
平成 28 年度 大学機関別認証評価 

自 己 点 検 評 価 書 
［日本高等教育評価機構］ 

平成 28(2016)年 6月 



 

 



 

 

目 次 

 

 

Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等・・・・・ 

 

1 

 

Ⅱ．沿革と現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

4 

 

Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

 

基準 1 使命・目的等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

6 

 

基準 2 学修と教授・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

11 

 

基準 3 経営・管理と財務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

71 

 

基準 4 自己点検・評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

89 

 

Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価・・・・・ 

 

93 

 

基準 A 地域貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

93 

 

Ⅴ．エビデンス集一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

99 

 

エビデンス集（データ編）一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

99 

 

エビデンス集（資料編）一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

100 

 

 



 

 



純真学園大学 

1 

Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等 

1．建学の精神 

 純真学園大学（以下「本学」という。）は、学校法人純真学園によって平成 23(2011)年

に設置された大学である。 

本学の設置母体である学校法人純真学園（以下「本学園」という。）の歴史は、学園祖・

福田昌子によって「学校法人純真女子学園」が設立された昭和 31(1956)年 2 月に始まる。

その際、福田昌子は女性の人間的尊厳の確立と社会的地位の向上を目指し、高度な学識と

人間的教養を身につけ、豊かな知性を持ち奉仕の精神を身につけた気品ある女性として、

また純真な心を持って社会に貢献することのできる、新しい時代を担うに相応しい女性を

育成することを掲げ、学園訓を「気品・知性・奉仕」と定めるとともに、学園の名称に「純

真」の文字を取り入れた。 

同年 4 月、私学としては福岡県において戦後 3 番目となる「純真女子高等学校」（現在

の純真高等学校）を開校し、翌昭和 32(1957)年に「純真女子短期大学」（現在の純真短期

大学）を、また昭和 42(1967)年に「東和大学」を開学した。 

 また、産婦人科医でもあった福田昌子は、豊富な医療経験と知識を活かして、昭和

40(1965)年に准看護師養成課程としては私学で初となる衛生看護科を高等学校に設置し

た。その後、平成 14(2002)年には衛生看護科を「看護科」と改称するとともに、新たに 2

年制の看護専攻科を設置して 5 年一貫制の看護師養成課程を確立した。現在までに卒業生

は千数百人を数え、各々が看護師・准看護師として医療の最前線で活躍するとともに広く

社会に貢献している。 

一方、東和大学においても創設当初より医療電子工学科を設け、その後臨床工学技士の

資格取得を目指すことのできる、当時としては九州唯一の臨床工学コースを設置した。以

来長年に渡って臨床工学技士教育に尽力し、多くの優秀な医療人を社会に送り出してきた。 

 学園設立より 50 余年、本学園は地域社会の求める実践的職業人を多数輩出し、また教

育文化の振興に寄与するなど、多大な実績を上げてきたが、新たな 50 年に向けての大き

な一歩として、平成 23(2011)年 4 月、本学の開学により医療系 4 学科を九州地区で初めて

同時設置した。 

本学は、これまで本学園が積み上げてきた医療人育成の伝統を継承するとともに学園訓

をそのまま建学の精神として掲げることにより、高度化する現代医療に対応できる能力と、

「気品・知性・奉仕」を兼ね備えた人材の育成を目指している。 

 

2. 大学の使命・目的 

建学の精神を踏まえ、純真学園大学学則第1条に本学の使命・目的を次のように示して

いる。 

 

第１条 純真学園大学（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法の本旨に則

り、広く知識を授け深く専門の学芸を研究教授するとともに、純真学園建学の精神に基づ

き、教養豊かにして学識高き人材を養成することを目的とする。 
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また、大学の使命・目的に沿って、学部・学科における教育研究上の目的をそれぞれ以

下のとおり定めている。 

 

＜保健医療学部＞ 

本学部は、純真学園大学の建学の精神である「気品・知性・奉仕」に基づき、保健医療

学に係る教育研究を通して、生命の尊厳を基盤とした豊かな人間性と高い倫理観を育み、

保健・医療・福祉の分野において広く貢献できる人材の育成を目的とする。 

 

＜看護学科＞ 

看護学科は、看護学に関する専門知識・技術・態度の教育研究を行い、高い倫理性に基

づいて健康についての問題を包括的に捉え、柔軟に解決する実践能力を持った看護職者の

育成を目的とする。 

 

＜放射線技術科学科＞ 

放射線技術科学科は、放射線技術科学に関する専門知識・技術の教育研究を行い、豊か

な教養と高い倫理観を備え、かつ科学的判断能力と問題解決能力を備えた人材の育成を目

的とする。 

 

＜検査科学科＞ 

検査科学科は、検査科学の専門知識・技術の教育研究を行い、豊かな人間性と高い倫理

観とともに、科学的根拠に立脚した課題探求能力と実践的な問題解決能力を備えた人材の

育成を目的とする。 

 

＜医療工学科＞ 

医療工学科は、生命維持管理装置を中心とした専門知識・技術の教育研究を行い、確か

な知識と技術を備え、生命の尊さ、安全を第一に考え、敏速に行動できる医療従事者の育

成を目的とする。 

 

3. 大学の個性・特色等 

本学は平成 23(2011)年の開学にあたり、本学園の沿革や九州・沖縄地方における医療職

養成の現状などを踏まえて、医療系 4 学科の同時開設を行った。 

 すなわち、看護学科及び医療工学科は、本学園がその半世紀以上に及ぶ歩みの中で培っ

てきた看護職者及び臨床工学技士養成の伝統を受け継ぐ形で開設したものである。また検

査科学科は、本学園の学園祖・福田昌子が衆議院議員だった折に、衛生検査技師法（現在

の「臨床検査技師等に関する法律」）の議員立法に寄与した功績があること、また現代医療

において臨床検査技師の果たす役割が非常に重要となってきている現状を踏まえて開設し

たものである。そして放射線技術科学科は、九州・沖縄地方において長らく診療放射線技

師を養成する大学が国立系の 2 大学のみだった状況に鑑み、当該地方の私立大学として初

めて 4 年制の養成課程を開設することで、診療放射線技師を志す九州・沖縄地方の優秀な

人材に対する進学先の選択を増やし、また養成した人材を地域に還元することを目的の 1
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つとしている。 

そして、これらの特色を有する4学科が合同で行う横断型カリキュラムとして、1年次か

ら4年次まで段階的にインタープロフェッショナル（多職種連携）教育を行っている。こ

のことにより、医療チームを構成する各職種の専門性や自己と他職種の果たす役割につい

ての理解を有し、またチーム医療に必要な連携能力を身につけた人材育成を行っている。 

また本学では、平成 25(2013)年 4 月に「国際教育、国際研究、国際協力、国際戦略等に

関する諸施策を協議・意思決定し、もって国際活動の推進に資すること」を目的として国

際交流推進委員会を立ち上げ、主にアジア各国の保健医療系大学と協定を結び、教職員の

訪問や短期留学生の受入れなどの活動を行っている。 

これまでに、春海保健大学校（大韓民国、平成 25(2013)年 6 月締結）、国立忠南大學校

看護學科（大韓民国、平成 25(2013)年 10 月締結）、元培科技大学（台湾、平成 26(2014)

年 2 月締結）、仁済大学校（大韓民国、平成 27(2015)年 8 月締結）の 4 大学と MOU

（Memorandum of Understanding）を締結している。 

 また、上記の大学を含む海外大学へ本学から教職員を短期研修で送り出すとともに、海

外大学からの短期研修の受入れも実施している。 

 平成 27(2015)年度については、夏季短期海外研修として、春海保健大学校・仁済大学校

（大韓民国）及び関連施設への訪問を 9 月に実施したほか、平成 28(2016)年 1 月には韓国

放射線科学教授協議会と九州地区国公私立大学病院診療放射線技師との日韓共同セミナー

を本学にて開催した。 

 また、元培科技大学との間で学生の海外短期研修プログラムを開発するための作業を行

っている。 
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Ⅱ．沿革と現況 

1．本学の沿革 

昭和 31(1956)年 学校法人純真女子学園設立 

純真女子高等学校開校 

昭和 32(1957)年 法人名を学校法人福田学園と改称 

純真女子短期大学開学 

昭和 40(1965)年 純真女子高等学校に衛生看護科を設置 

昭和 41(1966)年 福田学園中学校開校 

純真女子高等学校を男女共学化 

純真女子短期大学附属じゅんしん幼稚園開園 

昭和 42(1967)年 東和大学開学 

昭和 43(1968)年 福田学園中学校を東和大学附属中学校と改称 

純真女子高等学校を東和大学附属東和高等学校と改称 

昭和 54(1979)年 東和大学附属昌平高等学校開校 

昭和 58(1983)年 埼玉純真女子短期大学開学 

平成 11(1999)年 純真女子短期大学附属じゅんしん幼稚園閉園 

平成 14(2002)年 東和大学附属東和高等学校 衛生看護科を看護科と改称、看護専

攻科を設置 

平成 19(2007)年 法人名を学校法人純真学園と改称 

純真女子短期大学を男女共学化、純真短期大学と改称 

埼玉純真女子短期大学を埼玉純真短期大学と改称 

東和大学附属東和高等学校を純真高等学校と改称 

東和大学附属中学校を純真中学校と改称 

東和大学附属昌平高等学校を学校法人昌平学園へ移管 

平成 23(2011)年 純真学園大学開学 

東和大学廃止 

平成 24(2012)年 純真中学校廃止 

純真保育園開園 

平成 28(2016)年 純真保育園を社会福祉法人晶（きよら）へ事業譲渡 
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2．本学の現況 

・大学名 純真学園大学 

・所在地 〒815-8510 福岡県福岡市南区筑紫丘 1 丁目 1 番 1 号 

・学部構成 保健医療学部 

（看護学科、放射線技術科学科、検査科学科、医療工学科） 

・学生数、教員数、職員数 

（１）学生数（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

学部 学科 
入学 

定員 

収容 

定員 
1 年次 2 年次 3 年次 4 年次 合計 

保
健
医
療
学
部 

看護学科 80 320 89 102 85 94 370 

放射線技術科学科 60 240 68 80 64 72 284 

検査科学科 60 240 69 78 60 81 288 

医療工学科 40 160 42 47 46 47 182 

保健医療学部計 240 960 268 307 255 294 1,124 

合計 240 960 268 307 255 294 1,124 

 

（２）教員数（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

学部 学科 

専 任 教 員 

助手 

兼任 

(非常勤) 

教員 
教授 准教授 講師 助教 合計 

保
健
医
療
学
部 

看護学科 10 5 6 8 29 3 

74 
放射線技術科学科 6 4 0 4 14 0 

検査科学科 6 6 2 2 16 0 

医療工学科 6 2 2 3 13 0 

保健医療学部計 28 17 10 17 72 3 74 

合計 28 17 10 17 72 3 74 

 

（３）職員数（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

正職員 嘱託 パート・アルバイト 派遣 合計 

19 3 17 0 39 
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価 

 

基準 1．使命・目的等 

1－1 使命・目的及び教育目的の明確性 

≪1－1 の視点≫ 

1-1-① 

1-1-② 

意味・内容の具体性と明確性 

簡潔な文章化 

（1）1－1 の自己判定 

基準項目 1－1 を満たしている。 

 

（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性 

純真学園大学（以下「本学」という。）の使命・目的については、「純真学園大学学則」

（以下「学則」という。）第1条に定めている【資料1-1-1】。また、この大学の目的をよ

り具体化し、学部及び学科において育成する人材を明確に示したものを、「純真学園大学

保健医療学部規則」第3条及び第4条に示している【資料1-1-2】。これらの目的については、

本学公式ホームページ（http://www.junshin-u.ac.jp/、以下「本学ホームページ」という。）

にも掲載している【資料1-1-3】。 

また、学園訓であり、本学の建学の精神でもある「気品・知性・奉仕」については、そ

の解釈をそれぞれ以下のように示している。 

 

表1-1 建学の精神とその解釈 

建学の精神 解  釈 

気品 人を魅了し、良き師、良き友を得て、お互いを高めあい、他者をして犯す

べからざる精神性の高さで行動すること 

知性 広い視野に立ち、枝葉末節に拘泥することなく、物事の本質を見定め、考

え、判断し、節度を持った行動をすること 

奉仕 多くの人に支えられていることに感謝し、利害得失を捨てたときに、心の

底から生まれる志に準じて行動すること 

 

「建学の精神」及びその解釈については、本学の「大学案内」【資料 1-1-4】や全学生に

配布している学生便覧【資料 1-1-5】を通じて、広く周知を図っている。また、入学式や

その他の式典等の機会を通じて、学生や保護者等へその意義を説明している。 

 

1-1-② 簡潔な文章化 

本学の使命・目的は、建学の精神及び学則により定められている。また、学部・学科に

おける教育研究上の目的は、学部規則により定められている。いずれも平易な文章を用い、

本学ホームページ、学生便覧及び大学案内に具体的かつ明確に掲載されている。 
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（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画） 

使命・目的及び教育目的については、具体的な明文化及び簡潔な文章化を実現している。

今後、大学改革や社会的要請等も踏まえながら、必要に応じて見直しを行っていく。 

 

 

1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 

≪1－2 の視点≫ 

1-2-① 

1-2-② 

1-2-③ 

個性・特色の明示 

法令への適合 

変化への対応 

（1）1－2 の自己判定 

基準項目 1－2 を満たしている。 

 

（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-2-① 個性・特色の明示 

本学の個性・特色は、看護師・保健師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士

という専門性の高い医療従事者の養成を通じて専門性を深く追求する一方、近年特に重視

されている医療分野における多職種連携に鑑み、全学共通で必修となる「チーム医療」科

目群を配置し、医師や他の医療従事者の視点も学ぶことができるようにカリキュラムの工

夫を行うことで、複眼的な視点の涵養を図っている点である。 

こうした工夫・個性については、大学案内【資料 1-2-1】に明示するとともに、本学の

ディプロマポリシー【資料 1-2-2】にも反映されている。 

 

1-2-② 法令への適合 

本学の使命・目的及び教育研究上の目的に関する法的適合性については適合していると

判断されるが、具体的には平成 23(2011)年度の本学開学にあたっての大学設置認可、及

びその後の設置履行状況調査（アフターケア）を通じて示されている。 

また、各学科における医療従事者の養成（＝国家試験受験資格の取得）についても、関

係法令を遵守している。 

 

1-2-③ 変化への対応 

平成 27(2015)年 4 月より、本学の将来計画を扱う機関として「将来計画協議会」が設置

された【資料 1-2-3 将来計画協議会規程】。また、診療放射線技師及び臨床検査技師養

成についての関係法令が平成27(2015)年4月より改正施行されたことを踏まえて教育課程

の見直しを行い、平成 28(2016)年度入学生から新たなカリキュラムの運用を開始してい

る。 

こうした対応を通じて、法令遵守を図るとともに今後の 18 歳人口の減少や医療分野に

おける教育研究環境の変化等、本学を取り巻く社会環境の変化に対応していくための体制

を整備している。 
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（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の使命・目的及び教育目的は適切に設定されているものと判断しているが、その実

現に当たって本学の個性・特色を十分に発揮し、また各方面に明示できるよう、更なる改

善・向上に努めていく。 

 

 

1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

≪1－3 の視点≫ 

1-3-① 

1-3-② 

1-3-③ 

1-3-④ 

役員、教職員の理解と支持 

学内外への周知 

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

（1）1－3 の自己判定 

基準項目 1－3 を満たしている。 

 

（2）1－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

本学の目的、及び本学が設置している学部・学科の教育研究上の目的は、前述のとおり

学則或いは学部規則に明記されている。いずれの規程についても制定・改正は理事会での

承認が必要であり、その前段階として理事会・評議員会に上申される原案が教授会での審

議を経て学長により決定される。そして制定・改正された規程は学内のコミュニティサイ

ト（電子掲示板）に掲示され、教職員に周知される。 

現行の学則及び学部規則は以上のような手続きを経て定められている。よって、大学の

目的・教育目標等について役員及び教職員の理解と支持は得られている。 

 

1-3-② 学内外への周知 

 

【左：図 1-1 学園訓】 

【上：図 1-2 学園訓（解釈付）】 
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本学園の学園訓（及び本学の建学の精神）については、純真学園本館前に「気品・知性・

奉仕」の石碑を設置することにより、教職員、学生のみならず来訪者にも目に留まりやす

いようにしている。また平成 24(2012)年度から、純真学園本館 1 階に額縁を掲げているほ

か、前述の解釈を併記した額縁を学内の建物の入り口や学生談話室等の主だった場所に掲

げている。さらに、学生便覧や大学案内にも建学の精神やその解釈を掲載することで、広

く周知を図っている。 

更に平成 28(2016)年度から実施している新カリキュラムでは、全学科 1 年生の共通科目

（必修）として「純真学入門」を開講している【資料 1-3-1 「純真学入門」シラバス】。

「純真学入門」は学長が自ら科目責任者として講義を行っており、到達目標の 1 つとして

「純真学園大学という私学の持つ建学の精神を理解する」ことを挙げている。 

また大学の目的や学部・学科の教育研究上の目的についても、学生便覧に掲載している

ほか、情報公開の一環として本学ホームページにも掲載している。 

 

1-3-③ 中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映 

本学は平成 23(2011)年 4 月の開学にあたって作成した「純真学園大学設置認可申請書」

（以下「設置の趣旨」とする。）【資料 1-3-2 純真学園大学設置認可申請書（設置の趣

旨）】の記載内容を誠実に履行することを、中長期的な計画として実施してきた。この成果

は平成 27(2015)年 3 月の第 1 期生卒業によって結実することとなった。 

 これを受け、大学の使命・目的を果たすため、また安定的で継続的な大学経営を可能と

するため、（１）医療系ブランド大学の構築、（２）経営基盤の強化、（３）組織基盤の強化、

（４）学園内の情報共有化、の 4 つを柱とした、平成 31(2019)年度までの中期計画を策定

し、平成 28(2016)年 3 月の理事会で承認された【資料 1-3-3 純真学園大学 5 ヶ年計画】。 

また、本学で定めている 3 つのポリシー（ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー

及びアドミッションポリシー）【資料 1-3-4】は、大学の使命・目的及び学部・各学科にお

ける教育研究上の目的から導き出されたものであり、その内容が色濃く反映されている。 

 

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性 

本学は、学則第 1 条に掲げる本学の目的を達成するため、1 学部 4 学科（保健医療学部

看護学科、放射線技術科学科、検査科学科、医療工学科）を設置している。それぞれの学

科においては医療職の養成を通じて専門性を深く追求する一方、前述のように学部全体の

取組みとして、学科の垣根を越えて「チーム医療」に関する科目を共通で学ぶことにより

複眼的な視点の涵養を図っている。このことは、医療の現場において求められる広い視野

と人間に対する理解力を修得する上で有益であり、「教養豊かにして学識高き人材を養成す

る」という本学の目的に資するものである。 

また、本学の教育研究組織は、法令遵守及び本学の教育研究上の目的を達成するために適切

な人数を配置しており、またディプロマポリシー、カリキュラムポリシーに沿って適切な教育

を行っている。 

以上のように、本学の教育研究組織は本学の使命・目的及び教育目的に沿った形で設置･

運営されており、整合性が取れている。 
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（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画） 

現状では本学の使命・目的及び教育目的は有効に機能していると言えるが、新たな中期

計画が策定されたことから、中期計画の実現に向けて改めて本学の使命・目的等を再確認

しつつ、より良い教育研究を行うために学内コンセンサスを得ながら必要な見直しや改革

を実施していく。 

 

 

［基準 1 の自己評価］ 

本学園の建学の精神及び基本理念、本学の教育目標の周知は、本学ホームページ、大学

パンフレット等、様々な媒体によって実施されており、十分達成できている。 

本学が「看護・医療技術専門職として社会に貢献する者」の養成を目的とする大学であ

る点も、入試委員会、広報委員会、進路対策支援活動、臨地実習協議会、地元看護協会・

技師（士）会等への支援を通じ、開学から 5 年を経て、高等学校や卒業生の主たる就職先

である医療機関に知られてきた。 

今後は本学の中期計画の実施を通じて、地域と共存し、地域で活躍できる医療職の生涯

学習の拠点として、それぞれの分野の研究力を高め、教育研究機関としてのアイデンティ

ティを確立するよう継続的に努力する。 
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基準 2．学修と教授 

2－1 学生の受入れ 

≪2－1 の視点≫ 

2-1-① 

2-1-② 

2-1-③ 

入学者受入れの方針の明確化と周知 

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

（1）2－1 の自己判定 

基準項目 2－1 を満たしている。 

 

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知 

全学科において、建学の精神及び教育目標と整合性のある入学者受入れの方針（アドミ

ッションポリシー）を策定し、学生募集要項【資料 2-1-1】に明記して志願者全員に告知

している。本学のアドミッションポリシーを表 2-1 に示す。 

 

表 2-1 アドミッションポリシー 

ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ポ
リ
シ
ー 

純真学園大学では、本学の建学の精神である「気品・知性・奉仕」に則り、幅広い教養と高

い専門知識と技術を身に付け、社会に貢献しようとする意欲ある人を求めています。加えて、

各学科では次のような人たちに来ていただきたいと願っています。 

看
護
学
科 

● いのちを大切に思い、人に対する思いやりをもち、人の苦しみに共感できる人 

● 視野を広くもち、探求心をもって学習に取り組める人 

● 看護への情熱をもち、協調性と実行力を備え、前向きに努力する人 

また、本学科においては生物、化学、物理のいずれかを高等学校で出来る限り履

修していることが望ましい科目としています。 

放
射
線
技
術 

科
学
科 

● 協調性に富み、かつ状況の変化に柔軟に対応できる人 

● 放射線医療機器の開発進歩に強い関心を持つ人 

● 課題発見と問題解決に意欲を持つ人 

 また、本学科においては数学、物理を高等学校で出来る限り履修していることが

望ましい科目としています。 

検
査
科
学
科 

● 協調性があり、独創性と粘り強さで問題解決に意欲を持つ人 

● 生命とバイオサイエンスに興味がある人 

● 検査技術を基盤に多様な分野で活躍したい人 

 また、本学科においては生物、化学を高等学校で出来る限り履修していることが

望ましい科目としています。 

医
療
工
学
科 

● 身近な自然現象や科学技術に興味のある人 

● 好奇心旺盛で、創意工夫を好む人 

● 最新の医療機器や技術に関心のある人 

 また、本学科においては数学、物理を高等学校で出来る限り履修していることが

望ましい科目としています。 
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 全学科がアドミッションポリシーを制定しており、学生募集要項、学科紹介、及び進学

ガイダンス、オープンキャンパス、高校訪問等により明示・公表する体制を整えているこ

とから、広く周知が図られている。 

 

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫 

アドミッションポリシーのみならず、出願資格、授業料その他の大学が徴収する費用に

関すること等の基本情報を、学生募集要項等の印刷物、及び本学ホームページを通じて公

表している。オープンキャンパスでは各学科の教育の特徴や教育課程について説明会を実

施するとともに模擬授業を行い、各学科の教育内容の一部を紹介している。希望者には個

別面談も実施し、教育内容や教育課程の詳細な説明も行っている。また、年度初めには高

校の進路担当者を本学に招き、本学の特徴と入試制度について説明会を開催している【資

料 2-1-2 高校教員向け大学説明会資料】。 

入学資格については、学則に基づいた出願資格を学生募集要項に明記しており、また入学者

選抜の実施については、毎年度発表される文部科学省通知「大学入学者選抜実施要項」に則り

実施している。 

 

(a) 学生募集方法の工夫 

学生募集方法については、推薦入試、一般入試（一期、二期）、大学入試センター試験

利用入試(Ⅰ期、Ⅱ期)、及び、社会人入試の四つに区分している。各入試区分の試験科目

の詳細は学生募集要項【資料 2-1-3】に示しているとおりであり、また、平成 29(2017)年

度入試における入試区分ごとの募集人員を表 2-2 に示す。 

 

表 2-2 平成 29 年度入試における入学試験区分と学科の募集人数 

学  科 

入学 

定員 

（人） 

募集人員（人） 

推薦 

入試 

一般入試 
大学入試センター

試験利用入試 
社会人

入試 
一期 二期 Ⅰ期 Ⅱ期 

看護学科 80  24  40  8  5  3  若干名 

放射線技術科学科 60  18  30  6  4  2  若干名 

検査科学科 60  18  30  6  4  2  若干名 

医療工学科 40  12  20  4  2  2 若干名 

 

本学は推薦入試に比較して一般入試による志願者が圧倒的多数であるという特徴があ

るため、平成26(2014)年度入試まで入学定員の5割を推薦入試で募集していたところを、

平成27(2015)年度入試からは推薦入試募集人員を3割に減じ、一般入試募集人員を一期と

二期合わせて 6 割に増員したところである。 

 

(b) 入試区分ごとの選抜方法の特徴 

入試区分それぞれの目的に相応しい方法で選抜を実施しているが、全ての入試区分にお
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いて全学科共通の筆記試験を課し、志願者の学力の把握を行っている。 

入試区分ごとの選抜方法の特徴は以下のとおりである。 

＜推薦入試＞ 

推薦入試では、高等学校と大学との信頼関係に基づいた学校長の推薦により受け入れる

指定校制推薦入試、及び公募制推薦入試を展開している。またアドミッションポリシーに

基づいた本学での学修意欲と高い基礎学力を有する学生を受け入れるため、指定校制と公

募制の別を問わず学力試験を課し、面接試験及び調査書と合わせ総合的に合否を判定して

いる。    

推薦入試の学力試験は、コミュニケーション力と論理的思考力を把握する観点から、平

成 27(2015)年度入試より国語総合と数学Ⅰ･Ａを課している。加えて、志願者の学力を担

保する目的で、平成 27(2015)年度入試から出願条件を変更し、平成 26(2014)年度入試ま

で評定平均値 3.5 以上としていたところを、指定校制、公募制共に 3.8 以上とした。この

変更は、平成 23(2011)年度～平成 25(2013)年度入学生における高校の評定平均値と入学後

の成績（GPA: Grade Point Average）との関連の統計解析結果を根拠としたものである。 

＜一般入試＞ 

一般入試は併願可とし、一期、二期共に筆記試験の合計得点により合否を判定している。

一般入試一期では、本学会場に加えて、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に試験会

場を設け、地方志願者の便宜を図っている。 

＜大学入試センター試験利用入試＞ 

大学入試センター試験利用入試は、基礎学力を備えた志願者を広範に募ることを目的と

している。Ⅰ期、Ⅱ期共に本学独自の試験は課さず、指定した教科・科目の成績によって

合否を判定している。 

＜社会人入試＞ 

社会人入試は、社会人経験を有する者を受け入れることを目的として実施しており、国

語（言語分野常識問題を含む）と面接試験によって合否を判定している。 

 

(c) 入学者選抜実施体制 

本学「入学者選抜規程」【資料 2-1-4】及び「入試委員会規程」【資料 2-1-5】に基づき、入

試委員会が入試区分ごとに学力試験監督要領、面接試験要領等の実施要領を作成している。 

入学者選抜については、学長を中心に、各学科の連携のもと、全学的な体制で公正かつ適

切に実施している。入学者選抜試験の前々日に入試担当者事前申し合せ会議を開催し、実施

に際しての注意事項や実施要領等についての説明を入試委員会が行っている。更に、学長を

本部長とする入試本部を設置し、入試状況の集中管理と統一した対応をとるための体制を整

え、試験当日には全教職員が一堂に会する朝礼を実施して学長より改めて注意喚起を行って

いる。 

学生センターでは、入学者選抜における出願から入学手続きまでの各業務のほか、志願

者からの相談を常時受け付けているが、特に、身体の機能に障がいのある志願者について

は、事前の打ち合わせにより、受験環境を整える等、適正な試験を実施している。 

また、一般入試、推薦入試、及び社会人入試の試験問題は、入試委員会が作成した「入

試問題作成・校正・採点マニュアル」に基づき、本学が自ら作成している。平成 28(2016)
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年度入試では、平成 25(2013)年度に更新したマニュアル【資料 2-1-6 入試問題作成・校

正・採点マニュアル】に従っている。 

なお、入学者選抜に関する全ての事項は、教授会において審議し、学長が決定している。 

入学者選抜方法については、文部科学省通知等に沿いつつ、推薦入試においても学力

試験を課す等、本学固有のアドミッションポリシーに基づくものである。入学者選抜試験

の実施については、学長を中心とした全学的な体制によって入試状況の集中管理と統一し

た対応が取れており、公正かつ適正に行われている。 

 

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持 

私立大学として安定的経営を図るとともに大学としての社会的責務を果たすために入学定

員を設定しており、これを充足すべく合格判定を行い、できる限り正確に定着予測を行ってい

る。 

各学科における入学定員、収容定員、在籍学生、及び収容定員に対する在籍学生数の比

率（充足率）については表 2-3 のとおりであり、学科によって異なるが概ね 1.17 倍前後で

推移している。 

 

表 2-3 入学定員・収容定員・在籍学生数（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

学部 学科 入学定員 収容定員 在籍学生数 充足率 

保健医療 

学部 

看護学科 80 320 370 1.16 

放射線技術科学科 60 240 284 1.18 

検査科学科 60 240 288 1.20 

医療工学科 40 160 182 1.14 

合計 240 960 1,124 1.17 

 

学部全体の定員充足率はおおむね妥当であり、今後もこの水準が維持されるものと判断す

る。 

 

（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

入学者受入れの方針の明確化と周知について、大学案内パンフレット及び本学ホームペ

ージにてアドミッションポリシーをより明確に周知できるよう改善が必要である。 

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫について、一般入試における選択科

目では、学科によって志願者がアドミッションポリシーに沿わない選択をしている場合が

ある。医療系大学を志願する受験生に対して理系科目での選考を考慮した入試制度の検討

が必要である。 

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持について、志願倍率向上を目指した学生募

集活動の改善が進行しており、その成果が期待される。 
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2－2 教育課程及び教授方法 

≪2－2 の視点≫ 

2-2-① 

2-2-② 

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

（1）2－2 の自己判定 

基準項目 2－2 を満たしている。 

 

（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

2-2-①(ⅰ) 教育目的を踏まえた教育課程編成方針 

本学は、教育課程編成方針を「カリキュラムポリシー」として定め、本学ホームページ

に明示している【資料2-2-1 カリキュラムポリシー】。 

大学の教育課程を編成するにあたっては、大学設置基準第19条第2項によって、「専門

の学芸を教授する」とともに「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い豊かな人間性を

涵養する」配慮が求められている。また、本学が掲げる教育目標（目的）は、基準1に示

すとおりである。これらを承けて、本学の学士教育課程においては、それぞれの学科が育

成しようとする医療職にふさわしい専門科目を学修するとともに、「気品・知性・奉仕」

の建学の精神に則り、「医療倫理・生命倫理に基づく豊かな人間性（気品）」「科学性と

問題解決能力（知性）」「奉仕の精神（奉仕）」を兼ね備えた人材を育成するような教育

課程編成を追求している。 

以上の観点に基づき、本学では、医療職者の育成について定めた学校養成所指定規則（文

部科学省令、厚生労働省令）の基準に従いつつ、本学の編成方針のもとで教育課程を構想

している。その編成方針は、平成22(2010)年の大学設置申請の折に提出した「設置の趣旨」

【資料2-2-2】の「教育課程の編成方針」を継承している。 

また、教育課程において必要な授業時間を確保するため、学年暦を作成し明示してい

る【資料 2-2-3 学年暦】。 

 

2-2-①(ⅱ) 国家試験受験資格との整合性 

各学科の教育課程は、それぞれ「保健師助産師看護師学校養成所指定規則による指定学

校」「診療放射線技師学校養成所指定規則による指定学校」「臨床検査技師等に関する法

律施行令において厚生労働大臣が指定する科目の履修に該当することを認められた承認

校」「臨床工学技士に関する法律施行令において厚生労働大臣が指定する科目の履修に該

当することを認められた承認校」であることを踏まえ、学生が専門分野に応じた国家資格

試験の受験資格を得て卒業できるよう編成している（看護学科では看護師・保健師、放射

線技術科学科では診療放射線技師、検査科学科では臨床検査技師、医療工学科では臨床工

学技士）。 

なお、看護学科における保健師養成については、文部科学省の「大学における看護系人

材養成の在り方に関する検討会」における保健師養成に関する検討状況や、保健師養成に

必須となる実習施設の確保に関する状況等を鑑み、平成 23(2011)年度の本学開学時より希

望者による選択制を導入している。 
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また、「診療放射線技師学校養成所指定規則」および「臨床検査技師学校養成所指定規

則」が平成 27(2015)年 4 月 1 日付で改正施行されたことに伴い、診療放射線技師と臨床検

査技師に関する本学の教育課程を変更する必要が生じたことから、放射線技術科学科およ

び検査科学科で検討部会を中心に議論を重ね、教務委員会、教授会、理事会の決議を経て、

新しい教育課程のもとで教育を実施している。 

各学科において、卒業要件を満たすことで国家試験受験資格が得られるようにしてい

る（指定校及び承認校）【資料 2-2-4 取得可能な資格】。 

 

2-2-② 教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発 

2-2-②(ⅰ) 編成方針に沿った体系的編成 

 本学では、「診療放射線技師学校養成所指定規則」および「臨床検査技師学校養成所指

定規則」の改正に伴って教育課程を変更する必要が生じたことに併せて、更なる教育内容

の充実を図ることを目的に、新カリキュラム検討委員会を中心に検討を重ね、教務委員会、

教授会、理事会の決議を経て、平成 28(2016)年度入学生から新カリキュラムのもとで教

育を実施している。 

 本学における教育課程のうち、平成 27(2016)年度入学生までの教育課程（以下「旧教育

課程」という。）では教養教育科目群と専門教育科目群により構成する。このうち、専門

教育科目群は保健・医療に携わる者として共通理解をしておくべき知識を学ぶ全学科を対

象とした『共通専門科目』と、それぞれの学科が育成する医療職としての専門知識を学ぶ

『学科専門科目』（専門基礎科目・専門科目）により構成する。平成 28(2016)年度入学生

から適用される教育課程（以下「新教育課程」という。）では教養教育科目群、共通教育

科目群、専門教育科目群により構成する。 

 本学の学士教育課程における開講科目のバランスについては、旧教育課程は表 2-4 に、

新教育課程は表 2-5 に示すとおりである。 

 以下に、本学における教育課程の編成について示す【資料 2-2-5 授業科目の概要（エ

ビデンス集（データ編）表 2-5）】。 

 

