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Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色 

 
１． 四日市看護医療大学の建学の精神 
 
 
 
 
 
 
 四日市看護医療大学は、学校法人暁学園の一員として、学園綱領である「人間たれ」の

精神のもと、平成 19（2007）年 4月に開学した。 
 本学の設置母体である暁学園は、第二次世界大戦終結直後、宗村佐信初代理事長が「民

主的平和国家としての日本の再建は先ず教育の振興が急務である」との強い信念のもと、

『・・・真ナル意味ニ於ケル民主主義ノ理解徹底並ニ文化国家日本ノ新生ハ現下ノ日本国

民ノ教育水準ノ一段ノ向上ガ絶対ノ要件デアリ、就中女性ノ豊ナル教養ニ俟ツベキモノ多

シ、別ケテモ過去ノ封建的残滓ヲ払拭シ民主的平和国家建設ノ為ニハ女性ノ社会的地位ヲ

向上セシムルヲ要シ、之ガ地位向上ヲ実現センガタメニ女性ノ教育ヲ振興シテ教養ノ水準

ヲ一段ト向上セシメザルベカラズ。・・・今、三重県下ヲ顧ルトキ未ダ一個ノ女子専門教育

機関存セズ』（昭和 21（1946）年 3 月 20 日 暁学園設立の趣意書より抜粋）との思いか
ら、当時の四日市市長 吉田勝太郎氏らと計らい、昭和 21（1946）年財団法人暁学園と
して、暁女子専門学校（のちに暁学園短期大学へ改組、さらに四日市大学短期大学部へ校

名変更）及び暁幼稚園を設立したことに始まる。 
戦後の新しい教育体制に基づき、昭和 23（1948）年に暁小学校、暁中学校を、翌 24（1949）

年には暁高等学校（全日制・定時制）を設立し、昭和 25（1950）年には短期大学制度の
発足にともない、それまでの暁女子専門学校を暁学園短期大学に改組し、創設数年にして

総合学園の基盤を確立した。さらに、昭和 63（1988）年には「この地に高等教育機関を」
との地域社会の強い要望の中、四日市市の要請を受け、公私協力型大学の先駆け的存在と

して四日市大学を開学し、ここに幼稚園から大学までを擁する総合学園としての一貫教育

体制を構築することとなった。平成 19（2007）年には同じく四日市市の要請のもと、産
業都市四日市の地域特性を見据えた、「産業看護を通して地域への貢献」を目指して、四日

市看護医療大学を開学し、平成 23（2011）年には同大学院も開設した。 
 建学の精神である「人間たれ」は、暁学園が幼稚園から小学校、中学校、高等学校、短

期大学までの校種を設立し、総合学園としての体制をようやく整えた昭和 25（1950）年
に設置された「学園綱領制作委員会（委員長 五嶋孝吉暁学園短期大学初代学長）により

検討され、学園創立者宗村佐信のもと学園綱領として決定されたものである。これについ

て、制定当時の五嶋孝吉学長は次のように述べている。 
「『人間たれ』という我が暁学園の綱領は、世の移り変わりがどのように激しくても、人間

教育のアルファーであり、オメガであるものとわたしは確信している。その意味するとこ

ろは、広く深いが、『愛は最高なり』ということと相通ずるものである。抜群の才能を持ち、

正義の人であっても愛がなかったら、すべては空しいことである。どのように科学が発達
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しても、また秩序整然たる社会が作られても、愛がなかったら空虚で不気味であろう。勝

者の権力も敗者の愛情に遠く及ばない。私達は『人間たれ』の建学の精神を中核とした学

園生活を送り、心豊かな人間像に一歩でも近づくよう精進したい。」 
 このように「人間たれ」とは「愛」ある心豊かな人間の形成を目指すものであり、人を

愛し、学問を愛し、美を愛する人間を育てるということである。本学も暁学園の一員とし

て、学園綱領「人間たれ」を建学の精神とするものである。 
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２． 四日市看護医療大学の基本理念 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本学は、かねてより 4年制看護系大学の設置を熱望してきた四日市市と長年にわたり地
元で私学教育に携わってきた暁学園（昭和 21（1946）年設立）との公私協力方式により
設置された。四日市看護医療大学の基本的な教育研究理念は、四日市市との周到な開学準

