

看護学科助教 1 名及び臨床検査学科講師が 4 月 1 日にそれぞれ講師と准教授に昇任し

た。 

４） 教員等の退職 

令和 2 年 3 月 31 日で看護学科の教授 2 名、准教授 1 名、講師 2 名、助教 1 名が退職し

た。退職した教授の内１名は定年退職であり、後任が採用されるまで、特任教授として再

雇用することした。 

 ［教員等審査委員会］ 

５） 臨床教授・准教授・講師、非常勤講師（兼任講師）、非常勤教員等 

新規推薦の非常勤講師等の担当科目について規約に基づいた審査基準と妥当かについ

て審議し、教務委員会で検討した後に、教育・研究審議会への上申した。（該当：共通科

目 8 件、看護専門科目 9 件、臨床検査学科専門科目 0 件） 

継続申請の非常勤講師等の担当科目について、前年度から変更された内容があれば、

その適合性を確認した。（該当：共通科目 52 件、看護専門科目 24 件、臨床検査学科専門
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科目 49 件） 

［教務委員会］ 

 

８. ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動 

１） ＦＤ講演会 

2020 年 3 月 5 日 16:00～17:30 天理大学 野津幸次教授による講演 「天理大学にお

ける FD 活動の歴史と現状（仮題）」を計画した。新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

めにこの講演会を中止した。 

２） ＦＤワークショップ 

令和元年 9 月 18 日（水）13:00～15:00 

「大学教員として身につけたい能力について考える」 

職位ごとのグループに分かれ、ワークショップを行った。（参加者 41 名） 

 ［教育推進委員会］ 

３） 若手教員の育成 

(1) 新任教員 4 名を日本私立看護系大学協会新任教員研修会に派遣した。 

(2) 新任教員教育研修補助細則を策定した。 

(3) FD ハンドブックを若手教員に配布した。 

［教育推進委員会］ 

 

９. 教育活動、学務活動，学外活動、研究活動 

１） 教育活動 

業務評価システムを利用して、教員等が自らの教育活動、学務活動、学外活動、研究

活動を登録し、教育研究活動報告としている。(根拠資料 2-4) 教育活動に関しては、講

義、演習，実習、初年時教育などの学内での教育活動を報告した。それぞれ担当科目、担

当時間や担当の役割などを入力内容としている。 

 

図 6-1 看護学科教員等の授業担当時間数（一人当たりの平均） 

 

 

看護学科教員等の授業担当時間数は、講義では教授が最も多く、演習では教授、准教

授・講師や助教と差はあまりなく、実習では准教授・講師が最も多かった（図 6-1）。臨
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床検査学科教員等の授業担当時間数は、講義で教授が最も多く、演習と実験・実習では教

授と准教授・講師の間に大きな差は見られなかった（図 6-2）。実験・実習の担当時間数

が多いのは、実習科目の卒業研究で、学生に 1 対１の授業を行っているためである。他大

学（大学院）での教育活動、その他教育機関での教育活動、他の医療施設等での研究指

導、他大学大学院生の研究指導の活動は教員等の間で様々であった。 

 

図 6-2 臨床検査学科教員担当授業時間数（一人当たりの平均） 

 

 

２） 学務活動 

業務評価システムを利用して教育活動に関しては、学務活動については審議会や委員

会等での委員としての活動、入試業務（監督業務、作問・採点）、学内試験業務を項目と

した（表 6-4）。また、オープンキャンパスなどでの広報活動やチューター、相談員、学

生のサークル活動の顧問などの学生支援活動を項目に加えた。(根拠資料教 6-1) 

審議会・委員会の委員は教授が准教授・講師や助教の倍の数を担当していた。入試業

務はすべての教員等が係わっていたが、作問や採点を担当することの多い教授の担当数が

多くなった。オープンキャンパスには准教授・講師や助教が多く担当した（図 6-3）。 

 

表 6-3 職位別の学務活動業務の教員一人当たりの担当数 

 

 

３） 学外活動 

学外活動では、学会・研究会の役員や実務委員、運営者や座長などとしての参加協力、
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学外者への指導・助言、講演会・研修会・セミナー等での演者などとともに、医療活動や NPO

法人などの社会活動を報告した。具体的な活動内容は第９章「社会連携・社会貢献」に記載

している。 

４） 研究活動 

研究活動では、原著論文、総説、その他論文、著書、教科書・教材、学会・研究会発

表を報告した。合計で、原著論文は 34 件、総説 18 件、その他論文 15 件、著書 5 件、教

科書・教材 21 件、学科・研究会発表 136 件であった。（図 6-4）。 

 

図 6-4 職位別教員等の研究活動業績 

 

 

科学研究費補助金等の取得は表 6-4 に示すように新規 6 件、継続 16 件であった。ま

た、学外共同研究費の取得が 2 件、学内共同研究の取得が 13 件あった。学外との共同研

究が１件あった。2 名の教員が企業等からの奨学寄付金を総額 110 万円受領した。3 名の

教員がそれぞれ SC Rapid Fire Abstracts Award、日本臨床衛生検査技師会有功賞、学術

奨励賞の表彰を受けた。 

 

表 6-4 科研費取得状況 

助成事業 

新規 継続 

合計 研究代

表者 

分担研

究者 

連携研

究者 

研究代

表者 

分担研

究者 

連携研

究者 

基盤研究（A）         1   1 

基盤研究（B)           1 1 

基盤研究（C） 3 1   6 4   14 

若手研究（B） 2     4     6 

 

５） 教員等の教育研究活動等のポイント 
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教育活動についてのポイントは、それぞれの項目に基本ポイントを定め、教育への関

与の内容を係数として、それらをかけ合わせたものに担当時間数をかけた結果を獲得ポイ

ントとした。学務活動（組織運営）と学外活動についてのポイントは、原則的に項目の基

本ポイントに、回数などがある場合はそれをかけたものを獲得ポイントとした。研究業績

の論文等については言語によって基本ポイントに差をつけ、それに筆頭著者、責任著者、

共同著者などの論文等への関与の程度を係数としてかけ、獲得ポイントとした。入力され

た内容は教員等の学内外の活動を網羅しているので、教員等の教育活動・組織運営（学務

活動）・学外活動・研究業績の各区分の領域に対する教員の活動の比率を算出することが

でき、その比率から領域に対する教員等のエフォートが推定できる。獲得ポイントはそれ

ぞれの活動の高さを相対的に表していると考え、教育活動・学務活動（組織運営）・学外

活動・研究業績のすべての区分区分の獲得ポイントを合算した総ポイント数に応じて研究

費を評価分研究費として、職位に応じた固定の研究費とは別に配分している。（根拠資料

6-1） 

2019年度のポイントでは、教育活動では、教授、准教授・講師、助教で差はあまりな

く、組織運営、学外活動、研究活動において、教授、准教授・講師、助教の順でポイント

が多かった。 

 

図 6-4 2019 年度職位別教員等の教育研究活動ポイント（平均） 

 

［教育研究評価委員会］ 

 

（２） 点検・評価 

１. 大学として求める教員像 

本学の中期目標に、強化すべき教員の研究力を設定した。 

［点検・評価審議会］ 

 

２. 教員組織の編制に関する方針 

医療教育・研究センターは教育・研究審議会のもとに置き、教員はどちらかの学科に

所属し、医療教育・研究センターの業務を委員会業務として行うこととした。 

［点検・評価審議会］ 
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３. 学科ごとの専任教員数 

看護学科の教授の欠員があり、講師の数が多い状況が続いており、臨床検査学科にお

いては、准教授、講師、助教の数が少ない状況が続いている。教員等の採用や昇任をより

適正な数に調整する必要がある。 

［点検・評価審議会］ 

 

４. 必修授業科目への専任教員等の配置 

新カリキュラムにおいて必修授業科目への専任教員等の配置は適正に行われている。 

［教育・研究審議会］ 

 

５. 教員の年齢構成と男女構成 

年齢構成では看護学科の講師、助教に50歳代が多い。男女構成では看護学科で男性教

員が少なく、臨床検査学科では女性教員が少ない。 

［点検・評価審議会］ 

 

６. 教養教育の運営体制 

総合基礎科目・共通専門基礎科目の運営は医療教育・研究センターの委員により適正

に運営されている。入学前教育の効果は分析ができていない。基礎学力の補習授業につい

ては、エフォートに見合う効果が得られておらず、見直しが必要である。 

［教育・研究審議会］ 

 

７. 教員等の募集、採用、昇任等 

１） 教員等の募集・候補者の推薦 

教員の公募には１〜3名の応募者があるが、推薦できる候補者は約半数である。 

２） 教員等の採用・契約更新 

看護学科教授候補者（学部長予定者）と地域・老年癌後教授候補者の審査にあたり、定

年の除外規定の適用について問題が指摘された。教育体制の維持・発展のために定年規定お

よびその除外規定を見直す必要がある。 

３） 教員等の退職 

本年度末で看護学科の教授 2 名、准教授 1 名、講師 2 名、助教 1 名の退職があり。後任

の公募を行う必要がある。 

４） 教員等の昇任 

准教授への昇任が 1 名、講師への昇任が 1 名となった。 

５） 教員等の任期制雇用と契約更新 

専任教員および特任教員の契約更新を適正に行えた。 

［点検・評価審議会］ 

６） 臨床教授・准教授・講師、非常勤講師（兼任講師）、非常勤教員等 

今期は臨床教授等の申請はなかった。臨床検査学科の「実験」科目についてゲストスピ

ーカー採用の条件について審議会で疑義があり、検討することとした。非常勤講師の継続に
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ついて前年度と同一内容については、申請者がその旨を記載する欄を新たに設置し、同じ審

査をしない運用を導入し、確認作業を円滑化させた。 

［教育・研究審議会］ 

 

８. ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動 

１） ＦＤ研修会 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のためにこの講演会を中止した。 

２） ＦＤワークショップ 

それぞれ個人の教育力、研究力、マネジメントの向上についての具体的な課題があげ

られた。また、看護教育について領域の壁を越えた若手教員の育成や、将来を見据えて

の学生の時からの全人的教育の必要性についての意見があり、これらの様々な意見の分

析により今後の継続的な FD 活動につなげていく資料となった。 

３） 若手教員の育成 

今年度から新任教員、若手教員を教育研修に派遣する制度を策定し、実際に派遣する

ことができた。また、新任教員研修会の学びを看護学科助講会において発表し共有する

ことができた。FD ハンドブックにより、授業の進め方についての基本的な点について若

手教員に伝えることができた。実施した各学科対象研究会等について、教員のほとんど

が参加し有益な情報を得た。 

４） リトリート 

昨年度の第一回リトリートにおける台風直撃に続いて、今年度も第二回リトリートで

はコロナ肺炎の自然災害があった。しかし限定的な中、教員のチームワークのもと、一定

以上の成果を得た。 

今の形（抄録集の作成、両学科共通のセッション設置、茶菓やランチを準備してのポ

スターセッション、リトリート期間中の各種講演会の実施等）でリトリートを開催するよ

うになって 3 年目にあたり、形が定着した。達成度を客観的に各自が確認できるよう、今

年度までの三年の成果をリトリート記録集として編纂し、全教員に配布とした。 

［教育・研究審議会］ 

 