表 2-4 平成 28 年度 保健医療学部教育課程の編成（開講科目の単位数、旧教育課程） 

 開講科目の単位数 

教養教育

課目 

専門教育科目 

合計 

開講科目 

単位数 

総計 

共通専門

科目 

学科専門科目 

専門基礎

科目 
専門科目 

看護学科 

必修科目 14 5 17 71 107 
173 

選択科目 38 5 8 15 66 

卒業要件 26 以上 6 以上 18 以上 74 以上 124 以上 － 

放射線技術

科学科 

必修科目 20 6 30 57 113 
178 

選択科目 32 4 17 12 65 

卒業要件 28 以上 7 以上 35 以上 58 以上 128 以上 － 
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検査科学科 

必修科目 13 5 21 62 101 
161 

選択科目 39 5 6 10 60 

卒業要件 23 以上 9 以上 24 以上 68 以上 124 以上 － 

医療工学科 

必修科目 17 5 38 50 110 
183 

選択科目 35 5 23 10 73 

卒業要件 26 以上 6 以上 40 以上 52 以上 124 以上 － 

（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

 

表 2-5 平成 28 年度 保健医療学部教育課程の編成（開講科目の単位数、新教育課程） 

 開講科目の単位数 

教養教育 

課目 

共通教育

科目 

専門教育科目 

合計 

開講科目 

単位数 

総計 

学科専門科目 

専門基礎

科目 
専門科目 

看護学科 

必修科目 12 7 18 74 111 
172 

選択科目 34 2 7 18 61 

卒業要件 18 以上 8 以上 18 以上 78 以上 124 以上 － 

放射線技術

科学科 

必修科目 15 7 27 57 106 
150 

選択科目 31 2 4 7 44 

卒業要件 26 以上 8 以上 29 以上 61 以上 124 以上 － 

検査科学科 

必修科目 11 7 22 60 100 
153 

選択科目 35 2 5 11 53 

卒業要件 24 以上 8 以上 25 以上 67 以上 124 以上 － 

医療工学科 

必修科目 15 7 43 40 105 
150 

選択科目 31 2 6 6 45 

卒業要件 27 以上 8 以上 45 以上 44 以上 124 以上 － 

（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

 

 (a) 教養教育科目・共通専門科目・共通教育科目の編成 

＜教養教育科目＞ 

 教養教育科目は、学校教育法第 83 条の大学教育の目的、本学の教育理念、教育目標、

並びに「気品・知性・奉仕」という建学の精神を踏まえ、人文・自然・社会に関する諸科

学を基盤として、幅広い教養と豊かな人間性の涵養とともに、国際的な視野・見識を深め

るために、旧教育課程においては補習教育を目的とする『リメディアル』、各医療職を養

成する上で基礎となる科学的な知識を修得する『科学リテラシー』、様々な文化や芸術か

ら人間について理解を深める『社会の理解』、国際情報を積極的に活用するための基礎を

つくる『外国語』の 5 中区分によって編成している。新教育課程にあっては、これまでの

科目区分を見直し、『科学リテラシー』『人間と社会の理解』『外国語』の 3 中区分によっ

て編成している。 
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 旧教育課程においては、中区分『リメディアル』の 4 科目「生物」「化学」「物理」「数

学」を卒業要件には含まれない自由科目として 1 年次前期セメスターに展開していたが、

高校の復習科目を大学の正規科目の単位として認定する問題点に鑑み、新教育課程では削

除している。 

 旧教育課程においては、『科学リテラシー』に「基礎生物学」「基礎化学」「基礎物理学」

「基礎数学」「統計学」「ライフサイエンス入門」「情報処理入門」「情報処理応用」の 8 科

目、『人間の理解』に「哲学」「心理学」「宗教と文化」「歴史から学ぶ」「文学の世界」「芸

術と創造」「ジェンダー論」の 7 科目、『社会の理解』に「暮らしの中の法律」「教育論」

「経済と社会」「地球と環境」「暮らしの中の救急法」「ボランティア論」「社会人セミナー」

の 7 科目を配置している。 

新教育課程においては、科目名や展開を見直し、『科学リテラシー』に「生物学」「化学」

「物理学」「数学」「統計学」「情報科学入門」「情報科学応用」の 7 科目、旧教育課程の中

区分『人間の理解』『社会の理解』を統合した『人間と社会の理解』に「倫理学」「国語表

現法」「哲学」「心理学」「宗教と文化」「芸術と創造」「ジェンダー論」「法学」「教育学」「経

済と社会」「地球と環境」「純真学園大学現代教養講座」の 12 科目を配置している。 

 中区分『外国語』については、旧教育課程では全学科必修科目の「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「英

会話Ⅰ」「英会話Ⅱ」と、選択科目の「ドイツ語Ⅰ」「ドイツ語Ⅱ」「中国語Ⅰ」「中国語Ⅱ」

「韓国語Ⅰ」「韓国語Ⅱ」を配置している。一方、新教育課程では内容を見直し、全学科必

修科目の「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「英会話Ⅰ」「英会話Ⅱ」と、選択科目の「英語Ⅲ」「英会話

Ⅲ」「中国語」「韓国語」を配置している。 

新旧いずれの教育課程においても、各学科において育成する医療職のその専門性に鑑み、

特に必要とする基礎知識を身につけさせるために必修としている科目を学科ごとに設け、

それ以外を選択としている。また新教育課程においては、大学生として身につけておくべ

き国語力を養う「国語表現法」、及び医学知識とは別の社会人として修めておくべき教養を

身に付ける「純真学園大学現代教養講座」を全学科の必修科目として配置している。 

 卒業要件総単位数に占める教養教育科目の量的配分については、保健医療分野の専門職

者育成を目指す他大学の平均的な単位数と大幅に異ならない範囲で配置している。学科に

よって相違があるが、旧教育課程では 36科目が開講され、必修 13単位～20単位、選択 8

単位～10単位以上、計 23単位～28単位以上の取得が卒業要件となっている。新教育課程

では 27 科目が開講され、必修 11 単位～15 単位、選択 6 単位～13 単位以上、計 18 単位

～27 単位以上の取得が卒業要件となっている。 

＜共通専門科目・共通教育科目＞ 

 旧教育課程における共通専門科目は、『現代医療』と『チーム医療』の 2 区分によって

編成している。新教育課程では、旧教育課程の『現代医療』の科目を統廃合して学科専門

科目へと配置し、新たに新設した『純真学』と『チーム医療』の 2 区分としている。 

 旧教育課程の中区分『現代医療』には、命の大切さを認識し、医療人として身に付ける

べき倫理観を養う「生命・医療倫理学」、医療従事者の安全性・快適性・効率性を考慮し、

医療現場のシステムや仕事環境を人間の精神・身体に関わる状況に適合させていく「人間

工学」、ストレスや病が身体に及ぼす影響とヒトの心理的な働きやその対処法を学ぶ「臨

床心理学」、健康的な日常生活を過ごすための運動習慣や食習慣の具体的な実践方法を身
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に付ける「生活と健康」、病気を未然に防ぐとともに傷害の防止や精神的・身体的健康の

増進を学ぶ「予防医学概論」、保健・医療・福祉に関する理解や、国際的な視野で健康問

題を考える視点を養う「国際保健学」の 5 科目を配置している。 

 新教育課程の中区分『純真学』は、医療人に共通して求められる基盤的な資質と汎用的

能力の育成を目的として、1 年次から 3 年次に計 6 科目を必修ないし選択科目として配置

している。「純真学入門」は、純真学を学ぶにあたっての導入科目と位置づけ、建学の精神

の理解とともに自由で幅広い思考体系を養うことを目的に必修科目として 1 年次に配置し

ている。「社会人セミナー」は、書と茶道の学びを通して、先人達の知恵と実践力を身に付

けるとともに、円滑な人間関係を築く能力と態度を養うために必修科目として 1 年次に配

置している。「コミュニケーション論」は、良好な人間関係を築くための意思疎通・協調性・

自己表現といったコミュニケーション能力を身に付けるために必修科目として 1 年次に配

置している。「ボランティアとキャリア形成」は、地域におけるボランティア活動や病院実

習前の早期体験を通して、自身のキャリアを高めることを目的に選択科目として 2 年次に

配置している。「異文化交流」は本学と MOU を締結しているアジアを中心とした海外の

大学ないし大学病院での研修を通して、異文化体験から国際的な視野を広げるとともに自

国文化への再認識を目的に選択科目として 2 年次に配置している。「総合純真学」は、一

流とされる人の視点・思考を知り、古典・伝統・文化関連施設の訪問体験を通して、建学

の精神の理解とともに社会人として学ぶべき方向性を考える機会とすることを目的に必修

科目として 3 年次に配置している。 

 旧教育課程における中区分『チーム医療』は、インタープロフェッショナル教育（多職

種連携教育 InterProfessional Education、以下「IPE」とする。）科目と位置付け、1

年次から 4 年次の各年次に 1 科目ずつ、計 4 科目を全学科の学生が一堂に会して共に学ぶ

必修科目として配置している。「医療連携の基礎」は、これから医療人を目指すにあたり、

医療連携のための共通認識事項や各学科で育成する医療職の職務内容・役割、自身の目指

す医療職と他職種との関係を知るために全学科の合同講義として 1 年次前期に配置してい

る。「チーム医療論Ⅰ」は、1 年次に履修した「医療連携の基礎」を更に深める目的から、

本学では養成しない他職種の理解に主眼を置き、2 年次に配置している。「チーム医療論

Ⅱ」は、各学科の学生が他の 3 学科で育成する医療職の全般的な職務内容や医療現場にお

ける役割を理解することを目的に、各医療職の行う実際的な職務内容を実体験する演習と

して 3 年次に配置している。「総合チーム医療」は、外部講師による全学科合同講義と、

講義内容をテーマとした全学科混成の小グループによるディスカッションで構成し、多職

種連携の構築を主眼としてチーム医療の実践に向けての思考・行動力・判断力を養うこと

を目的に 4 年次に配置している。 

新教育課程の『チーム医療』では、1 年次・2 年次および 4 年次の各年次に 1 科目ずつ、

計 3 科目を全学科の学生が一堂に会して共に学ぶ必修科目として配置している。「医療連

携の基礎」は旧教育課程の「チーム医療論Ⅱ」に相当する科目で 1 年次に配置している。

「医療連携の構築」は旧教育課程の「チーム医療論Ⅰ」に相当する科目で 2 年次に配置し

ている。3 年次は各学科の臨地・臨床実習において、チーム医療の実際を学ぶ。「総合チー

ム医療」は旧教育課程の「総合チーム医療」に相当する科目で 4 年次に配置している。 

 



純真学園大学 

20 

 (b) 学科別専門科目（専門基礎科目・専門科目）の編成 

看護学科 

＜専門基礎科目＞ 

専門基礎科目は、人体を系統立てて理解するとともに、健康を取り巻く多様な社会シス

テムを学び、人間を看護の対象として総合的な視点で理解を深めることができるための科

目である。この専門基礎科目での学修を基盤として、専門科目における各看護学の特徴が

発展的かつ統合的に展開されることになる。 

以上から、教育課程の編成にあたっては、まず「保健師助産師看護師学校養成所指定規

則」の基準を踏まえた上で、看護師国家試験受験資格取得及び保健師国家試験受験資格取

得が可能となるようにしている。その上で具体的な教育課程の構造として、専門基礎科目

では、『人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進』『健康支援と社会保障制度』

という2つの教育内容で構成している。 

『人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進』は、旧教育課程では12科目12単位

で構成しており、うち2科目を選択科目としていたが、新教育課程においては、13科目13

単位とし、内容の充実を図っている。具体的には、人体の構造と機能についての理解を深

めるために、旧教育課程の「形態機能学Ⅰ」「形態機能学Ⅱ」各1単位合計2単位を、新教

育課程では「人体の構造と機能Ⅰ」「人体の構造と機能Ⅱ」「人体の構造と機能Ⅲ」各1

単位合計3単位として単位数の増加を図るとともに、看護教員が担当することにより、よ

り看護の視点を強化した教授を行うこととしている。更に人体の構造と機能を基盤として

主な疾病の診断、治療について学ぶ旧教育課程の科目「臨床病態学Ⅰ」「臨床病態学Ⅱ」

各1単位合計2単位についても、内容理解を深めるために新教育課程では「診断治療学Ⅰ」

「診断治療学Ⅱ」「診断治療学Ⅲ」各1単位合計3単位とし、単位数の増加を図っている。

また旧教育課程で「栄養・代謝学」1単位であった科目を、生命現象理解の強化を図り、

ライフステージや健康問題に関わる栄養を学ぶため「生化学」「栄養学」各1単位として

配置している。 

『健康支援と社会保障制度』は、旧教育課程では12科目13単位で構成しており、うち5

科目6単位を選択科目としていた。新教育課程では、単位数の変更はないが「疫学」1単位

を「疫学Ⅰ」「疫学Ⅱ」各1単位合計2単位とし、「疫学Ⅱ」については「疫学Ⅰ」の学修

を基盤に、疾病頻度の表し方、疫学研究方法、主要な疾病の現状及びその動向等疫学に関

する意義や実践についての理解を深めることができるようにしている。なお「疫学Ⅱ」に

ついては、保健師課程選択学生の受講を必修としている。 

＜専門科目＞ 

専門科目は、旧教育課程の中区分『看護の基礎』を新教育課程では『基礎看護学』に、

同様に『公衆衛生・在宅療養生活支援の看護』を『在宅看護論』及び『公衆衛生看護学』

に変更した。旧教育課程では56科目86単位で構成しており、そのうち必修科目44科目71

単位、選択科目12科目15単位である。新教育課程では59科目92単位で構成しており、その

うち必修科目46科目74単位、選択科目13科目18単位となっている。なお、選択科目のうち

8科目13単位については、保健師課程選択学生には受講を必修としている。 

新教育課程『基礎看護学』においては、看護の概念について多様な視点から学ぶために

「看護理論」1単位を配置している。また「基礎看護学方法論Ⅰ」では主に看護行為に共



純真学園大学 

21 

通する技術を、「基礎看護学方法論Ⅱ」では日常生活を整えるための技術を、「基礎看護

学方法論Ⅲ」ではフィジカルアセスメント技術を、「基礎看護学方法論Ⅳ」では診療に伴

う技術を、「基礎看護学方法論Ⅴ」では看護過程展開技術をそれぞれ学ぶ。同様に新教育

課程の『専門分野Ⅱ』については、各看護学の構成を「概論」「援助論」「方法論」で構

成している。「援助論」においては、各看護学の特徴的な対象や家族についての理解や看

護の考え方を学ぶ。一方「方法論」においては、大半の科目において看護過程の展開を通

して既修内容を統合するとともに、各看護学で特徴的な技術について演習を行うようにし

ている。 

『統合看護』は、旧教育課程では12科目13単位で構成しているが、新教育課程では12

科目14単位で構成している。専門職業人として必要不可欠な医療安全や看護管理は、旧教

育課程では「看護管理・医療安全」1単位として配置していたが、新教育課程では「医療

安全」1単位及び「看護管理」1単位として内容の充実を図っている。ほかに1年次に「看

護基礎ゼミナール」を配置している。 

また旧教育課程では「統合実習Ⅰ（専門選択）」1単位及び「統合実習Ⅱ（管理実習）」

1単位としている。「統合実習Ⅰ（専門選択）」では4年間の総まとめの看護学実習となる

よう、各自の実習テーマ（看護技術関連課題）に基づく看護実践能力を養うことを目的と

している。「統合実習Ⅱ（管理実習）」では、1）組織の目的を達成するために、人・物・

金・情報を効果的に活用して実践されるケアのマネジメントと看護サービスのマネジメン

トの実際について学ぶ、2）他職種との連携を学ぶ、3）専門職としての資質を高めるため

の在り方について学ぶ、の3つを目標に、病棟、外来、職能団体での臨地実習を行ってい

る。 

これを新教育課程では「統合実習」2単位とした。これにより多様な場で実践されてい

る看護について自身が設定したテーマに基づき、実習方法の計画立案から実践、評価の過

程を理論や文献活用も含めて深めることを狙いとしている。 

 

放射線技術科学科 

＜専門基礎科目＞ 

専門基礎科目は、人体の構造と機能及び疾病を系統立てて理解し、関連科目を修得する

ための基礎能力を養う科目である。教育課程の編成にあたっては、まず「診療放射線技師

学校養成所指定規則」の変更に伴いその基準を踏まえた上で、診療放射線技師国家試験受

験資格取得が可能となるようにしている。旧教育課程では『応用科学』『医学的基礎』『理

工学的基礎及び放射線科学の基礎』の 3 中区分 36 科目で構成していたが、新教育課程で

は科目の新設・統合などによって『医学の基礎』『理工学的基礎及び放射線科学の基礎』

の 2 区分 31 科目で構成している。 

『医学の基礎』は、旧教育課程（医学的基礎）では 17 科目 22 単位（うち選択科目 2 科

目）で構成していたが、新教育課程では 12 科目 12 単位（うち選択科目 2 科目）で構成し

ている。具体的には、診療放射線技師として正常人体の組織や臓器構造と画像との関係や

医用画像を理解し、基本的な解剖学的知識を修得するために「解剖学（人体構造学）Ⅰ」

「解剖学（人体構造学）Ⅱ」を配置している。また、生体の病的変化を生体成分の偏在、

変動と関連付けて理解するために「生化学」「生理学」、及び人間の疾病の病因、病態、
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病理像の概略を各臓器系列別に学ぶために「公衆衛生学」「病理学」「臨床医学概論」を

配置するともに、新たに薬理学の概念と薬物の生体内における作用を学ぶ「薬理学」を新

設している。これらの科目は、診療放射線技師学校養成所指定規則の改正に伴い、造影剤

の血管内投与や下部消化管検査に対応して病態および薬理について系統的に理解できる

内容を付加している。さらに 3 年次後期に、これまで学んできた基礎医学（解剖学、生理

学、病理学、公衆衛生）についての復習を行うとともに、教科書や成書に載っていない新

しい内容を学ぶことにより理解を深めることを目的とした「基礎医学特論」を配置してい

る。また、救急医学の基礎的知識や対処法の理解および救急時対処法の理解、重篤な合併

症の発生時に適切に対処できる能力を身につけるために「救命救急医療」を配置している。

このほか、放射線に関する分野の文献（論文）講読を通じて、将来、自らテーマを見つけ

出し研究を継続して行うことや、仕事に対する応用力を養うために「医療文献講読」を、

そして国際化に向けて、外国人が診療に訪れたときの患者対応の基本と考え、医療現場で

必要とされる代表的な英語表現を学び、外国論文の抄読ができるための医学用語等につい

ても修得し、今後の医療現場や研究場面において活用ができるように「医学文献英語」を

配置している。 

『理工学的基礎及び放射線科学の基礎』は、旧教育課程では 15 科目 15 単位（うち選択

科目 2 科目）で構成していたが、新教育課程では 19 科目 19 単位（うち選択科目 2 科目）

としている。具体的には、将来診療放射線技師が放射線生物学分野、放射性医薬品分野、

造影剤分野、放射線物理学分野などで活躍するための素養とするため「診療放射線技術学

概論」「現代物理学」「画像数学」を配置している。なお、「診療放射線技師概論」はチ

ーム医療を学ぶ上で自らの職種を知るための科目としても位置づけられている。また、基

本的な電気回路から複雑なものまで段階を踏んで学修し、理解を深めるための「医用電気

電子工学」「医用工学実験」や、医療分野における IT の発達に鑑み、医用画像情報シス

テム、病院情報システム、地域医療情報システム等 IT に関連する高度な知識や実際の業

務フローを修得するための「情報科学（含演習）」、安全性・快適性・効率性を考慮した

人間工学の基礎的な概念を理解するとともに、医療現場における人間工学の果たす役割や

応用について学修する「医療安全工学」を配置している。診療放射線技師教育の根幹をな

す放射線と人体に対する影響に関する専門知識と技術を修得するために「放射線生物学」

を、放射線と物質との相互作用を中心に学修する「放射線物理学Ⅰ」「放射線物理学Ⅱ」

を、放射性核種の分離法や製造法、核反応等を学び、放射性核種の化学的性質を理解する

ために「放射化学Ⅰ」「放射化学Ⅱ」を、放射線の医学利用及び放射線防護における放射

線計測の知識を得るために「放射線計測学Ⅰ」「放射線計測学Ⅱ」「放射線計測学実験」

をそれぞれ配置している。また放射線取扱主任者（第一種または第二種、国家資格）等に

必要な知識を学ぶことができる「放射線取扱特論Ⅰ」「放射線取扱特論Ⅱ」を選択科目と

して配置している。3 年次後期には、これまで学んできた放射線生物学並びに放射化学に

ついての復習を行うとともに、教科書や成書に載っていない新しい内容を学ぶことにより

理解を深めることをを目的とした「放射線基礎科学特論Ⅰ」を、また放射線物理学並びに

放射線計測学についても同様の目的で「放射線基礎科学特論Ⅱ」を配置している。 

＜専門科目＞ 

専門科目は、旧教育課程における中区分『画像学領域』を新教育課程では『診療画像技
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術学』と『医用画像情報学』に変更し、また旧教育課程における中区分『放射線安全管理

学領域』を診療放射線技師学校養成所指定規則の変更に伴い、新教育課程では医療安全学

の領域を含めた『放射線医療安全管理』に変更した。また、旧教育課程では37科目67単位

（うち選択科目7科目10単位）としていたが、新教育課程では54科目59単位（うち選択科

目7科目7単位）と、科目数が大きく増加している。これは旧教育課程の重要と思われる一

部の主要科目を細分化したこと、また新たに科目を増設したためである。併せて、旧教育

課程では、科目によっては重複している内容がいくつか見られたため、新教育課程では内

容を整理し、効率・効果的な教育ができるように工夫を行っている。このほか、主要な講

義科目の多くで1単位あたりの時間数を見直し、旧教育課程では1単位15時間としていたと

ころを新教育課程では1単位30時間とした。これにより、講義内容の十分な理解を得られ

ることが期待できる。 

『診療画像技術学』は、旧教育課程では 11 科目 19 単位が該当していたが、新教育課程

では 17 科目 17 単位で構成しており、その全てを必修科目としている。具体的には診療放

射線技師として、正常な人体が各種検査画像としてどのように描出されるかを正確に理解

するために「診療画像解剖学Ⅰ」「診療画像解剖学Ⅱ」を、医用画像機器の構成、動作原

理及び物理工学的特性の理解を理解するために「診療画像機器工学Ⅰ」「診療画像機器工

学Ⅱ」「診療画像機器工学Ⅲ」 「診療画像機器工学実験」「放射線機器工学特論」を、

各種画像の特徴及び機能画像を理解し、人体各部位について構造と臨床画像との関係につ

いて理解を深めるために「診療画像技術学Ⅰ」「診療画像技術学Ⅱ」「診療画像技術学Ⅲ」

「診療画像技術学Ⅳ」「診療画像技術学Ⅴ」「診療画像技術学Ⅵ」「X 線撮影技術学特論」

「診療画像検査特論」を、また臨床現場における知識や諸問題について実験を通して学ぶ

「診療画像技術学実験Ⅰ」「診療画像技術学実験Ⅱ」をそれぞれ配置している。 

『医用画像情報学』は、旧教育課程では 4 科目 6 単位が該当していたが、新教育課程で

は 6 科目 6 単位で構成しており、その全てを必修科目としている。具体的には IT 技術の

発達により全ての医用画像はデジタル化され、CT（Computed Tomography、コンピュー

タ断層撮影）や MRI（Magnetic Resonance Imaging、核磁気共鳴画像法）等の臨床現場

に活用されていることから、最新のデジタル画像処理技術や画像解析技術などの理解を深

めるために「医用画像情報学」「医用画像情報学演習」「医用画像工学Ⅰ」「医用画像工

学Ⅱ」「医用画像情報学・画像工学特論」を配置し、また臨床現場における知識や諸問題

について実験を通して学ぶために「医用画像工学実験」を配置している。 

『核医学領域』は、旧教育課程では 4 科目 7 単位で構成していたが、新教育課程では 6

科目 6 単位で、全て必修科目としている。具体的には核医学検査に使用する装置の諸特性

について学び、実践的な知識と技術を身につけ、更に放射性薬品、画像の収集と解析、

診断上の意義等について学修する「核医学検査技術学Ⅰ」「核医学検査技術学Ⅱ」「核医

学検査技術学Ⅲ」「核医学検査技術学Ⅳ」「核医学解析処理学」「核医学検査学特論」を

それぞれ配置している。 

『放射線治療領域』は、旧教育課程では 4 科目 7 単位で構成していたが、新教育課程で

は 6 科目 6 単位で、全て必修科目としている。具体的にはがんの放射線治療の対象となる

腫瘍や正常組織の性質や放射線に対する影響等を理解するために「放射線腫瘍学」を、ま

た放射線治療に用いられる高エネルギー放射線治療装置、密封小線源治療装置等の構造、
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動作原理、特徴を学び、臨床応用まで段階を踏んで理解するための「放射線治療機器学

Ⅰ」「放射線治療機器学Ⅱ」「放射線治療技術学Ⅰ」「放射線治療技術学Ⅱ」「放射線治

療学特論」を必修科目として配置している。 

『放射線医療安全管理』は、旧教育課程では 5 科目 8 単位が該当していたが、新教育課

程では 5 科目 5 単位で構成しており、全て必修科目としている。具体的には環境放射線を

はじめ医療現場で必要とされる放射線安全管理の基礎的な知識、及び適切な安全管理法

について学ぶために「放射線安全管理学」「放射線安全管理学実験」を、各関連法規•規

則を理解するために「放射線関係法規」「放射線安全管理学特論」を配置している。また、

診療放射線技師学校養成所指定規則の改正に伴い、診療放射線技師の責任及び業務範囲を

理解し、感染管理及び医療安全に配慮して造影剤の投与など適切に検査に伴う行為ができ

る能力、さらに造影剤の投与に伴う危険因子を認識し、特にアナフィラキシーなど重篤な

合併症の発生時に適切に対処するため、速やかに医師等に連絡し、自らが一次救命処置

(BLS: Basic Life Support)を適切に実施できる能力を身に付けることを目的とした「医療

安全管理学」を配置している。 

『臨床実習』は旧教育課程、新教育課程とも 4 科目 10 単位で構成しており、全て必修

科目としている。この 4 科目（「画像検査技術学臨床実習Ⅰ」「画像検査技術学臨床実習Ⅱ」

「核医学検査学臨床実習」「放射線治療技術学臨床実習」）は、学内において基礎的な技術

を学んだ上で、放射線科学に関する技術が実際の医療現場でどのように用いられているか

を体験すること目的をしている。なお、この 4 科目は旧教育課程では 3 年次後期から４年

次前期にかけて配置していたが、新教育課程では全て 3 年次後期に配置している。 

『総合科目』は、旧教育課程では 4 科目 10 単位で構成していたが、新教育課程では 10

科目 14 単位で構成しており、うち 7 科目 7 単位を選択科目としている。具体的には 3 年

次後期からはじまる「臨床実習」の前段階として、臨床実習で必要な知識と技能を深め、

活用できるために「臨床実習講座」を配置している。さらにこれまでに学んできた内容を

より深く学ぶ科目として本学教員のそれぞれの専門性に関連した 4 科目を選択科目として

配置した。具体的には乳がん検診の精度向上のためマンモグラフィーの基礎や撮影技術、

品質管理、撮影機器管理などの知識と技術を修得するために「乳腺検査学」、近年、医療事

故をはじめ司法にともなう死因究明制度に活用されるオートプシーイメージング（Ai）の

概念と倫理、法医学、病理学、画像診断などを系統的に理解し、撮像技術を修得するため

に「オートプシーイメージング（Ai）学」、重粒子線治療など高エネルギー放射線治療に

おいて線量計測は重要であり、照射に必要な線量計測法を学ぶために「高エネルギー線量

計測学」、そして生活環境中にある放射線や原発からの放射線などの人口放射線による人体

への影響について理解を深めるために「環境放射線特論」を配置している。また、最近の

臨床においては画像処理や線量計算には PC（パーソナルコンピュータ）が必須であるこ

とから、これまで座学で学んできた知識を基礎に、実践力を身に付けることを目的として

PC を使用した 3 科目を選択科目として 4 年次前期に配置している。具体的には、画像診

断における診断能を向上させるために三次元画像処理ワークステーションを使用して CT、

MRI 等の画像処理作成技術を修得するために「診断画像処理演習」を、核医学画像の画質

に及ぼす影響や各種画像処理技術についてサンプルデータを用いて理解を深めるために

「核医学画像処理演習」を、そして放射線治療技術学、放射線腫瘍学、放射線治療機器学
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などで学修した知識を統合し、放射線治療で必要な線量計算、治療計画について理解を深

めるために「放射線治療計画演習」を配置している。専門科目全ての習熟度を総括的に把

握するために「放射線科学特論」を 4 年次に配置し、放射線技術科学科教育の集大成と位

置付けている。「卒業研究」は、診療放射線科学領域から研究テーマを設定し、研究過程を

通して問題発見能力、問題解決能力、研究計画能力、ディスカッション能力、プレゼンテ

ーション能力及び論文作成能力を養い、大学・企業・病院等の医療機関で適応できる資質

を培い、自律的に問題を考え、積極的に問題解決にあたることができる人材養成を目指し

て配置している。 

 

検査科学科 

＜専門基礎科目＞ 

専門基礎科目は旧教育課程では『人体の構造と機能』『医学検査の基礎』『保健医療福祉』

『情報科学』の 4 中区分 27 科目で構成していたが、新教育課程では科目の新設・統合な

どによって『医学の基礎』『臨床検査の基礎』『医療工学』の 3 区分 23 科目で構成してい

る。その多くは 1 年次から 2 年次に配置している。 

『医学の基礎』では、これから医療に携わる者として共通認識しておくべき知識や心構

えを学ぶ「医学概論」を、人体の構造や各臓器・組織・細胞について総合的に理解するた

めに「解剖学」「解剖学実習」「生理学」「生理学実習」「生化学」「生化学実習」を、医学・

医療と臨床検査技術の基礎として、また疾病の成因を系統的に理解・把握するために「微

生物学」「免疫学」「血液学」「病理学」を、予防医学と臨床検査の関連並びに疫学的分析方

法の理論と技術を学ぶために「公衆衛生学」を、いわゆる生命現象について分子生物学的

な視点から理解する目的で「分子生物学」を必修科目として配置している。また、選択科

目として、検査試料中の物質を分析するための基礎知識を学ぶ「分析化学」を、病気の治

療や予防を目的に使用される薬剤に対する一般知識、またそれら薬剤が臨床検査に対して

どのような影響を与えるかを正しく理解するために「薬理学」を配置している。なお、旧

教育課程で共通専門科目に配置されていた科目のうち、命の大切さを認識し、医療人とし

て身に付けるべき倫理観を養う「医療倫理学」、ストレスや病が身体に及ぼす影響とヒトの

心理的な働きやその対処法を学ぶ「臨床心理学」、保健・医療・福祉に関する理解や、国際

的な視野で健康問題を考える視点を養う「国際保健学」を選択科目として配置している。 

『臨床検査の基礎』では、臨床検査技師という目標に向かって歩み出すにあたって、そ

の職業像を明確にし、併せて学修へのモチベーションを高め、医療における臨床検査の役

割や、使命感・心構えについて理解するために「検査学概論」「臨床検査体験演習」を、臨

床検査に関わる機器を安全に使用するための基礎的知識を養うために「検査機器論」を必

修科目として配置している。 

『医療工学』では、生態情報の物理的・工学的特性と医用機器の内部構造や動作原理を

理解し、併せて機器の特徴と利用技術・安全対策を学ぶために「医用工学概論」「医用工学

実習」を必修科目として配置している。 

＜専門科目＞ 

専門科目は旧教育課程では 9 中区分 57 科目で構成していたが、新教育課程では『臨床

病態学系』『形態検査学』『生物化学検査学』『病因・生体防御検査学』『生理機能検査学』
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『総合検査学』『臨地実習』及び『卒業研究』の 8 中区分 50 科目で構成している。 

『臨床病態学系』では、さまざまな疾患の成り立ちや病態・特徴を学ぶために「臨床医

学総論」を、疾患と臨床検査データの関連性を学び、各種疾患の病態生理と検査成績の変

化について理解するために「臨床病理学総論」を必修科目として配置している。『形態検査

学系』では、人の血液について、その成分の化学的・形態学的分析法や、血液異常と疾患

との関連性を学ぶために「血液検査学」「血液検査学実習」を、肉眼的或いは微視的に臓器・

組織・細胞等の形態をとらえつつ、その構造や機能の変化を学ぶために「病理検査学」「病

理検査学実習」「細胞診学」「細胞診学実習」を、未だ海外では多くの感染が見られる寄生

虫とその検査法を学ぶために「医動物検査学演習」を必修科目として配置している。 

『生物化学検査学系』では、血清や尿等の体液を中心に、それら成分の化学的・生物学

的分析法や、その意義、疾患との関連性を学ぶために「一般検査学」「一般検査学実習」「臨

床化学検査学Ⅰ」「臨床化学検査学Ⅱ」「臨床化学検査学実習」を、今日の臨床検査に不可

欠となった遺伝子検査の基本となる技術の原理・理論・応用、及び遺伝情報の倫理的取り

扱いについて学ぶために「遺伝子検査学」「遺伝子検査学実習」を、放射性同位元素に関す

る基礎知識として、放射線の性質、測定、安全取り扱いや使用に関する管理、影響、検査

法について学ぶために「放射線科学」を必修科目として配置している。 

『病因・生体防御検査学系』では、生体における免疫応答システムと関連付けながら、

感染症・アレルギー・輸血等の検査に必要な知識と技術を学ぶために「免疫検査学」「免疫

検査学実習」「輸血・移植検査学」「輸血・移植検査学実習」を、感染症の原因である病原

微生物の検査法、微生物の種類の同定、薬剤感受性に関する理論と実践的技術を修得する

ために「微生物検査学Ⅰ」「微生物検査学Ⅱ」「微生物検査学実習」を必修科目として配置

している。 

『生理機能検査学系』では、生体における循環器系・呼吸器系・神経系におけるメカニ

ズムとその機能の生理学的検査法を理解するとともに、それら検査結果と臨床診断との関

連性を学ぶために「生理機能検査学Ⅰ（循環器・呼吸器）」「生理機能検査学Ⅱ（神経・筋・

感覚器）」「生理機能検査学実習」を必修科目として配置している。また、生理機能検査学

で学んだことを基盤に、特に最近、医療機関において重要視されている画像検査学に関す

る知識と技術をより深めるために「画像検査学」「画像検査学実習」を必修科目として配置

している。 

『総合検査学系』では、旧教育課程の 1 年次から学んだ臨床検査の専門分野の知識を統

合した「臨床検査特論Ⅰ（解剖・病理検査学系）」「臨床検査特論Ⅱ（微生物・免疫検査学

系）」「臨床検査特論Ⅲ（血液検査学系）」「臨床検査特論Ⅳ（生物化学検査学系）」「臨床検

査特論Ⅴ（生理機能検査学系）」を「臨床検査特論」にまとめて必修科目として配置してい

る。 

また、医療実務上必要となる高度な統計処理技法を学ぶために「医療統計学」を、検査

部門の使命と役割、業務と組織系統、並びに検査情報管理の必要性を学ぶために「臨床検

査管理論」を、正しい検査結果を提供するために必要なデータ管理や、それら一連の手順

を学ぶ「精度管理論」を配置している。また、臨床検査技師学校養成所指定規則の改正に

伴い、臨床検査技師の責任及び業務の範囲を理解し、感染管理及び医療安全に配慮して適

切に検体採取ができる能力を身につけるとともに、検体採取に伴う危険因子を認識し、合



純真学園大学 

27 

併症の発生時に適切に対処できる能力を身につけるために「医療安全管理学」「医療安全管

理学実習」を配置している。 

情報科学を理解するために必要なコンピュータの基礎知識に加え、それらを応用した検

査情報システムや医療システムの基礎的知識を学ぶために「医療情報管理学」を必修科目

として配置している。「専門ゼミナール」については、卒業研究に先立ち、各教員の行って

いる研究内容の理解と、研究のテーマ設定や進め方を学び、後の卒業研究に対応できる基

礎能力を養うために必修科目として配置している。また、臨床検査学を基盤に総合的な能

力を養う選択科目として、保健医療に関する専門分野の文章・論文を読む基礎的学力を付

けるために「医療英語」を、更に臨床検査分野に限らず、医学や生命科学分野の最新の研

究成果や診断・治療法等の幅広い知識を学修し、併せて英文長文読解力を養成するために

「文献講読」を配置している。「法医科学」「法医科学実習」の科目設定は医療系大学とし

て全国的にも珍しく、近年注目を集めている不妊治療に関する「生殖補助技術論」「生殖補

助技術論実習」も本学科の教育課程における特色の有る選択科目として配置している。 

一方、臨床検査の専門性を活かしつつ、健康食品管理士および食品衛生管理者、食品衛

生監視員に関連する科目群として「食品衛生学」「健康食品学」「食品関連法規」「環境衛生

学」「環境・食品分析学」を選択科目として配置している。 

『臨地実習』は、専門分野で学んだ各領域の検査や病態解析の技術・知識が、実際の臨

床の現場でどのように使われるのかを体験することで、医療や臨床検査に対しての総合的

な理解や、医療職としての責任感、協調性を高めることにつながるもので、旧教育課程で

は 4 年次前期に配置していたが、新教育課程では 3 年次後期に必修科目として配置してい

る。 

『卒業研究』は、自主的に調査や実験を行い、自ら問題を発見し、解決する過程を実体

験することで、科学的思考や研究する姿勢を身に付け、生涯に渡っての研究テーマを見つ

けることにつながると考え、必修科目として配置している。 

 