備の中で形成されたものであり、「四日市看護医療大学設置認可申請書」（平成 18（2006）
年 4月）の「大学の設置の趣旨及び特に設置を必要とする理由」の中に「教育研究上の理
念、目的」として示されている。それは、次の通りである。 
 
人間重視を根幹とした教育研究の実践 

看護学は、人間を対象とした学問領域であることから、人間愛、倫理観に基づく「人

間重視」の考え方を常に基本とし、人間の本質を問い、一人の人間から社会全体まで

を対象に、安全で快適な暮らしを創造できる保健師・助産師・看護師を育成する。 
 
高度な知識・技術の教授と研究 

人間への理解、尊重そして洞察力に加え、確かな看護知識・技術を持ち、保健・医

療・福祉現場での状況に応じた判断能力、管理能力と、他の保健医療専門職とのチー

ムワーク、コーディネート能力を有する保健師・助産師・看護師を育成する。また、

本学の特色である産業看護に関する教育並びに研究の充実を図る。 
 
地域社会への積極的な貢献 

本学が公私協力方式により設立されることを踏まえ、時代の要請に柔軟に対応しな

がら市民からの負託に応えるべく積極的に地域貢献を行い、地域社会に対し質の高い

教育と研究の成果を提供する。特に産業都市である四日市市への貢献として、産業看

護の教育と研究に力点をおく。 
  
看護とは、保健師・助産師・看護師が患者／クライアントと接しながらそのニーズを満

たす行為であり、保健師・助産師・看護師が対象者とどのような人間関係を形成するかに

よって、看護の質が左右されるという特徴を有する。看護は、ヒューマンケア、すなわち

人権の尊重を基盤にした健康生活の支援であり、実施に際しては、正確な知識・技術と豊

かな人間性に基づく行為が求められる。したがって、学生が看護を実際に体験する中で、

患者／クライアントと直接対峙し、援助的な人間関係の形成について学ぶことが重要であ

り、その人間関係を基盤にして看護の諸目的を遂行する方法を体得する必要がある。保健
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師・助産師・看護師には、ヒューマンケアの担い手としての実践能力や倫理的判断力を高

め、さらに心のケア、スピリチュアルケア、精神的看護の要素も求められている。そのた

め、社会人・医療人として望まれる豊かな人間性を培い、かつ高度で最先端の専門学芸を

教授研究し、応用的能力を展開させること、さらには産業都市である当地域の特性に鑑み、

産業看護の充実という地域社会への積極的な貢献を教育研究の基本理念としている。3 つ
の基本理念は、四日市看護医療大学の目指すべき大学像を開学当初に示したものであり、

今後もこの基本理念を堅持していくものである。 
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３．四日市看護医療大学の使命・目的 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
四日市看護医療大学は、地域における看護人材の安定的な確保とその資質向上、地域社