９. 教育活動、学務活動，学外活動と研究活動 

１) 教育活動 

看護学科教員等の授業担当時間数は、講義、演習、実習が職位の教育上の役割に応じて

バランスの取れたものとなっている。臨床検査学科教員等の授業担当時間数は、実習が実習

に張り付くのではなく、ラウンドする形が撮られており、卒業研究科目では各々学生一人を

受け持って卒業研究を指導する形となっているので、担当時間と実際に教育し指導する時

間とに乖離があり、実験・実習の担当時間が看護学科の教員の３〜4 倍になっているが、エ

フォートを正確には反映していない可能性が高い。 

２) 学務活動 

委員会・会議・プロジェクトの委員の任命を職位により傾斜をつけているので、それが

そのまま学務活動の内容に反映している。 

３) 学外活動 
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教員等の比較的活発な学外活動が見られるが、教員間の差が大きい。 

４) 研究活動 

研究業績は職位にかかわらず教員等の個人差が大きく、研究活動が低い教員の研究活

動を支援する必要がある。科研費の取得も新規が少なくなっており、より協力は科研費取

得のための支援が必要である。学内共同研究 13 件の内訳は、看護学科２名、臨床検査学

科６名からの申請であり、看護学科の学内共同研究の支援が必要である。 

５) 教員等の教育研究活動等のポイント 

教育活動等のポイントは教員等の学務活動や学外活動も含めた教育研究活動の状況を

反映しているが、実習について学科間で差が見られるので、今後検討が必要である。現時

点では、評価分研究費の額の算定根拠として妥当である。 

［点検・評価審議会］ 

 

（３） 次年度に向けての計画 

１. 大学として求める教員像 

中期目標にある強化すべき教員の研究力をふまえて、大学として求める教員像を明文化し、

教員公募の文書に記載する。 

［教員等審査委員会］ 

 

２. 教員組織の編制に関する方針 

医療教育・研究センターの業務を明確にするために、委員会名を共通科目調整委員会と

改名する。 

［教員等審査委員会］ 

 

３. 学科ごとの専任教員数 

看護学科および臨床検査学科の専任教員に偏りがあるので、その調整を図る。 

［看護学科］［臨床検査学科］ 

 

４. 必修授業科目への専任教員等の配置 

新カリキュラムの改正に向けて、共通専門基礎科目の中の必修科目は専任教員または特

任教員が科目責任者となるように配置する。 

［共通科目調整委員会］［看護学科］［臨床検査学科］ 

 

５. 教員の年齢構成と男女構成 

助教・講師の採用にあたっては、看護学科の助教や助手の年齢が比較的高いという問題

があり、是正をしていくための方策を考える必要がある。 

［教員等審査委員会］ 

 

６. 教養教育の運営体制 

共通科目調整委員会のもとで、総合基礎科目と共通専門基礎科目を適正に運営する。 

［共通科目調整委員会］ 
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７. 教員等の募集、採用、昇任等 

中期目標の大学院設置を踏まえた教員等の採用方針を作成し、採用基準を見直す。 

 ［教員等審査委員会］ 

 

８. ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動 

(1) 新任教員教育研修補助細則に従って、来年度は当委員会により対象者を決定し、新任教

員あるいは若手教員の教育を促進する。 

(2) 埼玉県立大学飯岡教授のグループが開発した「配慮が必要な学生への教育上の調整：出

張 FD・SD プログラム」（レベル１：障害と合理的配慮に関する理解の促進（講義）、レベ

ル２：臨地実習における教育上の調整（グループワーク）、レベル３：自大学の課題と発

展）のレベル 1～3 通したワークショップの計画を行う。 

(3) Workshop で得られた個人の教育力、研究力、マネジメントの向上についての具体的な課

題解決のための FD 委員会としての方策を検討する。 

(4) 新型コロナウイルス感染症収束後、「改めて天理大学 野津幸次教授による講演 「天理

大学における FD 活動の歴史と現状（仮題）」を計画する必要がある。 

［教育推進委員会］ 

(5) 2 回のリトリートを有効に活用し、目標達成を図ることが望ましい。出席状況と効果を

考慮しても、次年度以降も FDweek の中でのリトリート開催およびリトリートの中での

関連会議や講演会実施が望ましい。 

 ［研究支援委員会］ 

 

９. 教育活動、学務活動，学外活動と研究業績の評価 

(1) 職位に応じた教育活動の負担となるように提案する。 

(2) 委員会・会議の改革に伴って、職位に適正な学務活動ができるように計画する。 

［教務委員会］ 

(3) 教員等のＮＰＯ法人の活動やボラティア活動を支援する。 

［広報・社会連携委員会］ 

(4) 教員等の研究活動を支援する。 

(5) 教員等の科研費取得を奨励・支援する。 

［研究支援委員会］ 

 

（４） 根拠資料 

6-1 教員等の教育研究活動等のポイント 
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第７章 学生支援 

（１） 現状説明 

１. 学生支援の方針 

本学の中期目標に学生支援体制について以下の目標を掲げた。 

「本学では建学の精神に基づき、人に尽くすことを自らのよろこびとする天理教の信条

教育を基調として、医療に従事する献身的な人材を育成することを目的としている。その

ためには、学生が教職員から十分なケアを受けて、安心して大学生活を享受し、人として

成長できることが重要となる。修学支援、生活支援、課外の自律的な活動の支援、進路支

援等の機会を通して、一人一人の学生の成長を保証できるように、学部長、学科長が要と

なって、教務委員会、学生委員会、チューター会議、ハラスメント防止委員会等の有機的

連携をコントロールする。 

また、効果的に学生を支援できるように、事務局の学務課機能を適正に位置づけ、教務、

学生支援、入試にかかる業務の担当と責任を明確に整理するとともに、学務課内及び教員

組織との情報共有の仕組みを再構築して有機的協働を推進する。」 

［学生支援委員会］ 

 

２. 学生支援体制 

１） 教務委員会 

(1) 4月時の学生オリエンテーションにおいて、学修ガイド第 3章に関する内容を説明した。

加えて 1 回生は 5月に単位認定試験を受験するための心構えと注意点について説明会を

開催した。 

(2) 前期および後期の定期試験結果を教務委員会にて確認し、教育研究審議会で単位認定が

行われた。その直後に担当チューターに資料を配布、特に学業不良者への対応を依頼し

た。 

(3) 今年度から変更した履修規程（第 12 条：進級）について学修ガイドに追記した点を学生

へオリエンテーション時に周知した。 

(4) 学修ガイド第 3 章について見直しを行い、修正作業を行った。 

 ［教務委員会］ 

２） 学生委員会 

(1) 安全や健康な学生生活を送るための支援（交通安全講習会・献血セミナー開催、校内美

化活動支援、健康管理室・学生相談室の開室） 

(2) 学生との意見交換会開催 

(3) 正課外活動支援（学生自治会支援、学園祭支援、サークル活動支援、こどもおぢばがえ

りひのきしん支援） 

３） チューター制度 

年 2～3 回の学生との定期面談を実施し、学習や生活面に関する聞き取りや指導を行

い、問題が生じた学生に対する面談を行なった。学科長・科目担当者・チューター、チュ

ーターリーダー、事務局が連携して問題の予防や対応をしている。また、チューター全体

会議を開催し、チューター間の情報共有を行なった。 

［学生支援委員会］ 
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３. 学修の支援 

１） 入学前学習支援 

2019年度入学生を対象に実施した「入学前準備教育」では、看護学科の推薦入試合格者

が53名に対し、27名が受講し、臨床検査学科の推薦入試合格者が12名に対し、11名が受講

した。全8回のテストをほとんど全員受験した。（98％）全8回のテスト成績は平均43.1点

（50点満点）で、全国平均41.7点より点数が高かった。プレアフターテストの結果、5.7

点アップした。（36.6点→42.3点） 

2020年度の推薦入試（指定校推薦入試と公募推薦入試の合格者に東進ハイスクールの

「医療系総合講座」の受講を勧めた。結果は2020年4月に報告を受ける予定である） 

２） 学生の能力に応じた補習教育、補充教育 

新入生に対して基礎学力試験（英語、生物、化学）を実施した。成績は、英語［平均

点43、最高点84、最低点4］、数学［平均点65、最高点97、最低点15］、生物［平均点40、

最高点80、最低点0］、化学［平均点43、最高点90、最低点10］であった。 

新入生に対しては、生物と化学の補習授業を行った。新入生に対しては、生物と化学

の補習授業を各8回（1回：40分）行った。 

［共通科目調整委員会］ 

３） 履修指導・学修指導 

(1) 4月時の学生オリエンテーションにおいて、学修ガイド第 3章に関する内容を説明した。

加えて 1 回生は 5月に単位認定試験を受験するための心構えと注意点について説明会を

開催した。 

(2) 前期および後期の定期試験結果を教務委員会にて確認し、教育研究審議会で単位認定が

行われた。その直後に担当チューターに資料を配布、特に学業不良者への対応を依頼し

た。 

(3) 今年度から変更した履修規程（第 12 条：進級）について学修ガイドに追記した点を学生

へオリエンテーション時に周知した。 

４） 学修ガイド（履修関係）改訂版の作成 

学修ガイド第 3 章について見直しを行い、修正作業を行った。（根拠資料 7-1） 

［教務委員会］ 

５） 新入生オリエンテーション 

2019 年度新入生オリエンテーションを実施した。2020年度の入学式は 4 月 3 日（金）に

挙行されるため、新入生オリエンテーションは教務委員会が作成した年間スケジュール案

をもとに、4 月 6 日（月）と 4 月 7 日（火）に実施することし、オリエンテーションの内容

については、本学の教育の基本姿勢や履修に関することを説明し、その後学生生活における

ガイダンスを実施する。また、基礎学力試験を英語・生物・化学の 3 科目を実施し、その他

の時間で学生に配布するパソコンの初期設定を行うこととした。 

６） 「新入生のための学び入門」 

大学生としての姿勢や学習態度を身に着け、実践できるよう講義や実習での学び方や、

レポートの書き方、プレゼンテーションの仕方等の基礎知識だけではなく、e-learning の

利用の仕方を分かりやすく図等を用いて作成することなどを第 5 版に盛り込んで、3 月中に

作成し、4 月の新入生オリエンテーションで配布する。（根拠資料 7-2） 
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［共通科目調整委員会］ 

７） ポータルサイト 

ポータルサイトに教員ごとの ID でログインできるように調整し、使用法説明会を e ラ

ーニングと併せて行った 

８） オフィスアワーと教員への連絡 

オフィスアワーを教員の研究室のドアに掲示するとともに、各教員のメール・アドレ

スを学生に公開し、随時連絡が取れるようにしている。 

［教育推進委員会］ 

９） 留学生に対する修学支援 

現在まで留学生の在席はない。 

１０） 障がいのある学生に対する修学支援 

本年度は聴覚障がいや視覚障がいのある学生は在籍にしていない。 

［事務局］ 

 

４. 修学環境の設備 

１） 図書館 

「第８章教育研究環境 ５．図書館、学術情報サービス」に記載 

［図書・紀要編集委員会］ 

２） 演習室 

演習室は16室あり、演習科目で使用するだけでなく、課外でのグループワークやグル

ープでの自習に予約制をとって開放している。 

３） 学生ホール 

学生ホールを設置し、学生の課外の交流が図れるようにしている。 

４） 食堂・売店 

昼休みとその前後に食堂を開店している。大学から補助金を出して、価格を低く抑え

ている。 

［事務局］ 

 