医療工学科 

＜専門基礎科目＞ 

 専門基礎科目は、旧教育課程では『人体の構造及び機能』『臨床工学に必要な医学的基礎』

『臨床工学に必要な理工学的知識』『臨床工学に必要な医療情報技術とシステム工学』の 4

中区分 33 科目で構成していたが、新教育課程では科目の新設・統合などによって『基礎

医学』『医工学』の 2 中区分 26 科目で構成している。その多くは 1 年次から 2 年次に配置

している。 

旧教育課程の『人体の構造及び機能』『臨床工学に必要な医学的基礎』では、人体の構造

や各臓器について総合的に理解し、臨床工学分野に必要な医学的基礎知識を系統的に理解

するため「臨床医学総論」「解剖学」「生理学」「公衆衛生学」「医療英語」「医学概論」「臨

床工学関係法規」「病理学」「生化学」「薬理学」「免疫学」「看護学概論」を配置していたが、

科目の整理・統合などにより、新教育課程の『基礎医学』では「解剖生理学Ⅰ」「解剖生理

学Ⅱ」「医療英語」「公衆衛生学」「医学概論」「臨床病理学」「臨床生化学」「臨床免疫学」

「臨床薬理学」「臨床微生物学」「看護学概論」の各科目を必修科目として配置している。

このほか、旧教育課程で共通専門科目に配置されていた科目を一部受け継ぎ、全人的医療
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についてより深く学ぶために「医療倫理学」「臨床心理学」を、また国際化社会に対応する

ために「国際保健学」を選択科目で配置している。 

旧教育課程の『臨床工学に必要な理工学的基礎』『臨床工学に必要な医療情報技術とシス

テム工学』では、臨床工学に必要な数学・物理を基盤として医療機器の原理を理解する上

で必要となる理工学的知識を体系的に理解するために「電気・電子工学概論」「直流電気回

路」「交流電気回路」「電気数学」「応用数学」「応用物理学」「基礎電子回路」「応用電子回

路」「放射線工学」「医用機械工学」「生体材料工学」「電気工学実験」「電子工学実験」「情

報処理工学」「プログラミング」「プログラミング実習」「医療情報総論」「医療情報システ

ム」「医療情報ネットワーク」「医療統計学」「制御工学概論」を配置していたが、科目の統

合・新設などにより、新教育課程の『医工学』では「電気工学」「電子工学」「応用数学」

「医用機械工学」「生体計測工学」「生体材料工学」「生体物性工学」「医用情報処理工学」

「生物統計学」「電気電子実習」「臨床工学概論」「医用工学概論」を必修科目として配置し

ている。 

＜専門科目＞ 

 専門科目は旧教育課程では『医用生体工学』『医用機器学』『生体機能代行技術学』『医

用安全管理学』『関連臨床医学』『臨床実習』『卒業研究』の 7 中区分 32 科目で構成してい

たが、新教育課程では『医用機器学』『臨床工学』『総合臨床工学』『臨床実習』『卒業研究』

の 5 中区分 34 科目で構成している。その多くは 2 年次からと 3 年時にかけて配置し、3

年次後期に実施される「臨床実習」に向けて、臨床工学技士に必要とされる専門的知識を

修得できるようにしている。 

 旧教育課程の『医用生体工学』『医用機器学』では、医療機器の操作及び保守管理に必要

な専門知識・技術を体系的に理解するために「医用工学」「電気電子工学」「生体計測装置

学」「医用生体工学演習」「医用機器学Ⅰ」「医用機器学Ⅱ」「医用機器学演習」「医用治療機

器学」「医用治療機器学演習」を配置していたが、新教育課程の『医用機器学』では、科目

の整理・統合・新設により「医用機器学概論」「医用治療機器学」「医用治療機器学実習」

「生体計測装置学」「生体計測装置学実習」「生体機能代行装置学」「生体機能代行装置学実

習」を必修科目として配置している。 

 旧教育課程の『生体機能代行技術学』『医用安全管理学』『関連臨床医学』では、生命維

持管理装置の操作及び保守管理に必要な専門知識と安全管理技術について循環・呼吸・代

謝の 3 分野を重点的に理解するために「生体機能代行装置学Ⅰ（循環器）」「生体機能代行

装置学Ⅱ（血液浄化）」「生体機能代行装置学Ⅲ（呼吸器）」「生体機能代行装置学Ⅳ（循環

器応用）」「生体機能代行装置学Ⅴ（血液浄化応用）」「生体機能代行装置学Ⅵ（呼吸器応用）」

「生体物性論」「医用機器安全管理学」「医用機器安全管理学演習」を配置していたが、新

教育課程の『臨床工学』では、科目の整理・統合・新設により「体外循環医学」「呼吸療法

学」「血液透析学」「体外循環医学実習」「呼吸療法学実習」「血液透析学実習」「医用機器安

全管理学」「臨床医学総論（外科系）」「臨床医学総論（内科系）」を必修科目として配置し

ている。さらに、より専門的に最新の生命維持管理装置による治療・管理を理解するため

に「循環制御特論」「呼吸管理特論」「代謝管理特論」を選択科目として配置している。 

 『総合臨床工学』では、1 年次から 4 年次まで段階的に臨床工学技士に必要な医学と工

学の知識を段階的かつ体系的に修得するために「ME 講座１」「ME 講座 2」「ME 講座 3」
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「CE 講座 1」」「CE 講座 2」「CE 講座 3」を必修科目として配置し、さらに専門的な臨床

工学の知識を修得するための「CE 講座 4」「CE 講座 5」を選択科目として配置している。

また専門医療職としての生命科学に対する生物的基礎知識のみならず、社会的人間として

のヒトを理解するために「生命科学概論」を 2 年次前期に必修科目として配置し、4 年次

には人工臓器開発の現状を理解することで医療機器の研究開発に携わることができるよう

な臨床工学技士としての必要な素養を身に付けるために「人工臓器学」を、日進月歩する

最新の医療機器を用いた治療方法について学ぶための「最新医療特論」を、病院内での医

療機器を経営・経済的観点から総合的に管理するために必要な知識を修得するために「病

院管理学（関係法規）」を必修科目として配置している。なお、医療安全に関する知識をさ

らに深めるために「医療安全学」を選択科目として配置している。 

 『臨床実習』は、専門分野で学んだ生命維持管理装置の操作及び保守管理に関する知識

と技術が、実際の臨床現場でどのように使われているのかを体験することで、医療や臨床

工学に対しての総合的な理解や、医療職としての責任感、協調性を高めることにつながる

もので、旧教育課程では 4 年次前期に配置していたが、新教育課程では 3 年次後期に必修

科目として配置している。 

 『卒業研究』は、自主的に調査や実験を行い、自ら問題を発見し、解決する過程を実体

験することで、科学的思考や研究する姿勢を身に付け、生涯にわたっての研究テーマをみ

つけることにつなげるもので、旧教育課程と同様に新教育課程でも 4 年次通年の必修科目

として配置している。 

 

2-2-②(ⅱ) 編成方針に沿った教授方法の工夫・開発 

学士教育課程では、年次別登録単位数の上限を全学科一律に47単位としている。この数

字は決して少なくないが、学外実習を組み込むカリキュラムの年次偏向を反映しているた

めである。また、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、GPAを活用

し、50単位を上限として履修科目の登録を認めることで学修の機会を確保している【資料

2-2-6 履修規程第4条】。なお、シラバスには準備学習を明記し、学生に対して事前・事

後での学修を指示している【資料2-2-7 Webシラバス】。 

平成27(2015)年度前期セメスターより、Webサービスシステムを導入し、Web上での履

修登録をはじめ、シラバス・授業への出欠・成績等について、教員にあっては入力・確認

が、事務職員及び学生にあっては確認がいつでもできるようになり、利便性が向上してい

る。 

 以下に、本学の教育課程の特色である学内外での演習及び実習により実践能力を涵養す

る取組みについての工夫を述べる。 

 

(a) 教養教育科目・共通専門科目・共通教育科目での工夫 

＜学科混成の合同授業＞ 

 『チーム医療』は、他学科の学生とともに学ぶことを意識付けるよう全学科必修の合同

授業として全学的に取り組んでいる。まず、「医療連携の基礎」と「チーム医療論Ⅰ」の

科目では、自身の目指す医療職について理解を深めるとともに、将来、医療現場でチーム

として連携・協働する他職種の職務内容や役割について理解することを主眼としている。
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「チーム医療論Ⅱ」では、各学科の学生が他の3学科で養成する医療職の全般的な職務内

容や医療現場における役割をより深く理解することを目的に、各専門職の行う代表的な業

務を演習にて実体験するものである。そして「総合チーム医療」では、学科混成の少人数

グループによる課題解決型学習を取り入れており、他学科の学生との交流を深めることで

共に学ぶことの意識付けをより高めている。本来、多くの職種は相互依存的にではなく、

独立して働くように教育・訓練されるため、専門性も教育課程も全く異なった相手職種の

専門性の理解不足が、チーム医療実践の阻害要因の一つとなっていた。本学においては、

4学科混成の合同授業や小グループ学習を取り入れ、かつ自身の目指す医療職以外の職務

内容を実体験するなど、専門領域を超えて同じ場所で共に学ぶことで、自分と異なる医療

職に従事する人がどのような教育を受け、何を知っており、何ができるのかを知ることが

でき、同時に他職種の考え方や視点を知ることで、他職種と連携・協働するにはどうすれ

ばよいかといった将来のチーム医療の実践に必要となる有用な資質の育成に役立っている。 

 『純真学』は6科目から構成され、平成28(2016)年度では1年次科目の「純真学入門」に

おいて、全学科必修の合同授業として全学的な取り組みが始まっている。 

 

 (b) 学科別専門科目（専門基礎科目・専門科目）での工夫 

看護学科 

＜学内演習＞ 

 学内演習では、主に演習科目について、看護技術の修得や看護過程展開の事例演習等

を行っている。 

演習科目は新教育課程においても『基礎看護学』において実施する基本的な看護技術を

踏まえた上で、各領域の特徴に応じて内容を選択している。 

『基礎看護学』における演習科目は「基礎看護学方法論Ⅰ」「基礎看護学方法論Ⅱ」「基

礎看護学方法論Ⅲ」「基礎看護学方法論Ⅳ」「基礎看護学方法論Ⅴ」の5科目となってい

る。ここでは原理原則を踏まえた上で、根拠に基づいた看護技術が修得できるよう、各技

術の基本動作を学んだのち、チェックリストを活用して学生が技術練習を行うようにして

いる。学んだ看護技術のうちバイタルサイン測定技術、清潔・衣生活の援助技術、車椅子

移動、採血・注射技術等については、全員の到達度を技術テストで評価し、合格できるま

で個別指導をしている。 

また新教育課程において配置された「看護基礎ゼミナール」は、入学後早期に学修の方

法や主体的能動的な学修姿勢を身に付けることを目的とした科目である。ゼミナール方式

で複数の教員が学生グループを担当し、大学におけるスタディスキルを体験的に学ぶもの

である。グループ活動で、生命科学や健康に関するテーマを選択し、情報収集、課題の焦

点化、課題に対する考察を深める過程を通して文献の活用方法、グループ活動の運営、プ

レゼンテーション方法等について学ぶことで、他科目の学修に活かすことを狙いとしてい

る。 

旧教育課程の『専門分野Ⅱ』の各看護学では、「成人看護援助論Ⅰ」「成人看護援助論

Ⅱ」「老年看護援助論Ⅱ」「母性看護援助論Ⅱ」「小児看護援助論Ⅱ」「精神看護援助論」

「在宅看護援助論」（以上必修科目）、及び「公衆衛生看護活動展開論Ⅱ」「公衆衛生看護

管理論Ⅱ」（以上選択科目）の中で看護過程の事例演習の他、デモンストレーションや技
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術練習を行うことで、各看護学特有の看護技術を修得できるようにしている。具体的な技

術としては、「成人看護援助論Ⅱ」では慢性疾患を有する患者のセルフマネージメントを

促す看護技術、自己血糖測定指導、自己インスリン注射指導、退院後の生活指導を行う。

「母性看護援助論Ⅱ」においては周産期に必要な看護技術（妊婦のフィジカルアセスメン

ト、妊婦の日常生活における援助、妊娠期の保健指導、以下分娩期、産褥期も同様）、沐

浴演習、新生児フィジカルアセスメント、事例展開演習を行っている。「小児看護援助論

Ⅱ」では、プリパレーション、吸入、吸引、内服薬、救急蘇生法等を、また「精神看護援

助論」においては、プロセスレコード、コミュニケーション技術等を行っている。更に「公

衆衛生看護活動展開論Ⅱ」においては保健活動の展開について演習を行い、「公衆衛生看護

管理論Ⅱ」においては、地区診断をテーマにデータの分析、地域活動計画の策定とその評

価を行うなど各領域の特徴に応じた学内演習を行っている。 

＜学外実習＞ 

臨地実習は、看護師国家試験を受験する者については、12科目23単位を履修する。保健

師課程選択学生はこれに加えて、2科目5単位を履修する。 

臨地実習の展開順としては、新教育課程では1年次に「基礎看護学実習Ⅰ」、2年次に「基

礎看護学実習Ⅱ」の2科目3単位を修得した上で、3年次後期から集中的に、各領域の臨地

実習が開始するようになっている。 

 臨地実習前には、麻疹、風疹、ムンプス、水痘帯状疱疹及びB型肝炎について抗体検査

を行う。抗体価が基準値以下の場合は、臨地実習までにワクチン接種を行い、秘密保持誓

約書とともに実習先に提出する。実習開始後患者から受け持ちへの同意を得ることができ

た段階で「看護学生の臨地実習に関する説明書」を大学、実習病棟、患者で保管している。 

臨地実習を行うにあたり、共通で必要な内容と領域別に必要な内容を区分しオリエンテ

ーションを行っている。臨地実習に必要な内容は「臨地実習要綱」に明示しており、ここ

には看護学実習の目的・目標、科目、時期、履修要件、実習方法、評価・単位認定、個人

情報取り扱い、インシデント・事故・感染防止と対策、保険等について説明している。ま

た指導者との打ち合わせや評価の際には、「臨地実習要綱」、及び各実習科目の要項を持

参し内容の共有を図っている。臨地実習に関する指導内容は学科内の臨地実習対策委員会

で精選している。領域別実習開始前の全体オリエンテーションでは、臨地実習の意義や必

要性、領域共通のルールを確認するほか、共通課題テーマについての事例検討などを行う。

その後、領域別に具体的な実習内容の理解や技術練習等を行うことができるようにしてい

る。 

臨地実習での学修内容について理解度を深めるため、臨地実習前後の学内実習で確認を

行っている。具体的には、臨地実習前には実習目標・内容の理解、実習内容についての事

前学修や看護技術の練習等であり、個人学修だけではなく、実習グループでの課題の学修

や共有ができるようにしている。特に「情報管理」「安全管理」「看護倫理」については、

実習毎に繰り返し指導を行っている。また臨地での実習が終了した後は、学内実習を通し

て実習内容を振り返り、学びと課題を全体で共有できるようにするとともに、学生の個人

面談を行い、個人の到達度の確認を行っている。 

実習期間中にインシデントが発生した場合は、「インシデント報告書」を記載し、自己

の振り返りと報告を義務付けるとともに、臨地実習対策委員会（学科内）及び学外実習対
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策委員会での報告を行っている。平成 27(2015)年度分については、67 件の報告があり、

共通する内容については学生に指導を行った。 

臨地実習施設や指導者との連携は、臨地実習の成果を左右する重要な要素であるため、

以下のような工夫を行っている。 

まず各実習の前後には実習施設において実習指導者との会議を行う。領域別の実習要領

の説明や学生のレディネスの説明、また前回実習の評価等について目標や課題を共有でき

るようにしている。その上で実習期間中は、教員が担当施設において指導者と協力しなが

ら学生の指導を行っている。 

臨地実習の場は67施設になり、大学近隣を中心に福岡県内、及び一部の臨地実習につい

ては佐賀県内の施設でも行っている。 

実習指導者との連携を深め指導力を向上させることを目的に毎年1回「臨地実習協議会」

を実施している【資料2-2-8 純真学園大学保健医療学部看護学科『平成27年度 臨地実習

協議会・実習指導者研修会』（プログラム）】。これは実習指導者の要望に沿った講演会、

共通の課題についての意見交換会及び交流会を行うもので、100人近くの指導者の参加が

ある。 

臨地実習施設数が多いことと、複数の領域別実習を同一施設で行うことが少なくないこ

とから、主な施設には実習に関する調整を行う担当者を1人配置して対応を行うことで、

スムーズな連携を図ることができるようにしている。 

 

放射線技術科学科 

＜学内実習＞ 

診療放射線技術学に関する実習は、講義で学んだ理論・知識・技術を統合させ、臨床に

必要な実践能力と態度を涵養することを目的としている。学内実習においては、専門基礎

科目及び専門科目を履修した後にそれぞれに実習科目を設定して、講義で学んだ知識と技

術の統合を図るとともに、臨床実習に向けた実践能力と態度の基礎を身につけさせている。 

旧教育課程では 1 年次前期に「診療放射線技術学概論」を配置し X 線撮影、X 線透視造

影検査、血管造影検査、CT 検査、核医学検査、MRI 検査、超音波検査、眼底検査、放射

線治療等の放射線診療部門における主要な検査、治療分野について学ぶとともに、2 年次

後期から開講される学内実習に関するガイダンスも併せて実施している。2 年次前期には

「医用電気・電子工学実験」を配置している。2 年次後期には「科学技術計算特論」「放射

線計測学実験」「診療画像技術学実験Ⅰ」を、3 年次前期には「放射化学実験」「診療画像

技術学実験Ⅱ」「医用画像工学実験」を、3 年次後期には「放射線安全管理学実験」を配置

している。 

2 年次前期から 3 年次後期に開講されるこれらの学内実習では、同一の科目を毎週連続

して実施する実習形式を取り入れている。これにより、学生は科目の予習・復習・課題レ

ポートの提出を連続して行うことができ、理解力を深めることに役立っている。また、実

習科目の開講順にも配慮し、医用電気・電子回路の電流測定等の基礎的な科目からX線発

生装置やX線CT装置、MRI装置、超音波診断装置、眼底カメラの操作や性能評価、臨床

応用の実際に向けての学修が進むようにして、体系的に学ぶことができるようにしている。 

新教育課程では旧教育課程と同様の考え方に基づき科目配置を行っている。1 年次前期
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に「診療放射線技術学概論」を配置し放射線診療部門における主要な検査、治療分野につ

いての基礎を学び、その後は 1 年次後期に「医用工学実験」を、2 年次前期に「情報科学

（含演習）」を、2 年次後期に「放射線計測学実験」「診療画像機器工学実験」「診療画像技

術学実験Ⅰ」を、3 年次前期に「診療画像技術学実験Ⅱ」「医療画像工学実験」「放射線安

全管理学実験」を必修科目として配置している。そして 4 年次前期には「診療画像処理演

習」「核医学画像処理演習」「放射線治療計画演習」を選択科目として配置している。 

＜学外実習＞ 

学外実習である臨床実習は、旧教育課程では 3 年次後期から 4 年次前期の期間に 10 週

間実施していたが、新教育課程では実施時期を 3 年次後期に集中させて 10 週間行うこと

としている。臨床実習では、学内教育で修得した放射線技術科学に関する知識•技術が実

際の臨床現場ではどのように用いられ、また応用されているかを知り、同時に、医療職

として、また医療チームの一員として、保健医療分野における診療放射線技師の役割と

責任について理解を深めさせ、医療人としての自覚を育てていくとともに、医療職とし

て求められる実践力や態度とは何かを自覚させている。 

「画像検査技術学臨床実習Ⅰ」では、主に胸部撮影•骨格撮影等に関するエックス線診

断装置の取扱法や撮影技術法、撮影された画像処理及び評価方法、患者接遇やチーム医療

について学ぶ。「画像検査技術学臨床実習Ⅱ」においては血管造影検査、エックス線 CT

検査、MRI 検査、超音波検査、眼底検査に関する各機器の撮影技術や取扱法、画像処理

及び評価方法、一般医療廃棄物の取扱法、データ処理、患者接遇やチーム医療を、「核医

学検査技術学臨床実習Ⅱ」においては核医学装置の操作・取扱法、核医学検査技術学及び

画像処理、放射性医薬品の取扱法、核医学診断、放射性廃棄物の取扱法、放射線管理の実

際、患者接遇を、「放射線治療技術学臨床実習」においては放射線治療装置の操作•取扱

法、治療計画の策定•実施、線量測定、照射法、放射線管理の実際、患者接遇をそれぞれ

学ぶ。 

臨床実習の実施にあたっては、事前に麻疹、風疹、ムンプス、水痘帯状疱疹及び B 型

肝炎ワクチンについて抗体検査を実施し、抗体価が基準値以下の場合はワクチン接種を

義務づけ、その結果を実習先に提出している。また各実習科目について「実習要網」を作

成し、個人情報の保護、感染予防、災害時（台風や地震等）における対応、実習中の事故

への対応、マナー教育や服装チェックなど実習に対する注意点、心構え等の基本的な知

識•技術を事前に充分に学修し、職業人としての意識を高めて実習に臨むこととしてい

る。 

実習施設については、福岡県を中心とする中国•九州地区の実習協力機関と連携し、臨

床現場の実践的な知識が修得できるようにしている。平成 27(2015)年度の実習先は九州

全県で 3 年生は 34 施設、4 年生は 38 施設であった。また学生に対しては、事前に臨床実

習施設希望調査を実施した上で、学科会議で学生の実施先を決定している。 

実習中に事故が発生した場合は、状況・原因等を分析し、今後の再発防止のために臨床

実習指導者および担当教員から指導を受け、事故報告書を記入する。大学へは事故・破損

等報告書を提出する。 

臨床実習終了後には「臨床実習報告会」を開催し、学生にプレゼンテーションを課して

臨床実習でどのようなことを学んだのかを再確認させ、学修効果を高めている。また、
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各実習施設を担当する責任教員を配置して、実習先の臨床実習責任者と本学教員との相

互連絡体制を構築している。実習前には実習病院に赴いて臨床実習指導者と臨床実習に

関する内容と事故時の対応を確認し、また実習終了後には学生の実習態度、成績、トラ

ブルの有無等について意見交換して次年度への改善に向けて取り組んでいる。 

特に、各臨床実習病院での実習内容及び実習の質を担保するため、施設側臨床実習指導

者と合同で臨床実習協議会を開催して、平成 27(2015)年度臨床実習指導報告と次年度の

実習計画や報告会（①4 施設からの臨床実習経験と学生指導、②3 人の学生から臨床実習

の経験と感想）で意見交換を行い、引き続き相互に連携して学生の指導にあたることにし

ている【資料 2-2-9 平成 27 年度放射線技術科学科 臨床実習協議会プログラム】。 

 

検査科学科 

＜学内実習＞ 

臨床検査学に関する実習は、講義で学んだ理論・知識・技術を統合させ、臨床検査に必

要な実践能力と態度を涵養することを目的としている。学内実習においては、専門基礎科

目及び専門科目を履修した後にそれぞれに実習科目を設定して、講義で学んだ知識と技術

の統合を図るとともに、臨地実習に向けた実践能力と態度の基礎を身につけさせている。 

旧教育課程では 1 年次前期に配置している「臨床検査体験演習」によって、これから学

ぶ専門科目の一部を実習し、臨床検査の概要を理解する。この「臨床検査体験演習」を含

むと学内実習は 1 年次前期から 3 年次後期に展開され、1 年次後期に「解剖組織学実習」

「医用工学実習」、2 年次前期に「生理学実習」「生化学実習」、2 年次後期に「病理検査学

実習」「一般検査学実習」「免疫検査学実習」「輸血・移植検査学実習」「生理機能検査学Ⅰ

実習（循環器・呼吸器）」「生理機能検査学Ⅱ実習（神経・筋・感覚器）」、3 年次前期に「臨

床化学検査学実習」「微生物検査学実習」「画像検査学実習」、3 年次後期では「血液検査学

実習」「細胞診学実習」「医動物検査学実習」「遺伝子検査学実習」「放射線同位元素検査学

実習」のほか、「動物実験法」「DNA 科学鑑定学実習」が選択科目として配置している。

実習科目はそれぞれ一定期間連続して実施する形式を取り入れている。これにより、学生

は予習、復習及び課題レポートを科目ごとに集中して行うことができ、理解力を深める事

に役立っている。 

新教育課程では 1 年次前期に「臨床検査体験演習」、1 年次後期に「解剖学実習」「生理

学実習」「生化学実習」を配置している。2 年次前期は「医用工学実習」、2 年次後期に「血

液検査学実習」「病理検査学実習」「一般検査学実習」「遺伝子検査学実習」「免疫検査学実

習」「生理機能検査学実習」、3 年次前期は「細胞診学実習」「臨床化学検査学実習」「輸血・

移植検査学実習」「微生物検査学実習」「画像検査学実習」、3 年次後期に「医療安全管理学

実習」と選択科目の「法医科学実習」、4 年次は前期のみで「生殖補助技術論実習」が選択

科目として配置されている。 

＜学外実習＞ 

学外実習である臨地実習は、旧教育課程では 4 年次前期 6 月から 7 月にかけての 8 週間

を新教育課程では 3 年次後期に移して、学内教育で修得した臨床検査に関する知識・技術

が実際の臨床現場ではどのように用いられ、また応用されているかを知り、同時に医療職

として求められる実践力や態度とは何かを自覚させるなど、密接不可分の関係にある学内
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教育と臨地実習の両者の相乗効果によって、卒前教育の完結に向けたより高い学修効果を

期待するものである。具体的には、臨床検査の現場で行われている検体採取から検査結果

の報告という一連の流れを実際に体験し、それらの中で様々な状況下でも的確な判断のも

とに行動できる基礎能力や、正確な検査結果を導くための適切な対応といった実践的能力

を身につけさせている。同時に、医療職として、また医療チームの一員として、医療・保

健・健康分野における臨床検査及び臨床検査技師の役割と責任について理解を深めさせ、

医療人としての自覚を育てている。実習内容として「生理機能検査学臨地実習」「臨床検査

総論臨地実習」「病理組織細胞診学臨地実習」「臨床化学検査学臨地実習」「血液検査学臨地

実習」「微生物検査学臨地実習」「免疫検査学臨地実習」「輸血移植検査学臨地実習」につい

て、検査室内でそれぞれの領域を回りながら学ぶ。 

臨地実習前には、麻疹、風疹、ムンプス、水痘帯状疱疹及び B 型肝炎ワクチンについ

て抗体検査を実施し、抗体価が基準値以下の場合はワクチン接種を義務づけ、その結果

を実習先に提出している。 

実習の実施にあたっては「臨地実習要項」を作成の上、臨地実習オリエンテーションと

して以下の各点について説明し、実習に対する心構え等の基本的な知識・技術を事前に学

修してから実習に臨むこととしている。 

1．臨地実習の基本的考え方 

2．臨地実習の構成と概要 

3．臨地実習の科目内容 

4．臨地実習施設との協力体制 

5．実習の評価 

6．緊急連絡先 

7．各種書類 

8．臨地実習の規則 

9．臨地実習の注意事項 

10．事故発生時の対応について 

実習中に事故が発生した場合は、状況・原因等を分析し、今後の再発防止のために臨地

実習指導者および担当教員から指導を受け、事故報告書を記入する。大学へは事故・破損

等報告書を提出する。 

臨地実習病院は福岡県を中心に九州地区の医療機関 47 施設（平成 28 年度）と連携し、

臨床現場の実践的知識を修得できるようにしている。 

臨地実習終了後には「臨地実習報告会」を開催し、学生に臨地実習で体験した事を発表

させ、どのようなことを学んだのかを再確認することで学修効果を高めている。 

また、各実習施設を担当する教員を配置して、実習先の臨地実習指導者と本学教員との

相互連絡体制を構築している。実習前には実習病院に赴いて臨地実習指導者と臨地実習に

関する内容と事故時の対応を確認し、実習終了後には学生の実習態度、成績、トラブルの

有無等について意見交換して次年度への改善に向けて取り組んでいる。 

更に、年に 1 回、臨地実習病院での実習内容及び実習の質を担保するため、臨地実習指

導者と本学教員合同で臨地実習協議会を開催している【資料 2-2-10 純真学園大学保健医

療学部検査科学科 平成 27 年度臨地実習協議会・指導者会議プログラム】。主な内容は①
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臨地実習指導者による学生指導に関する講演、および②臨地実習指導者と本学学生にアン

ケート調査を実施した結果を基に次年度の実習計画や臨地実習での問題点と課題について

意見交換を行い、実習先と連携して学生の指導にあたることにしている。 

 

医療工学科 

＜学内実習＞ 

工学・医工学・臨床工学の各分野において、講義や演習等で学んだ基本的な原理および

特性に関する知識をより深めるために 7 科目の学内実習を必修科目として配置しており、

多くは 2 年次から 3 年次にかけて開講される。 

多くの医療機器は電気回路を使用しており、その制御には電子回路が重要な役割を果た

している。臨床工学技士としてそれら医療機器を保守点検するためには、電気および電子

工学的知識が必要である。そのため 2 年次後期に電気および電子工学の講義で学んだ知識

の理解を深めるために「電気電子実習」を配置している。3 年次前期には、各種医用治療

機器（電気的治療機器、機械的治療機器、手術用機器等）の適切な操作と保守点検が行え

る能力を養うために「医用治療機器学実習」「生体計測装置学実習」「生体機能代行装置学

実習」を配置している。3 年次後期には、生命維持装置の中心となる、体外循環・血液浄

化・人工呼吸器の構造、原理についての知識を深め、基本的操作方法を修得するために「体

外循環医学実習」「呼吸療法学実習」「血液透析学実習」を配置している。 

＜学外実習＞ 

学外実習である『臨床実習』は 3 年次の学生を対象に 10 月より 6 週間行う。実習内容

は人工心肺業務（45 時間以上）、血液透析業務（45 時間以上）、集中治療室・手術室業務

（45 時間以上）、ME 機器管理業務など（15 時間以上）となっている。臨床実習施設は 10 

大学病院を含む 25 施設である。 

実習開始前には、臨床実習に必要となる基本的な知識と技術を再修得させるためのオリ

エンテ－リングを実施し、個人情報の保護、感染予防、災害時（台風や地震等）における

対応、実習中の事故への対応、マナー教育や服装チェックなどの注意を行い、医療に携わ

る職業人としての意識を高めて実習に送り出している。臨床実習前には『臨床実習の手引

き』を配布している。また、実習前にラテックスアレルギ－病歴聴取や負荷テスト、及び

麻疹、風疹、ムンプス、水痘帯状疱疹及び B 型肝炎ワクチンについて抗体検査を実施し、

抗体価が基準値以下の場合はワクチン接種を義務づけ、その結果を実習先に提出している。 

実習中に事故が発生した場合は、状況・原因等を分析し、今後の再発防止のために臨床

実習指導者および担当教員から指導を受け、事故報告書を記入する。大学へは事故・破損

等報告書を提出する。実習中の事故の対応と手続きについては、『臨床実習の手引き』『臨

床実習指導書』に記載している。 

実習終了後は、学生が企画・進行する臨床実習報告会を行い、実習施設紹介、実習内容、

その成果および反省点等をプレゼンテ－ションする。この報告会には、次年度の実習に対

する自覚を促し、学修意欲を鼓舞するため 3 年生も聴講させている。 

また、年に 1 回施設側指導者と臨床実習協議会を開催している【資料 2-2-11 平成 27

年度 医療工学科 臨床実習協議会プログラム】。この会議では、施設側の実習指導者から

実習実施時期、レポート、実習採点方法、欠席時の対応等臨床実習に関する感想、意見等
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を聞き、今後の臨床実習のあり方を検討している。 

 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 本学においては、全学科で各医療職の国家試験受験資格が得られるものであり、必然的