会の要請に応えられる確かな専門性と豊かな人間性を兼ね備えた資質の高い保健師・助産

師・看護師を養成するとともに、充実した生涯学習機能を有する大学としての役割を果た

すことを目的として、学校法人暁学園と四日市市の公私協力方式により設置された。 
したがって、建学の精神及び大学の基本理念を基盤としながら、大学においては「本学

は、教育基本法及び学校教育法の精神に基づき、看護医療の分野に関する専門知識・技術

の教育と研究を行い、あわせて豊かな教養と人格を兼ね備え、地域の保健、医療、福祉に

寄与し、地域の活力向上に資する看護医療専門職の人材を育成することを目的及び使命と

する」（「四日市看護医療大学学則」第 1条）と定めている。 
また、大学院においては「四日市看護医療大学大学院（以下「本大学院」という。）は、

看護医療分野に関する学術の理論及び応用を教授研究し、深い学識及び卓越した能力を培

い、看護学及び医療科学の発展と地域社会における人々の健康と福祉の向上に寄与するこ

とを目的とする」（「四日市看護医療大学大学院学則」第 1条）と定めている。 
大学において養成を目指す人材として以下の 7つの人材像を掲げ、教育目標としている。 

 
・人間性を尊重した対人関係形成能力を備えた人材 
・医療技術者間における調整・指導のための基礎的能力を備えた人材 
・人権を尊重し、患者／クライアントの権利を擁護する人材 
・安全で的確な実践力を有する人材 
・的確な判断と問題解決能力を備えた人材 
・課題探求・自己研鑽能力を備えた人材 
・産業看護の知識・技術を持った人材 

 

 
四日市看護医療大学の使命・目的 

教育基本法及び学校教育法の精神に基づき、看護医療の分野に関する専門知識・

技術の教育と研究を行い、あわせて豊かな教養と人格を兼ね備え、地域の保健、医

療、福祉に寄与し、地域の活力向上に資する看護医療専門職の人材を育成すること

を目的及び使命とする。 

 
四日市看護医療大学大学院の使命・目的 

看護医療分野に関する学術の理論及び応用を教授研究し、深い学識及び卓越した

能力を培い、看護学及び医療科学の発展と地域社会における人々の健康と福祉の向

上に寄与することを目的とする。 
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また、大学院において養成を目指す人材として以下の 5つの人材像を掲げ、教育目標と
している。 
 
・広い視野と柔軟な思考力・想像力をもち、看護科学の開拓と進展に貢献できる看護教育・
研究能力を有する人材 

 
・進行する少子・高齢社会に対応して、保健・医療・福祉システムを創造的に構築できる
企画・調整・統括的能力を有する人材 

 
・急激に変化する経済・社会の動向に対応し、活力ある地域社会創造のためにリーダーシ
ップを発揮でき、対象者のみならず家族や地域の健康促進に貢献できる人材 

 
・人々の生活改善に直結する質の高い看護を提供するために、高邁な倫理観を持ち、高度
な専門知識・技術を有する看護実践者 

 
・産業構造の急激な変化に伴い、社会的に必要性が高まっている産業看護の専門的知識を
有する人材 
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４．四日市看護医療大学の個性・特色 
 
 
 
 
 
 
本学の位置する四日市市及びその周辺地域は、中京工業地帯の中にあって、国際貿易港

である四日市港を中心に、臨海部の石油化学工業、内陸部での自動車・電子機器等、製造

業が盛んな我が国有数の産業集積地である。このような立地環境を考慮し、本学は、働く

人々の健康の保持増進への支援を行う「産業看護」の学術研究の拠点となる大学として設

置された。働く人々並びに事業者を対象とした「産業看護」は、看護学の中でも新しい分

野であるが、近年特に注目されている分野でもある。高齢化の進展や生活習慣病、メンタ

ルヘルス不調者の増加は、活力の低下をきたし、生産性も落としてしまうことが考えられ

るが、「産業看護」は働く人々の心身の健康づくりへの支援を通して生理的年齢を下げ、労

働能力の維持、増進を図ることも目的の一つとしていることから、産業都市である四日市

市の発展に大きく貢献でき、地域のニーズに対応した大学としての役割を果たせるもので

ある。本学は、地域密着型の大学を目指しており、産業都市という四日市市の特性を踏ま

え、「産業看護」を広く採り入れた教育研究活動を展開している。そして、その学術研究の

成果を三重県、四日市市をはじめとする地域社会へ積極的に還元するため「産業看護研究

センター」を設け、同センターを核としつつ、当地域はもとより、全国レベルで「産業看

護」の普及活動の中心的な役割を担うことを目指している。 
また、四日市市との公私協力方式により設置された大学であるという性格から「地域の

生涯学習機会の拠点」及び「社会貢献機能」という 2つの機能にも大きな比重を置き、大
学の個性・特色の一つとしている。本学の設置にあたっては、特に大学の地域開放を推進