５. 学生の健康・生活支援 

１） 安全な学生生活のための講習会 

日赤救護講習会は 3 限授業後、10 分の休憩を挟んでの開始であったため、研修会参加の

ための着替えと移動に学生たちは時間を要し、15 分遅れの開始となり、講師より叱責を受

けた。 

２） 校内美化のための学生活動の支援 

校内美化活動の活動状況の確認を行った。 

３） 学生と教職員との意見交換会 

４） 令和 2 年 1 月 20 日 16：20～17：35 に大教室 D で意見交換会を開催した。会の冒頭で、昨

年度の意見交換会で検討事項になっていた案件について、事務局長から回答がなされた。ま

た、今年度は予め各クラスで意見を取りまとめて提出してもらったため、ほとんどの意見に

対して、具体的な対応策を各担当者から回答することができた。全学年両学科の代表者およ
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び会計を担当とする学生で構成する全 16 名と関連する委員長等(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おいて報告した。 

［学生支援委員会］ 

５） 学生の相談に応じる体制 

(1) 学生相談室 

学生相談室は毎週月曜日に16時30分～18時30分までの開室を行った。50分程度の個人カ

ウンセリングおよび心理テスト、教職員へのコンサルテーションの相談活動を行った。 

［学生支援委員会］ 

６） ハラスメント防止のための対策 

(1) 学生のハラスメント防止 

ポスターとパンフレットの一部改訂をし、ポスターについては学内貼り換えを、パンフ

レットについては全学生に配布（パンフレットは教員にも配布）した。 

看護学科 3 回生の実習前の 10 月末に、3 回生全員を対象としたハラスメントに関する講

演会を、また、令和 2 年 1 月に 1, 2 回生全員を対象とした同じく講演会を開催した。 

NPO 法人アカデミックハラスメントをなくすネットワークより講師を招き、「アカハラ防

止のためのコミュニケーションスキルアップ」に関する研修を計画したが、新型コロナウイ

ルス感染防止の観点から延期することにした。 

(2) ハラスメント相談員の育成 

日本学生支援機構主催「平成 31 年度心の問題と成長支援ワークショップ」の研修に本

委員会より 2 名が応募したが、抽選で 1 名のみの参加が認められた。その結果、9 月の研

修に委員長が参加した。た。 

 ［人権・ハラスメント対策委員会］ 

 

６. 経済的支援 

１） 特待生制度 

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を選出した。

2019 年度の特待生は、看護学科２回生 1 名、３回生 3 名、臨床検査学科２回生 1 名、３回

生 1 名の計 6 名となった。 

［将来計画委員会］ 

２） 日本学生支援機構奨学金 

2019 年度学生支援機構奨学金受領者は表 7-1 の通りであった。 

３） 天理よろづ相談所の奨学金と貸費制度 

2019 年度天理よろづ相談所奨学金受領者と貸費受領者は表 7-2 の通りであった。 

４） 奈良県看護師等修学資金 

2019 年度奈良県看護師等修学資金受領者は新規 4 名、継続 17 名であった。 

［事務局］ 

 

表 7-1 2019 年度学生支援機構奨学金(一種)受領者 
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貸与型第一種 貸与型二種 給付型 

新規 継続 新規 継続 新規 継続 

看護学科 37 名 75 名 10 名 31 名 ７名 10 名 

臨床検査学科 ７名 24 名 10 名 13 名 0 名 5 名 

 

表 7-2 2019 年度天理よろづ相談所奨学金受領者および貸費受領者 

 
奨学金 貸費 

新規 継続 新規 継続 

看護学科 76 名 232 名 0 名 0 名 

臨床検査学科 24 名 66 名 0 名 0 名 

 

７. 学生のキャリア支援 

１） 学学生のキャリア支援を行うための体制 

キャリア支援委員会を設置し、天理医療大学職業紹介業務運営規定および職業紹介業務

に関する個人情報適正管理規定を定め、それらに基づいて学生の進路に関する支援を行っ

ている。 

２） 進学・就職支援 

(1) 看護学科 

主として天理よろづ相談所病院への就職について支援を行った。 

卒業生78名の内66名が天理よろづ相談所病院に看護師として就職した。国家試験不合

格となった5名は、アルバイト看護助手として天理よろづ相談所病院に就職した。他の医

療機関には2名が就職した。他大学大学院へは2名、他大学助産学専攻科へ1名、他短期大

学地域学専攻科へ1名が進学した。 

(2) 臨床検査学科 

3 回生 9 月および 2 月、4 回生 5 月に進学、就職説明会とマイナビ講義（面接法、履歴

書書き方等）を実施。またチューターによる模擬面接を随時開始した。3回生 2月の段

階で進路調査の情報を引き継いだ。4 月に再度進路調査を実施した。5月に就職説

明会を開催し 3企業より説明を受けた。6月頃より就職試験が始まり、随時模擬

面接を行った。8月までに 62％が内定、12月までに全員が内定した。就職先は基

本的に学生自身が探す。3回生後期の段階で進路の希望の第 3候補までをチュー

ターで集約、随時就活の進捗を把握し学科会議で共有した。就職先が決定するま

で第 3候補まで希望をあげさせた。学生の希望に沿う就職先を一緒に探した。 

内定者内訳は以下の通り：病院 18名（内、天理よろづ相談所病院 5名、県内 7

名、県外 6名）、企業 2名（検査センターおよび試薬メーカー）、進学 1名（臨床

工学技士養成校）である。 

［学生支援委員会］［看護学科］［臨床検査学科］ 

３） ホームカミングデイ 

10 月 19 日開催の天医祭で卒業生を対象とした「ホームカミングデイ」を開催した。参加

人数は看護学科：在校生 8 人、卒業生 5 人、検査学科：在校生 21 人、卒業生 5 名であった。 
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［広報・社会連携委員会］［学生支援委員会］ 

４） 国家試験受験の支援 

(1) 看護学科 

４回生に対しては、以下の支援を行った。 

1. 年度初めに業者各社の国家試験模試の検討および学習状況を踏まえた模擬試験受

験計画を立案・学生への説明 

2. 模擬試験受験時の試験監督と解答用紙の業者への返送 

3. 自己採点結果に基づく学生の個別指導 

4. 東京アカデミーによる講義の調整 

5. 業者模擬試験以外の試験問題の作成 

6. 模試結果の分析と対策の検討 

7. 学生からの学習支援ニードの聴取とそれに基づく各領域長への補習講義の依頼・

実施 

３回生に対して、以下の支援を行った。 

1. 業者による国家試験対策説明会の開催 

2. 模擬試験受験とその後の個人指導 

3. 臨地実習と国家試験対策との関連づけの指導 

4. 苦手とする解剖生理学を中心とした学習方法の指導 

２回生に対しては、以下の支援を行った。 

1. 業者による低学年模擬試験の実施（１月） 

2. 学習に対する動機づけのための模擬試験受験後の個人面接 

国家試験の合格状況 

2020 年 2 月 17 日（日）に実施された 2019 年度（第 109 回）看護師国家試験に、看護学

科卒業生 78 名が受験し、72 名が合格した。合格率 92.3％（全国平均 94.7％）であった。

既卒者は 7 名受験し、3 名が合格した。 

(2) 臨床検査学科 

①前期開講期間 

4月から毎月 1～3回程度、教員が作問した 100問模試を実施。7月までに計 7

回行った。模試前後に補講枠を時間割に登録、4-6枠を使用し試験対策と解説を

行った。同時に 5グループを編成し、模擬試験後の復習を学生間で実施させた。 

②夏休み期間 

前期最後に実施した総合模試で一定の得点が取得できていない学生 6名を学科

会議で選抜、補講出席対象者とした。補講は全教員が講師となり、8/19から 9/27

まで土日祝日を除く全 28日間（午前中のみ）開講した。また全学生を対象として

9月 14日に全国統一模試（第 1回医歯薬出版模試）に初めて受験した。 

③後期開講期間 

10 月よりグループワークを主体とする国家試験勉強を開始させた。国家試験直

前まで 11回の模擬試験を実施した。模擬試験ごとにグループの成績推移を検討、

リーダー会議を開催し、勉強方法などの共有、成績不良者の勉強方法の対策を検

討した。成績が伸びない学生は、学生が講師あるいは教員が講師として臨時補習
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を開講、国家試験前までこの方法を継続した。チューターで模擬試験成績の動向

を検討し、グループリーダーと相談しながら 12月および 1月にグループの再編成

を行った。 

チューター指導 

臨床検査学科は、4 月から教員が作問した 100 問模試を実施しその前後で解説を行っ

た。その後随時 4 回生チューター指導を行った。また、夏休みには特別補講を行い、該当

者 13 名に対して全教員が講師を務めた。後期には、成績の優秀な学生をリーダーとする

グループを 6 つ作り、国家試験勉強をすすめた。後期は 12 回の模擬試験を実施し、結果

の伸びない学生に対して、補講を行った。リーダーシップがとれ、グループで一致団結し

て合格に向かう姿勢が認められた。 

国家試験の合格状況 

2020 年 2 月 19 日（水）国家試験実施、21 名受験したが、3 月 23 日合格者発表により合

格者 18 名、不合格者 3 名、合格率 85.7％（全国平均 83.1％）であった。既卒者は受験 1 名

が合格し、合格率 100％であった。合計合格率は 86.4％であった。 

［学生支援委員会］［看護学科］［臨床検査学科］ 

 

８. 学生の正課外活動（部活動等）の支援 

１） 学生自治会支援 

今年度は、適宜、ポータルやメールで学生と連絡を取り合い、自治会費の振込み、自治

会総会、次年度役員選出などについて実施状況の確認やアドバイスを行った。また、その内

容を適宜、学生委員会で報告し情報共有をはかった。 

校内美化活動の活動状況の確認を行った。 

２） 学園祭支援 

天医祭実行委員長と適宜連絡を取り合い、準備・進捗状況についての確認やアドバイス

を行い、その内容を適宜、学生委員会で報告し情報共有をはかった。なお、本年度は実行

委員長と事務局との連携が円滑に進まない状況が発生したため、一部を事務局長、学生委

員長、学生副委員長、担当者の4名で対応した。 

３） こどもおぢばがえりひのきしん支援 

(1) 看護学科は、今年度から完全自由参加としたため、参加者を増やすために、3 回生から

1 回生に対して参加メリット等を説明する機会を設けた。2,3,4 回生に対しては、参加

人数が少ないことをデータで示し、何度も募集を呼び掛けた。 

(2) 検査学科は任意参加として募集し、ポータル配信での募集を 2 回行った。。 

４） 学生の課外活動の支援 

現在、ボランティア・サークル、弦楽器サークル、バスケットボール部および TIM（天理

医療大学広報部）の 4 つの団体が今年度も継続して活動を行っている。それぞれ教員が顧

問として配置されている。 

［学生支援委員会］ 

 

 

（２） 点検・評価 
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１. 学生支援の方針 

中期目標に学生支援体制についての目標を掲げた。 

［教育・研究審議会］ 

 