に受験資格取得に係る必修科目が多い。そのため、配当年次に単位修得ができなかった科

目があると、次年次配当の科目の履修に差し障りが出てしまう。学生の出身校も多様化し

ている今日、看護・診療放射線・臨床検査・臨床工学の各基礎をしっかりと身につけ、そ

の上で対応能力のある医療職者を育成するためには、学生個々に適した履修指導・学修指

導を行う必要があることを認識している。特に平成28(2016)年度は新教育課程が導入され

たことから、教務委員会で新旧カリキュラム対応表を作成し、配当年次に単位修得ができ

なかった学生に対して、各学科で個別に履修指導を行っており、今後も手厚い履修指導を

行っていく。 

 

 

2－3 学修及び授業の支援 

≪2－3 の視点≫ 

2-3-① 

 

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実 

（1）2－3 の自己判定 

基準項目 2－3 を満たしている。 

 

（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-3-① 教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及び

授業支援の充実 

2-3-①(ⅰ) 教員と職員の協働並びに TA（Teaching Assistant）等の活用 

 本学の学修支援は、教務委員会、学生委員会、国家試験対策委員会等とその担当課職員

が、全学的に採用している学年担任、及び本学では「スモールグループ担任制」と呼んで

いる少人数担任制度（以下「SG担任制」という。）のもとで各教員と連携しながら実施し

ている。また、教員は事務局の管理職（各部長職）を兼務し、事務職員と協働して大学運

営に参画している。このことにより、兼務教員だけでなく、事務職員も出欠管理・成績管

理・諸届の処理等において、問題の生じた学生がいた場合に状況をいち早く察知して、必

要があれば迅速に学年担任等に連絡するという体制が整っている。 

 

(a) 学年担任及び SG 担任制による学修支援 

 本学では、全学科において、学生一人ひとりをきめ細かく指導できるよう、学年担任制

とともにSG担任制を採用している。 

＜学年担任制＞ 

 各学科の全ての学年において、一学年につき専任教員2人以上が正・副の学年担任とし

て配置されている。学年担任は、学年単位で行われる行事の計画・実施、同学年の学生に

共通した問題に対する指導・説明・会議開催の計画・実施、就職・進学・臨地実習・外部
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研修に関する指導及び各種推薦状の作成、国家試験対策や各種認定試験に関する支援、後

述するSG担任が対応困難と判断した問題に対する支援等、学生生活全般の事柄について主

体的に担当することとしており、学科長とも連携しながら対応している。 

＜SG担任制＞ 

 SG担任制の基本的な形態は、専任教員1人がスモールグループ担任（以下「SG担任」と

いう。）として各学年につき数人の学生を担任するものである。各学科におけるスモール

グループ（以下「SG」という。）の規模は収容定員や所属する専任教員数に応じて異なる

が、1つのSGはおおむね10～30人程度の規模となる。SG担任は、学年担任の依頼のもと

に、学生の出席状況や成績を把握し、指導と助言を行う。具体的には、選択科目の履修指

導、学修の動機付け、学修状況の把握、学籍異動（休学・復学・退学）に関する相談と指

導、セメスターごとの面談、国家試験や進路に関する助言等である。そのほか就職、進学

活動については推薦書や内申書等の提出書類の作成等も学年担任と連携して支援する。平

成26(2014)年から開始した保護者連絡会では、保護者の希望に応じてSG担任が個人面談も

行う。いずれについても、各委員会との連携が前提であり、委員会及びその担当事務部門

との協働による支援がなされている（教務、学生、国試対策、進路対策を管轄する各委員

会、及び事務局学生センターの各担当係）。 

 退学、休学、復学については、申請書類にSG担任が所見を記入する。こうした学籍異動

のほか、留年者対策、卒業年度の国家試験に合格しなかった学生の卒業後の国家試験受験

対策についても、学年担任と連携しながらSG担任が面談等による支援を行うとともに、組

織的な対応窓口につなぐこととなっている。 

このような支援の結果、本学学生の5年間での卒業率は以下の表のとおりとなった。 

 

表2-6 修業年限での卒業率（平成23・24年度入学生） 

 

平成23年度入学生 平成24年度入学生 

入学者数 

（H23） 

卒業者数 

（H27） 
卒業率 

入学者数 

（H24） 

卒業者数 

（H28） 
卒業率 

保
健
医
療
学
部 

看護学科 118 91 77.1% 86 70 81.4% 

放射線技術科学科 60 53 88.3% 63 51 81.0% 

検査科学科 62 52 83.9% 66 48 72.7% 

医療工学科 27 25 92.6% 36 32 88.9% 

保健医療学部計 267 221 82.8% 251 201 80.1% 

※入学者数は、各入学年の5月1日現在。 

※卒業者数は、各卒業年の5月1日現在。 

 

 (b) オフィスアワーの明示 

各セメスターの開始時期に、全教員のオフィスアワーを記載したオフィスアワー一覧表

を学生へ配布・明示している。オフィスアワー時間内であれば、原則、学生はアポイント



純真学園大学 

39 

メントなく、教員から個別に授業や研究に関する質問や相談に応じてもらうことができる

【資料 2-3-1 オフィスアワー一覧表】。現実には、オフィスアワー以外の時間帯に訪問

する学生も多いが、大学が小規模であることもあって、教員と学生の間で面会時間の調整

をすることは容易である。教員個人研究室については、ハラスメント防止対策として、ド

アも特別な理由がない限り一定程度開けておくこととしている。 

 

(c) リメディアル教育（入学前教育） 

高等学校における理科系科目の履修状況が多様化し、入学者に対して相応の支援が必要

な状況にあることから、本学では通信型の入学前リメディアル教育を実施している。  

指定校推薦、公募推薦入試及び社会人入試の入学予定者は例年12月中旬に確定するため、

これら入学予定者の入学までの期間を利用して、入学前学習を支援している。具体的には、

大手予備校（東進ハイスクール）の運営会社である株式会社ナガセと連携し、受講者の入

学予定学科が指定する科目のDVD教材とテキストを一定期間ごとに送付し、返送を求める

（各科目15回程度）。課題作成及び添削は東進ハイスクールが担当している。 

なお、入学前準備教育の受講は強制ではなく、希望者に対して有料で実施している。 

平成28(2016)年度入学生に関する実施状況は以下の表のとおりである。 

 

表2-7 入学前準備教育の実施状況（講座別） 

実施科目 講座名 受講者数 

国語 
文章表現力 12 

医歯薬看護系小論文 13 

数学 数学Ⅱ・B 10 

物理 基礎物理 18 

化学 基礎化学 16 

生物 基礎生物①（保健・看護系） 14 

 

表2-8 入学前準備教育の受講率（学科別） 

 対象者数※1 受講者数※2 受講率 

保
健
医
療
学
部 

看護学科 20 14 70.0% 

放射線技術科学科 18 16 88.9% 

検査科学科 18 14 77.8% 

医療工学科 4 2 50.0% 

保健医療学部計 60 46 76.7% 

      ※1 公募推薦入試・指定校推薦入試・社会人入試による入学者の計 

      ※2 1講座以上を受講した人数 

 

 平成28(2016)年度入学者への事後のアンケート調査では、この通信添削について「良か

ったと思う」という回答が、各科目とも72%から100%を占めた【資料2-3-2 2016年 純
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真学園大学入学前準備教育結果報告書】。  

 

(d) 新入生オリエンテーション 

 新入生オリエンテーションは、教務委員会及び学生委員会がコーディネートして実施す

る学内オリエンテーション（2日間）と、学生委員会が中心となって実施する宿泊研修（1

泊2日）の計4日間実施している。 

＜学内オリエンテーション＞ 

 学内オリエンテーションは、入学式直後と、宿泊研修後の計2日間にわたって実施して

いる。 

 入学式直後のオリエンテーションには、入学式に出席した保護者もそのまま参加するこ

とが可能である。最初に教職員（役職者）の紹介を行った後、教務部長より教務関係（大

学の単位制度の意味、シラバスの活用、選択科目を含めた履修計画の立て方、進級要件・

卒業要件等）、学生部長より学生生活関係（学生支援体制及び相談窓口、宿泊研修、禁止

事項・注意事項等）に関する全般的な説明を行っている。その後は各学科に分かれて、SG

教員の紹介を行っている。 

 宿泊研修後のオリエンテーションは各学科で実施しており、まず始めに基礎学力調査を

行い、続いて学年担任より改めて教務関係・学生生活関係の詳細な説明を行っている。こ

こでは全般的な説明に加えて、各学科のカリキュラムに応じた履修指導等も行われている。 

 学内の施設・設備等については、主に図書館の利用や情報インフラの利用等に関する説

明を中心に行っている。 

図書館の利用についてはオリエンテーション資料として入学時に配布している【資料

2-3-3 純真学園図書館 図書館報第26号 pp.13-15】。その内容は、開館日時、入館・貸

出・返却の方法、図書館資料の探し方、館内案内図、その他図書館利用方法等である。実

際に学生が利用して分からないことがある場合には、図書館職員が対応している。 

情報機器の取り扱いについては庶務課（情報管理担当）の職員が担当する。学内情報機

器の配置教室、コンピュータ利用のためのID・パスワードの設定、利用に際しての注意事

項等の内容が含まれる。特に利用に際しての注意事項として、マナー・セキュリティ対策・

著作権について説明している。 

＜学外オリエンテーション（宿泊研修）＞ 

本学では毎年、入学直後に1泊2日の日程で宿泊研修を実施している【資料2-3-4 平成

28年度 純真学園大学 新入生宿泊研修（しおり）】。研修では本学園の学園歌の練習や

副学長による講話、臨床心理士及び学生部長による講演が行われた。また、学生生活に関

するオリエンテーションやディスカッションを実施し、4年間の学生生活における目標を

確認する場としているほか、人間関係構築の場として室内レクリエーションや屋外施設等

での散策などを実施している。 

 

(e) 出欠管理 

 本学では定期試験について、「出席回数が、当該授業科目の授業回数の3分の2に満たな

い者」は受験資格がないと定めている【資料2-3-5 履修規程第19条第2号】。このため、

例えば15回授業の場合、連続2回欠席、または合計3回欠席した学生へ連絡を取り、出席に
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ついての指導や学修面での悩みがあれば相談を受ける体制を構築している。授業に欠席し

た学生の指導に関する流れ（授業欠席学生指導のフローチャート）を図2-1に示す。 

なお平成26(2014)年度までのフローチャートでは、欠席学生に関するSG担任からの報告

先を学科の“学生委員”としていたが、これを見直し、平成27(2015)年度からは報告先を

当該学生が在籍する学年の“学年担任”へ変更した。これにより、学年担任・SG担任が連

携しながら学生指導できる体制となっている。 

 授業は非常勤講師が担当しているものもあるため、該当者発生時の連絡先を事務局（教

務係）に一本化し、その後教務係より当該学生の所属する学科へ連絡する体制としている。 

 また、平成23(2011)年度後期セメスターより、ICカードを用いた出欠管理システムを稼

動（平成24(2012)年度より本格運用開始）している。学生は授業に際して教員の指示によ

り、ICチップ内臓の学生証をICカードリーダーにかざすことによって出席と判定される。

出欠の履歴は当該学期の間、学生・教員とも「純真学園大学コミュニティサイト」

（https://web.junshin-u.ac.jp/nc2/）にログインすることにより確認可能である。このため、

学生は自らの出欠状況を把握可能であるとともに、教職員にとっても個々の学生の出欠状

況を把握し、欠席や遅刻が増えるといった変化の兆しが見える場合にはすぐに学生への指

導・対応が行えるようにすることで、学生の休学・中退の防止を図っている。 

 

 

図 2-1 授業欠席学生指導のフローチャート（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

 

(f) ホームルーム制 

 平成27(2015)年度後期セメスターより、各学科各学年の講義教室を固定化する所謂「ホ

ームルーム制」を導入している【資料2-3-6 平成28年度ホームルーム制 学科別・学年別

教室一覧】。学科横断的に開講される教養教育科目や共通教育科目等を履修する場合は、

従来どおり講義ごとに教室を移動する必要があるが、4年間のカリキュラムの中で多くを

占める学科専門科目（実習・演習科目を除く）を履修するにあたり、教室を移動すること

なく落ち着いた環境で授業に取り組むことのできる環境を提供している。 
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(g) その他 

 看護学科においては、臨地実習が1年間と、他学科に比べて長期間にわたり実施される

ことから、専任の教員・助手に加えて学内演習及び臨地実習をサポートするための非常勤

助手を3人採用・配置している。非常勤助手は専任教員の監督のもと、学内演習及び実習

施設において学生に対する実習指導やサポート等を行っている。 

 また全学的な対応として、定期試験の実施時には、試験の円滑な実施及び不正行為防止

のため、原則として履修者が50人以上の場合に1人、その後は50人増えるごとに1人（最大

4人）の補助監督者（教員）を配置できるようにしている【資料2-3-7 平成27年度後期試

験の実施要項について（お知らせ）】。 

 

2-3-①(ⅱ) 学修支援に対する学生の意見くみ上げ等 

 学生の学修支援、学修環境の改善の要望は、主としてFD委員会が実施する授業評価アン

ケートによって意見をくみ上げており、本アンケートは全学年で科目別に実施している【資

料2-3-8 科目に関する授業評価アンケート（設問）】。授業評価アンケートを実施するこ

とにより、学生の意見を幅広くくみ上げ、学修支援に活かしている。 

 学修支援に対する学生の意見は、学年担任やSG担任、科目担当教員等を通じて関係部署

に伝達され、学科会議や教授会、教務委員会、学生委員会等で検討される。また、小規模

大学であることから事務カウンターが集中的かつ開放的であり、事務職員と学生のコミュ

ニケーションも比較的密接である。 

本学では、全学科の全学生がそれぞれの国家試験の受験を目指している。そのため、国

家試験に関する学修支援は多くの学生・保護者が希望するものであり、国家試験全員合格

に向けた学修について要望に応じて支援している。学生から補習の要望があれば、可能な

限り開講して応えている。各学科に参考図書や問題集を配備し、夜間に教室を開放、食堂

では夜食を販売するなどの対応を行っている。 

 

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

 学年担任及びSG担任制による学修支援については、現在のところ各学科の実情に合わせ

た運用が行われているが、そのうち国試対策については、平成28(2016)年度から学科長と

学年担任を中心として実施することを学部決定し、よりきめ細やかな支援体制を構築して

いく。 

オフィスアワーについては、オフィスアワー時間外の相談も多いが、きめ細やかな学生

指導のために、教員個々の状況に応じて時間外であっても対応している。教員が教育・研

究・学務の全てに亘りその責務を果たすためには、学生にオフィスアワー時間をある程度

守ってもらう必要があり、学年担任やSG担任を通じてオフィスアワーの活用を通知してき

た効果として、オフィスアワー時間外の相談は減ってきたが、それでも時間外に相談に来

る学生がおり、今後もオフィスアワーの活用に関する学生への認知度を上げていく努力が

必要である。 

 リメディアル教育については、これまで入学後の通信型リメディアル教育として実施し

てきたUPO-Netが、放送大学側の都合により平成27(2015)年度をもって終了した。また、

入学後の講義型リメディアル教育として、旧教育課程では高校程度の「生物」「化学」「物
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理」「数学」を卒業要件には含めない自由科目として実施してきたが、大学の正規科目とし

て単位を認めることへの問題もあり、平成28(2016)年度からの新教育課程からは削除して

いる。このため、入学直後の全学生を対象とした基礎学力調査によって新入生の基礎学力

を把握し、その調査結果をもとに各学科にて手厚い履修指導を実施しながら、今後のリメ

ディアル教育の在り方を考えたい。 

 平成28(2016)年度後期セメスターより、学生自身による学修自己点検評価システムを導

入することとしている。このシステムは、学生各々が履修した科目の各到達目標について、

どの程度到達できたかを自ら自己点検・評価し、到達度に応じて今後の学修をどのように

改善していくかを計画していくものであり、より効果的な運用を含めて今後検証を実施し

ていく。 

 

 

2－4 単位認定、卒業・修了認定等 

≪2－4 の視点≫ 

2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

（1）2－4 の自己判定 

基準項目 2－4 を満たしている。 

 

（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用 

(a) 成績評価 

単位の認定は、履修規程第2～26条の定めに従い、科目の履修と試験等に基づく学修の

成績評価によって行われる。評価方法についてはシラバスに明記するなどして周知してい

る。 

授業科目の学修結果の評価は、試験その他の方法により行う。評価方法は授業科目によ

り異なり、授業内容・形態に応じて、筆記試験、実技テスト、レポート、出席状況、実習

記録等を組み合わせて多面的に評価している。同一科目を複数教員が分担する場合は、当

該科目の責任者が全体を統括する。履修規程に沿って、各科目の責任担当教員が評価方法

をシラバスに明記し、また初回の授業で言及するなど、学生に周知している。 

授業科目の成績評価のための試験は、定期試験、追試験、再試験とすることを履修規程

第18条～第22条に規定している。各セメスターの期末に定期試験を行い、やむを得ない理

由により定期試験を受験できなかった場合には、追試験が受けられるよう配慮している。

定期試験等の結果、学修の評価が不合格になった者に対しては、当該授業科目の担当教員

が必要と認めた場合、再試験を行うことができる。 

成績の評価は、平成26(2014)年度入学生までは100点満点の5点きざみとし、S（90点以

上）、A（89～80点）、B（79～70点）、C（69～60点）、E（59点以下、もしくは定期

試験及び追試験又は再試験を欠席した者）の評語をもって表し、S、A、B及びCを合格と

する。それぞれの評価の意味は、「S：学習目標を十分満たし、秀でている」「A：学習目

標を満たしている」「B：学習目標をほぼ満たしている」「C：合格と認められる最低水準

を満たしている」「E：合格と認められる最低水準を満たしていない」としている。なお、
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上記の評語以外に、T（既修得単位などの単位認定科目）、F（定期試験の受験資格のない

科目）、W（履修停止科目）という表記でそれぞれを示している。 

また、平成27(2015)年度入学生からの成績評価は、100点満点とし、A+（100～97点）、

A（96～93点）、A－（92～90点）、B+（89～87点）、B（86～83点）、B－（82～80点）、

C+（79～77点）、C（76～73点）、C－（72～70点）、D+（69～66点）、D（65～60点）、

F（59点以下、もしくは定期試験及び追試験又は再試験を欠席した者、受験資格のない者）

の評語をもって表し、Fを不合格、その他を合格とする。それぞれの評価の意味は、「A+

～A－：学習目標を十分満たし、秀でている」「B+～B－：学習目標を満たしている」「C+

～C－：学習目標をほぼ満たしている」「D+, D：合格と認められる最低水準を満たしてい

る」「F：合格と認められる最低水準を満たしていない」としている。なお、上記の評語

以外に、T（既修得単位などの単位認定科目）、W（履修停止科目）という表記でそれぞ

れを示している【資料2-4-1 平成28年度学生便覧p.44】。 

定期試験・追試験、再試験を経て確定成績が開示された後、成績に関する内容について

教員に確認ができる「成績評価確認制度」を導入している。1 週間の成績評価確認期間を

設けることで、より慎重な扱いを制度化している。平成 27(2015)年度における本制度の

利用件数は以下のとおりである。 

 

表 2-9 成績評価確認制度の利用件数（平成 27 年度実績） 

対象学期 

制度利用者（人） 

備考 看護 

学科 

放射線技

術科学科 

検査 

科学科 

医療 

工学科 

保健医療 

学部計 

前期 0 1 1 1 3 
うち、成績評価

の変更 1 件 

後期 0 0 0 0 0  

 

(b) 既修得単位等の認定 

本学入学前に大学または短期大学等において修得した単位は、学則第38条の定めるとこ

ろに従い、教育上有益と認めるときは、60単位を超えない範囲で、本学において修得した

ものとして認定することができる。これに該当する学生は、入学時ないし後期セメスター

開始時に所定の手続きにより願い出ると、教務委員会及び当該授業科目の担当教員による

判定の後、教授会の議を経て学長により単位認定される【資料2-4-2 入学前の既修得単位

等の認定に関する規程】。医療職育成の教育課程であることから、専門科目の認定に至る

例は少なく、ほとんどが教養科目としての認定である。毎年1、2件程度の申請があるが、

認定の対象となる科目が自ずと限定されることから、1人あたりの平均認定単位数も多く

はない。平成28(2016)年度入学者からの申請は1人であった。 

また、学則第39条に定める「他の学科における授業科目の履修等」による単位認定、学

則第40条に定める「他の大学等における授業科目の履修等」による単位認定、及び学則第

41条に定める「大学以外の教育施設等における学修」による認定については、今のところ

実績はない。 
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 (c) 進級要件 

進級要件は履修規程第 27 条に定めている。進級要件はカリキュラムを反映して学科に

より異なるが、基本的には、各年次に配置される必修科目に未履修がないこと、そして、

履修した必修科目のうち未修得（不合格）科目が 1 科目以内で、且つ教養教育科目の単位

を含む基準以上の単位を修得していることが各学科共通の要件となっている。 

定期試験の受験資格に関わる授業への必要出席回数及び遅刻・早退の取り扱いについて

は、履修規程第 15条～第 17条に定めており、出席回数不足による単位未修得の事態を防

ぐために、出欠の記録を徹底するとともに授業への出席状況には常に注意を払っている。

連続 2 回の欠席もしくは合計 3 回の欠席のある学生に対しては、科目担当教員から教務係

を通じて SG 担任へ連絡し、学年担任または SG 担任から必要に応じて面談を実施するな

どの対応が定着している。平成 27(2015)年度からは Web サービスシステムを導入したこ

とにより、教員は自分が担当している SG 学生について、出席状況や成績を常時照会でき

るようになった。このようにして、履修成立の要件は厳格に守られている。年度末には履

修規程に従って進級判定に関わる教授会が開催され、進級の可否を決定する。原級に留め

置かれることが決定した学生については、直ちに保護者宛に文書による通知がなされ、三

者面談等を実施して今後の対応を確認している。 

 

(d) 卒業要件 

卒業要件は学則第 43 条、学部規則第 11 条及び履修規程第 29 条に定められている。卒

業要件単位数は、旧教育課程では学科によって異なり、124～128 単位となっている。新

教育課程では全学科 124 単位となっている【資料 2-4-3 純真学園大学保健医療学部規則

別表第 1～第 4】。 

 

(e) 成績の通知 

成績評価結果は、Webサービスシステムを介してセメスターごとに学生個々に通知する

とともに、保護者へも郵送している。これにより保護者との間で学修状況について認識の

共有が進み、面談等においてもスムーズな意思疎通を可能としている。なお、保護者への

成績送付については、個人情報利用について入学時に学生の了解を得た上で実施している。 

学生が自身の学修過程における課題を認識し、学修意欲を向上させるよう、成績は個人

指導の資料として活用している。評点以外にセメスターごとのGPAを算出し、学修指導の

資料とするとともに、学修意欲を喚起させる制度として運用している。具体的には、GPA

の結果に応じて、学科長、学年担任、SG担任の面談による学修指導、生活指導が行われる。

また、GPAの優秀な学生は、卒業時に学長表彰の対象となる【資料2-4-4 平成28年度学

生便覧p.46】。 

 

（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

建学の精神、大学の使命・目的、教育目標・目的に基づいて、単位の認定、進級、卒業

の認定がなされているが、厳格な単位認定により、結果として 4 年間で卒業できない学生

が出ているのが現状である。建学の精神である「気品・知性・奉仕」を身につけた人材の

育成を続けていくためには、成績評価基準を変えることなく、学生個々の成績の底上げが
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必要となる。成績がふるわない学生に対して、現状の学修支援体制を更に充実させ、学生

の自主的な学修を支援する体制作りとともに、教員の教育力の更なる向上を目指した対策

を講ずることで現状に対応していく必要がある。 

 

 

2－5 キャリアガイダンス 

≪2－5 の視点≫ 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

（1）2－5 の自己判定 

基準項目 2－5 を満たしている。 

 

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備 

進路に関する相談・支援に関し、就職については進路対策委員会、学年担任、SG担任、

学生センター就職係による支援体制を、また進学については主に学年担任、SG担任による

支援体制を整備している【資料2-5-1 2016大学案内p.15】【資料2-5-2 平成28年度学生

便覧p.15、pp.21-22】。また、本学では医療職の国家試験受験資格が得られる他に、第1

種・第2種放射線取扱主任者や健康食品管理士等の関連資格取得対策も実施して、資格取

得のための支援を積極的に行っている。 

本学はチーム医療の実践を目指すことから、教育課程内でも多職種連携教育の実践を通

じて、専門職間の連携、相互理解、協働のあり方について理解しながら自身の目指す医療

職以外についても学び、社会的・職業的自立につながる教育を行うとともに、全学生を対

象とした長期の学外実習（臨地実習・臨床実習）を実施し、目指す職業への理解を深める

契機としている。 

 

 (a) 進路対策委員会及び就職係による支援 

進路対策委員会は進路対策委員長（就職部長）1人、各学科より選出された委員（教員）

4人、学生センター就職係（事務）1人の総勢6人で構成されており、職業意識の育成、教

育課程外の各種ガイダンス、進路支援講座等を実施している【資料2-5-3 純真学園大学進

路対策委員会規程】。これらの支援は、入学時から自らの職業観・勤労観を養い社会人と

して必要な資質能力を形成することを目標としている。 

その達成方法として各年次に将来へのステップアップとしての目標を設け、それにあわ

せたキャリアガイダンスを計画・実施している。具体的には、、｢病院で求められる人材と

は？｣をテーマとして2年次に｢キャリア支援講演会｣を実施し、講師として臨床現場で活躍

されている看護部長、技師（士）長等を招いている。 

このほか、医療工学科以外の学科では、主に進路対策委員が学外実習対策委員と連携し

ながら1年次または2年次に病院見学を実施している【資料2-5-4 純真学園大学 各学科の

早期体験学習実施状況一覧（平成27年度）】。この早期体験学習を通して、進路に対して明

確な目標設定の動機付けを行うとともに、就職に関して大きなミスマッチが生じないよう

に留意している。 
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また、求人情報の周知には学内の掲示板を使用しているが、学外実習中は学生が帰学し

て掲示板を確認することが難しいため、各学科の進路対策委員がメールでの求人情報配信

を実施し、学生の利便性を確保している。 

学生センター就職係には、大学を主担当とする職員1人、短大を主担当とする職員1人、

パート職員1人の計3人が配属されており、常に学生の進路相談に応える体制をとっている。

職員のうち1人は、キャリアカウンセラーの資格を取得している。 

就職係が業務を行っている「キャリア支援コーナー」には、就職活動に使用する各種書

式（履歴書、進路登録カード、就職活動報告書、進路決定届等）や就職関連資料（求人票

や募集案内、卒業生が提出した就職活動報告書等）、就職関連書籍、また情報インフラと

して就職情報検索用のPC6台等を備えており、学生がいつでも利用できるようにしている。 

就職係は進路対策委員会と協働で、豊富な経験を有するキャリアカウンセラーを講師に

招き実施している｢自己分析講座」「履歴書作成講座」「面接対策講座」や、接遇教育とし

ての基本マナー習得を目指した「ビジネスマナー講座」等の各種講習会、公務員試験やSPI

等の筆記試験に対応するための｢就職筆記試験対策講座｣、更に3年次生を対象とした、就

職先が内定した4年次生による「就職活動報告会」等の各種進路支援行事を企画・実施し

ている。加えて、平成26(2014)年度より進路支援セミナーの一環として、福岡労働局によ

る労働法の出前講座｢知って役立つ労働法」を実施しており、平成28(2016)年度も開催予

定である【資料2-5-5 平成28年度進路支援行事予定】。 

進路支援行事以外の施策としては、学生の就職活動をサポートする目的で就職ガイドブ

ック【資料2-5-6 UniCareerマガジン 大学生の就活編 2015-2016】を3年次学生に配

付しているほか、就職試験、国家試験に欠かすことのできない証明写真の撮影も、撮影日

を複数設定して学内で実施している。 

これらの支援の結果、平成28(2016)年3月卒業生の進路状況は表2-10のとおりとなった。 

 

表2-10 平成28年3月卒業生の進路状況（平成28年5月1日現在） 

 
看護学科 

放射線技

術科学科 

検査 

科学科 

医療 

工学科 
計 

卒業者数 82 53 49 32 216 

 うち進学希望者数 3 1 1 0 5 

うち就職希望者数 79 52 48 32 210 

 うち就職者数 78 41 38 21 178 

国家試験合格者数 81 45 36 22 184 

 

うち進学希望者数 3 0 1 0 4 

うち就職希望者数 78 45 35 22 180 

 うち就職者数 78 41 35 21 175 

国家試験不合格者数 1 8 13 10 32 

 うち就職者数 0 0 3 0 3 

国家試験合格者中の 

就職者数/就職希望者数 
100.0% 91.1% 100.0% 95.5% 97.2% 
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就職者数/就職希望者数 

（国家試験不合格者を含む） 
98.7% 78.8% 79.2% 65.6% 84.8% 

 

(b) 国家試験等の資格取得に対する支援 

看護師・保健師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士の資格取得は、ほとん

どの就職の必要用件となるため、国家試験合格のための支援は本学にとってキャリア教育

の重要課題として位置づけられる。 

本学の国家試験支援体制は、国家試験対策部長を委員長として委員に副学長、各学科長、

および各学科の 4 年生学年担任で構成される国家試験対策委員会が中心となり遂行されて

いる【資料 2-5-7 国家試験対策委員会規程】。委員会における審議事項や報告事項は、

本学教授会で審議報告され、また各学科においては学科会議で報告され、全教員に周知徹

底するようにしている。国家試験対策委員会は毎月開催し、各学科の国家試験対策案の調

整、模擬試験の支援、補習授業の企画等を担当している。さらに各委員が中心となり定期

的に学生を対象にした個人面談を実施し、個々の学生に関する傾向の把握や不得意分野の

強化などを行っている。 

平成 27(2015)年度における本学の国家試験結果を表 2-11 に示す。 

 

表 2-11 平成 27 年度卒業生の国家試験合格率（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

学科 国家資格の種類 区分 受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 

看護学科 

看護師 
全国 62,154 55,585 89.4 

本学 82 81 98.8 

保健師 
全国 8,799 7,901 89.8 

本学 10 10 100 

放射線技術

科学科 
診療放射線技師 

全国 3,016 2,377 78.8 

本学 53 45 84.9 

検査科学科 臨床検査技師 
全国 4,400 3,363 76.4 

本学 49 36 73.5 

医療工学科 臨床工学技士 
全国 2,739 1,967 72.5 

本学 31 22 71.0 

注）各職種ともに、全国は厚生労働省ホームページの数値。本学は新卒者における数値を示す。 

 

なお、既卒者への対応としては、卒業年度の国家試験に合格しなかった者を聴講生とし

て受け入れ、各学科専用の自習室を設け、学修しやすい環境を提供し、全補習授業及び模

擬試験の参加を可能とするとともに、就職活動を含めた適切な進路指導を行っている。 

 その他の資格取得については、本学在学中に以下の資格について取得可能である（表

2-12）。 

 これらの資格取得は必須ではないが、取得を希望する学生に対しては各学科で試験対策

を行うなどのサポートを行っている。 

 この結果、平成 27(2015)年度は第 1 種放射線取扱主任者試験に 7 人、第 2 種放射線取扱
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主任者試験に 8 人、健康食品管理士認定試験に 13 人、第 2 種 ME 技術者に 9 人が合格し

ている。 

 

表 2-12 本学在学中に取得可能な認定資格 

学科 資格 備考 

放射線技術

科学科 

第 1 種放射線取扱主任者（国家資格） 

第 2 種放射線取扱主任者（国家資格） 

原子力規制委員会登録試験機関の試

験に合格後、資格講習を受講し、取

得可能。 

検査科学科 健康食品管理士（認定資格） 指定された科目を受講の上、試験に

合格することで取得可能。 

（一社）日本食品安全協会より健康

食品管理士養成校の認定を受けてい

る。 

食品衛生管理者（国家資格） 

食品衛生監視員任用資格（国家資格） 

※平成 28 年度入学生より適用 

所定の課程を修了することにより取

得可能。 

食品衛生管理者及び食品衛生監視員

養成施設として福岡県知事の登録を

受けている。 

医療工学科 第 1 種 ME 技術者（認定資格） 

第 2 種 ME 技術者（認定資格） 

第 1 種・第 2 種 ME 技術実力検定試

験に合格することで取得可能。 

 

(c) 進学支援 

進学については、学科長、学年担任、SG 担任が連携しながら小論文対策や面接指導等

の入学試験対策に関する支援を行っている。平成 27(2015)年度実績としては大学院に 2 人

進学したほか、助産師養成課程を有する専門学校へ 2 人が進学している。 

 

(d) 保護者連絡会 

平成27(2015)年度は12月12日に保護者連絡会を開催した。当日は学長、後援会長によ

る挨拶に続いて、教務部長、学生部長、就職部長及び国家試験対策部長から、本学で実施

している学生指導や支援体制についての説明が行われた。更に、本学と連携協定を結んで

いる国立病院機構九州医療センターの村中院長による講演の後、午後から各学科に分かれ

て学科説明及び個別面談を実施した【資料 2-5-8 『純真の翼』第 3 号 P.37】。 

 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

就職については進路対策委員会、学年担任、SG担任及び就職係の連携体制が、進学につ

いては学年担任やSG担任、各学科の教員等による支援体制が成果を上げていることから、

これらの体制を更に充実させ、学生の主体的な進路選択を支援していく。 

医療系職種への就職を目指す場合、国家試験合格が必須であるため、国家試験合格率

100%を目標に、特に学生の主体的な学習意欲を促し、全学的に支援を図る。また、自己管
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理が行える自立した医療人へ成長できるよう啓発活動に取り組み、多様化・複雑化する学

生の問題に対応するため、迅速かつ的確に問題解決を図ることのできる体制を整えていく。 

既卒者への対応としては、平成27(2015)年度に引き続き、卒業年度の国家試験に合格し

なかった者のうち、本人が希望する場合は聴講生としての受け入れや大学施設内での自主

学習、模擬試験への参加受け入れ、個別指導等の対応を行っていく。また、国家試験に合

格した既卒者のうち未就職者への対応としては、「既卒者求職申込書」による就職の意思

表示の確認と就職斡旋を平成27(2015)年度より実施しており，今後も継続していく予定で

ある。 

 

 

2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

≪2－6 の視点≫ 

2-6-① 

2-6-② 

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

（1）2－6 の自己判定 

基準項目 2－6 を満たしている。 

 

（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

(a) 「入学時基礎学力試験」及び各開講科目を通じた評価 

教育目標の達成に向けて、まずは学生の入学時における学力を把握するため、各学科に

おいて「入学時基礎学力試験」を実施している。この結果を受けて基礎学力の更なる底上

げを図るよう、各学科において指導している。 

各開講科目については、カリキュラムポリシー【資料 2-6-1 純真学園大学 3 つのポリ

シー】に基づいた到達目標と成績評価の方法がシラバス【資料 2-6-2 平成 28 年度講義要

項】に明示されており、それに即した成績評価がなされている。 

 