し、充実した生涯学習機能を有する大学としての役割を果たすことが期待された。地域社

会からの大学利用の要望として、共同研究、図書や施設の利用、公開講座、講演会、出張

講義、産業看護職への継続教育、地域・臨床の場で働く看護職への産業看護教育、一般の

労働者、中小企業の経営者に対する健康教育等の開催などが挙げられるが、本学はこのよ

うな需要に対応しつつ、地域に開かれた大学として生涯学習の拠点の役割を担っており、

多くのメニューを用意して「人の集まる大学」として機能している。さらに、三重県内外

の他の大学や研究機関、医療機関、自治体、NPO、企業、高等学校、地域住民に至る幅広
い人々と連携・協働し、共同研究や情報の提供、生涯学習の機会と場の提供を行い、看護・

医療技術、健康意識の高揚等のため積極的に地域社会への貢献活動に取り組むことにより、

本学の社会的使命を果たしている。 

 
四日市看護医療大学の個性・特色 

「産業看護分野の教育・研究」「地域社会への貢献」 
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Ⅱ．沿革と現況 

1．本学の沿革 

四日市看護医療大学の設置母体である学校法人暁学園は、昭和 21（1946）年、当地の
実業家であった宗村佐信によって創立され、爾来 65 年間にわたり「人間たれ」の学園綱
領（建学の精神）のもと聡明で心豊かな人材の養成に努力を重ねてきた。幼稚園、小学校、

中学校、高等学校、大学・大学院を擁する三重県下唯一の総合学園として、この地におけ

る私学教育の一翼を担い、地域社会に貢献している。 
 本学は、平成 19（2007）年に四日市市の強力なバックアップ（約 10 億円の設置助成）
のもと公私協力型大学であることを特色とし、看護学部のみの単科大学としてスタートし

た。その後、平成 23（2011）年には大学院看護学研究科を開設し、教育研究活動の高度
化を図っている。 
なお、本学を後継校として位置付けている四日市市立四日市高等看護学院は、昭和 17

（1942）年に開設された四日市市立四日市病院附属看護婦養成所を前身とし、昭和 46
（1971）年に開学した。地元四日市市を中心とした三重県内の医療機関などに 1,337人の
卒業生を送り出し、公立の看護師養成機関として一定の役割を果たしてきたが、本学の開

学を受けて平成 21（2009）年 3月に閉校し、38年間の歴史に幕を下ろした。 
本学の主たる沿革は次の通りである。 

  
四日市看護医療大学沿革 

    
昭和 21（1946）年 3月  財団法人暁学園（現在の学校法人暁学園）設立認可 
平成 18（2006）年 4月  四日市看護医療大学設置認可申請 
平成 18（2006）年 11月  四日市看護医療大学設置認可 
平成 19（2007）年 4月  四日市看護医療大学開学 看護学部看護学科開設 
   第 1回入学式挙行 
   産業看護研究センター開所 
平成 20（2008）年 3月  米国カリフォルニア州立大学ロングビーチ校との間に学術 
   交流協定締結 
   四日市看護医療大学紀要創刊・第 1巻第 1号発行 
   四日市看護医療大学自己点検・評価報告書発行 
 8月  第 1回海外語学研修実施（米国カリフォルニア州立大学 
   ロングビーチ校） 
平成 21（2009）年 3月  四日市看護医療大学紀要第 2巻第 1号発行 
平成 22（2010）年 3月  四日市看護医療大学紀要第 3巻第 1号発行 
   四日市看護医療大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士 
   課程）設置認可申請 
 10月  四日市看護医療大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士 
   課程）設置認可 
平成 23（2011）年 3月  第 1回卒業式・学位記授与式挙行 
   四日市看護医療大学紀要第 4巻第 1号発行 
 4月  四日市看護医療大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士 
   課程）開設 
平成 24（2012）年 3月  四日市看護医療大学自己点検・評価報告書発行 
   四日市看護医療大学紀要第 5巻第 1号発行 
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2．本学の現況 