２. 学生支援体制 

１） 教務委員会 

一部の学生で授業欠席が多くみられ、教務係でのチェック機構を強化、速やかに科目

責任者およびチューターに連絡をする体制および指導を実施できた。 

２） 学生委員会 

学生委員会は担当者を決めて、自治会支援、学祭支援、サークル活動支援、こどもおぢば

がえりひのきしん活動支援などの様々な学生支援を実施している。 

３） チューター制度 

学生委員長がチューター会議長を兼任した。議長は、前期開始直後、後期試験終了後に

チューター全体会議を開催し、活動内容の共有および活動報告を行った。各学科、学年のチ

ューターは年 2 回から 4 回の学生面談を実施し、学生生活、学習活動、アルバイトなどの

情報を把握し、支援を行った。 

［教育・研究審議会］ 

 

３. 学修の支援 

１） 入学前学習支援 

「医療系総合講座」が推薦入試の合格発表から入学までの間に行われ、毎年受講率が

高く、一定の効果があると推察される。 

２） 学生の能力に応じた補習教育、補充教育 

基礎学力試験結果は、昨年より全体的に低下しており、高等学校で生物を履修してい

ない学生の割合が高いと予想する。 

高等学校での学習内容の復習等のサポートを補習授業で行い、生物学・遺伝学および

化学の定期試験で成績結果を確認し、教育・研究審議会で了解を得られれば再試験対象者

に課題を提示する等のフォローしていく。 

３） 履修指導・学修指導 

再実習などで評価が遅延した科目は個別審議が行われたが、それ以外特筆すべき事項無

し。 

４） ポータルサイト 

ポータルの状況について使用法説明会の開催により利用の促進が図られた。今後、導入

後の利用アンケートなどを通じて利便性を向上させたい。 

５） オフィスアワーと教員への連絡 

オフィスアワーの周知方法を検討していく。 

［教育・研究審議会］ 

 

４. 修学環境の設備 

１） 図書館 



53 
 

「第８章教育研究環境 ５．図書館、学術情報サービス」に記載 

２） 演習室 

課外での演習室の利用が多いが、学生の利用の仕方に問題があるので、利用のルール

を決めて、多くの学生が有効に利用できるようにした。 

３） 学生ホール 

自習ができるような環境が十分整っていないので、整備の必要がある。 

４） 食堂・売店 

食堂はメニュの内容に学生の満足度があまり高くなく、様々な要望が寄せられてい

る。また、売店についても開店時間が短く利用しにくいことや品揃えが少ないなどの意見

が寄せられている。 

［教育・研究審議会］ 

 

５. 学生の健康・生活支援 

１） 安全な学生生活のための講習会 

日赤救護講習会は開始時間の問題もあり、開始予定時間に開催するという目標は達成

できなかった。日赤救護講習の内容はこどもおぢばがえりで実施するかもしれないという

意識もあり、研修の時期や内容は適していたと考える。概ね本年度と同様の支援を行うこ

とで円滑に開催できる。 

２） 校内美化のための学生活動の支援 

学科・学年により校内美化活動の活動状況は異なっていた。今年度の自治会活動の評価

を行い、次年度の校内美化活動計画に反映させるように指導する必要がある。 

３） 学生と教職員との意見交換会 

学生参加者数は 1 回生～4 回生の順で、看護学科：1 名、1 名、2 名、2 名、検査学

科：1 名、1 名、2 名、1 名、教員参加者は 17 名、事務局参加者は 4 名であった。 

早急に取り組むべき大学側の課題として、①実習・講義日程の変更やレポート課題の

提示をより早い時期に学生に通知する、②「課題の提示時に、elearning かポータルか

を掲示することを徹底する、③学生が個人学習でも大教室を使用できるよう配慮する、

④大学全体のセキュリティ対策の強化、などの意見を吸収することができた。 

４） 学生の相談に応じる体制 

チューターは 15 名～20 名の学生を担当し、定期試験前後に面談をおこなった。その中

で実習に関する不安の傾聴や対処方法についても指導を行うなど学生の支援に努めること

ができたと考える。 

チューターは再試験該当学生に対して学習内容・方法、レポート提出の有無などきめ細

やかな学習習支援を行ったが、各学科において今年度退学、停学、進級に及ばなかった学生

が数名みられた。しかし、チューター全員が担当学生に対してきめ細やかな対応を行ったと

考える。次年度も成績不振の学生に対して、さらに積極的なかかわりが必要と考える。 

1 回生に対する個人情報シートの作成など問題なく実施し、学生の個人面談に活用する

ことができたと考える。 

成績不振や長期欠席などの進級に問題が生じた学生に対しては、事務局、科目責任者、

実習担当教員、学科長などが面談を行い、今後の学修に向けて情報を共有しながらフォロー
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することができた。 

［教育・研究審議会］ 

５） ハラスメント防止のための対策 

ハラスメントの防止等のためのガイドラインの改訂内容として相談窓口を明確化し、

学生が相談したいときに迷わないように分かりやすく書き換えた。 

ハラスメントに関する講演会を実施し、ハラスメントに関する認識を周知することが

できた。 

教員 1 名を日本学生支援機構主催「平成 31 年度心の問題と成長支援ワークショップ」

の研修に参加させハラスメントに関する専門知識の習得に役立った。 

［運営審議会］ 

 

６. 経済的支援 

１） 特待生制度 

両学科の 2 回生と 3 回生に特待生を 1〜3 名を選出できたが、4 回生には該当者がいな

かった。 

２） 日本学生支援機構奨学金 

看護学科 1 回生の 77％が,臨床検査学科 1 回生の 57％が日本学生支援奨学金を受領し

た。 

３） 天理よろづ相談所の奨学金と貸費制度 

看護学科 1 回生の 98％が,臨床検査学科 1 回生の 80％が天理よろづ相談所の奨学金を受

領した。天理よろづ相談所の貸費制度を利用した学生はいなかった。 

４） 奈良県看護師等修学資金 

奈良県看護師等修学資金を受領した者は看護学科 1 回生 4 名、2 回生以上で継続して受

領した学生は 17 名であった。 

［事務局］ 

 

７. 学生のキャリア支援 

１） 学生のキャリア支援を行うための体制 

各学科毎にキャリア支援を行う体制を取った。 

２） 進学・就職支援 

看護学科は天理よろづ相談所病院への就職がスムーズにできるように支援を行なった。

臨床検査学科は、３回生には就職説明会とマイナビ講義などを行い、4 回生には、進路調

査を行い、就職説明会の開催し随時模擬面接を行った。 

 

３） ホームカミングデイ 

在校生にアンケートを取ったところ、直接に卒業生から就活についてのアドバイスをも

らえたり、質問ができたなど好評であり、来年度も実施してほしいとの意見が多かった。 

本学同窓会の意見を取り入れてホームカミングデイを企画、開催することで同意が得ら

れた。 

４） 国家試験受験の支援 
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(1) 看護学科 

2019 年度も、特に４回生はチューターを中心に年間を通じて継続的な国家試験に向け

た支援が行えた。 

模擬試験および補講は全教員の努力により十分な回数と内容であった。成績不振者に

対する指導についても適宜行った。 

(2) 臨床検査学科 

① 前期開講期間 

4 月から毎月 1～3 回程度、教員が作問した 100 問模試を実施。7 月までに計 7 回行っ

た。模試前後に補講枠を時間割に登録、4-6 枠を使用し試験対策と解説を行った。同時に

5 グループを編成し、模擬試験後の復習を学生間で実施させた。 

② 夏休み期間 

前期最後に実施した総合模試で一定の得点が取得できていない学生 6 名を学科会議で

選抜、補講出席対象者とした。補講は全教員が講師となり、8/19 から 9/27 まで土日祝日

を除く全 28 日間（午前中のみ）開講した。また全学生を対象として 9 月 14 日に全国統一

模試（第 1 回医歯薬出版模試）に初めて受験した。 

③ 後期開講期間 

10 月よりグループワークを主体とする国家試験勉強を開始させた。国家試験直前まで

11 回の模擬試験を実施した。模擬試験ごとにグループの成績推移を検討、リーダー会議を

開催し、勉強方法などの共有、成績不良者の勉強方法の対策を検討した。成績が伸びない

学生は、学生が講師あるいは教員が講師として臨時補習を開講、国家試験前までこの方法

を継続した。チューターで模擬試験成績の動向を検討し、グループリーダーと相談しなが

ら 12 月および 1 月にグループの再編成を行った。 

［教育・研究審議会］ 

 

８. 学生の正課外活動（部活動等）の支援 

１） 学生自治会支援 

学生自治会役員との連携を円滑に進めることができた。また、学生委員会との情報共

有についても特に問題なかった。ただし、退学した室長（看護学科1回生）の再選出に関

し、その段取りに少し手間取った。 

２） 天医祭開催の支援 

天医祭は学生自治会が主催するものであり、原則担当教員はアドバイス以上の関わりを

持つべきではない。よって、本年度の対応も問題ないものと考える。ただし、何か特別な状

況に遭遇した場合には、問題が大きくなる前に積極的に関わるべきものと考える。 

３） こどもおぢばがえりひのきしん支援 

看護学科は、1 回生は 78%が参加したことから 1 回生に対する広報活動の効果はあった

と評価する。一方で 2,３回生の参加者は少なく、リーダーを任される不安が一因としてあ

るようである。 

検査学科は積極的な参加募集を実施していた昨年に比べ、参加者が 10 名と激減してし

まった。少年会からも少し残念だという意見がみられた。 

Weｂ参加募集は問題なく実施でき、オリエンテーションや集合方法の変更なども行った
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ことで、教員の負担は大幅に軽減した。 

［教育・研究審議会］ 

 

（３） 次年度に向けての計画 

１. 学生支援の方針 

本学の中期目標にある学生支援体制に目標に向けて、着実に学生支援活動の展開してい

く。 

［学生支援委員会］ 

 

２. 学生支援体制 

チューター会議を年 3 回開催し、各学科、学年のチューター活動の報告及び共有を行う。

また、学科長、各学年のチューターリーダー、チューターと連携し、学生生活が円滑に行

えるように支援する。 

［学生支援委員会］ 

 

３. 学修の支援 

選択科目の履修登録漏れを未然に防ぐためのチェック機構の強化が必要である。 

［教務委員会］ 

チューターは成績を把握し、面談時に活用する。担当学生の面談内容や成績等は問題解決

に必要な場合を除き、チューター、チューターリーダー、会議長、学科長以外には公開しな

い。担当学生のファイルは、年度末にリーダーから学科長に提出し、学科長が保管する。１

回生は、事務局から個人ファイルを受け取り、個人情報シート、選択科目単位取得セルフチ

ェックをした後、面談時に記載事項の確認を行っていたが今年度から、学生自身がチェック

を行い教員はチェックしない。チューターメンバー、チューターリーダーは学生に問題が生

じた場合、学科長に相談・報告し、対処するなど 3 者が連携する。担当チューターは年２～

３回、学業、学生生活、就職、進学等の定期面談を行い状況の把握に努め、必要に応じて指

導を行う。定期面談の他、状況に応じて随時学習面、生活面に関する面談を行い、指導を行

う。面談内容は記録用紙に記載し、チューターリーダーに報告する。 

「学生支援委員会」 

 