(b) 学修・資格取得・就職状況等の調査 

本学は、全学科において医療職者の育成を教育目的にあげていることから、国家試験対

策委員会および進路対策委員会が中心となって活動方針を掲げ、学生の学修支援を実施す

る学年担任・SG 教員と協働し、国家試験に対する学生の学修支援や就職活動の実績を把

握することに努めている。 

学修状況の調査については、IR 室が平成 27(2015)年度から全学科・全学年を対象とし

た「『学生の学修成果の把握』に関するアンケート」を実施している【資料 2-6-3 「学生

の学修成果の把握」に関するアンケート 質問用紙】。設問は、大学生活（一日の学習時間、

読書、食事、睡眠、アルバイト、IT 機器の使用等）、学習環境・学生サポート（図書館そ

の他大学施設の使用や学生サポートに対する満足度等）、学修経験（授業方法の工夫、教員

からのサポート、学生自身の学修への取組姿勢、修得できた知識・能力等）で構成されて

おり、この集計結果は学内で共有し、問題点の把握と対策に努めている。なお、この調査

は今後毎年度 1 回実施する予定としている。 
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国家資格を含む資格取得については、各学科からの情報を国家試験対策委員会が集約し

ている。平成 27(2015)年度国家試験合格率は、全学科 100％を下回る結果となったため、

直ちに国家試験対策委員会による要因分析がなされ、低学年からの教育方法の見直しが実

施されている【資料 2-6-4 国家試験に対する看護学科教員の取り組みについて】【資料

2-6-5 国家試験合格への道（4 年生用及び浪人生用、放射線技術科学科）】【資料 2-6-6 国

家試験対策マニュアル＜検査科学科＞平成 28 年度版】【資料 2-6-7 国家試験に対する医

療工学科教員の取り組みについてのマニュアル（平成 28 年度）Rev.2】。 

就職状況については、各学科及び就職係で情報を収集し、進路対策委員会で共有してい

る。なお、卒業生の資格取得状況及び就職率については、基準項目 2-5 で触れたとおりで

ある。 

 

(c) 授業評価アンケートの実施 

学生に提供する教育の質向上を目的に、FD 委員会の企画による授業評価アンケートを

前期・後期科目の最終授業終了後に実施している【資料 2-6-8 科目に関する授業評価ア

ンケート（設問）】。このアンケートは、専任教員・非常勤講師を問わず全ての講義科目を

対象としており、各科目の最終授業終了後、学生へアンケート用紙を配布している。回答

後のアンケート用紙は回収用封筒に封入し、学生の代表者が科目担当教員を通さず直接教

務係へ提出するようにしている。 

授業評価アンケートは、学生自身の学修への取組、学修成果に関する内容と教員の授業

内容・運営・工夫に関する内容で構成されている。また、開設から 2 年間は自由記載欄を

設けていたが、分析作業の煩雑性が高く、記述内容の守秘義務も生じたことから、平成

25(2013)年前期セメスターより自由記載欄を取りやめ、代わりに①この授業を受けて良か

ったと思うこと、②この授業で改善すべきと思うこと、という 2 つの項目を設置し、各項

目の中にこれまで自由記載欄での記載頻度が高かったコメントをもとに 9 つずつの選択肢

を設けて、当てはまる選択肢（複数選択可能）を回答する方式に変更した。 

これらのデータを分析後、次期セメスターの授業改善に生かせるように評価内容を各科

目担当者に迅速に情報提供できるようにしている。 

 

2-6-② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 

前期及び後期セメスターのそれぞれにおいて実施した授業評価アンケートは、大学事務

局で集計作業を行った上で、各科目担当教員に対して担当科目ごとの集計結果を交付して

いる。また、平成 26(2014)年度からは、専任教員に対して、フィードバックされた調査

結果に対する教員からの意見・感想、実施した授業の自己評価内容、授業に対する改善点

等を「教員授業評価報告書」【資料 2-6-9】に記入し、提出するよう求めている。さらに、

「教員授業評価報告書」の内容から、授業改善に対する内容および学生への受講姿勢への

要望について抜粋した資料を、平成 28(2016)年度前期のガイダンスにて学生に公表し、教

員・学生の双方向からの改善を求めた【資料 2-6-10 学生の皆さんへ】。 

このほか、平成 24(2012)年度からの取組みとして、授業評価アンケートの分析結果よ

り評価の高かった教員 3 人を「ベストレクチャー賞」として表彰し、公表している。最高

位の教員については、秋季に開催される学園祭で、学内の教職員のみならず本学学生、保
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護者、及び学園祭に来場された一般の方々を対象に「ベストレクチャー賞受賞者による公

開講義」を実施している【資料 2-6-11 2015 純真学園祭パンフレット p.12】。また、ベ

ストレクチャー2 位、3 位の受賞者については、学内の FD 研修会において、授業への取

組や工夫点についての説明を加えた公開講義を実施している（表 2-13）。公開講義後、教

職員へのアンケート【資料 2-6-12 「平成 26 年度後期ベストレクチャー賞受賞者の公開

授業」アンケート結果】【資料 2-6-13 ベストレクチャー賞受賞者による公開講義 報告】

を実施している。 

 

表 2-13 ベストレクチャー賞受賞者の公開講義 

開催日 テーマ 講師（受賞者） 
出席者数 

（出席率） 

平成 27 年 

9 月 17 日 

 

様々な分野でのヘルスプロモーシ

ョン活動～産業保健現場からの看

護職の役割を通して 

看護学科准教授 山口淑恵 

※平成 26 年度後期第 2 位 

32 人 

（83.3％） 

学生の主体性を高める授業づくり 看護学科教授 一原由美子 

※平成 26 年度後期第 3 位 

平成 27 年 

10 月 24 日 

人体の雑学－解剖学を学ぶ学生の

質問から－ 

検査科学科教授 松田洋和 

※平成 26 年度後期第 1 位 

76 人 

（うち教員 43

人／68％） 

 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

現在、授業評価アンケートの結果は学長及び副学長によってすべてレビューされている。

現状として、アンケート結果から学生に不利益となるような重大な問題は確認されていな

いが、今後、授業改善を強く求められる事例が生じた場合は、担当教員への教育的指導を

実施する。 

また、平成 28(2016)年度後期からは、教員間相互授業参観を実施し、同僚からの意見を

授業改善に反映できるようにする予定である。 

また、ICT 機能を利用した授業評価アンケート実施や授業改善計画のフィードバック方

法について検討する。さらに、授業アンケートの結果や教員間授業参観で得られた意見は、

IR(Institutional Research)の一環として位置づけ、IR 室との連携の上、教育の質向上の

ための PDCA サイクルを構築する。 

 

 

2－7 学生サービス 

≪2－7 の視点≫ 

2-7-① 

2-7-② 

学生生活の安定のための支援 

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

（1）2－7 の自己判定 

基準項目 2－7 を満たしている。 
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（2）2－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

2-7-①(ⅰ) 学生サービス、厚生補導のための組織と機能の適切性 

学生生活全般に関わる支援については、学生委員会、各学科（学年担任及び SG 担任）、

事務局学生センター学生係が連携しながら活動を行っている【資料 2-7-1 学生委員会規

程】【資料 2-7-2 平成 28 年度学生便覧 p.1 及び pp.14-18】。 

学生生活全般を支援する全学的な組織である学生委員会は、委員長（学生部長）1 人、

各学科から選出された教員 4 人、学生係職員 2 人の計 7 人によって構成されている。通常

月 1 回開催される定例会議では、学生生活全般に関わる案件について情報の共有及び検討

を行うとともに、厚生補導に関しても適切な対応を行っている。なお 3 月の学位授与式か

ら 4 月の入学式および宿泊研修は連続して行われる重要な行事であることから、運営をス

ムーズに行うために必要に応じて臨時会議を開催している。 

 各学科においては、学年担任及び SG 担任が学生生活支援の主要な役割を担っている。

学年担任は、学年共通の学生に関する事項の連絡を行うほか、行事や学修態度等について

学科長や SG 担任と連絡を取りながら対応している。また SG 担任は、教学及び進路関係

も含め、学生の大学生活全般に関する相談等についての初期対応窓口として、重要な役割

を果たしている。 

 学生係は事務局における学生生活全般の対応窓口として、奨学金、学生保険、健康管理、

課外活動、学生寮及びトラブル対応など、教学及び進路関係を除く学生生活の多方面につ

いてサポートを行っている。 

 

2-7-①(ⅱ) 奨学金等の学生に対する経済的な支援の適切性 

(a) 福田昌子記念育英学生制度 

本学独自の奨学金制度として、3 種類の純真学園大学奨学金制度（純真学園大学入学者

奨学生、純真学園大学在学者奨学生、純真学園大学在学者特待生）を設けている。いずれ

も卒業後の返済が不要な給付型として実施しており、純真学園大学入学者奨学生及び在学

者奨学生においては年間授業料相当額の半額、また純真学園大学在学者特待生においては

30 万円を給付している。平成 27(2015)年度は、純真学園大学入学者奨学生として 7 人、

純真学園大学在学者奨学生として 38 人、純真学園大学在学者特待生として 14 人の学生に

対して給付を実施した【資料 2-7-3 大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）

（前年度実績）】。 

なお奨学生の選抜は、純真学園大学入学者奨学生については入学試験の成績をもとに、

また純真学園大学在学者特待生については 2 年次以降の在籍者から前年度の成績をもとに

対象者を選抜している。純真学園大学在学者奨学生については、2 年次以降に在学中の奨

学金希望者の中から、前年度の成績や経済的理由等を考慮の上で選考を行っている。 

いずれの奨学生も当該年度限り有効のため、次年度も奨学金の給付を受けるためには、

改めて奨学生採用の要件を満たす必要がある。 

以上の情報については、学生募集要項【資料 2-7-4 平成 28 年度学生募集要項（指定校

推薦入試）p.7】【資料 2-7-5 平成 28 年度学生募集要項（公募推薦入試・一般入試・大学

入試センター試験利用入試・社会人入試）p.11】や学生便覧【資料 2-7-6 平成 28 年度学
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生便覧 pp.6-7】に掲載するほか、掲示や学内説明会の開催等により周知を図っている。 

 

(b) 学外の奨学金制度 

学生の経済的支援として、学生係において日本学生支援機構の奨学金に対する申請支援、

地方自治体や民間企業等育英団体奨学金の募集に対する申請支援を行っている。日本学生

支援機構奨学金の貸与を受けた学生数は平成 27(2015)年度実績で 770 人（実数）であり、

在学者の約 70％が利用している。また自治体その他の団体による奨学金は平成 27(2015)

年度実績で 13 人が利用している。 

このほか、就職係において病院・施設等が実施している奨学金の情報を収集しており、

随時掲示等で学生への情報提供を行っている。 

 

(c) 納入金納入延期制度 

 本学では、納入金を原則として前期及び後期の 2 回に分けて納入することとしているが、

やむを得ない事由がある場合は、本学が指定する納入期日までに「納入金納入延期願」を

提出することにより、納入金の分納及び延納を認めている。平成 27(2015)年度の「納入金

納入延期願」の提出件数は、前期分で 25 件、後期分で 31 件であった。 

 

2-7-①(ⅲ) 学生の課外活動への支援の適切性 

本学の課外活動は主として学友会が主体となって行われている。学友会は「建学の精神

「気品」「知性」「奉仕」の理念に基づく学生の自主的活動により、学生生活の充実・会員

間の親睦を図り、合わせて学園の発展に寄与することを目的」として組織されており【資

料 2-7-7 純真学園大学学友会会則第 2 条】、学生総会の開催や、併設の純真短期大学と合

同で開催する「純真学園祭」の企画・運営などの活動を自主的に行っている。なお、学友

会の顧問には学生部長が就任し、学生委員会及び学生係が学友会の活動に対するサポート

を行っている。 

学友会の下では、文化系・体育系合わせて 24 のサークルが活動を展開している【資料

2-7-8 平成 28 年度 純真学園大学サークル一覧（平成 28 年 5 月 1 日現在）】。各サークル

には本学の教職員が顧問として就任しており、各サークルの活動をサポートしている。 

また資金面での援助として、課外活動費から学友会及び各サークルに対して活動費が補

助されている。さらに平成 27(2015)年度からの取り組みとして、学園訓である「気品・知

性・奉仕」を具現化する顕著な活動を行ったサークルに対し、「学生部長賞」として表彰を

行うとともに、通常の活動費とは別に 10 万円を補助しており、今回はガーデニングサー

クルが対象となった【資料2-7-9 学生の課外活動への支援状況（前年度実績）】【資料2-7-10 

賞状（学生部長賞、写し）】。 

以上の課外活動について、学生係は学生委員会と連携して経費支出に関する指導を行う

ほか、活動に関する諸手続き（施設利用許可や大会参加等に関する手続き）についての支

援を行っている。 

 

2-7-①(ⅳ) 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等の適切性 

 学生の健康相談や健康管理等、健康面でのサポートについては、主に保健室及び学生係
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が各学科（学年担任及び SG 担任）と連携して対応している。 

 保健室は基本的に週 5 日開室しており、看護師 1 人が常駐して学生の学内での負傷や急

な発病時の応急処置に対応している。また、女子学生の在籍者数が多い本学の特性を考慮

して、保健室は男子学生用と女子学生用の 2 部屋を設置し、学生のプライバシーに配慮し

ている。 

 本学は全ての学科において病院・施設等での実習を行うことから、感染症予防対策が必

須である。このため、年 1 回実施される定期健康診断の際には、新入生及び 3 年生の全員

に対して麻疹、風疹、ムンプス、水痘帯状疱疹及び B 型肝炎の抗原・抗体検査を実施し、

これらの結果が基準値に達しない学生に対してはワクチン接種を行うよう指導している。

加えて、新入生については結核感染診断（T-SPOT）も併せて実施している。これらの対

応については、学生係が各学科と連携して行っている。 

 このほかの健康面での悩み等については、各学科の学年担任・SG 教員や学生係が窓口

となって指導・対応にあたっている。 

 心的支援については、各学科（学年担任及び SG 担任）、学生係のほか、カウンセリング

室が対応を行っている。 

 カウンセリング室は基本的に週 1 回開室し、本学が委嘱しているカウンセラーによるカ

ウンセリングを受けることが可能である。カウンセリング室の利用件数は、平成 27(2015)

年度実績で 85 件であった【資料 2-7-11 学生相談室、医務室等の利用状況】。 

 また、平成 26(2014)年度より「心の健康自己評価質問紙」（SUBI: Subjective Well-Being 

Inventory）を導入し、学生の心の健康度・疲労度の把握に努めている。この際、回答内

容の分析をカウンセリング室が行い、心的支援が必要と考えられる学生に関する情報を学

生の所属学科へフィードバックすることにより、学科における学生の心的支援をサポート

している。 

 本学には九州・沖縄の各県からの入学生が多数在籍していることから、自宅外通学を希

望する学生のために学生寮を設置している【資料 2-7-12 学生寮等の状況】。学生寮は男

子学生用の「向野寮」、女子学生用の「筑紫丘寮」の 2 つを設置しており、筑紫丘寮は大

学敷地内に設置しているほか、向野寮も大学から徒歩 2 分と、通学に便利な位置に設置し

ている。入居期間はいずれの寮も原則として 2 年間となっている。 

 また、大学周辺で一人暮らしを希望する新入生の住居確保を支援するため、株式会社学

生情報センターに業務を委託して相談会を実施するほか、近隣の物件を紹介するパンフレ

ットを作成・配布している【資料 2-7-13 2016 住まいのご案内】。 

 学生の飲酒・喫煙対策としては、学内での飲酒・喫煙を禁止するとともに、大学周辺の

道路においても禁煙としている【資料 2-7-14 平成 28 年度学生便覧 p.9】。また、各学期

開始時のオリエンテーションに際して飲酒・禁煙に関する注意を繰り返し行うことにより、

周知を図っている。 

 

2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用 

学生が大学生活において感じ考えている大学に対する意見･要望は、各学科の学年担任・

SG 担任から学生委員を通じて学生委員会に汲み上げられるほか、サークル顧問、学生係

などを通じて寄せられるものもあり、これらの意見・要望については、学生委員会で適宜
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検討し必要な対策を行っている。 

 このほか、学友会は独自に意見箱を設置して、学生の意見を集めている。集められた意

見については学友会で検討を行うが、この中から学生代表として大学側へ要望したい案件

については、学長・副学長と学生代表者との意見交換会にて大学側へ伝えられる。平成

27(2015)年 6 月に実施された意見交換会では、学生側から学友会室の整備、学生が利用可

能な無線 LAN(Wi-Fi)環境の整備、学内施設・設備の改善、学内行事等に関する要望が出

された。このうち無線 LAN(Wi-Fi)環境の整備については、かねてから学内でも懸案事項

であったことから、平成 28(2016)年度に環境整備へ向けて補助金の申請を行うなど、学生

の要望も踏まえて対応する予定である。 

 

（3）2－7 の改善・向上方策（将来計画） 

学生委員会、各学科、学生係をはじめとする事務部門が情報を共有し、連携することで

学生生活をより充実したものとするために継続的に改善を実施する。 

健康支援・心的支援については、さまざまな個性を持つ学生の心と身体の問題に対する

ケアを充実させるため、保健管理体制のより一層の整備と学外医療機関との連携整備につ

いて、今後も継続的に検討する。カウンセリング室の利用件数は平成 26(2014)年度の 62

件に対して平成 27(2015)年度は 85 件と 1.3 倍以上に増えており、学生への周知が一定程

度効果を上げたと考えられるが、今後も引き続き学生便覧やオリエンテーション等を通じ

てカウンセリング室利用の周知を進めるとともに、利用しやすい雰囲気作りに向けた努力

を行っていく。 

 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析をより効果的に行うための体制構

築に関して検討する。 

 

 

2－8 教員の配置・職能開発等 

≪2－8 の視点≫ 

2-8-① 

2-8-② 

 

2-8-③ 

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめと

する教員の資質・能力向上への取組み 

教養教育実施のための体制の整備 

（1）2－8 の自己判定 

基準項目 2－8 を満たしている。 

 

（2）2－8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置 

(a) 教員数の充足 

大学設置基準と本学の各学科の教員の現員数は、表 2-14 のとおりとなっている【資料

2-8-1 全学の教員組織（学部等）】。 

学部・学科等の教員数について、本学の大学設置基準上必要な最低専任教員数は「大学

全体の収容定員に応じ定める専任教員数」である加算定員を含めて50人であるが、本学の
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助教以上の教員数は72人で、基準を大幅に上回っている。また、設置基準による各学科別

の教員数の基準を大幅に上回っているほか、必要教授数についても基準を上回っている。

教員数の充足率の高さは、保健医療系学部に共通する学内演習・実習科目及び学外実習科

目等の実技・実験を伴う科目の多いことに由来する。本学の教育課程は、看護学科・放射

線技術科学科にあっては看護師・保健師及び診療放射線技師の育成について定めた学校養

成所指定規則（文部科学省令、厚生労働省令）と関係があり、また検査科学科及び医療工

学科にあっても「臨床検査技師等に関する法律」及び「臨床工学技士法」に基づき「厚生

労働大臣が指定する科目」を開講していることから、大学設置基準とともに関係法令にも

沿うものとなっている。教員数及び教員の専門領域との整合性については、1学部4学科（保

健医療学部：①看護学科、②放射線技術科学科、③検査科学科、④医療工学科）において

十分に確保されており問題ない。また、専任教員としてカウントしないが、看護学科では

学外実習を支援するため非常勤助手が3人配置されている。 

 

表 2-14 大学設置基準に基づく必要教員数と現員数（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

学部・学科 

専 任 教 員 数 

助手 

設置基準上 

必要専任 

教員数 

設置基準上 

必要専任 

教授数 
教授 准教授 講師 助教 計 

保 

健 

医 

療 

学 
部 

看護学科 10 5 6 8 29 3 12 6 

放射線技術

科学科 
6 4 0 4 14 0 8 4 

検査科学科 6 6 2 2 16 0 8 4 

医療工学科 6 2 2 3 13 0 8 4 

保健医療学部計 28 17 10 17 72 3 36 18 

大学全体の収容

定員に応じ定め

る専任教員数 
      

14 7 

合    計 28 17 10 17 72 3 50 25 

 

 (b) 教員の資格等 

教員の学位の種類及び分野と、担当する科目や専門分野との整合性については、学内に

設置される教育職員選考委員会によって妥当性が吟味されている。 

また、看護学科及び放射線技術科学科についてはそれぞれ保健師学校・看護師学校（看

護学科）、診療放射線技師学校（放射線技術科学科）の指定を受けていることから、両学科

における有資格者及び臨床経験を有する者の配置については、「保健師助産師看護師学校養
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成所指定規則」及び「診療放射線技師学校養成所指定規則」が求める内容に沿って、適切

に行っている【資料2-8-2 指定規則に定める有資格者数】。 

 

(c) 教員構成（専任・兼任、年齢）のバランス 

教員組織を活性化するための適切な措置として、年齢、性別、出身大学等に関する偏向

を防ぐため、任期制や公募制を取り入れ、原則、公募による本学の規定に沿った教育職員

選考委員会による採用となっている。 

専任兼任の比率については、表2-15及び2-16に示すように、教養教育科目及び旧教育課

程の共通専門科目で専任教員の比率が低くなっているが、学科専門科目では高い【資料

2-8-3 学部、学科の開設授業科目における専兼比率】。教養教育科目については一部、併

設の短期大学からの教員が担当しているがバランスよく配置しており、また兼任教員との

情報共有等にも配慮している。また、各学科では専任教員が学外実習施設側の指導者と合

同で臨地（臨床）実習協議会を開催し、教育の質を確保する体制を取っている。 

 

表2-15 全開講科目における専兼比率（旧教育課程、平成28年度前期） 

 看護学科 
放射線技術

科学科 
検査科学科 医療工学科 

保健医療 

学部平均 

教養教育科目 0.00 0.00 25.00 25.00 12.50 

共通専門科目 22.55 22.55 22.55 22.55 22.55 

学科専門科目 82.70 89.69 90.74 73.97 84.28 

全開設科目平均 73.77 77.52 73.95 62.91 72.04 

平成28年5月1日現在 

 

表2-16 全開講科目における専兼比率（新教育課程、平成28年度前期） 

 看護学科 
放射線技術

科学科 
検査科学科 医療工学科 

保健医療 

学部平均 

教養教育科目 29.41 50.00 50.00 50.00 44.85 

共通教育科目 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 

学科専門科目 70.00 85.71 100.00 100.00 88.93 

全開設科目平均 45.69 64.47 68.06 64.06 60.57 

平成28年5月1日現在 

 

全学の職位別年齢構成は、表2-17に示すように、「平成25年度学校教員統計調査」（文

部科学省）による大学教員の年齢構成に比べて本学は妥当な傾向にあり、特に平成

28(2016)年5月1日現在では65歳以上の教員が75人中5人（本学専任教員の6.7%）となって

いる（文部科学省統計では、私立大学全体での65歳以上の教員割合は11.0%）。今後、授

業科目の内容充実が要請されることから、自己点検・評価を踏まえ、教員の配置及び非常

勤講師等の活用も含め、年次ごとに見直す計画である。 
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表 2-17 教員の年齢別構成（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

 25
歳
未
満 

25
～
29
歳 

30
～
34
歳 

35
～
39
歳 

40
～
44
歳 

45
～
49
歳 

50
～
54
歳 

55
～
59
歳 

60
～
64
歳 

65
歳
以
上 

本
学 

人
数 

0 0 7 6 12 12 15 9 9 5 

比
率 

0% 0% 9.3% 8.0% 16.0% 16.0% 20.0% 12.0% 12.0% 6.7% 

全
国
（
私
大
） 

人
数 

273 3,069 8,702 12,503 13,491 12,646 13,572 12,657 13,302 11,110 

比
率 

0.3% 3.0% 8.6% 12.3% 13.3% 12.5% 13.4% 12.5% 13.1% 11.0% 

※ 教員数には助手を含む。 

※ 全国（私大）の人数は「平成 25 年度学校教員統計調査」（文部科学省）に基づく。 

 

教員の男女比率については、表2-18に示すように、看護学科における女性教員の比率が

特に高いが、学部全体としては男性教員が約53％、女性教員が約47%と、バランスの良い

結果となっている（文部科学省統計による私立大学における女性教員の割合は約26%）。 

 

表 2-18 教員の男女比（平成 28 年 5 月 1 日現在） 

 教員数及び割合 

男性 女性 計 

保
健
医
療
学
部 

看護学科 5 (15.6%) 27 (84.4%) 32 

放射線技術科学科 12 (85.7%) 2 (14.3%) 14 

検査科学科 11 (68.7%) 5 (31.3%) 16 

医療工学科 12 (92.3%) 1 (7.7%) 13 

純真学園大学計 40 (53.3%) 35 (46.7%) 75 

全国（私大） 75,337 (74.3%) 25,988 (25.7%) 101,325 

※ 教員数には助手を含む。 

※ 全国（私大）の人数は「平成 25 年度学校教員統計調査」（文部科学省）に基づく。 

 

(d) 教育担当時間の配分 

教育担当時間の配分については、教員によって著しく偏りが出ないよう、各学科におい

て学科全員の意見を集約しながら、かつ授業効果を勘案し調整している。しかしながら本

学の場合、保健医療系大学として必要な演習、実験、実習等の科目数が多く、また各国家

資格取得に必要な知識・技能の養成を各教員がそれぞれの専門性に応じて担当しているた

め、単純に教科目数だけから担当時間や責任と業務負担を計ることはできない。このため、

専門領域によって若干の格差は生じるものの、全体としては各学科の学科長を中心に担当

時間の配分について調整を行い、過度の格差が生じないように配慮している。 
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2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめとす

る教員の資質・能力向上への取組み 

2-8-②(ⅰ) 教員の採用及び昇任 

教員の採用及び昇任に関する事項は、学則第7条2項【資料2-8-4】及び「純真学園大学教

育職員選考規程」第5条【資料2-8-5】によって教育職員選考委員会の役割であることを規

定している。本学の教員採用・昇任の方針は、「純真学園大学教育職員選考委員会規程」

【資料2-8-6】及び「教育職員（教員）の昇任における申し合わせ事項」【資料2-8-7】に

よって示している。原則的に、大学設置基準に定める条件を満たし、かつ、本学の教育の

理念を理解し、人格及び学識に優れ、研究、教育上の能力と熱意が認められる人材を求め、

「資格・能力」「教育歴・研究歴」「研究業績」「社会活動」について審査・選考すると

している。具体的な採用と昇任についての手順は、まず、学科長等から当該所属内で退職

等による欠員が生じる場合やカリキュラム変更による増員の必要が生じた場合、新規採用

や内部昇任について、文書によって副学長へ申し出る。副学長は学長及び理事長へ説明、

確認をした後、採用においては、委員長（副学長）は選考委員会を招集し、規定に従って

公募内容を審議し、選考委員を決定する。公募期限後、書類審査による一次選考を経て、

二次選考では、選考委員による面接を行う。最終的には選考委員会のメンバー全員で無記

名投票（審査結果）を行い、結果について集計した後、選考委員会で結果について審議に

より公平に決定する。この結果は学長へ報告され、理事会・理事長に報告後、最終的に理

事長が任命する。 

本学教員の昇任は、毎年、定例的な昇格の審査による。純真学園大学では全ての教員に

ついて毎年度、教育、研究、学内・社会貢献等の教育研究活動実績報告の自己申告を求め、

副学長、学長で査定をしている。学内で昇任者に相当する該当者があるかについて、毎年、

学科長等が規程に従って書面によって申し出る。該当者があった場合には、教育職員選考

委員会は、上述の規程を勘案し、教員配置のバランスに配慮して決定する。 

また、本学は開学時より、専任教員について任期制を採用している。任期制については、

「純真学園大学教育職員の任期制に関する規程」【資料 2-8-8】及び「純真学園大学 任期

を定めた教育職員の任用に関する細則」【資料 2-8-9】に基づき運用している。 

その他、本学には以下のような教員を置くことができる。これらの教員の選考は関連す

る規程に基づき行っている。 

 

・客員教授、客員准教授及び客員研究員【資料2-8-10 純真学園大学客員教授等に関す 

る規程】 

・特別任用教員【資料2-8-11 純真学園大学特別任用教員規程】 

・非常勤講師【資料2-8-12 純真学園大学非常勤講師に関する規程】 

 

名誉教授については、新しい大学のため現時点で規程はないが、今後検討する計画であ

る。 

 

2-8-②(ⅱ) 教員の資質・能力向上への取組み 1（教員評価体制） 

本学の教員評価体制は、純真学園大学の使命や目的の実現に、職位や所属学科等の一員
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として、ふさわしい貢献ができる人材を育成し、資質と士気の向上を図ることを目的とし

ている。そのために教員個人の意欲・能力・成果を評価し、処遇に適正に反映させること

を目指し、毎年、研究実績報告書【資料2-8-13】及び教育・研究活動等記録一覧表【資料

2-8-14】の提出を求めている。この内容は年間の教育、研究、社会活動等全ての実績を記

載し、それぞれ点数による算出ができるシステムになっている。教員は自らの年間活動を

振り返りながら次年度の目標を立てることが可能である。教員評価制度は、法令で定めら

れた認証評価の要請するところでもあり、教育の質を保証する基盤となる教員の資質・能

力の向上を目指す制度上の工夫が各大学に求められているが、本学では、大学の進むべき

方向について教員全体のベクトルを合わせるために、以下の視点から評定制度を構築して

いる。 

 

(a) 教員の職務の位置付け 

教員は、「大学の目的」「基本理念」の実現のため、学生の質及び自らの向上を目指し

た教育研究を実践し、大学教育における適正な運営と厳正な成績管理を遂行し、学生にデ

ィプロマポリシーに沿った能力を育成する義務がある。この点について具体的には、以下

に示す内容を実践する。 

（1）学生に一定の質を担保する教育実践 

（2）大学運営のために教員が構成員として果たすべき業務 

（3）高等教育実践者として、研究者・高度専門職者としての業務 

更に具体的には以下の4点を評価基準とする。 

①教育（大学教育職としての妥当な業務の達成） 

②研究（学術分野の専門家として妥当な業務） 

③学内運営（本学の教育職として各組織体を通じた業務） 

④社会貢献（教育職としての社会貢献） 

 

(b)  評定について 

評定は「教育」と「学内業務」に関して行うが、前述したように本学独自の年間教育研

究活動実績と学生による授業評価を参考に評定される。教育・研究活動等記録一覧表は当

該年度 1 年間について記載するが、評定の参考となるデータを数値として可視化する仕組

みとしている。第一次評定者は所属長であるが、大学教員の業務内容は全学規模の会議等

を含め多岐にわたり、所属長が全てを把握できる状況にはない。そこで、職位やキャリア

に応じた業務分担を前提に、一定程度の目安となる可視化されたデータ（ポイント）を参

考にして評定する。ポイントは単に多ければよいということではなく、全学的視点から業

務分担にフィードバックされるべきものと位置付けている。カテゴリ・ポイント制は評定

の公正に資すると考えられる。 

 

(c) 評定結果の活用 

個々の教員は自己評定によって、本学の「使命・目的の実現に、職位に応じて、また所

属学科等の一員として、ふさわしい貢献」ができているかどうか、自己点検・評価の機会

とする。自己評定を基に、所属長による 1 次評定（学科長の評定は副学長）、副学長によ
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る 2 次評定（副学長の評定は学長）、学長による 3 次評定（学長の評定は理事長）が行わ

れる。こうして、自己評定結果を大学の目的実現のためのモチベーションへと繋いでい

る。 

 

2-8-②(ⅲ) 教員の資質・能力向上への取組み 2（FD 活動） 

教員の資質向上、教育指導方法の検討・改善を図るため、開学時より FD 委員会を設置

し、授業評価アンケートの実施、FD 研修会の企画・運営・評価、事業計画に基づく学外

研修への参加状況の把握等を行っている【資料 2-8-15 純真学園大学 FD 委員会規程】。

FD 委員会は委員長（1 人）、各学科選出の委員（4 人）と、事務局から学生センター長及

び庶務課も加わって構成されており、全学的な体制となっている。FD 委員会の活動内容

については、大学ホームページの新着情報に「教職員の取組み【平成 27 年度 FD/SD 研修

会】」【資料 2-8-16】として掲載したほか、広報誌『純真の翼』【資料 2-8-17】でも周知を

図っている。 

 

(a) 授業評価アンケートの実施 

科目ごとに実施された授業評価アンケート結果は、各科目担当者へフィードバックされ、

次期セメスターからの授業構築に反映される。また、平成 26(2014)年度からは、専任教

員から FD 委員会へ、アンケート結果に対する教員からの意見・感想、実施した授業の自

己評価内容、授業に対する改善点をまとめた「教員授業評価報告書」【資料 2-8-18】を提

出することとしており、教員自身のリフレクションの機会となっている。また、授業評価

アンケート結果をもとに選出されるベストレクチャー賞の表彰、受賞者による公開講義は、

授業デザインへの参考となり、新しい授業内容・方法へとつながっている。 

 

(b) FD 研修会の実施（学内） 

建学の精神である「気品・知性・奉仕」を兼ね備えた人材育成のために、教員の教育・

研究能力の向上や事務職員を含めた管理運営や教育・研究支援の充実を図ることを目的に

FD・SD(Staff Development)活動を実施している。教員を対象とした講演会・研修会とし

て、①教育活動能力向上にむけた内容、②研究能力向上にむけた内容の企画・運営、③大

学運営・組織構築に関する内容を FD 委員会が企画し、運営している【資料 2-8-19 平成

27 年度 FD 研修会開催状況】。 

また出張等の業務のため FD 研修会に参加できなかった教職員については、研修会の様

子を収録した DVD を視聴することによって情報の共有ができるようにしている。 

FD 研修会実施後には内容に関する意見・感想等をアンケートにより収集しており、そ

の結果は教授会で報告することにより、研修で得た知識・情報の定着を図り、人材育成の

ための学内環境の醸成を図っている【資料 2-8-20 平成 27 年度 FD 委員会年間目標なら

びに総括・評価】【資料 2-8-21 FD 研修会アンケート結果】。 

また、平成 27(2015)年度は FD 委員会主催の研修会とは別に以下の研修会を実施し、教

員・事務職員の能力向上の機会としている（表 2-19）。 
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表 2-19 その他の研修会 

実施日 テーマ 講師 対象者 

平成 27 年 

6 月 27 日 

純真学園大学・純真短期大学

コンプライアンス研修 

三宮 紀彦（公認会

計士・税理士） 
大学及び短大の教職員 

 

(c) 学外での研修 

教員の資質・能力向上への取組みは、個人レベルでの研修活動にとどまらず、大学組織

全体の質向上のために、各委員会が学外研修参加のための予算措置をはかり、教職員の参

加を支援している。公的資金による研究会、研修会への参加後には、出張報告書の提出を

義務づけており、またその際に得られた情報は、FD/SD 研修会や学部運営会議等の機会に

フィードバックしている【資料 2-8-22 2015 年度第 21 回 FD フォーラム参加報告書】。 

また、臨床経験の少ない教員、教育経験の少ない教員に対しては、研究日出張制度を設

け、各自の課題解決のための学外研修の機会を与えている。 

 

(d) その他 

本学の特色の1つである IPEは、高度化・専門化が進む現在の医療現場で求められてい

るチーム医療に対応する能力を育成する本学独自の全学科合同・横断的カリキュラムであ

る。カリキュラム運営には 4 学科それぞれに所属する専任教員が携わっている。IPEは学

生のみならず、教員が他職種の活動内容や他学科の教育方法・内容の特徴を知る機会とも

なっていることから、IPE に関する授業は全教員に公開しており、新たな教授法や指導技

術を構築する貴重な時間となっている。 

 

2-8-②(iv) 教員の資質・能力向上への取組み 3（研究支援） 

(a) 基盤的な額及び運用 

本学では、基盤（経常）的研究資金（以下「個人研究費」とする。）と競争的研究資金で

構成される二つの研究費のシステムによって研究費を実質的に運用している【資料 2-8-23 

純真学園大学 研究費助成に関する規程】。個人研究費は教授、准教授、講師、助教につ

いては一律 30 万円、助手については 15 万円を配分している。 

 

(b) 学内の競争的研究助成の制度化の状況とその運用 

学内での競争的研究助成の制度として、優秀個人研究費2件（1件につき最高50万円）及

び共同研究費1件（最高200万円）の制度を設け、専任教員が毎年7月末までに二つの研究

費獲得に向け特定の研究テーマで申請し、審査、採択を通じて配分される研究費（以下「学

内研究費」という。）を運用している。この学内研究費は研究費の効果的な配分を目的と

し、申請のあった研究内容を学長、副学長が主体となり審査・採択している。  

学内研究費は採択された翌年の4月から使用が可能で、研究が終了した次の年度6月に研

究結果報告会を開催し、教員全員の前で報告発表することとしている。更に当該分野の学

会発表や学術雑誌投稿等を通じて学内外へ公表することとしている。  

またこれとは別に、半期ごとに行われる授業評価アンケートを基に、学生からの授業評

価の高い上位教員3人（年間計6人）に対し、各30万円の教育研究費の配分を行っている。
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この実施にあたり、平成24(2012)年度より「教育助成に関する規程」【資料2-8-24】を施

行している。 

競争的研究資金は申請や審査を通じて支給されるため、申請による研究費の配分は研究

領域の異なりを反映することができ、公正な審査を経ることで相対的に多額の研究費を得

る分野が生ずることに合理性を与えている。 

 

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備 

 教養教育の責任体制を明確にし、また円滑な運営を行うために、本学では教務部長を中

心に教務委員会と事務局教務係が連携する体制をとっている。教務委員会は、教養教育科

目、共通専門科目及び共通教育科目に関する年間実施計画（年間予定表、授業時間割、非

常勤講師の任用計画、クラス編成、教室の割り振り等）の策定や学科間の連絡調整等につ

いて、各学科や教職員の協力を得ながら必要な事項を検討し、教授会での審議と学長の承

認を得て実施している。 

 教養教育科目のうち区分「科学リテラシー」においては、開講している 7 科目中 6 科目

を本学の専任教員が担当している。この区分の各科目は各学科における専門教育科目の修

得に必要な、基礎的な内容を扱っていることから、本学の専任教員が科目責任教員となる

ことで基礎教育の確実性を担保するとともに、高校までの教育内容と大学における専門教

育をつなげる役割を果たしている。区分「人間と社会の理解」及び「外国語」に配置され

ている各科目では科目責任教員として非常勤講師（併設している短期大学の教員も含む）

が多数を占めているため、連絡調整のために教務係及び非常勤講師室専属事務員が共に対

応している。 

 

（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画） 

教員の構成及び人数については、大学設置基準等の関係法令を遵守しつつ、年次ごとの

要請に対応して適正な整備に努めていく。 

教員の活動評価制度については、毎年教員の教育・研究実績の報告を求め、教育、研究、

学内運営、社会貢献の項目において客観性を取り入れて評価する体制を整備しているが、

更なる改善を図る計画である。 

研究活動においては、学内研究助成の充実と研究環境の整備を図り、研究活動のさらな

る活発化を図ることによって教員全員が科学研究費等の外部資金の獲得に繋げていく。 

教養教育については、教務委員会と各学科が連携して実施する体制を担保していく。 

 

 

2－9 教育環境の整備 

≪2－9 の視点≫ 

2-9-① 

2-9-② 

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

授業を行う学生数の適切な管理 

（1）2－9 の自己判定 

基準項目 2－9 を満たしている。 
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（2）2－9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

2-9-① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

2-9-①(ⅰ) 教育環境の整備 

(a) 校地 

本学は、福岡県福岡市南区筑紫丘（最寄り駅：西鉄大橋駅）の住宅街に囲まれた小高い

丘の上にあり、市街地の喧騒から隔てられている。そのため、落ち着いて学ぶことができ

る立地環境にあるといえ

る。 

福岡市中心の天神地区

から西鉄電車で約5分の

大変交通アクセスが良い

地区に立地しており、現

在、校地等の面積は

37,342.0㎡（校舎敷地：

17,140.0㎡、運動場用

地：12,509.8㎡、その他：

7,692.2㎡）を有し、教育

にふさわしい環境を整備

している。 

キャンパス内には、多

くの樹木が植えられてい

る。平成16(2004)年に中

庭を整備して花壇を設け、

ベンチを配置したことに

より、都心では親しむこ

とが少なくなった鳥や草

花に触れることができる

ため、学生の憩いの場と

なるばかりでなく、休日

には地域の家族連れも散

歩に訪れている。 現在、

校舎周辺では四季折々の

草花を増やすキャンパス美化作業が継続して進められている。 

運動場（用地：12,509.8㎡）については、キャンパスから徒歩約5分の位置にテニスコー

ト（2面）を設けているほか、キャンパスからバスで15分の場所にある福岡県筑紫郡那珂

川町に整備している。 

 

 (b) 校舎・設備 

校地には、講義室及び教員研究室を有する 1 号館や看護学科及び放射線技術科学科の実

習棟である 2 号館、検査科学科の実習棟である 3 号館、医療工学科の実習棟である 4 号館、

図 2-2 大学周辺図 



純真学園大学 

66 

また、純真短期大学と共用する図書館や管理部門、教員研究室等を含む本館等、あわせて

29,656.5 ㎡の建物を有する。このほか、体育館や食堂等を整備している【資料 2-9-1 キ

ャンパスマップ】【資料 2-9-2 学生便覧 pp.80-83（見取図）】。 

1 号館講義棟には、保健医療学部の入学定員 240 人（看護学科 80 人、放射線技術科学

科 60 人、検査科学科 60 人、医療工学科 40 人）を収容可能な大講義室（252.0 ㎡）を整

備しており、全学共通である教養教育科目や共通専門科目等に対応しているほか、2 号館、

3号館、4号館も含め、各学科の科目展開に必要な規模の教室やPC実習室を整備している。

なお 1 号館については、旧耐震基準に基づく建造物であったことから、平成 26(2014)年度

に大規模な耐震補強工事を実施済である。 

校地・校舎・施設設備に関する大学設置基準と本学の現状との対比は表 2-20 に示すとお

りである【資料 2-9-3 校地、校舎等の面積】。大学が立地する筑紫丘キャンパスの校地面

積は 37,342.0 ㎡（うち本学専用面積 25,878.8 ㎡）であり、校舎面積は、36,100.3 ㎡（う

ち本学専用面積 19,728.5 ㎡）である。いずれも本学専用面積だけで大学設置基準に定めら

れた面積を上回っており、基準を満たしている。 

 

表 2-20 校地・校舎面積の大学設置基準との比較 

 本学の専用面積 大学設置基準上の必要面積 

校地面積 25,878.8 ㎡ 9,600 ㎡ 

校舎面積 19,728.5 ㎡ 12,230.2 ㎡ 

 

専任教員には、学生への教育・指導を円滑に行うため、個室の研究室（平均 18.8 ㎡）を

確保している。また、助手には共同の研究室（27.0 ㎡以上）を複数整備している。更に、

教員間のコミュニケーションを円滑にするとともに、教育の活性化を図る目的で、各学科

の専用ミーティング室を設けている。 

 

 (c) 学生寮 

本学園には、敷地内に女子学生専用の「筑紫丘寮」が、また大学より徒歩 2 分の場所に

男子学生専用の「向野寮」があり、それぞれを本学学生及び併設の純真短期大学の学生が

利用している【資料 2-9-4 2016 大学案内 p.19】。 

 筑紫丘寮は鉄筋コンクリート造 4 階建ての建物で、全室個室となっている。寮全体の定

員は 107 人だが、そのうち 30 人分を本学学生用に割り当てている。個室の室内にはクロ

ーゼット・ユニットバス・エアコン・ミニ冷蔵庫・IH コンロを備えており、また共用施設

には乾燥機やパソコンルーム等を備えている。防犯面では 1 階玄関をオートロックとして

おり、また 24 時間監視カメラを稼動させている。 

 向野寮は鉄筋コンクリート 5 階建ての建物で、「筑紫丘寮」と同様に全室個室となって

いる。定員は本学学生及び短期大学学生を合わせて 53 人となっている。個室の室内には

ユニットバス・エアコン・電気温水器を備えているほか、共用施設として洗濯機・乾燥機・

自炊用キッチン及び談話室を備えている。防犯面では 1 階玄関をオートロックとしている。 

 なお、いずれの寮も入寮期間は原則として 2 年間となっている。 

 寮の管理については民間業者に委託しており、寮監を 1 人ずつ各寮に常駐させている。
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また学生の寮生活を把握するため、寮監には日報を提出させており、寮内での生活指導や

トラブル対応については、学生委員会と事務局学生係が連携して対応にあたっている。 

 

(d) 図書館 

純真学園本館の地下 1 階に位置する純真学園図書館は、本学と純真短期大学の共用施設

であり、面積は 1,610.4 ㎡である。なお、平成 25(2013)年度までは 1 号館に隣接する学修

支援分室（面積 1,090.2 ㎡）を設けていたが、施設管理上の都合により平成 26(2014)年度

より学生への開放を取りやめている。 

 総蔵書数は 60,079 冊で、このうち大学分は 27,326 冊（和書 24,479 冊、洋書 2,847 冊）

である。この他に視聴覚資料 1,504 点、雑誌 168 種類（和雑誌 91、洋雑誌 77）を大学分

として所蔵している。データベースは 6 種類、電子ジャーナルは 6 種契約している。 

上記の資料については、医療系大学の教育及び研究活動に資する事を念頭に、学科選定

資料やシラバス掲載の教科書・参考書、自習用リクエスト図書等を購入し、充実を図って

いる。 

館内には、閲覧室、自習室のほか、OPAC（蔵書検索システム）専用 PC（1 台）、契約

データベース閲覧等に供する情報検索用 PC（10 台）、視聴覚資料閲覧スペース（2 ブース、

DVD・VHS デッキ各 1 台設置）、CD プレイヤー視聴コーナー（2 ヶ所）、文献複写用コピ

ー機（1 台）、ミーティングルーム（2 室）を配置している。 

なお、館内座席は 246 席設けているが、定期試験前や学外実習帰校日、国家試験前には

満席になるため、一部の教室を学生自習室として開放することで対応している。 

運営スタッフは館長のほか、司書 2 人と 3 人の職員を配置している。 

図書館運営についての審議及び連絡調整を行う機関として、館長が委員長を兼ねる図書

館運営委員会が設けられている【資料 2-9-5 図書館運営委員会規程】。 

 図書館は原則として平日及び土曜日に開館しており、祝日については授業日であれば開

館している。平成 27(2015)年度の開館日数は 269 日だった。開館時間は規程上、平日 9

時から 20 時、土曜は 9 時から 17 時であるが、学生の要望を受け、平成 26(2014)年 8 月

より平日の 1 時間延長開館を実施している。 

平成 27(2015)年度の入館者総数は 56,531 人で、1 日あたり平均で約 210 人が利用して

いる。その約 77％が大学生の利用である。利用月別では、定期試験が始まる 7 月と 1 月の

入館者が多く、年間入館者総数の 30％弱を占める。大学生への年間貸出冊数は平成

27(2015)年度実績で 11,673 冊となっており、これを大学生（平成 27(2015)年 5 月 1 日現

在の在籍者 1,094 人）1 人あたりの年間貸出冊数に換算すると約 10.7 冊となる【資料 2-9-6 

平成 27 年度図書館運営状況】。 

 学外者の利用については、大学としての歴史が浅く蔵書数がまだ少ない事から、病院職

員（臨地実習指導者）等への閲覧・複写サービスのみ行っている。ただし、地域貢献の一

環として、夏休み期間中、近隣の中学生・高校生へ図書館を無料開放している。 

図書のデータは OPAC にて公開しており、本学所蔵データを国立情報学研究所の目録所

在サービス（NACSIS-CAT）に登録することにより、国内の大学図書館等との間で学術情

報の有効利用を図っている。 

また、未所蔵資料については NACSIS-ILL 等他機関との連携により、利用者のニーズに
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応えている。 

 図書館の情報（開館日、Library Letter（図書館だより）、利用案内等）は大学ホームペ

ージを介して、学内外に公開している。また紀要『純真学園大学雑誌』の抄録を、平成

27(2015)年 3 月より医中誌 Web を通じて公開している。 

 

 

 

 

2-9-①(ⅱ) 運営と管理 

1 号館（講義棟）6～9 階、2 号館 1 階の各教室（講義室）については教務係が管理し、

学生数や講義形態等に応じた割り振りを行っている。また教室内のプロジェクターや PC

等の機器については、教務係が庶務課（情報管理担当）とも連携しながら管理を行ってい

る。また、各学科で使用する実習室については各学科が管理している。 

情報教育に関する PC 設備は 1 号館 2 階、3 階及び 5 階にあるが、講義以外の自習やサ

ークル活動にも幅広く活用されている（表 2-21）。 

各パソコン実習室共通で Windows 7 Professional、Microsoft Office professional 2010、

トレンドマイクロ ウイルスバスター コーポレートエディションを導入している。また、

Microsoft ActiveDirectoryにてユーザー管理を行っており、各パソコン、環境復元ソフト

を導入し、管理及びセキュリティ対策に利用している。 

 

図 2-3 純真学園図書館平面図 
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表 2-21 学内の PC 設備 

設置場所 教室名称 
クライアント 

端末台数 
管理部署 

1 号館 5 階 PC 実習室 1 80 台 
庶務課 

（情報管理担当） 
1 号館 5 階 PC 実習室 2 40 台 

1 号館 2 階 PC 実習室 3 68 台 

1 号館 3 階 
放射線技術科学科 

パソコン実習室 
66 台 放射線技術科学科 

 

学生の憩いの場としては、1 号館 4 階の売店前に学生談話室を設けているほか、同フロ

アに学生ホールを設置している。学内レストラン（短大棟地下 1 階、1 階、2 階：計 750

人収容）もまた、アメニティの高さから、食事時間帯以外は学生の自習室としても利用さ

れている。以上のように、学生が自由に利用できる設備と空間を複数用意している。レス

トランの営業時間は 11 時～15 時及び 17 時～20 時までとしている。 

本館6階にある純真ホール（1,202人収容）は授業で利用するほか、入学式、学位授与式

（卒業式）、各種説明会、課外活動、地域社会への開放等、広く活用されている。また、

その他の大学の教室や施設も要望により地域貢献活動等の一環として外部に開放してい

る。 

外部への施設開放については、「学校法人純真学園施設利用料金表」【資料2-9-7】に従

って、本学の教育研究目的の達成に関与すること、営利目的の会合でないことを条件に貸

し出し、大いに活用されている。なお、本学関係者から施設利用について要請があった場

合は、原則として無償で貸し出している。 

施設設備の破損や不具合については、法人事務局（財務課管財係）が修繕等の機能性の

保持に必要な措置を速やかに講じている。また、管財係は消防設備や電気設備等の保守点

検を担当し、専門の業者に委託して定期的に行っている。施設設備のメンテナンスについ

ては、建築、付帯設備、空調、電気、給排水等の項目に関して対応し、安全、かつ十分な

機能を保持している。 

また、防災計画に基づき、各講義室や演習室等のほか、事務関係施設においてもそれぞ

れ火元責任者が定められている。年度ごとに、学生及び教職員を対象に構内火災発生ある

いは地震を想定した避難訓練を実施している【資料 2-9-8 純真学園大学防災避難訓練】。 

教職員、学生とも、西鉄大橋駅周辺の清掃ボランティアや周辺環境も含めた清潔なキャ

ンパス維持への意識を高めている。保健医療系大学にふさわしい清潔さの維持を心がけ、

学内の清掃については専門業者に外部委託している。 

学生寮の運営管理については外部業者へ 24 時間体制で委託し、生活指導については学

生係と管財係とが連携し指導にあたっている。セキュリティは、筑紫丘寮・向野寮とも 1

階玄関にオートロックシステムを備え、また筑紫丘寮についてはカメラ監視装置を設置す

るなど万全を期している。 

 

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理 
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 原則として講義科目については 1 科目につき 1 開講としているが、一部の教養教育科目

においては 2 開講とした上で学科ごとに履修可能な時限を指定することにより、履修者の

分散とクラスサイズの調整を図っている。また、演習・実験・実習科目においては、特に

学科専門科目においてクラス分割の実施や担当教員を複数配置している。 

 

（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画） 

施設設備の維持管理については、学生規模の増加に伴い大学敷地が手狭になってきてい

る現状から、将来的なキャンパス拡大に向けて検討していく。 

図書館は、学生数の増加に伴い、今後も空間利用を更に工夫していく。本学の貸出しの

多さや実習先等学外からの利用に供するよう、電子ジャーナルや電子ブック等と合わせカ

スタマイズし、その新機能を使いこなすための新たな利用者教育を考えていく。図書館シ

ステムの更新も準備している。また紀要本文の公開については、今年度中に機関リポジト

リでの公開を実施する予定である。 

履修者数の管理については、教養教育科目及び共通教育科目（新教育課程）、共通専門科

目（旧教育課程）の一部において履修者数が 200 人を越えている授業が生じているが、該

当科目については授業の性質と教育効果を考慮しながら、受講者全員を収容可能な施設で

の開講やクラス分割による履修者数の管理を実施している。今後も授業の性質と教育効果

を考慮しながら対策を講じていく。 

 

 

［基準 2 の自己評価］ 

 本学の教育課程は本学の使命・目的及び学部・学科の教育研究上の目的に沿って編成さ

れており、その実施については、教員研究組織、学生支援、教員配置、教員資質の確保・

向上等の面から適切に行われている。また学生の受入れについても、アドミッションポリ

シーに基づいた募集を行い、おおむね適正な学生数の受入れを行っている。 

 学生に対する学修支援体制については、学年担任及び SG 教員による支援体制を整備し

ている。さらに、カウンセラーの配置や進路支援体制とも併せて大学生活全般に関する支

援を行うことができるようにしている。 

学生の意見汲み上げについては、オフィスアワーや毎学期終了時に実施している授業評

価アンケート、学年担任や SG 教員による相談支援体制等の手段が機能しており、学長・

副学長と学生代表者との意見交換会についても定例開催を続けていく。 

 学生の学修環境を保障し、学生生活における安心と安全を確保するために、各学科（学

年担任、SG 担任）及び関係する各委員会、事務局各部門（教務、学生、進路対策等）に

よって多面的な支援体制を構築している。また支援の実施にあたっては、本学のような小

規模大学は学生と教職員の距離が近く、その分だけ支援が行き届きやすいという利点を有

している。よって、こうした利点を生かしつつ、一層の支援体制の改善・向上を図ること

により、学生の進路実現に向けた歩みを支援していく。 
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基準 3．経営・管理と財務 

3－1 経営の規律と誠実性 

≪3－1 の視点≫ 

3-1-① 

3-1-② 

3-1-③ 

 

3-1-④ 

3-1-⑤ 

経営の規律と誠実性の維持の表明 

使命・目的の実現への継続的努力 

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守 

環境保全、人権、安全への配慮 

教育情報・財務情報の公表 

（1）3－1 の自己判定 

基準項目 3－1 を満たしている。 

 

（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明 

「学校法人純真学園 寄附行為」第 3 条【資料 3-1-1】において、法人の目的を「この

法人は、教育基本法及び学校教育法に従って学校教育を行い、人間及びその社会をより良

い方向に変革しうる人材の育成を目的とする。」として明確に定めている。本学園の経営は

教育基本法及び学校教育法を遵守し、同法の趣旨に従って堅実に運営されている。また、

本学の建学の精神である学園訓「気品・知性・奉仕」を尊重することにより、私立大学と

しての自主性を確立するとともに、教育機関に求められる公共性を高めるための組織体制

や諸規程を構築して、高等教育機関として社会の要請に応え得る経営を行っている。 

また、経営の規律及び誠実性を担保するため、「学校法人純真学園 就業規則」第 32 条、

第 39 条【資料 3-1-2】において職員の服務心得及び禁止・制限事項を定めているほか、公

益通報や競争的資金の取扱いに関する規程等を整備し、関係法令とともに遵守している【資

料 3-1-3 学校法人純真学園 公益通報規程】【資料 3-1-4 純真学園大学 競争的資金等

の取扱い規程】。 

 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

学校法人純真学園寄附行為に規定された最高意思決定機関として「理事会」を設置し、

またその諮問機関として「評議員会」を設置している。理事会のもとに管理運営に必要な

機関として法人事務局の中に総務課、財務課を置いて、目的達成のための運営体制を整え

ている。 

これらの管理組織は教育組織及び大学事務局と連携して本学園の将来へ向けた中長期計

画を策定するとともに、中長期計画に基づく具体的な単年度ごとの事業計画を策定してい

る。これらの計画を基にして将来に向けた目的実現への努力と単年度ごとの業務を着実に

遂行している。 

管理運営体制は図 3-1 で示すとおりである。 
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総務係
人事係
厚生係

経理係
管財係

　 （情報管理担当）

教務係
入試広報係

学生係
就職係

保健室
カウンセリング室

（情報管理担当）

教務係
入試広報係

学生係

就職係

保健室
カウンセリング室

教務係
実習指導室
入試広報係

学生係
進路支援室

図書館

普通科係
看護専攻科係

大学庶務課

総務課

法人事務局

財務課

学生センター

Ｉ　Ｒ 室

学科事務室

看護学科
評議員会

教授会

理事会 純真学園大学 保健医療学部

検査科学科

監事
医療工学科

純真短期大学 教授会

こども学科

図書館

短大庶務課

短期大学事務局

学生センター

埼玉純真
短期大学事務局

教学部門

埼玉純真短期大学 教授会 こども学科

大学事務局 健康管理センター

健康管理センター

運営部門 庶務係

Ｉ　Ｒ 室

学科事務室

食物栄養学科

放射線技術科学科

高校事務室

普通科

純真高等学校

看護科

 

図 3-1 学校法人純真学園 組織図 
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3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守 

本学園の寄附行為や本学の学則及び諸規程は、学校教育法、私立学校法、大学設置基準

等に従って作成され、教職員はこれらの規程や法律を遵守している【資料 3-1-5 大学の

運営及び質保証に関する法令等の遵守状況】。各法令が定める届出事項も正確かつ、遅滞

なく行われ、大学の設置、運営は法令順守のもとに円滑に行われている。 

平成 26(2014)年度には、学校教育法 92 条及び 93 条が一部法改正され、学長の権限が強

化され教授会は学長の諮問機関となり、従前にも増して学内の内部統制、ガバナンスの強

化が一層求められるようになった。この対応として、学長を補佐する体制強化のため、平

成 27(2015)年度より副学長を置くこととし、関係規程の整備及び一部改正を行った【資料

3-1-6 副学長選任規程】。 

 

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

(a) 環境保全への配慮 

キャンパス環境の整備については、キャンパス内各所に花や植物を植えるなど美化に努

めている。環境整備にあたっては近隣のシルバー人材センターと契約しており、校内の定

期的な清掃は高い頻度で実施され、敷地内の樹木の手入れや除草作業も定期的に行われて

いる。また、学生の自主的な活動として、ガーデニングサークルによる花の栽培等も行わ

れている。 

省エネルギー対策としては、学園全体の取組みとしてクールビズ（夏季）及びウォーム

ビズ（冬季）を導入し、節電協力の掲示等を各所に貼付して省エネ意識を喚起している。

また、大学開学前の平成 21(2009)年度より法人として電力使用量を監視するためのシステ

ム「ECO ねっとシステム」を導入しており、特に電力使用量の大きい純真学園本館と 1

号館を 24時間体制で監視している。電力使用量が設定値を超えた場合は警報が鳴るため、

過剰な電力の使用を抑制するとともに、日ごろから教職員の節電への意識醸成につながっ

ている。 

純真学園本館及び 3 号館については、新築当初より雨水を利用した中水（再生水）シス

テムを導入し、トイレの排水に利用している。 

本学の教育研究活動によって生じる廃棄物（生活系廃棄物、実験系廃棄物、医療系廃棄

物）の処理については、「純真学園大学 排出水および廃棄物管理規程」【資料 3-1-7】

及び関連法令に基づき適切に処理している。 

教職員、学生とも、保健医療系大学にふさわしい清潔さの維持を心がけ、西鉄大橋駅の

清掃ボランティアや周辺環境も含めた清潔なキャンパス維持を心掛けている。学内の建物

内に関する清掃については専門業者に外部委託している。 

 

(b) 人権についての配慮 

基本的人権の尊重に則り、以下の配慮を行っている。 

各種ハラスメントについては「学校法人純真学園 ハラスメント取扱規程」【資料 3-1-8】

に定め、ハラスメント防止並びにハラスメントが発生した場合の迅速な対応を行っている。

また、学生に対してハラスメント防止の周知を図るために、後援会とともに全学年に対し
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4 月のオリエンテーションで学生生活に関する小冊子「2016 年度版学生生活 GUIDE 知

っておきたいトラブル対策」（以下、「学生生活ガイド」とする。）【資料 3-1-9】を配布し

啓発を行うとともに、学生相談の窓口やカウンセリング室の案内【資料 3-1-10 カウンセ

リング室のご案内】を行い、防止に努めている。 

 個人情報の取り扱いについては、「学校法人純真学園 個人情報保護規則」【資料 3-1-11】

を定め、情報管理担当部署により、個人情報の適正な保護、管理、教育訓練、安全対策等

の措置を行っている。また、学生に対して「学生生活ガイド」の中にネットリテラシー・

防犯編を入れ、学生に起きやすい例を提示し、各学年担任及び SG 教員より指導を行って

いる。更に、臨地実習に伴う個人情報の取り扱いについては、各学科の実習要綱等で周知

指導を行っている【資料 3-1-12 臨地実習要綱（平成 28 年度、看護学科）pp.9-11、p.24】

【資料 3-1-13 臨床実習事前教育 医療分野における個人情報保護について（放射線技術

科学科）】【資料 3-1-14 検査科学科の教育課程を修める上で知りえた個人情報の守秘義務

について（説明書）】【資料 3-1-15 臨床実習の手引き（医療工学科）pp.3-4、p.14】。 

 

(c) 安全への配慮 

 本学は診療放射線技師の養成を行う放射線技術科学科を設置しているため、関係法令に

基づきエックス線装置並びに放射性同位元素の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射

線障害を防止し、教職員、学生及び大学周辺の環境や住民を含む公衆の安全を確保するこ

とを目的とした「純真学園大学 放射線障害予防規程」【資料 3-1-16】を制定するととも

に、放射線管理責任者を置いて放射線障害の防止に努めている。また、放射線安全管理業

務及び放射線障害防止に関する事項を取り扱う委員会として、放射線安全管理委員会を設

置している【資料 3-1-17 純真学園大学 放射線安全管理委員会規程】。 

 また、本学における遺伝子組換え実験に関する安全対策として「純真学園大学 遺伝子

組換え実験安全管理規程」【資料 3-1-18】を制定するとともに、安全主任者の任命や「純

真学園大学遺伝子組換え実験安全委員会」を設置して、環境保全や安全への配慮を行うと

ともに緊急時の対応も定めている。 

学内外に対する危機管理体制の整備については、平成 25(2013)年度に「純真学園大学 

危機管理対策委員会規程」【資料 3-1-19】を制定し、火災、地震等の災害時の危機管理体

制を整備している。また定期的な防災訓練を実施して、教職員及び学生等の安全確保を図

っている。このほか、教職員で構成する自衛消防組織によって日常の火災予防や災害時の

対応に当たることとなっており、夜間の警備については外部の警備会社に委託している。 

地震への対応については、毎年新入生に「大地震対応マニュアル」を配布している【資

料 3-1-20 大地震対応マニュアル（学生配布用）】。また、平成 26(2014)年度に 1 号館の耐

震補強工事を実施し、建物の安全性を高めている。加えて、平成 28(2016)年 4 月に熊本地

方で震度 7 を 2 回観測した「平成 28 年熊本地震」を受け、危機管理対策委員会が中心と

なって、本学で利用しているモバイル一斉連絡システム「呼び出し君」を用いた学生及び

教職員への安否確認テストを実施した。 

このほか、自動体外式除細動器(AED: Automated External Defibrillator) を表 3-1 のと

おり、キャンパス内に現在 20 台（うち大学の専用・共用施設内に 13 台）、学生と教職員

の動線を考慮して配置している。また万一の場合を想定して、教職員向けの心肺蘇生法や



純真学園大学 

75 

AED の使用方法の講習会を平成26(2014)年度に引き続いて平成27(2015)年度も実施した

【資料 3-1-21 平成 27 年度 AED 講習会 報告書】。 

社会情勢の変化によって危機管理のあり方も変化していることから、さまざまな状況に

迅速に対応できるように安全管理に対する施策を検討・実行し、学生が安心して教育を受

けられる環境保全の確保に努めている。 

 

表 3-1 AED 設置場所（大学専用・共用施設）        平成 28 年 5 月 1 日現在 

建物 設置場所 建物 設置場所 

1 号館 

講義棟 3 階体育館入口 
2 号館 

1 階エントランス 

講義棟 4 階エントランス 3 階エレベーターホール 

講義棟 5 階健康管理センター 3 号館 4 階エレベーターホール 

講義棟 6 階エレベーターホール 短大棟 2 階純真レストラン 

講義棟 8 階エレベーターホール 
純真学園 

本館 

1 階受付 

研究棟 4 階給湯室前 3 階エレベーターホール 

 5 階エレベーターホール 

 

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表 

「学校法人純真学園 情報公開規程」【資料3-1-22】に基づき、本学ホームページ等を

通じて公表している。この公表内容は、下記のとおり教育情報及び財務情報の項目を含ん

でいる。 

 

1. 大学の教育研究上の目的に関すること 

2. 教育研究上の基本組織に関すること 

3. 教員組織、教員数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

4. 入学者に関する受入方針および入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業ま

たは修了した者の数並びに進学者数及び就職者数 その他進学及び就職等の状況に関

すること 

5. 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 

6. 学修の成果に係る評価及び卒業または修了の認定にあたっての基準に関すること 

7. 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生教育研究環境に関すること 

8. 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用のこと 

9. 学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 

10. 教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関すること 

11. 財務情報 

12. 純真学園大学設置認可申請書、設置に係る設置計画履行状況報告書 

13. その他  

（1）教育研究上の情報（2）財務情報（3）研究における不正防止に関する取り組み 

14. 純真学園大学自己点検評価書 



純真学園大学 

76 

また、平成26(2014)年度より公開された日本私立学校振興・共済事業団が管理運営する

「大学ポートレート」（http://up-j.shigaku.go.jp/）システムに本学も参加し、下記のよう

な基本情報を公開している。 

1. 本学の特色 

2. 本学でのまなび 

3. 学生生活支援 

4. 進路・就職情報 

5. 様々な取組 

6. 学生情報 

7. 教員情報 

8. その他 

教育研究活動等の情報については、機関紙『純真の翼』等でも広く公開している【資料

3-1-23 『純真の翼』第 3 号】。 

また、紀要に関する情報公開の現状については次のとおりである。 

紀要雑誌については、国立情報学研究所の検索サイトCiNiiからの検索が可能であり、

「国立国会図書館サーチ」（ネットサイト）からの文献検索も可能である。 

 紀要雑誌は国の機関、大学、研究所等約 250 施設や本学入学者の出身高校、指定高校等

約 200 校へ発送している。 

 さらに情報公開の手段として、国立情報学研究所（NII）による共同リポジトリサービ

ス（JAIRO Cloud）を利用した機関リポジトリを、系列の純真短期大学と共同で平成

27(2015)年度末に設置した。 

 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

現在の管理運営体制を今後も維持しながらも、時代の要求、変化に合わせて適宜規程等

の見直し・整備を行い、内部統制の確立に努めコンプライアンスの組織風土を醸成する。

また、平成27(2015)年度に作成した純真学園大学5ヶ年計画（中長期計画）に沿って、年

度ごとに目標を明確にし、大学運営のさらなる向上を目指していく。 

平成 26(2014)年度に大学の学年進行が終了したことから、今後の大学規模の拡大、既存

建物の改修・改築等と学生への教育環境の改善、事務組織の一元化・簡素合理化等、今後

予想される改善方策と将来を見通した健全な財務管理等バランスが保てる将来計画に取組

む。 

「平成 28 年熊本地震」の発生を受け、危機管理対策委員会を中心に安否確認訓練など

を通じた学生及び教職員の安否確認の仕組みづくりや、地震発生時の対応に関するフロー

チャート等の作成を進めていく。 

 現在の管理運営体制を原則として今後も維持しながら、IR 室等の充実等により、本学に

関連する諸問題や社会情勢の変化に迅速に対応できるよう、今後とも積極的に取り組み、

本学の目的を達成していく。 

 

 

 



純真学園大学 

77 

3－2 理事会の機能 

≪3－2 の視点≫ 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

（1）3－2 の自己判定 

基準項目 3－2 を満たしている。 

 

（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性 

学校法人の最高意思決定機関である理事会を必要に応じて開催することとし、適切に運

営されている。理事会は、「学校法人純真学園 組織規程」第2条及び別表1の組織図にお

いて最高意思決定機関として位置付けられており、同規程第5条では「学園の業務執行に

関する基本方針および重要な業務執行を決定するため」に設置することが規定されている

【資料3-2-1 学校法人純真学園 組織規程】。 

理事の定数は寄附行為第5条において5人以上8人以内と規定されている。理事のうち1人

を理事長として、理事総数の過半数の議決により選任する。理事の選任は、寄附行為第6

条において、①この法人の設置する学校の学校長1人以上2人以内（1号理事）、②評議員

のうち評議員会において選任したもの2人以上3人以内（2号理事）、③学識経験者のうち

から理事会において選任したもの2人以上3人以内（3号理事）としている。平成28(2016)