４. 修学環境の設備 

(1) 学生ホールで自習ができるような環境を整備する。 

(2) 食堂のメニュの改善や、売店の利便性の向上を図る。 

［事務局］ 

 

５. 学生の健康・生活支援 

(1) 学生との意見交換会の開催 

各学科の学年代表、学部長、各学科長、事務局、委員会等代表者との意見交換を行う。

毎年改善されている点もあるので、事前に改善した点について学生へ通知することの検討

を行う。 
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(2) 校内美化のための学生活動の支援 

学生自治会による積極的な大学内の美化・清掃活動の促し及び活動状況の確認を行

う。 

(3) 学生相談室や健康管理室との連携 

保健室及び学生相談室の利用状況を把握し、それぞれの職員と連携を図りながら必要に

応じて対応する。 

［学生支援委員会］ 

 

６. 経済的支援 

学生が各種の奨学金が取得しやすいように支援する。 

〔事務局〕 

 

７. 学生のキャリア支援 

(1) 進学・就職支援 

臨床検査学科は 3 回生、4 回生対象に年 3 回の進路・進学情報説明会を開催する。 

［学生支援委員会］［看護学科］［臨床検査学科］ 

(2) ホームカミングデイ 

来年度は天医祭とは独立して 10 月 3 日開催を予定している。 

＊同窓会との連携 

本学同窓会とも定期的な会議を持つことにより連携して継続していくこととなっ

た。 

［広報・社会連携委員会］［学生支援委員会］ 

(3) 国家試験受験支援 

看護学科は、当該学年のチューターと看護学科長と協力し、2 回生から国家試験模試を

取り入れて低学年時から出題傾向の理解や動機づけを始める。 

臨床検査学科は、計 15 回の国家試験模擬試験および模擬試験解説を行い、外部講師を

招聘して不得意科目の攻略方法などの講義を受けさせる。国家試験支援対策費を有効活用

し学生に応じた国家試験対策問題集を提供する。また、成績不良者の抽出を早期に行い、

後期早々から個別プログラムなどを組み合わせた学習のフォローを計画する。 

［学生支援委員会］［看護学科］［臨床検査学科］ 

 

８. 学生の正課外活動（部活動等）の支援 

(1) 天医祭開催の支援 

天医祭実行委員長と活動の準備、進捗状況について確認や助言を行う。 

(2) 天理医療大学クラブ及びサークル活動に関する対応 

学生のサークル活動が円滑に行えるように顧問と連携を図りながら支援をする。 

［学生支援委員会］ 

 

（４） 根拠資料 

7-1 学修ガイド2019年度 
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7-2 新入生のための学び入門（第5版）  
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第８章 教育研究等環境 

（１） 現状説明 

１. 教育研究等環境に関する方針 

中期目標の中に、教員の研究力の向上を試験する目標として以下のような組織的研究支援シス

テムの構築を掲げた。 

(1) 医療教育・研究センター、研究委員会、研究倫理審査委員会の有機的活動を核とし

て、両学科 の連携と協働により運営する。 

(2) 若手教員の研究力強化のための系統的な学習プログラムを実施する。 

(3) 競争的資金獲得の基盤となる学際的な共同研究を推進するために、個々の教員の研究

課題を掘り起こし、学科や専門領域を超えた共同研究体制を調整するマッチング支援

制度を設ける。 

(4) 競争的資金獲得を支援するために、科研費申請の初心者や科研費未採択者を科研費採

択経験者がサポートするアドバイザー制度を設ける。 

(5) 国際学会での発表や欧文雑誌への投稿を支援するために、学内の人的資源を有効に活

用して英語  論文作成をサポートする制度を設ける。 

［将来計画委員会］ 

 

２. 施設、設備等の整備及び管理 

１) ネットワーク環境や情報通信技術（ＩＣＴ）等機器、備品等の整備 

学内 LAN の整備についての現時点までの取り組みを事務局に確認する。また、改良に

必要な予算見積を専門業者に依頼する。 

事務局と相談のうえ、専門業者に見積もりを依頼、大教室 A、B、C、D、E のアンプを

交換、出力を調整することによりハウリングを除去できることが確認された。また、各教

室で有線マイクを 2 本追加することとした。 

［教育推進委員会］ 

２) 施設、設備等の維持及び管理、安全の確保 

校内安全点検を実施した。危険度の高い教室については、各学科教員が再点検を行

い、安全対策を行った。 

３) 避難訓練 

令和元年10月15日（火）４時間目に開催。学生全学年、全教職員参加予定。午後2時40

分から20分間防災講義。午後3時に出火を想定した発煙がある。校内放送後、調整池に避

難。点呼ののち、放水訓練と評価。１回生は広域避難場所である山の辺小学校を確認す

る。学生は出席表を提出後解散するという訓練を計画通り実施できた。 

４) 災害対策 

平成30年度に、各教室に設置が終わっており、適宜確認するように学生に啓蒙する。

学生1人1人がもつポケット版の作成は行わない。 

［安全管理委員会］ 

５) 動物実験 

今年度より、研究委員会の下部組織として動物実験委員会が設置されることになっ

た。具体的な業務としては、規約の整理管理、国の規定に基づく講習会の実施、新規申請



60 
 

書類の審査等を実施する。 

６) 遺伝子組み換え実験 

今年度より、研究委員会の下部組織として遺伝子組み換え委員会が設置されることに

なった。具体的な業務としては、規約の整理管理、国の規定に基づく講習会の実施、新規

申請書類の審査等を行う。 

遺伝子組み換えについての講習会を第一回リトリートの中で実施した。 

 ［研究支援委員会］ 

 

３. 衛生管理 

衛生の確保については、衛生管理規程を制定し、衛生委員会を設置して職員等の健康

障害を防止し、健康の保持増進を図るための定期健康診断やストレスチェックなどを行っ

ている。 

［健康管理室］ 

 

４. 情報セキュリティ 

１) 情報セキュリティ研修 

情情報セキュリティに関する教員向けの研修会を計画・実施することができなかっ

た。 

２) 情報取扱のガイドライン 

情報資産取扱方法（案）について検討をおこなった。 

 ［安全管理委員会］ 

 

５. 知的財産管理 

１) 大学の産業財産権 

天理医療大学大学知的財産規程（案）および天理医療大学知的財産取扱規則（案）を

作成し、提案した。 

天理医療大学大学知的財産規程（案）の中に著作権の取扱に関する事項も加えた。 

２) 受託研究や共同研究等の契約 

天理医療大学共同研究規程（案）を作成し、提案した。 

３) 利益相反の管理 

天理医療大学大学利益相反管理規程（案）を作成し、提案した。 

利益相反自己申告書（案）を作成し、提案した。 

 

６. 図書館、学術情報サービス 

１) 図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備 

(1) 夏季休業中と冬季休業中の 2 回、図書館を閉館して蔵書点検を実施した。点検対象図書

は、夏季は書庫 1 を主に 14,889 冊を、冬季は夏季に不明が判明した分類棚の図書 3,762

冊であった。 

(2) 除籍細則に則り、年度末に除籍を行えるよう準備を進めた。 

(3) 例年に比べ図書購入の予算執行が進まなかった為、数回委員長から学科長に図書購入申
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請依頼を行った。教員から問い合わせがあった図書が古かった為、新しい図書の購入を

行った。 

(4) 週 1 回を目安に延滞者に督促メールの送信を行った。数回行っても返却がなされない場

合は、学生掲示板に掲示を行った。 

(5) 昨年度 1 月に教職員に推薦図書の募集を行い、今年度 4 月から展示を行っている(6 教職

員 16 ﾀｲﾄﾙ)。今年度も 1 月に募集を行い締切までに 8 教職員から 17 ﾀｲﾄﾙ推薦があった。 

２) 国立情報学研究所が提供する学術コンテンツや他図書館とのネットワークの整備 

私立大学図書館協会西地区部会第 154回春季京都地区協議会総会に於いて議長校に当た

っていた為、委員長が議長を務めた。又、同第 156 回秋季総会に於いて当番校の為、委員長

が司会を務め、総会の事前準備や当日の進行等を行った。 

３) 学術情報へのアクセス 

5 月 15 日に教員及び学生に当館契約の電子リソースリスト及び利用方法の送信を行っ

た。 

事務局主催のオリエンテーションの際とフレッシュマンセミナーの時間に実施した。 

４) 図書館利用環境（座席数、開館時間等）の整備 

学習ガイドのよろづ相談所医学図書館の開館時間等を訂正した。 

５) 図書館司書の配置 

常勤の図書館司書を 2 名配置しており、蔵書の充実と図書資源の有効活用を図ってい

る。 

［図書・紀要編集委員会］ 

 

７. 教育研究活動支援 

１) リトリートの開催 

第１回天理医療大学リトリート 2019（根拠資料 8-1） 

令和元年 9 月 11 日（水）看護学科対象研究講演会 

令和元年 9 月 17 日（火）本学研究活動の概要説明 

学長講話 

2018 年度共同研究成果発表① 

リトリートポスターセッション 

研究倫理講習会 

小委員会説明 

令和元年 9 月 18 日（水）2018 年度共同研究成果発表② 

2019 年度共同研究助成申請ヒアリング 

令和元年 9 月 19 日（木）検査学科研究講演会 

第２回天理医療大学リトリート 2019 

令和 2 年 2 月 28 日（金）本学研究活動の総括説明 

学長講話 

リトリートポスターセッション 

第 2 回はコロナウイルス肺炎感染拡大を受けて、リトリートポスターセッションにおけ

る presentation は見合わせた。また、2 回とも抄録集を作製した。 
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 ［研究支援委員会］ 

２) 講演会の開催 

臨床検査学科は 2019 年 9月 19 日（木）17 時より本学大教室 A にて、研究委員会主催

の公開講演会を開催した。講師は、聖隷浜松病院の米川修先生をお招きし、「検査室の一

つの方向性、可能性――本来業務への回帰・集中――」という演題であった。参加者は本

学臨床検査学科の教員等および天理よろづ相談所病院臨床検査部のスタッフ、合わせて 20

名程度であった。 

講演内容は、医療の現場では、腫瘍治療、感染症、輸血、検査の領域での科横断的な

対応が必須で、これらの領域に唯一対応可能な組織が検査室であること。そして、蓄積し

た経験、知識を駆使し、臨床側に情報発信し患者に還元貢献するのが検査室の本来の役割

であるということで、先生が開発された「後方支援システム」を中心にご講演いただい

た。 

［看護学科］［臨床検査学科］ 

３) 天理医療大学紀要の発刊 

原著２編、短報１編、総説２編、研究報告１編、学会報告１編、講和１編の計８編の編

集を行った。2019 年８月に製本し配布した。本学 HP に e-Book 形式に変えアップした。 

第７巻１号より J-Stage に掲載登録が完了した。 

［図書・紀要編集委員会］ 

４) 学内共同研究助成 

学長を審査委員長とする審査委員会を組織し、以下の業務を行った。 

(1) 2018 年度共同研究助成採択者 10 件の公聴会を第１回リトリート期間中に開催、すべて

の助成研究につき報告書を確認した。 

(2) 2019 年度共同研究助成は 7/1-8/31 募集、9/18 ヒアリング、9/24 最終審査会を経て 4 件

を採択した。 

５) 特別研究員 

3件の審査と承認を行った。昨年度より特別研究員の最長申請期間が3年後の年度末と

なったため（それまでは1年ごと）例年より申請数が少なかった。 

６) 研究費 

個人研究費の固定分を職位に応じて支給している。11 月末時点での本学業績システム

登録内容につき IT 委員会より提供を受け、議論した。従来通りポイントに即した額とと

もに科研費申請を促すべく、科研費申請あるいは採択者には上乗せ額が望ましい旨提言し

た。 

[研究支援委員会] 