年5月現在は、1号理事1人、2号理事2人、3号理事3人の計6人である。理事会開催にあたり

寄附行為第20条において、理事長は次の各号に掲げる事項についてはあらかじめ評議員会

の意見を聞くことと規定している。 

 

① 予算、借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び

基本財産の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 

② 事業計画 

③ 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 

④ 寄附行為の変更 

⑤ 合併 

⑥ 目的たる事業の成功の不能による解散 

⑦ 収益事業に関する重要事項 

⑧ 寄附金品の募集に関する事項 

⑨ その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

 

寄附行為第15条第9項により、理事会は理事総数の過半数の理事が出席しなければ、会

議を開き、議決することができないこととされている。理事会は平成27(2015)年度中に10

回開催されたが、出席状況は極めて高く、平成27 (2015)年度の実出席率平均は93.3％であ

る【資料3-2-2 理事会の開催状況】。 

  以上のように、寄附行為及び組織規程は適切に整備されており、理事会を必要に応じて

開催し、安定した業務執行が為されている。 
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（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

理事会は寄附行為に基づき適切に運営されており、理事の出席状況も良好である。今後

も大学を取り巻くめまぐるしい環境の変化に迅速に対応し得る体制の維持・発展を目指し、

継続的な検証と見直しを図っていく。 

 

 

3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

≪3－3 の視点≫ 

3-3-① 

3-3-② 

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

（1）3－3 の自己判定 

基準項目 3－3 を満たしている。 

 

（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性 

平成27(2015)年4月の学校教育法改正施行により教授会の役割及び学長の決定権が明確

化されたことを受けて、本学でも組織及び規程の見直しを実施した。この結果、平成

27(2015)年度から以下の変更が生じた。 

 

(1) 教授会が審議する事項を以下のとおり定めた。 

① 学生の入学、退学、休学、復学、卒業等に関する事項 

② 学位の授与に関する事項 

③ 教育課程に関する事項 

(2) 上記事項のほか、教授会は教育研究に関する事項について審議し、学長の求めに応

じ、意見を述べることができることとした。 

(3) 従来「学内諸規程、教育課程、予算の執行、教員の人事、その他本学の運営に関す

る重要事項」について教授会に代わり審議・議決できる機関として設置していた代

議員会を廃止した。 

(4) 従来、保健医療学部の組織運営に関する審議調整を行う機関として「学部運営会議」

を開催していたが、これに関する規程を整備し、構成員や役割を明確化した。 

(5) 従来設置していた保健医療学部の学部長職を廃止し、代わって学長を補佐し、学長

が定める校務をつかさどる「副学長」を設置した。 

(6) 以上の変更に伴い、学則及び関連諸規程の制定及び改廃を実施した。 

 

以上の変更により、学校教育法等の関連法令を遵守するとともに、副学長、教授会、学

部運営会議の権限及び役割を明確化し、学長を頂点とする大学の意思決定組織を整備した

【資料 3-3-1 純真学園大学組織図】。 

なお、平成 28(2016)年 5 月現在における教授会及び学部運営会議の役割と構成員は表

3-2 のとおりである【資料 3-3-2 教授会規程】【資料 3-3-3 学部運営会議規程】。 
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表 3-2 教授会及び学部運営会議の役割 

教
授
会 

役 割 「学生の入学、退学、休学、復学、卒業等に関する事項」「学位の授与に関す

る事項」「教育課程に関する事項」を審議する。また教育研究に関する事項に

ついて審議し、学長の求めに応じ、意見を述べることができる。 

構成員 学長、副学長、専任の教授、その他学長が認めた者（事務局よりオブザーバ

ーとして、事務局長、学生センター長、庶務課長代理が出席）。 

学
部
運
営
会
議
Ⅰ 

役 割 「学部運営に関する事項」「学科間での調整事項」「その他学科運営に関する

事項」に関する審議調整を行う。 

構成員 学長、副学長、各学科長、事務局長、学生センター長、その他学長が必要と

認めた者。 

学
部
運
営
会
議
Ⅱ 

役 割 「委員会の運営に関する事項」「委員会間での調整事項」「その他委員会の運

営に関する事項」に関する審議調整を行う。 

構成員 学長、副学長、各委員会の委員長、事務局長、学生センター長、その他学長

が必要と認めた者。 

 

また、学部運営会議Ⅱの下部に教育、研究、学生支援に関する事項を扱う各種委員会が

下部組織として設置されている。各種委員会は、規程で定められた所掌に基づき審議を行

い、原則として毎月 1 回開催される教授会にて活動内容を報告している。このことを通じ

て、教育、研究、学生支援に関する学長の意思決定に寄与する体制が構築されている。 

このほか、平成 27(2015)年 4 月より新たに学長が主宰する機関として将来計画協議会が

設置された。将来計画協議会は本学の①中期計画策定、②自己点検・評価、③IR、④教育

改革に関する事項を審議する機関であり、下部組織として中期計画策定委員会、自己点検・

評価委員会、IR 委員会、教育改革検討委員会を配している。また将来計画協議会の構成員

には、学長、副学長、事務局長、学生センター長、及び前述の下部組織の委員長が加わっ

ている【資料 3-3-4 将来計画協議会規程】。 

以上の各種機関・委員会等における会議は毎回議事録を作成し、学内の情報共有サイト

を通じて開示することにより、教職員の情報共有を図っている。 

一方、大学運営における学則等諸規程の制定・改廃、教員配置計画、収容定員の変更、

入試基本方針、予算計画等の最終判断は本学園の理事会によって行われている。この際、

①大学の設置目的に沿っているか、②大学の教育理念に沿っているか、③教育目的が実現

可能か、④経営面での健全性が確保されるか、の 4 つの観点から理事会で審議される。理

事会には大学代表者として学長が参画し、大学の教育目的遂行のために法人側との協議・

調整を担っている。なお、平成 28(2016)年 5 月現在は本学園の理事長が本学学長を兼任し

ており、法人側との調整がより可能となっている。 

更に、平成 27(2015)年度から IR に関する各種データを収集・分析する部署として、IR

室が設置された。従来学内の各部署に散在していた各種データを整理・統合・分析するこ

とを通じて、適正な大学改革を行うための学長の意思決定へ寄与する仕組みを構築してい
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る。 

 

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮 

学長は、「純真学園大学 学長選考規程」【資料 3-3-5】に基づき理事会に設置される「純

真学園大学学長候補者選考委員会」において選考された候補者の中から、理事会が選任し

ている。 

学長は、対外的には本学を代表している。また本学園の理事会においては、一方では大

学の代表者として大学において計画・立案・審議された事項を理事会に提出する立場であ

り、他方では法人の理事として本学園の意思決定に加わり法人の経営管理の責任を分担す

る立場でもある。このことによって、法人と大学の間で合意を形成する役割を果たしてい

る。 

学長は学内に対しては、法令、学則及び諸規程に基づいて、大学を代表して校務を掌り、

所属職員を統督している。また、学長は理事長との協議の上、理事会の議を経て副学長を

選任する【資料 3-3-6 副学長選任規程】ほか、副学長と協議の上で各学科長及び各種委

員会の長を選任している【資料 3-3-7 役職者等選任規程】。 

学長は教育研究に関する重要事項を審議する教授会の議長となるほか、以下の機関・委

員会については学長が自ら議長（委員長）としてリーダーシップを発揮している。 

 

表3-3 学長が議長である機関・委員会 

委員会等 根拠規程 

学部運営会議（Ⅰ・Ⅱ） 純真学園大学 学部運営会議規程 第4条【資料3-3-8】 

将来計画協議会 純真学園大学 将来計画協議会規程 第2条第2項【資料3-3-9】 

中期計画策定委員会 純真学園大学 中期計画策定委員会規程 第2条第2項 

【資料3-3-10】 

自己点検・評価委員会 純真学園大学 自己点検・評価委員会規程 第3条第2項 

【資料3-3-11】 

IR委員会 純真学園大学 IR委員会規程 第2条第2項【資料3-3-12】 

教育改革検討委員会 純真学園大学 教育改革検討委員会規程 第3条第2項 

【資料3-3-13】 

奨学生委員会 純真学園大学 福田昌子記念育英学生規程 第3条第2項 

【資料3-3-14】 

 

本学では、大学改革をはじめとするさまざまな課題に対応していく必要があることから、

学長がリーダーシップを発揮し、全学的な視点から効果的なガバナンス体制を構築できる

よう、平成 27(2015)年度から副学長を置いている。副学長は、学長の所掌事項が教学その

他の大学運営の多岐にわたることから、適切な意思決定ができるよう学長を補佐する役割

を担っている。 

 

（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 
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大学を取り巻く環境変化に迅速に対応できる体制、大学規模の拡大に対応できる体制を

整備する。また、IR 活動を通じた学内外の情報の収集・分析・提供により、学長のリーダ

ーシップが更に発揮できる仕組みを構築していく。 

 

 

3－4 コミュニケーションとガバナンス 

≪3－4 の視点≫ 

3-4-① 

 

3-4-② 

3-4-③ 

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化 

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

（1）3－4 の自己判定 

基準項目 3－4 を満たしている。 

 

（2）3－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションに よ

る意思決定の円滑化 

 学校法人の代表である理事長が大学学長を兼務し、経営管理部門と教学部門の調整を図

っている。経営管理部門の運営には、法人事務局に法人本部長を配し、理事長の支援体制

をとっている。また大学には、教学部門に副学長を置き、管理部門に事務局長を配して、

学長による管理運営を補佐している。副学長及び事務局長は学園の評議員であり、大学運

営について評議員会の席上で意見を述べる機会を有しており、法人の経営管理部門とのコ

ミュニケーションが取れている【資料3-4-1 評議員会構成員】。 

 さらに、法人及び各部門間は平成27(2015)年6月に第1回事務局長連絡会議を開催し、中

期計画の作成について協議を行い、各設置校ともに中期計画を策定し評議員会、理事会に

上程、承認を得た。平成28(2016)年2月からは、法人事務局と福岡地区の各設置校（本学、

純真短期大学、純真高等学校）の間で定期的に連絡会議を開催し、法人と各学校との情報

の交換・共有化を図っている。 

大学には平成27(2015)年度より将来計画協議会を設置している。委員長には学長（理事

長）が就任しており、構成員には、教学部門より副学長及び関係する委員会の長、また管

理部門より大学事務局長、学生センター長が名を連ねており、更に「学長が必要と認めた

者」として法人本部長、短期大学事務局長が出席している【資料3-4-2 将来計画協議会規

程】。 

 教授会は教育研究に係る重要事項の審議を行っており、学内の全教授が構成員となって

いる。 

学部運営組織体については、副学長、各学科長及び事務局長、学生センター長により組

織された学部運営会議Ⅰと、副学長、各委員会の委員長及び事務局長、学生センター長に

より組織された学部運営会議Ⅱを設置しており、各部門間の連絡調整を円滑に行う体制が

整備されている【資料3-4-3 学部運営会議規程】。 
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3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性 

(a) 監事 

監事については、寄附行為第7条において「この法人の理事、職員（学長（校長）、教

員その他の職員を含む。以下同じ。）又は評議員以外の者であって理事会において選出し

た候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。」と規定されており、

これに基づき3人の監事を選任している【資料3-4-4 監事一覧】。また、寄附行為第14条

及び学校法人純真学園組織規程第9条に基づき法人業務、財産状況等について監査を実施

しており、監査結果を理事会及び評議員会に報告している【資料3-4-5 学校法人純真学園

組織規程】。 

 

(b) 評議員会 

評議員の選任区分は、寄附行為第22条において「この法人の職員のうちから5人～9人」

（1号評議員）、「この法人の設置する学校の卒業生で年齢25才以上のもののうちから1人」

（2号評議員）、「この法人に関係のある学識経験者から5人～7人」（3号評議員）と規定

されている。平成28(2016)年5月現在では、1号評議員7人、2号評議員1人、3号評議員5人

の計13人である【資料3-4-6 評議員会の構成員・開催状況】。 

寄附行為第20条において、予算、事業計画等の重要事項は、あらかじめ評議員会の意見

を聞かなければならないと規定されている。また、決算、事業報告については、理事会承

認後、評議員会に報告し、意見を求めている。 

寄附行為第18条第8項において、評議員会は評議員総数の過半数の評議員が出席しなけ

ればならないと規定されている。評議員会は平成27(2015)年度に7回開催されたが、出席

状況は極めて高く、平成27(2015)年度中の実出席率平均は95.6％である。 

 

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営 

理事長は寄附行為に基づき本学園の業務を総理し、本学園の管理運営において適切なリ

ーダーシップを発揮している。また、理事長が本学の学長を兼務することにより、法人と

大学の意思疎通を円滑なものとしている。 

学長については、平成27(2015)年4月に改正施行された学校教育法その他関連法令の趣

旨に基づき、別項で述べたとおり学長を頂点とする組織体制の整備によりリーダーシップ

を発揮する環境を整えている。 

ボトムアップについては、教授会や学部運営会議、各種委員会、学科会議等を通じて、

教員の意見を汲み上げる仕組みが構築されている。また、事務局職員の意見の汲み上げに

ついては、教授会や学部運営会議、各種委員会等に事務局長、学生センター長、または各

委員会業務を所管する係の担当者が正規メンバー、あるいは事務担当者として出席するこ

とにより担保されている。 

本学は在籍学生数が 1,000 人程度の小規模大学であることから、教員組織と事務局組織

とが近い距離にあり、教職員が互いに情報共有できる環境にあるといえる。このため教職

員間のコミュニケーションも比較的容易であり、このことは本学の教学部門と管理運営部

門の連携強化にもつながっている。 
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（3）3－4 の改善・向上方策（将来計画） 

本学が中期計画に沿った運営を確実に行ない、それを検証し、PDCAを行なうことで発

展向上に帰すると考えている。学園の各設置校においても中期計画を確実な履行とその状

況を検証し、PDCA を進めていくことで、発展向上に向けて取り込んで行くことであ

る。 

 

 

3－5 業務執行体制の機能性 

≪3－5 の視点≫ 

3-5-① 

 

3-5-② 

3-5-③ 

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保 

業務執行の管理体制の構築とその機能性 

職員の資質・能力向上の機会の用意 

（1）3－5 の自己判定 

基準項目 3－5 を満たしている。 

 

（2）3－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業

務の効果的な執行体制の確保 

組織体制については「学校法人純真学園 組織規程」により定めている【資料 3-5-1 学

校法人純真学園 組織規程】。また、事務組織は各部署に必要とする職員を適切に配置して

いる。事務職員数は表 3-4 のとおりであるが、各部署の業務内容や目的に応じて、専任職

員、パート職員を適切に配置している。 

  

表 3-4 純真学園 職員数 

 専任職員 嘱託 
パート・ア

ルバイト等 
合計 

事務職員 19 3 17 39 

 うち図書館の専門事務職員 2 2 0 4 

平成 28 年 5 月 1 日現在 

 

業務遂行のための規程として「学校法人純真学園 事務組織規則」等を定め、各部署が

果たす役割を明確にしている【資料 3-5-2 学校法人純真学園 事務組織規則】。これらの

規程に基づき、本学園全体の人員配置とのバランスの中で、大学職員の適切な人員確保と

配置を行い、効率的に業務を実行している。 

 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

業務執行の管理体制については、前項でも触れた「学校法人純真学園 事務組織規則」

等に定められ、適切な運営がなされている。危機管理対策委員会規程、競争的資金等不正

防止部会規程など種々の規程の制定、内部監査の実施などコンプライアンス遵守の体制は
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整備されている。大学ホームページには財務・教育情報などを公表している。 

学園全体の評議員会・理事会は寄附行為に定めるとおり設置されており、大学の学長が

意思決定を行うための諮問機関としては、教授会がその役割を担っている。 

また、教員組織と事務組織間の連携を重視し、各部門を横断する下記の会議体を組織し

ている。まず、基準項目 3-4-①で述べた「学部運営会議Ⅰ」や「学部運営会議Ⅱ」を開催

し、教員組織と職員組織の緊密な連携を図っている。また、学長を議長とする教授会や各

委員会の事務については事務局の各課・係が担当し、議長・委員長による会運営の企画・

進行管理をサポートしている。 

事務局の日常的な業務管理は、事務局長をトップとする事務局組織の体系に従い実施し

ている。 

教育支援に関しては、学生サービスを充実させるために、学生への支援業務を担当する

「学生センター」に教務係、学生係、入試広報係、就職係を置き、学生センター長が統括

している。なお、平成 27(2015)年 4 月より設置した IR 室については、事務局長直轄の部

署としている。 

事務局においては、毎日業務時間開始時に朝礼を行い、当日の行事、注意事項、今週の

行事予定等を役職者以上で共有し、その後各係で同様にミーティングし確認している。業

務終了時間前においては終礼を行い、当日の重要事象や翌日の行事等を確認し、時間外勤

務を行う予定の者と業務内容を再確認している。 

このことにより日々の業務の管理と即時対応などの機能性を維持している。 

また、SD については、平成 27(2015)年度は以下の研修会を実施したほか、FD 委員会

が行う FD 研修会にも事務局職員が参加している。 

 

表 3-5 SD 研修会 

実施日 テーマ 講師 対象者 

平成 27 年 

6 月 30 日 

教育の質保証とは～全体を俯

瞰すると戦略が見えてくる～ 

桑木 康宏（株式会社ハ

ウインターナショナル） 

大学及び短大の事

務局職員 

 

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意 

上記のような組織体制の中、業務の円滑な遂行と改善のためには事務職員の高い能力が

必要となるため、資質向上と能力開発を図る目的で日本私立大学協会をはじめとする各団

体の企画する研修会等に積極的に派遣している。 

 

（3）3－5 の改善・向上方策（将来計画） 

本学では、職員の資質向上について、中期計画の重点事項として取り組むこととしてい

る。職員が教員と協働して大学運営を行うために、個々の業務を自己点検・評価し、積極

的に改善していくことにより職員の資質向上を目指し、最終的にチームビルディングによ

り自己の業務の範囲を限定することなく、新たな企画提案ができる職員チームを構築でき

ると考える。 

また、業務改善として、今までに構築してきたシステムを見直し、無理や無駄を洗い出

すことにより業務の簡素化・合理化を図り、また、マニュアル化することにより担当者以
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外でも業務を担える環境作りを進めていく。 

 

 

3－6 財務基盤と収支 

≪3－6 の視点≫ 

3-6-① 

3-6-② 

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

（1）3－6 の自己判定 

基準項目 3－6 を満たしている。 

 

（2）3－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

中長期的な財政については、本学の設置認可申請時に完成年度までの 4 年間について中

期計画を作成し、文部科学省から認可されていたが、平成 26(2014)年度をもってその期間

が終了した。この間は以下の表のとおり、毎年度入学定員（240 人）を充足したことによ

り学生数が順調に増加したことから、大学単体の基本金組入前当年度収支差額（平成

26(2014)年度以前は「帰属収支差額」）は平成 24(2012)年度までマイナスで推移していた

が、平成 25(2013)年度実績でプラスに転じ、平成 27(2015)年度実績においてもプラスを

維持している。 

 

表 3-6 学生数及び基本金組入前当年度収支差額の推移（最近 5 ヶ年、大学のみ） 

 
学生数 

（5 月 1 日現在、単位：人） 

基本金組入前 

当年度収支差額※ 

（実績、単位：千円） 

備考 

平成 23 年度 267  △376,952  開学初年度 

平成 24 年度 515  △146,064   

平成 25 年度 812  131,851   

平成 26 年度 1,043  518,812  完成年度 

平成 27 年度 1,094  589,744   

※ 平成 26(2014)年度以前は「帰属収支差額」。 

 

完成年度以降についても収支の均衡を前提とした中長期計画を作成しており、平成

27(2015)年度以降も引き続き基本金組入前当年度収支差額がプラスになるよう、収容定員

の充足や教育研究の充実を図っていく【資料 3-6-1 消費収支計算書（平成 23 年度～30

年度）】。 

 

3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保 

法人全体では表 3-6 に示すとおり、平成 27(2015)年度の事業活動収入合計額は約 39 億

6,300 万円となり、本学の完成年度である平成 26(2014)年度と比べて約 800 万円増加し、
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微増で推移した【資料 3-6-2 平成 27 年度事業活動収支計算書】。しかし、平成 27(2015)

年度実績では、基本金組入前当年度収支差額が約 2 億 6,700 万円のマイナス（事業活動収

支差額比率△6.7％）に転じている。これは、本学園が運営していた保育所の事業譲渡に伴

い、一時的な支出増加が生じたためである。 

本学園では、平成 24(2012)年度から収容定員 60 人の「純真保育園」を運営していたが、

福岡市からの強い要望もあり、収容定員を 170 人に増員することとなったのに合わせて、

新たに社会福祉法人を設立して純真保育園を事業譲渡するとともに、学園が所有していた

施設（福田昌子記念館）を有効活用するため、現物寄付 4 億 8,200 万円と保育園の開設準

備資金として運転資金及び改修工事費用 2 億 3,600 万円の寄付を行った。 

この結果、本学園の財政にとっては一時的に多大な負担となったが、寄付金及び現物寄

付を除くと基本金組入前当年度収支差額は約 4 億 5,100 万円のプラスとなり、安定した財

政基盤となっている。また、寄付前の福田昌子記念館は維持管理費として年間 500 万円、

減価償却額として年間 1,700 万円を要していたが、今後はその費用が軽減されること、そ

して福田昌子記念館を改装後に純真保育園が移転・入居したことにより、用地の賃借料収

入が今後毎年 600 万円発生することから、将来的には学園の負担が軽減され収支のバラン

スが改善される見通しである。なお、純真保育園は平成 28(2016)年 4 月より、名称を「こ

どもの園 純真」と変更して運営されている。 

 

表 3-7 学園全体の収支状況（最近 5 ヵ年） 

 実績（単位：千円） 

事業活動収入※1 事業活動支出※2 
基本金組入前当年度収支差額※3 

 前年度からの増減 

平成 23 年度 

（開学初年度） 
2,062,011 2,760,796 △ 698,785 993,912 

平成 24 年度 

（開学 2 年目） 
2,654,460 2,964,073 △ 309,613 389,172 

平成 25 年度 

（開学 3 年目） 
3,290,794 3,294,791 △ 3,997 305,616 

平成 26 年度 

（完成年度） 
3,955,919 3,576,071 379,848 383,845 

平成 27 年度 

（開学 5 年目） 
3,963,375 4,230,866 △267,491 △647,339 

※ 1 平成 26(2014)年度以前は「帰属収入」。 

※ 2 平成 26(2014)年度以前は「消費支出」。 

※ 3 平成 26(2014)年度以前は「帰属収支差額」。 

 

学園全体の財務比率は、人件費比率 53.0％、教育研究経費比率 25.0％、基本金組入前当

年度収支差額比率 11.4％（寄付金、現物寄付を除く）と、安定した財務運営の確立を成し

遂げている【資料 3-6-3 事業活動収支計算書関係比率（法人全体のもの）（過去 5 年間）】。
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また積立率については、平成 26(2014)年度実績では 22.1％だったが、社会福祉法人設立及

び純真保育園移転の結果、福田昌子記念館に関する維持管理費・減価償却額等の負担が軽

減したことから、平成 27(2015)年度実績では 28.1％を確保している。 

これらの結果、日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営

状態の区分」において、法人全体では A3（正常状態）となっている。 

研究活動の活性化に結びつく外部資金の導入の努力については、文部科学省科学研究費

補助金をはじめ、積極的に奨励し、獲得を図っている。開学した平成 23(2011)年度以降に

おける文部科学省科学研究費補助金の採択件数は以下のとおりとなっている。 

 

表 3-8 科学研究費補助金の獲得状況（最近 5 ヵ年） 

 
採択件数（件） 採択金額（千円） 

新規 継続 合計 直接経費 間接経費 合計 

平成 23 年度 3 1 * 4 3,060 918 3,978 

平成 24 年度 6 6 * 12 7,420 2,226 9,646 

平成 25 年度 9 9  18 11,650 3,495 15,145 

平成 26 年度 3 11  14 6,760 2,028 8,788 

平成 27 年度 6 7 * 13 5,790 1,737 7,527 

*前任校からの継続を含む。 

 

その他の外部資金については、平成 27(2015)年度実績として、共同研究 1件（150万円）、

奨学寄附金 1 件（60 万円）を獲得している。 

 資産運用については、「学校法人純真学園 資金運用に関する取扱基準」【資料 3-6-4】

を順守し、適切な運用が行なわれている。 

 

（3）3－6 の改善・向上方策（将来計画） 

引き続き学生生徒等納付金収入を安定的に得るため、今後も学生数の確保に努めるとと

もに、科学研究費補助金や私立大学等経常費補助金、とりわけ私立大学等改革総合支援事

業等の補助金への積極的な申請・獲得を進め、学生生徒等納付金以外での収入の確保を目

指す。 

また、今後中期計画を確実に履行することで、金融資産の積み上げに取り組んで行く。 

 

 

3－7 会計 

≪3－7 の視点≫ 

3-7-① 

3-7-② 

会計処理の適正な実施 

会計監査の体制整備と厳正な実施 

（1）3－7 の自己判定 

基準項目 3－7 を満たしている。 
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（2）3－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

会計処理にあたっては、「学校法人純真学園 経理規程」【資料 3-7-1】「学校法人純真学

園 経理規程施行細則」【資料 3-7-2】「学校法人純真学園 固定資産及び物品管理規程」【資

料 3-7-3】に則って、学校法人会計基準に基づき適正に会計処理を行っている。 

予算執行にあたっては、部門ごとに詳細に予算承認番号を付し、執行伝票（支払伺）の

内容を大学庶務課において証憑に基づき点検し、更に事務局長が予算承認番号を確認し、

業務計画に基づいた適切な支出であることを確認した上で、決裁を行っている。その後支

払伺は法人事務局に回付され、財務課経理係で予算承認番号、積算基礎、支出内容の適否、

証憑との金額を点検後、財務課長が確認する仕組みで二重チェックを行っている。執行さ

れた予算結果を毎月初めに、予算執行状況表（目的別予実対比一覧表）として財務課経理

係から事務局長へ通知し、適切に管理を行っている。 

 

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施 

本学園は法令に基づき、監事による業務監査、監査法人による会計監査が行われている。

監事監査は、理事会及び評議員会に出席するとともに、設置校に出向き学校長（理事）と

面談し、業務監査を行っている。監査法人の監査は、理事長との面談、内部統制の状況と

会計処理について行われ、その結果を「監査概要書」【資料 3-7-4】にまとめ、監事に報告

するとともに意見交換がされている。 

 

（3）3－7 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の会計処理は、学校法人会計基準及び学内の関連諸規程に基づき、適切に行われて

いる。今後も引き続き会計処理を適切に実施するとともに、監査法人による外部監査、監

事による監査等を通じて、本学の業務の適正かつ効率的な運営を図っていく。 

 

 

［基準 3 の自己評価］ 

法人の管理部門と大学教学部門がそれぞれの役割を認識し、特性を活かして機能してい

るだけでなく、必要に応じて適切な連携体制をとることができており、透明性の高い経営

を進めている。施設・設備の維持・改善に努めながら、統制された会計システムの下で健

全な財務状況を維持している。 
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基準 4．自己点検・評価 

4－1 自己点検・評価の適切性 

≪4－1 の視点≫ 

4-1-① 

4-1-② 

4-1-③ 

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

自己点検・評価体制の適切性 

自己点検・評価の周期等の適切性 

（1）4－1 の自己判定 

基準項目 4－1 を満たしている。 

 

（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

 本学では、学則第2条【資料4-1-1 大学学則】において、「教育研究水準の向上を図る

とともに、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育及び研究、組織及び運営並び

に施設及び設備…の状況について、自ら点検及び評価…を行い、その結果を公表する。」

と明記しており、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検・評価を行うこと

を定めている。 

 また、自己点検・評価を行うための具体的な基準については、本学の設置認可申請時点

では公益財団法人大学基準協会が定める15基準（①理念・目的、②教育研究組織、③教育

内容・方法、④学生の受け入れ、⑤学生生活、⑥研究環境、⑦社会貢献、⑧教員組織、⑨

事務組織、⑩施設・設備、⑪図書・電子媒体、⑫管理運営、⑬財務、⑭点検・評価、⑮情

報公開・説明責任）を用いることとしていたが、平成24(2012)年度より、公益財団法人日

本高等教育評価機構が定める4基準（①使命・目的等、②学修と教授、③経営・管理と財

務、④自己点検・評価）及び大学独自基準（本学においては「地域貢献」）を用いて自己

点検・評価活動を行っている。 

 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

自己点検・評価を実施するにあたり、本学では開学年度の平成 23(2011)年度より、学

内に自己点検・評価委員会を設置している。同委員会の構成員は「自己点検・評価委員会

規程」【資料 4-1-2】に定めており、学長を委員長とし、副学長、学科長、教務部長、学生

部長、入試部長、広報部長、就職部長、図書館長、事務局長、その他教授会に設置された

各種委員会の委員長、及び本学の教職員のうちから学長が指名した者により構成され、平

成 28(2016)年度は 22 人である。なお、平成 27(2015)年 4 月からは自己点検・評価委員会

構成員の 1 人を LO（自己評価担当者）に任命している。また、オブザーバーとして IR 室

職員も委員会に出席している。 

各委員の配置は学内の状況を点検評価の場に引き出す機能を意図して構成されており、

委員は現状の把握、点検・評価の実施、改善策案の提示等を、学内のそれぞれ関係する部

署と共同して取りまとめるとともに、報告書を作成する。なお、自己点検・評価書の作成

に必要な各種資料については、各基準項目に関係する業務を担当する係が執筆担当者と連

携しながら作成・準備し、事務局長及び IR 室が集約を行っている。また、基準項目ごと

に作成された報告書をもとに、自己点検評価の責任者である委員長（学長）が評価の確認・
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確定、改善等の確認を行っている。このため、委員長は大学の目標の設定や改善策を実

施・活動する権能を有する責任者として位置づけられている。 

このように自己点検・評価書の作成にあたっては、自己点検・評価委員会を中心に各

委員会及び法人・大学の各事務局が連携しながら実施する体制が構築されている。 

 

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性 

自己点検・評価委員会は、平成23(2011)年の開学以来、年度ごとに自己点検・評価報告

書を取りまとめてきた。自己点検・評価は、学部、学科、委員会、事務部門等、学内の各

組織における各年度の活動内容の取りまとめやその根拠となる資料の提供を前提としてな

されている点で、全学的な取組みとして位置付けられるとともに、各部局の戦略の策定や

展開に活かされている。 

 

（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

これまでの自己点検評価活動、及び今年度行われる認証評価の結果を踏まえて、今後も

継続すべき事項、改善・修正すべき事項等を検討し、全学的な PDCA サイクルを構築して

いく。 

 

 

4－2 自己点検・評価の誠実性 

≪4－2 の視点≫ 

4-2-① 

4-2-② 

4-2-③ 

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

（1）4－2 の自己判定 

基準項目 4－2 を満たしている。 

 

（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価 

本学は、開学時から各種委員会、学部運営会議、教授会等の会議体の議事録や関係書類

についての整備を進めており、学内のコミュニティサイトに順次開示することにより、全

教職員への周知を図っている【資料4-2-1 純真学園情報共有サイト】。 

また、学内で蓄積したデータの活用は、例えば文部科学省による「学校基本調査」や日

本私立学校振興・共済事業団（私学事業団）による「学校法人基礎調査」等、公的調査に

提出したものを含め、公共性の高い諸調査、本学独自の調査等に際して、適正な方法で得

られたデータを使用している。 

 

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析 

今回の自己点検評価書の作成にあたり、エビデンスを準備する事務局内各係に対して、

日本高等教育評価機構の作成した「エビデンス集（データ編）」に準拠したデータの作成を

依頼するとともに、必要に応じてその他の資料の追加提供を依頼している。 
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また、FD 委員会による「授業評価アンケート」についても、平成 23(2011)年度から継

続して、非常勤講師を含めた全開設科目について実施している。 

平成 27(2015)年 4 月に学長の指示のもと、本学の教育、研究、学生支援、経営等に関す

るデータ及び情報を管理・分析し、本学の内部質保証、計画立案、政策形成及び意思決定

を支援することを目的とした「IR 室」を設置した。 

設置初年度の IR 室活動については、自己点検評価書の作成に関する作業と、各種デー

タ収集のためのアンケート実施が中心となった。自己点検評価書の作成に当たっては、エ

ビデンス集（データ編）の作成に関する取りまとめを IR 室で行うことにより、学内の各

種データの収集・分析につなげている。 

また、各種データ収集のために、平成 27(2015)年度中に IR 室が実施したアンケートは

以下のとおりである。 

 

 ① 「学生の学修成果の把握」に関するアンケート【資料 4-2-2 質問用紙】 

 ② 大学受験に関する実態調査【資料 4-2-3 質問用紙】 

 ③ 学生満足度調査【資料 4-2-4 質問用紙】 

 

 これらのアンケートについては、集計・分析作業終了後に順次関係する各学科・各委員

会等へフィードバックされており、今後の各種活動に際しての参考資料として活用する予

定である。 

 

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表 

作成した自己点検評価書は、学内の全教職員に配布して情報共有を図るとともに、本学

ホームページ上に掲載することによって、広く学外へも情報公開している【資料 4-2-5 本

学ホームページ＞情報公開＞14.純真学園大学自己点検評価書】。また財務指標等について

も同様に本学ホームページで公開している【資料 4-2-6 本学ホームページ＞情報公開＞

11.財務情報】。 

 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

エビデンスの収集にあたっては、今後も日本高等教育評価機構の基準に準拠すること

で、必要となる情報の収集に万全を期すとともに、各種会議体や委員会等の議事録をはじ

めとするその他のエビデンスについても確実に収集・蓄積することを通じて、エビデンス

の質・量とも一層高めていく。 

また自己点検評価の客観性や妥当性を担保し、大学のより良い改善につなげていくた

めにも、作成した自己点検評価書の内容について学内での共有を徹底するとともに、広く

学外への情報提供も行っていく。 

IR室を中心に、本学の教育、研究、学生支援、経営等に関するデータ及び情報を管理・

分析していく。これらの情報をもとに、各関連委員会で、自己評価、計画立案、政策形成

及び意思決定を支援できる体制を構築する。 

 

 



純真学園大学 

92 

4－3 自己点検・評価の有効性 

≪4－3 の視点≫ 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

（1）4－3 の自己判定 

基準項目 4－3 を満たしている。 

 