2019 年度は３件の若手症例研究助成の申請（各 40 万円）があり、すべての申請を承認

した。 

［将来計画委員会］ 

７) 外部資金獲得のための支援 

新規申請は16件（基盤C11件、若手5件）であった。 

［研究支援委員会］ 
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８. 研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み 

１) 研究倫理講習 

研究倫理教育としては、周辺大学の状況を調査の上、今年度も CITIJapan および研究

倫理講習会受講を以って本学所定の研究倫理教育とした。研究倫理講習会は対象者すべて

が受講、CITIJapan は 55/63 名受講、未受講者 8 名のうち学内は 2 名であった（昨年度は

同時期に未受講者 21 名）。 

［研究支援委員会］ 

２) 研究活動の不正防止に関する規程の整備 

研究活動の不正防止に関する規程の整備に関しては、「天理医療大学公的研究費取扱

規則」において公的研究費に係る取扱いに関し必要な事項を定め、公的研究費の適正かつ

効率的な管理・運用を確保するとともに、組織としての責任体制の確立による管理責任の

明確化を図っている。加えて研究活動の特定不正行為を事前に防止するため、「天理医療

大学特定不正行為等防止細則」を定めている。 

さらには、文部科学省の定める「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

ライン（実施基準）」及び「天理医療大学 公的研究費取扱規則」等に基づき「天理医療

大学における公的研究費の不正防止計画」を策定し、公的研究費を公正かつ適正に取り扱

うための基本的事項を明確にして学内外に周知し、その実施のための「天理医療大学公的

研究費内部監査要領」並びに「天理医療大学における公的研究費の不正に係る調査の手続

き等に関する細則」を定めている。 

また、不正の発見の端緒が公益通報となる可能性がある上から、「学校法人天理よろ

づ相談所学園公益通報等に関する規程」を定めている。 

科学研究費助成金の内部監査については、2019年度は対象となる研究費25件に対し、

通常監査3件、特別監査1件、リスクアプローチ監査2件を実施した。監査結果については

取りまとめ、報告のうえ、改善事項など結果概要を教職員に周知を図った。 

［監査室］ 

３) 研究倫理審査 

心理学を専門とする学内の教員を人文科学系の専門家として推薦し、10 月の審議会で

承認を得て、10 月の委員会より活動を開始した。 

指針に基づいて、委員一覧をホームページに公開した。 

一般の立場に者については、よろづとの折衝に手間取り、3 月 1 日付で事務スタッフ 2

名を委員として任用することができた。 

10 月から、審査委員会開催日を第 3 水曜日 17 時から、申請の締め切りを前週の月曜日

正午と定めた。 

教務手順書を策定した。 

［申請ー審査ー判定ー承認］の流れを図式化した。 

申請書、報告書等の種類と様式を整備した。 

審議結果、及び、承認された研究課題一覧を、指針に基づきホームページで公開した。 

上記について,学部会議と一斉メールで周知するとともに,ホームページに掲載した。 

［研究倫理審査委員会］ 
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（２） 点検・評価 

１. 教育研究等環境に関する方針 

中期目標の中に、教員の研究力の向上を支援する目標として組織的研究支援システムの構築

を掲げた。 

［教育・研究審議会］ 

 

２. 施設、設備等の整備及び管理 

１） ネットワーク環境や情報通信技術（ＩＣＴ）等機器、備品等の整備 

令和2年度の予算執行で音響環境整備を実施することが可能となった。 

［教育・研究審議会］ 

２） 施設、設備等の維持及び管理、安全の確保 

昨年度から引き続き研究棟 3 階西側扉の施錠の自動化を予算申請をしているが、今年度

予算上執行することができなかった。 

３） 避難訓練 

計画通り実施できた。全学年を対象としていたが、欠席する学生や、集中力に欠ける学

生がいたため、天理教消防掛から注意を受けた。 

［安全管理委員会］ 

４） 災害対策 

天理医療大学災害対策組織図および防災ガイドブックの改訂ができなかった。 

［運営審議会］ 

５） 動物実験 

動物実験についての講習会を実施できた。 

６） 遺伝子組換え研究 

遺伝子組み換えについての講習会を実施できた。 

［教育・研究審議会］ 

 

３. 衛生管理 

職員等の健康障害を防止し、健康の保持増進を図るために必要な衛生管理ができた。

［教育・研究審議会］ 

 

４. 情報セキュリティ 

情報セキュリティの取扱マニュアルの作成の遅れのために、それを周知するための研

修会を計画できなかった。 

Step 教務システムの情報取扱（案）についての十分な検討ができなかった。 

情報資産取扱方法（案）についての十分な検討ができなかった。 

［運営審議会］ 

 

５. 知的財産管理 

１) 大学の産業財産権 

天理医療大学大学知的財産規程および天理医療大学知的財産取扱規則が制定できた。 
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。 

。 

２) 受託研究や共同研究等の契約 

天理医療大学共同研究規程（案）が制定できた。 

３) 利益相反の管理 

天理医療大学大学利益相反管理規程（案）を検討し、提案できた。 

利益相反自己申告書（案）を作成し、提案できた。 

 

６. 図書館、学術情報サービス 

１) 図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備 

年々不明図書が減少している。蔵書点検以外でも毎日時間の許す限り書架を点検してお

り、所在不明図書が判明したら利用者に返却を促すメールの配信を行っている効果が表れ

ている。 

除籍細則が施行されてから初めての除籍であるため、手続き方法等事務局と相談しなが

らの作業となった。 

電子リソースの商品価格が年々上がっている為、予算が全体的に増えている。 

延滞者が減少しており、頻繁に連絡を行った効果の表れである。 

教職員から 16 ﾀｲﾄﾙの図書推薦があった。所蔵がない図書は購入し、館内に展示を行って

いる。展示当初から、貸出され好評である。 

２) 国立情報学研究所が提供する学術コンテンツや他図書館とのネットワークの整備 

私立大学図書館協会西地区部会第 154 回春季京都地区協議会総会の準備を 3 年前から

進め、理事校や、同グループ校の協力の元、総会を滞りなく開催することができた。 

３) 学術情報へのアクセス 

年度途中に着任された教員への当館契約の電子リソースリスト及び利用方法の案内が

遅れてしまった。 

４) 図書館利用環境（座席数、開館時間等）の整備 

4 月に新入生向けのオリエンテーションは、時間が限られていたが、スムーズに実施で

きた。 

５) 図書館司書の配置 

蔵書の充実と図書資源の有効活用を図る為、積極的に利用者へのレファレンスを 

行った。 

［教育・研究審議会］ 

 

７. 教育研究活動支援 

１) リトリートの開催 

昨年度の第一回リトリートにおける台風直撃に続いて、今年度も第二回リトリートで

はコロナ肺炎の自然災害があった。しかし限定的な中、教員のチームワークのもと、一定

以上の成果を得た。 

今の形（抄録集の作成、両学科共通のセッション設置、茶菓やランチを準備してのポ

スターセッション、リトリート期間中の各種講演会の実施等）でリトリートを開催するよ
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うになって 3 年目にあたり、形が定着した。達成度を客観的に各自が確認できるよう、今

年度までの三年の成果をリトリート記録集として編纂し、全教員に配布とした。 

２) 講演会の開催 

各学科ともに第一回リトリートの中で講演会を実施し、二回ともに一定以上の出席を得

た。 

３) 天理医療大学紀要の発刊 

2020 年度発行の紀要の応募に間に合うように投稿規定、執筆要項を完成させたい。 

共同研究助成報告書の掲載に向けての編集を行う。 

現在まだ編集作業中や再投稿依頼中の論文もあるので、もう少し速やかに行うことが望

ましい。 

４) 学内共同研究助成 

共同研究助成の募集・採択、報告会の開催を計画通り実施できた。 

５) 研究費 

教員評価を元に委員会で議論し意見を集約、評価額決定を支援した。 

［教育・研究審議会］ 

 

８. 研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み 

１） 研究倫理講習 

研究倫理教育を計画通り実施した。 

［教育・研究審議会］ 

２） 研究活動の不正防止に関する規程の整備 

科学研究費助成金の内部監査については要領に基づき実施できているが、対象件数の

拡大や監査結果の実効性の向上につながる取り組みを進めることが必要である。また、公

益通報制度については、「学校法人天理よろづ相談所学園公益通報等に関する規程」の改

正を行い、監査室に通報窓口が設置されることとなった。 

［監査室］ 

３） 研究倫理審査 

人を対象とする医学系研究の倫理指針を遵守する規定の改定ができ、標準的な研究倫理

審査活動の基盤が整えられた。 

2020 年度の活動に適用できるようにとの計画であったが、順調に規定の改正が実行で

き、下半期から、新たなルールと手順に則った活動ができるようになった点は評価できる。 

一般の立場の委員に対するガイダンス等の実施が年度をまたぐ状況になった点につい

ては、継続課題である。 

倫理審査がスムーズに実行できるように運用の仕組みは整備されたが、申請数は平均月

1 件程度であり、本学の研究を支援する委員会の機能は十分果たせたとは言い難い。研究

推進委員会等との連携と協働の推進が課題として残る。 

［研究倫理審査委員会］ 

 

（３） 次年度に向けての計画 

１. 教育研究等環境に関する方針 
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中期目標にかかげた教員の研究力の向上を支援する目標として組織的研究支援システムの構

築していく。 

［将来計画委員会］ 

 

２. 施設、設備等の整備及び管理 

(1) 8 月から 11 月にかけて適宜校内安全点検を行い、11 月の安全管理委員会にて結果を評

価する。その結果を踏まえて、次年度の予算を組む予定。 

 ［安全管理委員会］ 

(2) 動物実験の管理について国の規定に基づく講習会の実施し、動物実験の新規申請書類の

審査等を行う。 

(3) 遺伝子組み換え実験について国の規定に基づく講習会を実施し、遺伝子組み換え実験新

規申請書類の審査等を行う。 

 ［研究支援委員会］ 

 

３. 衛生管理 

職員等の健康障害を防止し、健康の保持増進を図るために必要な衛生管理をおこなっ

ていく。 

［健康管理室］ 

 

４. 情報セキュリティ 

学生の個人情報と成績評価の取扱いマニュアルと情報資産取扱方法に関するマニュア

ルを作成し、それを周知するための研修会を開催する。 

［安全管理委員会］ 

 

５. 知的財産管理 

(1) 天理医療大学大学知的財産規程および天理医療大学知的財産取扱規則に従って大学の

産業財産権を管理していく。 

(2) 天理医療大学共同研究規程に従って受託研究や共同研究等の契約のチェックを行う。 

(3) 天理医療大学大学利益相反管理規程を制定し、利益相反の管理を行っていく。 

 