（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性 

 法人全体としては、毎年度『事業計画』【資料 4-3-1】及び『事業報告書』【資料 4-3-2】

を作成し、自己点検評価を行っている。 

また、本学の各学科及び各委員会については、平成 27(2015)年度よりそれぞれ「3 つの

目標」を設定し、年度末に目標の達成度の提示及び総括を行っている【資料 4-3-3 平成

27 年度 各学科・各委員会 3 つの目標 まとめ】。「3 つの目標」は、本学の建学の精神

や使命、教育研究上の目的を達成するための各学科、各委員会における具体的な行動計画

を示すものであり、これにより、各学科・各委員会の目標や達成度を可視化するとともに、

活動内容を自己点検・評価し、特に達成度が伸び悩んだ項目については活動内容の総括を

通じて問題点や次年度の課題などを明らかにした上で、次年度の活動につなげるという

PDCA サイクルを構築している。 

 

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

今年度受審予定の認証評価の結果も踏まえ、より効果的な PDCA サイクルの構築と運

用に向けて仕組みの改善を継続的に行っていく。 

 

 

［基準 4 の自己評価］ 

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価を規程に基づき適切に毎年

実施している。評価結果は本学ホームページで公開し、事業計画に反映させることで

PDCA の仕組みを大学運営の改善・向上に繋げている。 
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価 

基準 A．地域貢献 

A－1 地域への貢献 

≪A－1 の視点≫ 

A-1-① 

A-1-② 

活動方針と組織 

地域貢献に関する具体的取組み 

（1）A－1 の自己判定 

基準項目 A－1 を満たしている。 

 

（2）A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-1-① 活動方針と組織 

本学における地域貢献活動は、次の二つに大別できる。まずは、学園訓のひとつである

「奉仕」の具体的活動を行う地域の「ボランティア活動及びその支援活動」である。そし

て保健医療系大学としてその専門性を地域に貢献すべく「健康保健関連分野での地域連携

に関する活動」を行っている。 

本学の地域貢献については、広報委員会が担当している。平成28(2016)年度の広報委員

会は広報部長を委員長とし、各学科の学科長、入試委員長、学外実習対策委員長、進路対

策委員長が委員として加わっている。また事務局からは入試広報係及び庶務課（情報管理

担当）の事務職員が出席している【資料A-1-1 広報委員会規程】。 

なお、平成24(2012)年度までは地域貢献活動を扱う委員会等が明確に定められていなか

ったが、平成25(2013)年4月1日付で広報委員会規程を改正したことに伴い、広報委員会の

審議事項に公開講座や地域活動に関する事項が追加され、担当が明確化した。また、本学

が毎年夏に開催している「サイエンスキャンプ」については、平成24(2012)年度の初回開

催時より企画・立案・運営に関する組織として「サイエンスキャンプ委員会」を立ち上げ

ていたが、委員会規程が未整備だったことから、新たに「サイエンスキャンプ委員会規程」

を制定し、平成28(2016)年4月から施行している【資料A-1-2 サイエンスキャンプ委員会

規程】。 

 

A-1-② 地域貢献に関する具体的取組み 

A-1-②(ⅰ) 大学独自の活動による地域貢献への取組み 

地域の区役所で年2回開催される「南区大学連絡会議」には併設の純真短期大学と共に、

本学より事務職員が参加して、地域で計画されているイベントや、本学が支援できる活動

の情報を得ている【資料A-1-3 平成27年度第2回南区大学連絡会議 会議資料】。その情

報も踏まえ、地域貢献活動として以下の取組みを行っている。 

 

(a)ボランティア活動に関する取組み 

学生が組織する学友会やボランティアサークルが主にその役割を担っている。平成

27(2015)年度は、ボランティアサークルの「クリーンアップ」が、NPO法人グリーンバー

ド・福岡大橋チームと共同で毎週水曜日の18時より、大橋駅周辺、南区役所周辺を清掃し

ている。その活動が認められ、南区区長より4年生3人が感謝状を頂いた【資料A-1-4 『純
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真の翼』第3号 P23】。また「クリーンアップ」の新たな活動として、本学周辺の清掃も

毎週木曜日の18時より行っている。 

 

(b) 地域団体との連携 

平成27(2015)年度は、福岡市南区薬剤師会主催で11月1日（日）に開催されたイベント

「みなさんの健康応援フェア」（会場：大橋駅前西口広場）に本学の看護学科と検査科学

科が参加・出展した。このイベントは、福岡市南区役所と「みなみまちむすびプロジェク

ト」が共働で実施した、南区大橋周辺地域をめぐるウォーキングイベント「みなみく・さ

るく」に合わせて行われたもので、看護学科のブースでは、高齢者体験や生活習慣病に関

する相談を、また検査科学科のブースでは、頸動脈エコーや血管年齢チェックを、教員と

学生が協力して行った。当日は多くの南区区民にブースへお越し頂いた【資料A-1-5 本学

ホームページ＞新着情報一覧>福岡市南区大橋で行われた『みなさんの健康応援フェア』

に参加しました】。 

 

(c) 健康福祉関連分野における地域貢献に関する取組み 

平成25(2013)年度より開催している地域密着型の「公開講座」は、平成27(2015)年度で

3回目を迎えることとなった。メインテーマは「乳がんの早期発見と治療について」と題

し、特に地域住民の方々を中心に、南区役所や公民館を通じて案内を行った。また今回は、

新聞の折り込みチラシを用いて、大牟田線沿線への案内広報活動も行った。特に、平成

27(2015)年度はメディア等で乳がんが取り上げられる機会が多く、社会的な関心も高いこ

とから本テーマを採用した。講師は基調講演として国立病院機構九州医療センターから乳

腺センター副部長の医師を講師として迎え、その後、本学教員による各専門の講演を行っ

た。「乳房X線撮影は、なぜ痛い圧迫をして撮影する必要があるのか？」「しこりが見つか

った後の詳しい検査方法である「細胞診」という検査」そして「乳がんと診断されたあと

の患者さんに対する見守りや接し方」などメンタルの話なども含め、幅広い講義であった

【資料A-1-6 『純真の翼』第3号p.30】。アンケート結果からは「素人にも分かるように

楽しく分かりやすくて良かったです」などと多くの感想を頂き、非常に好評であったこと

が伺える【資料A-1-7 純真学園大学公開講座2015 アンケート集計】【資料A-1-8 純真

学園大学公開講座2015 アンケート回答集】。今回は一般の方34人と教職員20人（合計

54人）の参加者数で、昨年よりわずかであるが多くの参加を頂いた。また、昨年同様、講

師とも、より近い距離での公開講座であった。地域住民の健康保健分野に少しずつである

が貢献させて頂いている。 

 

A-1-②(ⅱ) 大学が有する物的・人的資源の地域への提供 

広報委員会を中心とした取組みのほかに、本学が有する物的・人的資源（教室・ホール

等の施設及び本学教員）を地域・社会に提供している。 

 教室・ホール等の施設については、平成 27(2015)年度実績として 26 件の貸出を行った。

その内訳は以下のとおりである。 
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表 A-1 大学施設の貸出件数（平成 27 年度実績） 

学会 

研究会 

講習会 

研修会 
試験関係 

グラウンド

の年間利用 
その他 計 

7 10 6 1 2 26 

 

このほか、平成 27(2015)年 11 月 12 日に福岡県南警察署との間で「大規模災害時におけ

る純真学園施設の使用に関する協定書」を締結した。この協定では、今後福岡市南区及び

その周辺地域で大規模災害が発生した結果、警察署庁舎の機能の大半が失われた場合に、

南警察署からの要請に基づき本学園内施設の一部の使用を許可することを定めている【資

料 A-1-9 大規模災害時における純真学園施設の使用に関する協定書（写し）】。 

また本学教員については、個々に専門性や経験を生かした社会活動・社会貢献を行って

おり、その活動範囲は各種専門団体や学会等の役員・委員、国・地方自治体等での活動、

NPO 法人やボランティアでの活動等多岐にわたっている【資料 A-1-10 本学教員の学会

活動・社会貢献活動】。 

 

（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画） 

 本学は建学の精神の１つに「奉仕」を掲げており、また保健医療系大学でもあることか

ら、大学の使命としても本学の知的・人的・物的資源を地域へ提供していくことは重要で

ある。 

平成 27(2015)年度も前年度に引き続き公開講座を開催しており、地域貢献の取組みとし

て今後も積極的に取り組んでいく。しかし、公開講座の企画から当時の開催運営を円滑に

行うためには、測定機器等のほか、教職員及び学生から十分な人員を確保する必要がある

が、その一方で学内委員会の増加や各種イベントの増加に伴い、一部の教職員への負担が

大きくなりつつある。特定の教職員や学生に負担が集中することを避けるために、学内か

ら広く協力者を募るよう広報委員会としても検討していく。 

また施設等の提供については、福岡市中心部に程近いという立地面での特色を生かしな

がら、今後も本学の教育研究上の目的や地域との連携に資するよう配慮していく。 

 

 

A－2 地域への情報発信 

≪A－2 の視点≫ 

A-2-① 

A-2-② 

学術講演会等による社会への知の還元 

健康保健関連分野での啓発活動 

（1）A－2 の自己判定 

基準項目 A－2 を満たしている。 

 

（2）A－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

A-2-① 学術講演会等による社会への知の還元 

本学は、大学の使命のひとつとして地域への情報発信にも力を入れており、「サイエンス

キャンプ」や「学術講演会」そして前項でも取り上げた「公開講座」等の社会への知の還
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元に取り組んでいる。 

平成 24(2012)年度よりスタートしたサイエンスキャンプは、本学の先進的な研究テーマ

に取り組む教員が協力して、高等学校に在籍する 1～2 年生を対象とした先進的科学技術

体験プログラムを実施する、としている。また、平成 25(2013)年度より福岡市教育委員会

の後援を得、さらに平成 26(2014)年度からは福岡市南区、西日本新聞社の後援を得て、地

元地域への社会的貢献をコンセプトに実施している。メインテーマは「生命を科学する」

と題し、毎年度、臓器を特定しサブテーマを決めて実施している。 

 

表 A-2 サイエンスキャンプのサブテーマ（平成 24 年度以降） 

回数 実施年度 サブテーマ 

第 1 回 平成 24 年度 心臓の「なぜ？」に答えます 

第 2 回 平成 25 年度 腎臓の不思議“ホメオスタシス（恒常性の維持）”に答えます 

第 3 回 平成 26 年度 生命活動に欠かせない呼吸“肺の不思議”を考える 

第 4 回 平成 27 年度 脳の不思議について考えよう 

 

定員 20 名に対して、参加人数は平成 24(2012)年度は 7 人、平成 25(2013)年度も 7 人と

推移していたが、平成 26(2014)年度は学生参加 8 人に加えて、新たに募集を開始した中学

校教諭が 9 人、更には高校生の保護者と高校教諭各 1 人も参加され、参加者は合わせて 19

人となった。そして平成 27(2015)年度は学生 20 人、中学校教諭 25 人もの参加者が得られ

るまでになった。【資料 A-2-1 純真学園大学雑誌第 4 号 pp.117-125】【資料 A-2-2 『純

真の翼』第 3 号 p.32】。 

 学会や研究会企画での学術講演会は数多く見受けられるが、本学のような地域貢献の目

的で大学が企画し開催しているところは数少ない。先に紹介した公開講座は、聴講対象を

地域・近隣住民、福岡市民とし、本学教員の研究や専門分野を中心とした内容をわかりや

すく噛み砕いて、一般市民の方に伝える企画である。一方、この学術講演会は聴講対象を

臨地実習先の医療専門職や臨床教授などの専門の先生方、そして本学の教員および学生と

しており、よりアカデミックで最先端の研究を紹介する講演会として企画、開催している。

したがって、講師はその専門分野において第一線で、世界的に活躍されている著名な方を

迎え、講演をいただくことが大きな特徴でもある。学術講演会は平成 25(2013)年度より企

画スタートし、平成 27(2015)年度でようやく 3 回目を迎える。平成 27(2015)年度の学術

講演会では、九州大学大学院教授、九州大学大学院准教授の先生方を講師としてお招きし

て、人工透析と重粒子がん治療についてそれぞれ最先端の研究成果を講演頂いた【資料

A-2-3 『純真の翼』第 3 号 p.31】。この講演会には約 384 人が集まり、最先端の研究成果

に触れた。アンケートでも非常に勉強になったとの回答を多くいただいた【資料 A-2-4 平

成 27 年度 純真学園大学学術講演会アンケート（集計結果）】。 

 

A-2-② 健康保健関連分野での啓発活動 

 本学では平成 24(2012)年度以降、継続して子宮頸がん予防の啓発に関する取組みを行っ

ている。 
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 主な取組みとしては、本学及び併設の短期大学の合同で毎年 10 月に開催される学園祭

に際して子宮頸がん予防に関する啓発イベントを開催し、子宮頸がんに関するパネル展示、

顕微鏡を用いたがん細胞等の観察、及び移動検診車による子宮頸がんの検診を行っている

【資料 A-2-5 2015 純真学園祭パンフレット p.13】。子宮頸がんの検診は原則として福岡

市内に在住している 20 歳以上の女性が対象（原則予約制、有料）だが、本学が費用負担

することにより、大学生については本学以外の学生、また福岡市外の居住者であっても学

生証を提示することにより無料で受診できる。このイベントの実施にあたっては、南区健

康づくり実行委員会（福岡市）と共催しており、福岡市、福岡市南区保健福祉センター、

日本臨床細胞学会福岡県支部・同細胞検査士会、公益財団法人福岡県すこやか健康事業団

の協力を得ている。また、本学の学生サークルであるピアエデュケーションサークルも積

極的にイベントの運営に参加している。 

 平成 27(2015)年度は 10 月 24 日（土）に実施し、過去最高となる 96 人が子宮頸がん検

診を受診した。内訳で見ると、大学生、一般市民のいずれについても前年度より受診者が

増加しており、これまでの広報活動の成果により、このイベントが徐々に地域に認知され

始めてきたと考えられる。また、今後もこのイベントを継続して実施することを通じて、

地域住民の子宮頸がん検診の促進につながることが期待できる【資料 A-2-6 平成 27 年度

純真学園大学学園祭 子宮頸がん検診事業連携会議 議事録・配布資料】。 

 このほか、子宮頸がん予防の啓発に取り組む本学学生の活動を支援するため、2 つの団

体との間に「学生の主体的活動への支援に関する協定書」を締結している。このうち、福

岡を拠点にがん検診推進のための様々な啓発活動に取り組んでいる NPO 法人キャンサー

サポートとは平成 26(2014)年 4 月に協定を締結しており、この協定に基づき平成 26(2014)

年 10 月と平成 27(2015)年 5 月には、キャンサーサポートが実施した高等学校における出

前講座に、それぞれ 1 人ずつの本学学生が演者として参加している【資料 A-2-7 学生の

主体的活動への支援に関する協定書（キャンサーサポート、写し）】【資料 A-2-8 本学ホ

ームページ＞新着情報一覧＞「子宮頸がん予防啓発」に対する純真学園大学の取り組み】。

また南区健康づくり実行委員会との間でも、平成27(2015)年7月に協定を締結している【資

料 A-2-9 学生の主体的活動への支援に関する協定書（南区健康づくり実行委員会、写し）】。 

 

（3）A－2 の改善・向上方策（将来計画） 

公開講座および学術講演会の広報の手法や、参加者より記入いただいたアンケートを分

析した結果などを基にして、広報委員会や下部組織の実行委員会にて改善点を検討し次回

の企画等に反映はしているものの、参加者の著しい増加には今のところ至っていない。 

今後、公開講座では他大学が行っているような 1 テーマを複数回（3～5 回）にわたる講

義形式を採用することで少ない参加人数でも、本学に来ていただくトータルの人数を増や

すことで地域への貢献度を増す方法や、開催場所を参加しやすい天神地区にするなど視野

に入れて検討することも必要と考えている。学術講演会では、学外の最先端の研究を行っ

ている講師を招聘しているために回数を増やすことは難しいが、学外実習先の職員の方々

がより参加しやすい時期、時間、場所そしてテーマなど再度検討する必要もあると考える。 

ただし、サイエンスキャンプ、学術講演会、そして公開講座とまだ回数も3回～4回目と

スタートしたばかりである。まずは毎年継続して開催していくことが重要であると考えて
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いる。続けることで地域住民の認知は深まり、本学の地域貢献の度合いが大きくなってい

くと考えている。学外から多くの参加を頂くための広報の方法や、企画も重要である。ま

た、頂いたアンケートの意見も反映しながら改善していくことも大切である。少しずつで

はあるが大学の個性を強調しより深く保健医療に特化したテーマを企画していく。 

子宮頸がん予防の啓発活動については、平成27(2015)年12月の連携会議において、事前

受付方法の周知や居住地の確認に関する問題があげられたほか、他大学へのアプローチ強

化や、これまでの実績をまとめて学会等の場で発表するなどのPR方法についても検討され

た。これらの内容を踏まえ、平成28(2016)年度のイベントにおける一層の受診者増加に向

けて取組みを進めていく。 

 

 

［基準 A の自己評価］ 

学生及び教職員による各種の地域活動を通じて、本学の存在は徐々に地域に浸透しつつ

ある。本学の学生にとって、こうした地域貢献活動に参加することは、職業意識の涵養や

専門の学びの定着の機会であるほか、コミュニケーション力の養成、社会人としての心構

えのトレーニングにもなる。本学の学園訓にある奉仕の精神を下に、より多くの学生が地

域貢献活動に主体的に参加するように、入学時から学友会等を通じて意識付けを行ってい

く必要がある。 
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【資料 2-2-2】 純真学園大学設置認可申請書（設置の趣旨） 資料 1-3-2 に同じ 

【資料 2-2-3】 平成 28 年度学年暦  

【資料 2-2-4】 取得可能な資格（平成 28 年度学生便覧 p.32） 資料 F-5 に掲載 

【資料 2-2-5】 授業科目の概要 
エビデンス集（データ

編）表 2-5 に同じ 

【資料 2-2-6】 純真学園大学 保健医療学部履修規程 第 4 条  

【資料 2-2-7】 Web シラバス 資料 F-12 に同じ 

【資料 2-2-8】 
純真学園大学保健医療学部看護学科『平成 27 年度 臨地実習

協議会・実習指導者研修会』（プログラム） 
 

【資料 2-2-9】 平成 27 年度放射線技術科学科 臨床実習協議会プログラム  

【資料 2-2-10】 
純真学園大学保健医療学部検査科学科 平成 27 年度臨地実習

協議会・指導者会議プログラム 
 

【資料 2-2-11】 平成 27 年度 医療工学科 臨床実習協議会プログラム  

2-3．学修及び授業の支援 

【資料 2-3-1】 オフィスアワー一覧表（平成 28 年度前期）  

【資料 2-3-2】 2016 年 純真学園大学入学前準備教育結果報告書  

【資料 2-3-3】 純真学園図書館 図書館報第 26 号 pp.13-15  
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【資料 2-3-4】 平成 28 年度 純真学園大学 新入生宿泊研修（しおり）  

【資料 2-3-5】 純真学園大学 保健医療学部履修規程 第 19 条第 2 号 資料 2-2-6 に掲載 

【資料 2-3-6】 平成 28 年度ホームルーム制 学科別・学年別教室一覧  

【資料 2-3-7】 平成 27 年度後期試験の実施要項について（お知らせ）  

【資料 2-3-8】 科目に関する授業評価アンケート（設問）  

2-4．単位認定、卒業・修了認定等 

【資料 2-4-1】 平成 28 年度学生便覧 p.44 資料 F-5 に掲載 

【資料 2-4-2】 純真学園大学 入学前の既修得単位等の認定に関する規程  

【資料 2-4-3】 純真学園大学 保健医療学部規則 別表第 1～第 4 資料 1-1-2 に掲載 

【資料 2-4-4】 平成 28 年度学生便覧 p.46 資料 F-5 に掲載 

2-5．キャリアガイダンス 

【資料 2-5-1】 進路支援体制（2016 大学案内 p.15） 資料 F-2 に掲載 

【資料 2-5-2】 
進路に関する相談、キャリア支援コーナー（平成 28 年度学生

便覧 p.15、pp.21-22） 
資料 F-5 に掲載 

【資料 2-5-3】 純真学園大学 進路対策委員会規程  

【資料 2-5-4】 
純真学園大学 各学科の早期体験学習実施状況一覧（平成 27

年度） 
 

【資料 2-5-5】 平成 28 年度進路支援行事予定  

【資料 2-5-6】 UniCareer マガジン 大学生の就活編 2015-2016  

【資料 2-5-7】 純真学園大学 国家試験対策委員会規程  

【資料 2-5-8】 『純真の翼』第 3 号 p.37  

2-6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック 

【資料 2-6-1】 純真学園大学 3 つのポリシー 資料 1-2-2 に同じ 

【資料 2-6-2】 平成 28 年度講義要項 資料 F-12 に同じ 

【資料 2-6-3】 「学生の学修成果の把握」に関するアンケート 質問用紙  

【資料 2-6-4】 国家試験に対する看護学科教員の取り組みについて  

【資料 2-6-5】 
国家試験合格への道（4 年生用及び浪人生用、放射線技術科学

科） 
 

【資料 2-6-6】 国家試験対策マニュアル＜検査科学科＞平成 28 年度版  

【資料 2-6-7】 
国家試験に対する医療工学科教員の取り組みについてのマニ

ュアル（平成 28 年度）Rev.2 
 

【資料 2-6-8】 科目に関する授業評価アンケート（設問） 資料 2-3-8 に同じ 

【資料 2-6-9】 教員授業評価報告書（質問用紙）  

【資料 2-6-10】 学生の皆さんへ  

【資料 2-6-11】 2015 純真学園祭パンフレット p.12  

【資料 2-6-12】 
「平成 26 年度後期ベストレクチャー賞受賞者の公開授業」ア

ンケート結果 
 

【資料 2-6-13】 ベストレクチャー賞受賞者による公開講義 報告  

2-7．学生サービス 

【資料 2-7-1】 純真学園大学 学生委員会規程  

【資料 2-7-2】 
事務取扱および連絡、学生相談（平成 28 年度学生便覧 p.1、

pp.14-18） 
資料 F-5 に掲載 

【資料 2-7-3】 
大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）（前年度

実績） 

エビデンス集（データ

編）表 2-13 に同じ 

【資料 2-7-4】 平成 28 年度学生募集要項（指定校推薦入試）p.7 資料 F-4 に掲載 

【資料 2-7-5】 
平成 28 年度学生募集要項（公募推薦入試・一般入試・大学入

試センター試験利用入試・社会人入試）p.11 
資料 F-4 に掲載 

【資料 2-7-6】 平成 28 年度学生便覧 pp.6-7 資料 F-5 に掲載 

【資料 2-7-7】 純真学園大学学友会会則第 2 条  

【資料 2-7-8】 
平成 28 年度 純真学園大学サークル一覧（平成 28 年 5 月 1 日

現在） 
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【資料 2-7-9】 学生の課外活動への支援状況（前年度実績） 
エビデンス集（データ

編）表 2-14 に同じ 

【資料 2-7-10】 賞状（学生部長賞、写し）  

【資料 2-7-11】 学生相談室、医務室等の利用状況 
エビデンス集（データ

編）表 2-12 に同じ 

【資料 2-7-12】 学生寮等の状況 
エビデンス集（データ

編）表 2-26 に同じ 

【資料 2-7-13】 2016 住まいのご案内  

【資料 2-7-14】 平成 28 年度学生便覧 p.9 資料 F-5 に掲載 

2-8．教員の配置・職能開発等 

【資料 2-8-1】 全学の教員組織（学部等） 
エビデンス集（データ

編）表 F-6 に同じ 

【資料 2-8-2】 指定規則に定める有資格者数  

【資料 2-8-3】 
学部、学科の開設授業科目における専兼比率（平成 28 年度前

期） 

エビデンス集（データ

編）表 2-17 に同じ 

【資料 2-8-4】 純真学園大学 学則 第 7 条第 2 項 資料 F-3 に掲載 

【資料 2-8-5】 純真学園大学 教育職員選考規程 第 5 条  

【資料 2-8-6】 純真学園大学 教育職員選考委員会規程  

【資料 2-8-7】 教育職員（教員）の昇任における申し合わせ事項  

【資料 2-8-8】 純真学園大学 教育職員の任期制に関する規程  

【資料 2-8-9】 純真学園大学 任期を定めた教育職員の任用に関する細則  

【資料 2-8-10】 純真学園大学 客員教授等に関する規程  

【資料 2-8-11】 純真学園大学 特別任用教員規程  

【資料 2-8-12】 純真学園大学 非常勤講師に関する規程  

【資料 2-8-13】 研究実績報告書  

【資料 2-8-14】 教育・研究活動等記録一覧表  

【資料 2-8-15】 純真学園大学 FD 委員会規程  

【資料 2-8-16】 
本学ホームページ＞新着情報一覧＞教職員の取組み【平成 27

年度 FD/SD 研修会】 
 

【資料 2-8-17】 『純真の翼』第 3 号 p.13 資料 2-5-8 に掲載 

【資料 2-8-18】 教員授業評価報告書 資料 2-6-9 に同じ 

【資料 2-8-19】 平成 27 年度 FD 研修会開催状況  

【資料 2-8-20】 平成 27 年度 FD 委員会年間目標ならびに総括・評価  

【資料 2-8-21】 FD 研修会アンケート結果  

【資料 2-8-22】 2015 年度第 21 回 FD フォーラム参加報告書  

【資料 2-8-23】 純真学園大学 研究費助成に関する規程  

【資料 2-8-24】 純真学園大学 教育助成に関する規程  

2-9．教育環境の整備 

【資料 2-9-1】 キャンパスマップ 資料 F-8 に同じ 

【資料 2-9-2】 見取図（平成 28 年度学生便覧 pp.80-83） 資料 F-5 に掲載 

【資料 2-9-3】 校地、校舎等の面積 
エビデンス集（データ

編）表 2-18 に同じ 

【資料 2-9-4】 学生寮の案内（2016 大学案内 p.19） 資料 F-2 に掲載 

【資料 2-9-5】 学校法人純真学園 図書館運営委員会規程  

【資料 2-9-6】 平成 27 年度図書館運営状況  

【資料 2-9-7】 学校法人純真学園施設利用料金表  

【資料 2-9-8】 純真学園大学防災避難訓練  
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基準 3．経営・管理と財務 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

3-1．経営の規律と誠実性 

【資料 3-1-1】 学校法人純真学園 寄附行為 第 3 条 資料 F-1 に掲載 

【資料 3-1-2】 学校法人純真学園 就業規則 第 32 条、第 39 条  

【資料 3-1-3】 学校法人純真学園 公益通報規程  

【資料 3-1-4】 純真学園大学 競争的資金等の取扱い規程  

【資料 3-1-5】 大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況 
エビデンス集（データ

編）表 3-2 に同じ 

【資料 3-1-6】 純真学園大学 副学長選任規程  

【資料 3-1-7】 純真学園大学 排出水および廃棄物管理規程  

【資料 3-1-8】 学校法人純真学園 ハラスメント取扱規程  

【資料 3-1-9】 2016 年度版学生生活GUIDE 知っておきたいトラブル対策  

【資料 3-1-10】 カウンセリング室のご案内  

【資料 3-1-11】 学校法人純真学園 個人情報保護規則  

【資料 3-1-12】 臨地実習要綱（平成 28 年度、看護学科）pp.9-11、p.24  

【資料 3-1-13】 
臨床実習事前教育 医療分野における個人情報保護について

（放射線技術科学科） 
 

【資料 3-1-14】 
検査科学科の教育課程を修める上で知りえた個人情報の守秘

義務について（説明書） 
 

【資料 3-1-15】 臨床実習の手引き（医療工学科）pp.3-4、p.14  

【資料 3-1-16】 純真学園大学 放射線障害予防規程  

【資料 3-1-17】 純真学園大学 放射線安全管理委員会規程  

【資料 3-1-18】 純真学園大学 遺伝子組み換え実験安全管理規程  

【資料 3-1-19】 純真学園大学 危機管理対策委員会規程  

【資料 3-1-20】 大地震対応マニュアル（学生配布用）  

【資料 3-1-21】 平成 27 年度 AED 講習会 報告書  

【資料 3-1-22】 学校法人純真学園 情報公開規程  

【資料 3-1-23】 『純真の翼』第 3 号 資料 2-5-8 に同じ 

3-2．理事会の機能 

【資料 3-2-1】 学校法人純真学園 組織規程  

【資料 3-2-2】 理事会の開催状況 資料 F-10 に同じ 

3-3．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ 

【資料 3-3-1】 純真学園大学組織図  

【資料 3-3-2】 純真学園大学 教授会規程  

【資料 3-3-3】 純真学園大学 学部運営会議規程  

【資料 3-3-4】 純真学園大学 将来計画協議会規程 資料 1-2-3 に同じ 

【資料 3-3-5】 純真学園大学 学長選考規程  

【資料 3-3-6】 純真学園大学 副学長選任規程 資料 3-1-6 に同じ 

【資料 3-3-7】 純真学園大学 役職者等選任規程  

【資料 3-3-8】 純真学園大学 学部運営会議規程 第 4 条 資料 3-3-3 に掲載 

【資料 3-3-9】 純真学園大学 将来計画協議会規程 第 2 条第 2 項 資料 1-2-3 に掲載 

【資料 3-3-10】 純真学園大学 中期計画策定委員会規程 第 2 条第 2 項  

【資料 3-3-11】 純真学園大学 自己点検・評価委員会規程 第 3 条第 2 項  

【資料 3-3-12】 純真学園大学 IR 委員会規程 第 2 条第 2 項  

【資料 3-3-13】 純真学園大学 教育改革検討委員会規程 第 3 条第 2 項  

【資料 3-3-14】 純真学園大学 福田昌子記念育英学生規程 第 3 条第 2 項  

3-4．コミュニケーションとガバナンス 
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【資料 3-4-1】 評議員会構成員 資料 F-10 に同じ 

【資料 3-4-2】 純真学園大学 将来計画協議会規程 資料 1-2-3 に同じ 

【資料 3-4-3】 純真学園大学 学部運営会議規程 資料 3-3-3 に同じ 

【資料 3-4-4】 監事一覧 資料 F-10 に同じ 

【資料 3-4-5】 学校法人純真学園 組織規程 資料 3-2-1 に同じ 

【資料 3-4-6】 評議員会の構成員・開催状況 資料 F-10 に同じ 

3-5．業務執行体制の機能性 

【資料 3-5-1】 学校法人純真学園 組織規程 資料 3-2-1 に同じ 

【資料 3-5-2】 学校法人純真学園 事務組織規則  

3-6．財務基盤と収支 

【資料 3-6-1】 消費収支計算書（平成 23 年度～30 年度）  

【資料 3-6-2】 平成 27 年度事業活動収支計算書 資料 F-11 に掲載 

【資料 3-6-3】 事業活動収支計算書関係比率（法人全体のもの）（過去 5 年間） 
エビデンス集（データ

編）表 3-6 に同じ 

【資料 3-6-4】 学校法人純真学園 資金運用に関する取扱基準  

3-7．会計 

【資料 3-7-1】 学校法人純真学園 経理規程  

【資料 3-7-2】 学校法人純真学園 経理規程施行細則  

【資料 3-7-3】 学校法人純真学園 固定資産及び物品管理規程  

【資料 3-7-4】 監査概要書  

 

基準 4．自己点検・評価 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

4-1．自己点検・評価の適切性 

【資料 4-1-1】 純真学園大学 学則 資料 F-3 に同じ 

【資料 4-1-2】 純真学園大学 自己点検・評価委員会規程 資料 3-3-11 に同じ 

4-2．自己点検・評価の誠実性 

【資料 4-2-1】 純真学園情報共有サイト  

【資料 4-2-2】 「学生の学修成果の把握」に関するアンケート（質問用紙） 資料 2-6-3 に同じ 

【資料 4-2-3】 大学受験に関する実態調査（質問用紙）  

【資料 4-2-4】 学生満足度調査（質問用紙）  

【資料 4-2-5】 
本学ホームページ＞情報公開＞14.純真学園大学自己点検評価

書 
 

【資料 4-2-6】 本学ホームページ＞情報公開＞11.財務情報  

4-3．自己点検・評価の有効性 

【資料 4-3-1】 平成 28 年度 事業計画 資料 F-6 に同じ 

【資料 4-3-2】 平成 27 年度 事業報告書 資料 F-7 に同じ 

【資料 4-3-3】 平成 27 年度 各学科・各委員会 3 つの目標 まとめ  

 

基準 A．地域貢献 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

A-1．地域への貢献 

【資料 A-1-1】 純真学園大学 広報委員会規程  

【資料 A-1-2】 純真学園大学 サイエンスキャンプ委員会規程  

【資料 A-1-3】 平成 27 年度第 2 回南区大学連絡会議 会議資料  

【資料 A-1-4】 『純真の翼』第 3 号 p.23 資料 2-5-8 に掲載 
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【資料 A-1-5】 
本学ホームページ＞新着情報一覧＞福岡市南区大橋で行われ

た『みなさんの健康応援フェア』に参加しました 
 

【資料 A-1-6】 『純真の翼』第 3 号 p.30 資料 2-5-8 に掲載 

【資料 A-1-7】 純真学園大学公開講座 2015 アンケート集計  

【資料 A-1-8】 純真学園大学公開講座 2015 アンケート回答集  

【資料 A-1-9】 
大規模災害時における純真学園施設の使用に関する協定書（写

し） 
 

【資料 A-1-10】 本学教員の学会活動・社会貢献活動  

A-1．地域への情報発信 

【資料 A-2-1】 
新井正一「未来の科学者教育－サイエンスキャンプを実施して

－」（純真学園大学雑誌第 4 号、pp.117-125、2014 年） 
 

【資料 A-2-2】 『純真の翼』第 3 号 p.32 資料 2-5-8 に掲載 

【資料 A-2-3】 『純真の翼』第 3 号 p.31 資料 2-5-8 に掲載 

【資料 A-2-4】 平成 27 年度 純真学園大学学術講演会アンケート（集計結果）  

【資料 A-2-5】 2015 純真学園祭パンフレット p.13 資料 2-6-11 に掲載 

【資料 A-2-6】 
平成 27 年度純真学園大学学園祭 子宮頸がん検診事業連携会

議 議事録・配布資料 
 

【資料 A-2-7】 
学生の主体的活動への支援に関する協定書（キャンサーサポー

ト、写し） 
 

【資料 A-2-8】 
本学ホームページ＞新着情報一覧＞「子宮頸がん予防啓発」に

対する純真学園大学の取り組み 
 

【資料 A-2-9】 
学生の主体的活動への支援に関する協定書（南区健康づくり実

行委員会、写し） 
 

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。 

 

 