６. 図書館、学術情報サービス 

このまま不明図書冊数が減少するよう利用者にも働き掛けていく。又、2 回目の点検の

際、1 回目に不明だった図書の発見には至らず、日程も短期間しか取れない為、限られた冊

数しか点検できないので閉館して年複数回実施する必要があるか検討する。延滞者へ引き

続き督促を行っていく。延滞が常連となっている利用者に対しては来館時に声かけも行う。

個人情報保護の観点から、掲示の有無については再検討が必要である。 

開学以前の資料を除籍した為、今後は不明図書の除籍冊数が減っていくと思われる。今

後除籍作業が行いやすいよう、手順を確立する。 

潤沢な予算を確保しているので、執行できるよう新刊図書や図書の改訂版の図書の案内

など図書館から積極的に働きかける。又、複本購入について継続して検討を行う。 
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電子リソースについては利用の少ない商品もある為、今後契約商品の見直しを諮る。冊

子体洋雑誌の購入がないことが懸念される為、上記と併せて検討する。来年度もできるだけ

早い時期に案内の送信を行う。年度途中に着任された教員への案内が遅れないように注意

する。新任教員より新採用者に渡される資料の中に図書館案内も入れてほしいとのことだ

った。又、電子リソース利用講習会も毎年開催してほしいとのことで、年度初め 5 月頃を目

安に開催を検討する。 

［図書・紀要編集委員会］ 

 

７. 教育研究活動支援 

2 回のリトリートを有効に活用し、目標達成を図ることが望ましい。出席状況と効果を

考慮しても、次年度以降も FDweek の中でのリトリート開催およびリトリートの中での関

連会議や講演会実施が望ましい。 

［研究支援委員会］ 

 

８. 研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み 

１） 研究倫理講習 

研究倫理教育を計画し、実施していく。 

［教育・研究審議会］ 

２） 研究活動の不正防止に関する規程の整備 

「学校法人天理よろづ相談所学園公益通報等に関する規程」により監査室に設置され

た通報窓口運営していく。 

［監査室］ 

３） 研究倫理審査 

人を対象とする医学系研究の倫理指針を遵守する規定に従って研究倫理審査を行って

いく。 

審査委員の意見を十分聴取できるメール会議で主として会議を行っていく。 

［研究倫理審査委員会］ 

 

（４） 根拠資料 

8-1 第１回天理医療大学リトリート 2019 プログラム 
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第９章 社会連携・社会貢献 

（１） 現状説明 

１. 社会貢献・社会連携に関する方針 

本学の中期目標のなかの社会連携・貢献に関する目標として以下の項目を掲げた。 

(1) 公開講演会を拡充し、市民講座や市民のための講演会を開催して、大学での教育・研

究活動を社会に公開し、社会との連携を図っていく。 

(2) 高大連携を利用した高校への出張授業や中高生のためのセミナーなどを開催し、中等

教育への貢献を行う。 

(3) こどもおぢばがえりひのきしんやボランティア・サークルなど学生の行う社会貢献活

動を積極的に支援する。 

(4) 個々の教員が行っている社会活動を可視化して、教員間の連携や協働による活動の拡

大や活性化を図れるようにし、社会への貢献を加速させる。 

［将来計画委員会］ 

 

２. こどもおぢばがえりひのきしん 

看護学科 1 回生は 78%が参加したことから 1 回生に対する広報活動の効果はあったと評    

価する。一方で 2,３回生の参加者は少なく、リーダーを任される不安が一因としてあるよ

うである。 

検査学科は積極的な参加募集を実施していた昨年に比べ、参加者が 10 名と激減してし    

まったが学科長から参加を促すことにより 39 名の参加が得られた。 

Weｂ参加募集は問題なく実施でき、オリエンテーションや集合方法の変更なども行った  

ことで、教員の負担は大幅に軽減した。 

［学生支援委員会］ 

 

３. 公開講演会 

2019 年 5 月 18 日（土）に、大和徳洲会病院総長の木内哲也氏の「日本人による国際

医療協力―その現状と課題」という講演会を開催した。1 回生の「医療概論」と 2 回生の

「相互扶助論演習」の授業の一環として開催し、教職員含めて約 200 名が参加したが、一

般参加者はなかった。 

活動計画においては、前期、後期の年間 2 回を計画したが、3･4 回生を対象とした講

演会を組むには時間割上困難であったこと、本委員会活動の他の活動との調整が困難であ

ったことから、本年度の企画・実施まで至らなかった。 

［広報・社会連携委員会］ 

 

４. 社会貢献活動 

１) まちの保健室 

2019 年 10 月 5 日（土）天理駅前南団体待合所（コフフン）で、地域住民を対象に

「まちの保健室 健康チェックをしよう！」を実施した。 

災害が身近なものとなっている現在、本学教員や学生が地域への貢献として AED の適

切な使い方や、心肺蘇生について学び、災害時に役立てることを目的に実施する。また、
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血圧測定やフードモデルを用いたカロリー計算、骨密度測定、体脂肪率測定などの健康チ

ェックを行った。 

教職員（12 名）と学生（15 名）で活動を行い、地域住民の参加者は、大人 109 名、子

ども 26 名であった、 

２) 高大連携を通して高等学校の教育を支援する活動 

(1) 教職員のための公開講座 

県内の幼稚園から大学の教職員を対象に、衛生的手洗いの指導やがん教育、災害時の対

応や心肺蘇生の基礎について講義する公開講座について今年度は県内の教職員が求めるテ

ーマや方法についてのリサーチを行った。 

(2) 高校生対象 出前授業 

護師や臨床検査技師に興味のある高校生を対象に本学教員が専門的な内容をわかりや

すく講義し、本学の授業の雰囲気や、高等学校の日頃の授業では体験できない専門的な授業

を体験することによって、医療の分野や本学の教育に興味をもつ機会となる出前授業を、高

等学校と大学教育の円滑な連携を目的に計画をした。第 1 回のアプローチとして、県立桜

井高校での実施を計画していたが、日程上の都合にて延期となった。 

(3) 中・高校生対象 医療学生体験プログラム 

看護師や臨床検査技師を目指す高校生を対象に、オープンキャンパスでは体験できない

ような体のしくみと疾病の成り立ちの講義をわかりやすく実際に体験したり、看護技術や

検査技術の演習も体験できる医療学生体験プログラムを、高校生が参加しやすい土曜日に

開催することを計画した。今年度は実施できなかった。 

［広報・社会連携委員会］ 

 

５. 学生のボランティア活動 

学生のボランティア・サークルについて学生委員会で活動計画書を点検するとともに、年

度末に提出される活動実績報告書を検討し、課題があれば顧問の教員を通してサークル指

導をおこなっている。 

［学生支援委員会］ 

障がい者支援をしている NPO やまびこが主催する地域住民、障がい者支援施設関係者、

社会福祉施設関係者対象のコンサートが天理市民会館（やまのべホール）で、2019 年 6 月

15 日（土）に開催された。教職員 2 名とボランティア・サークルの学生 9 名が参加し、コ

ンサートの司会や、お客さんの休憩時間中に行うゲームを企画して行った。学生が、事前に

練習した手話コーラスに参加し、会場を盛り上げ、やまびこコンサート実行委員会から次年

度も継続して参加してほしいと強く希望された。 

［広報・社会連携委員会］ 

 

６. 教員等による社会連携・社会貢献活動 

１） 学会等における活動 

(1) 学会・研究会の役員・実務委員 

学会・研究会の役員では、5名の教員等が7つの学会・研究会の理事、10名の教員等が22の

学会・研究会の評議員を、5名の教員が13の学会・研究会の幹事を務めていた（表9-1）。ま
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た、学会・研究会の実務委員では、7名の教員が8つの学会・研究会の実務委員会の委員長を、

10名の教員が39の学会・研究会の実務委員会の委員を務めていた。 

 

表9-1 学会・研究会の役員、実務委員（2019年度） 

  

学会・研究会役員 学会・研究会実務委員 

理事 評議員 幹事 
監事・顧問 

その他 
委員長 

委員・その

他 

教員等数 5 10 0 7 7 10 

学会・研究会数 7 22 0 15 8 39 

 

(2) 学会・研究会の運営、座長・司会、出席・参加 

国際学会では、2名の教員等が2つの学会の座長を務め、4名の教員等が5つの学会に出席し

ていた（表9-2）。全国規模の学会・研究会では、6名の教員等が8つの学会・研究会の運営

に携わり、4名の教員等が4つの学会・研究会で座長を務め、33名の教員等が、93の学会・研

究会に出席した。関西圏の学会・研究会では、8名の教員等が21の学会・研究会の運営に携

わり、3名の教員等が5つの学会・研究会の座長を務め、16名の教員等が47の学会・研究会に

出席した。また、14名の教員等が合計23件の論文の査読を行い、４名の教員等が８件の学会

抄録の査読を行った。２名の教員等が、13件の看護協会・検査技師会等での指導を行った 

 

表9-2 学会・研究会の運営、座長・司会、出席・参加（2019年度） 

 

 

 

 

２） 国・自治体、ＮＰＯ法人等の活動およびボランティア活動 

学外者の指導・助言する活動として、6名の教員等が69件の医療機関での指導を行い、

10名の教員等が国・自治体において19件の専門家および学識経験者としての学外協力を行

なった。3名の教員等が３つの学術雑誌の編集協力を行い、国家試験・OSCE・CBT等への協

力は3名の教員が行なった。ＮＰＯ法人等の活動は、3名の教員が4つの法人について行な

った。 

３） 講演会・研修会・セミナー、医療活動 

  

国際学会 
全国規模の学会・研究

会 
関西圏の学会・研究会 

運営 

座

長・

司会 

出

席・

参加 

運営 

座

長・

司会 

出

席・

参加 

運営 

座

長・

司会 

出

席・

参加 

教員等数 ― 2 4 6 4 33 8 3 16 

学会・研究会

数 
― 2 5 8 4 93 21 5 47 
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講演会・研修会・セミナー等については、４名の教員等が12の講演会等の運営に携わり、

13名の教員等が62の講演会等で講師を務め、５名の教員等が７つの講演会等で座長を務め

た。医療活動は、4名の教員が8つの医療施設で行った。 

４） ボランティア活動 

ボランティア活動等は,14名の教員等が15件のボランティア活動を、4名の教員等がその

他の活動を行なった。 

［教育研究評価委員会］ 

 

（２） 点検・評価 

１. 社会貢献・社会連携に関する方針 

中期目標のなかの社会連携・貢献に関する目標を掲げた。 

［教育・研究審議会］ 

 

２. こどもおぢばがえりひのきしん 

(1) 看護学科）回生は 78%が参加したことから 1 回生に対する広報活動の効果はあったと

評価する。一方で 2,３回生の参加者は少なく、リーダーを任される不安が一因としてある

ようである。 

(2) 検査学科では積極的な参加募集を実施していた昨年に比べ、参加者が 10 名と激減して

しまった。少年会からも少し残念だという意見がみられた。 

(3) Web 参加募集は問題なく実施でき、オリエンテーションや集合方法の変更なども行った

ことで、教員の負担は大幅に軽減した。 

［教育・研究審議会］ 

 

３. 公開講演会 

一般参加者が 0 名だったため、広報活動の見直しや、講演の内容について再度検討が必

要である。 

［教育・研究審議会］ 

 

４. 社会貢献活動 

１） まちの保健室 

教職員のための公開講座について委員によるリサーチや準備に時間をかけて検討した。そ

の結果、予想以上の参加者が来場したことから、社会貢献としての目的は十分に果たすこと

が出来たと考える。また、市民の評価から医療系の大学として提供できる知識や技術はまだ

まだあり、積極的に継続していくことが重要であることが分かった。 

２） 高大連携を通して高等学校の教育を支援する活動 

(1) 県内で参加している他大学等のテーマやその実際をリサーチしたことから、今後は学科

にこだわらず本学でできるテーマを考えることができた。今後は当委員会から学内教員

に発信して、県内教職員が求めている内容に対して積極的に実施していくことを決定で

きた。 

(2) 高校生対象の出前授業について、桜井高校とは、新年度に実施できるよう打ち合わせを
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継続していくことが求められる。 

(3) 中・高校生対象の医療学生体験プログラムは、臨床検査学科においては個別に対象高校

に実施することに留まった。 

［教育・研究審議会］ 

 

５. 学生のボランティア活動 

継続して学生のボランティア活動の把握をし、顧問と連携し問題の早期発見と防止に努

める。 

［教育・研究審議会］ 

 

６. 教員等による社会連携・社会貢献活動 

１） 学会等における活動 

教員は限られているが、昨年度とほぼ同様に学会・研究会の役員あるいは学会・研究会

の実務委員を務めた。学術雑誌の論文査読や学会抄録の査読についてもほぼ同様であった。 

２） 国・自治体、ＮＰＯ法人等の活動およびボランティア活動 

他機関の専門家および学識経験者としての学外協力や学術雑誌の編集協力、国家試験・

OSCE・CBT 等への協力は昨年度と同様に一部の教員に限られていた。ＮＰＯ法人等の活動や

ボランティア活動等も一部の教員に限られていた。 

３） 講演会・研修会・セミナー、医療活動 

講演会・研修会・セミナー等の講師・座長・出席は、約半数の教員が行っていたが、そ

の量は教員によって大きな差があった。医療活動は、一部の教員に限られていた。 

４） ボランティア活動 

ボランティア活動を行っている教員等は、10数名にとどまった。 

［点検・評価審議会］ 

 

（３） 次年度に向けての計画 

１. 社会貢献・社会連携に関する方針 

中期目標で掲げた項目についての実施状況と内容の検証を行っていく。 

 

２. こどもおぢばがえりひのきしん 

(1) 看護学科２,３,４回生に対しても、4 月の時点で参加を呼びかけ、ペア参加方式（2 名で

同じ日程を申し込めば同じ部署への配属が約束される）などの導入も検討していく。Web

参加募集は、将来的には看護部主体で行ってもらえるか調整する。 

(2) 検査学科では、本行事が「大学全体としての行事」であることを学生に認識してもらう

ため来年度からは学生委員長や各学科長からの文面を添付した上で、担当委員が参加者

を募る。 

(3) 日赤救護講習会について、次年度は更衣、移動時間の考慮、研修内容の説明を事前に行

うことでより円滑な開催が可能となる。 

 

３. 公開講演会 
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公開講演会においては、1.2 回生および一般市民が興味をもち、テーマ、日程を検討す

るとともに広報の仕方を再検討する。 

 

４. 社会貢献活動 

(1) 社会貢献としての「まちの保健室」は、今後はそれらのニーズに応えるために地域の特

色、年代別ニーズ、家族のニーズなどリサーチして大学が地域に貢献できる可能性を検

討していく。「まちの保健室」の開催を前期・後期の年 2 回開催を目標とする。より広く

伝わるような広報の工夫をする。 

(2) 高校生対処の出前授業は、詳細な実施計画を立てるために、委員会におけるリサーチが

必要。出前授業等の実施には、当委員会の目的を説明、広報できるように整えていく。 

(3) 中・高校生対象の医療学生体験プログラムに関しては本委員会を軸に活動を行うかは次

年度の課題と考える。 

 ［広報・社会連携委員会］ 

 

５. 学生のボランティア活動 

やまびこコンサート実行委員会から、ボランティアサークルの学生に毎年参加してほ

しいと好評であった。また、毎年、お客さんの休憩時間中に行うゲーム企画を依頼される

が、次年度は屋外に血圧測定ブースを設置してはどうか提案を受けた。今年度参加した学

生数よりも多く募集をかけ、教職員の積極的な参加が必要である。 

 

６. 教員等の行う社会貢献活動 

教員等が社会貢献活動が積極的に行える環境を整備していく。 

［広報・社会連携委員会］ 

 

（４） 根拠資料 
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第１０章 大学運営・財務  

〔１〕 大学運営 

（１） 現状説明 

１. 中期目標 

将来を見据えて一層教育内容を充実させ、学生への教育の質保証を高め、「人につ

くすことを自らの喜びとする」医療人を育成して一層の社会貢献をするべく、中期目

標(2020年度～2024年度)を策定し、公開した。 

［将来計画委員会］ 

 

２. 大学運営に関する方針 

学長のガバナンスを強化しするために、学長に必要な情報や審議会・委員会の意見を

随時提供するととともに、学長の方針が適切に審議会や委員会に伝わるシステムを構築

し、学長と教職員とが情報を共有し、円滑なコミュニケーションのもとで大学運営を行

う。 

［将来計画委員会］ 

 

３. 大学運営のための組織の整備 

大学運営に関しては運営審議会が主として携わり、運営審議会の委員長は理事長がつ

とめ、理事会との意思疎通が円滑なされるようにしている。そして、その所管する委員会

を運営に係わる委員会に整理統合し、将来計画委員会、財務委員会、安全管理委員会、人

権・ハラスメント委員会、知的財産委員会とした。 

学長は、運営審議会の副委員長を務めるとともに、教育・研究審議会および点検・評価

審議会の委員長を務め、大学全体の状況や活動状態を把握して、運営審議会に必要な情報を

伝え、また、運営審議会の方針や決定事項を他の審議会に伝える役割を担っている。 

［将来計画委員会］ 

 

４. 事務組織 

退職者の補充についてあｈ、公募するも適任者が見つからず、非常勤で対応せざるを

得ない。業務内容の多様化、専門化に対応する職員体制の整備が遅れている。 

監査室を設置し、事務業務の適正化をチェック。審議会には事務局長が委員として参

加し、委員会・会議についても適宜職員が委員あるいは書記として参加し、教員と職員の

連携関係を築いている。 

［事務局］ 

 

５. スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の実施 

本年度はスタッフ・ディベロップメントを実施できなかった。 

［事務局］［教育推進委員会］ 

 

（２） 点検・評価 

１. 中期目標 
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中期目標(2020年度～2024年度)の初年度であり、目標に掲げた項目の多くで具体的な

目標にむけた活動が行われている。 

［運営審議会］ 

 

２. 大学運営に関する方針 

大学運営について理事会と学長および教職員の情報共有と意思疎通を図るために、運

営審議会の委員長の理事長と学長が、重要な項目については協議を行い、方針を決定して

いる。 

［運営審議会］ 

 

３. 大学運営のための組織の整備 

大学運営に関する組織がほぼ整備された。 

［運営審議会］ 

 

４. 事務組織 

教務の経験がある職員が必要である。また、情報管理についても経験のある職員の採

用が望まれる。 

［事務局］ 

 

５. スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の実施 

スタッフ・ディベロップメント研修会が定期的に行える体制を作る必要がある。。 

［教育・研究審議会］ 

 

（３） 次年度に向けての計画 

１. 中期計画 

天理大学との統合にむけた、統合のための中期計画を策定していく。 

［将来計画委員会］ 

 

２. 大学運営に関する方針 

学長と理事長の連携を密にとっていく。 

［将来計画委員会］ 

 

３. 大学運営のための組織の整備 

審議会は原則月１回開催されるだけなので、日々発生する学内での運営に係わるもの

も含めた問題を速やかに学長につたえ、対応できるように、副学長、学部長、両学科長、

事務局長を交えた学長連絡会を月に２回開催する。 

［将来計画委員会］ 

 

４. 事務組織 

教務経験又は情報管理の経験がある職員を各々採用する。 
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［事務局］ 

 

５. スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の実施 

次回の奈良県大学連合 FD・SD 教職員研修会への教職員の参加を促し、大学独自の FD・

SD 教職員研修会を計画する。 

［事務局］［教育推進委員会］ 

 

（４） 根拠資料 
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〔２〕 財務 

（１） 現状説明 

１. 中・長期の財政計画 

教務経験又は情報管理の経験がある職員を各々採用する。（根拠資料 10[2]-1） 

［財務委員会］ 

 

２. 財務基盤の確立 

就学定員の確保による学費収入の安定化と競争的資金獲得の推奨、支援による外部資

金の確保を進めている。 

［財務委員会］［研究支援委員会］ 

 

３. 予算執行及び決算 

ほぼ予算通り執行された。2018年度の収入合計は1,121,165,841円で、その内訳は、学生

生徒納付金収入が676,270,000円、特別寄付金収入が21,100,000円、国庫補助金収入が

88,839,000円であった。支出合計は1,21,165,841円で、その内訳は、人件費支出が

551,946,075円、教育研究費支出が116,738,731円、管理経費支出が31,857,715円、資産運用

支出が40,000,000円であった。2019年度の次年度繰越収支額は151,491,662円となった。 

［財務委員会］ 

 

４. 予算編成 

2019年度予算の収入の合計は1,134,902,662円で、その内、学生生徒納付金収入は

687,980,000円、私立大学等経常費補助金が84,000,000円で、天理よろづ相談所からの特別

寄付金は計上できなかった。 

支出の部では、579,502,000円、教育研究費支出126,012,000円、管理経費32,733,000円

計上した。 

［財務委員会］ 

 

（２） 点検・評価 

１. 中・長期の財政計画 

概ね、中長期財政計画は計画通り進んでいるが、天理よろづ相談所からの特別寄付金の

継続的な採納が困難になった。 

［運営審議会］ 

 

２. 財務基盤の確立 

天理よろづ相談所病院からの継続的な寄付が困難になったので、財政基盤確立のため

の一層の努力が必要となる。 

［運営審議会］ 

 

３. 予算執行及び決算 

2018年度決算は収入では、私立大学等経常費補助金（国庫補助金収入）が88,829,000円、
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特別寄付金も21,100,000円と増加したので、退職給与引当金、施設拡充引当金の特定資産に

40,000,000円繰入れすることがえきた。 

［運営審議会］ 

 

４. 予算編成 

2019 年度予算では、天理よろづ相談所からの特別寄付金が見込めないので、他の寄付金

や補助金による財源確保を図ると友ともに、支出面では一層の引き締めが必要。 

執行管理を徹底し無駄な支出をよくせいし、優先順位の高い事業からの予算配分が必要

となる。 

［運営審議会］ 

 

 

（３） 次年度に向けての計画 

(1) 財務基盤の確立のための方策を検討する。 

(2) 予算執行状況をチェックする。 

(3) 不要なところは削り、必要なところに予算を付けるような計画をもった予算編成方針

をまとめる。 

［財務委員会］ 

 

（４） 根拠資料 

10[2]-1 天理医療大学中長期財政計画（2017 年 7 月） 

10[2]-2 2019 年度予算編成方針 
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