・大学名         四日市看護医療大学 

・所在地         三重県四日市市萱生町 1200番地 
・学部の構成     看護学部看護学科 

                 大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程） 

・学生数、教員数、職員数 

 
学生数                                （単位：人） 
学部 学科 入学定員 収容定員 在籍者数 

看護 看護 100 400 
1年 2年 3年 4年 合計

男 8 15 12 12 47
女 111 102 100 83 396
合計 119 117 112 95 443

研究科 専攻 入学定員 収容定員 在籍者数 

 
看護学 看護学 10 20 

1年 2年 合計 
男 0 0 0 
女 10 11 21 
合計 10 11 21 

 
 
教員数                                （単位：人） 

学部 学科 専任教員 兼任 
教員 合計

 教授 准教授 講師 助教 助手 合計 

看護 看護 
男 4 1 2 2 0 9 51 60
女 12 12 5 2 2 33 21 54
合計 16 13 7 4 2 42 72 114

研究科 専攻 専任教員 兼任 
教員 合計

 教授 准教授 講師 助教 助手 合計 

看護学 看護学 
男 0 0 0 0 0 0 8 8
女 11 10 0 0 0 21 13 34

合計 11 10 0 0 0 21 21 42
 
 
職員数                                （単位：人） 

 
専任職員 

パート 合計 
正職員 嘱託職員 

男 11 1 0 12 
女 4 2 4 10 
合計 15 3 4 22 



四日市看護医療大学 

10 
 

Ⅲ．「基準」ごとの自己評価 

 

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 意味・内容の具体性と明確性 

1-1-② 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） 

四日市看護医療大学の使命・目的は、設置母体である学校法人暁学園が掲げる「暁学園

綱領（建学の精神）」及び四日市看護医療大学が開学当初に示した大学構想に基づく「大学

の基本理念」を踏まえて明確となっており、「四日市看護医療大学学則」では、その第 1
条（目的）に「本学は、教育基本法及び学校教育法の精神に基づき、看護医療の分野に関

する専門知識・技術の教育と研究を行い、あわせて豊かな教養と人格を兼ね備え、地域の

保健、医療、福祉に寄与し、地域の活力向上に資する看護医療専門職の人材を育成するこ

とを目的及び使命とする」と定めている。 
大学院においても「四日市看護医療大学大学院学則」の第 1条（目的）に「四日市看護

医療大学大学院（以下「本大学院」という。）は、看護医療分野に関する学術の理論及び応

用を教授研究し、深い学識及び卓越した能力を培い、看護学及び医療科学の発展と地域社

会における人々の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする」と定めている。 
 看護学は人間を対象とした学問領域であることから、心の豊かさ、人としてのやさしさ

を持ち、深い人間理解と倫理観をもった人材の養成が要求されている。また、保健・医療・

福祉の高度化と技術の急速な発展に対応し、良質な看護サービスを提供していくためには、

確かな看護知識・技術並びにエビデンスを生み出す研究能力、自己を成長させていく自己

啓発能力をもち、科学的思考と問題提起及び解決能力を備えた人材が必要とされている。

さらに、公私協力方式で設立されている本学は、地域社会に貢献しうる実践力を備えた人

材の育成が求められており、四日市市という産業都市におけるニーズに応えるためには住

民の多数を占める労働者や経営者への看護、つまり、産業看護の知識・技術が必要とされ

る。 
そのため、本学では使命・目的を達成するため、養成を目指す人材像として学部では 7

項目、大学院では 5項目を具体的に掲げ、教育目標としている。 
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養成を目指す人材 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、本学では、開学以来「看る、護る、そしてつながる」をキャッチフレーズとして

掲げている。これは本学の人材養成の目標を端的に表現した言葉である。「安全で的確な実

践力を有する人材」「的確な判断と問題解決能力を備えた人材」が「看る、護る」すなわち

「看護」の基本であり、「人間性を尊重した対人関係形成能力を備えた人材」「人権を尊重

し、患者／クライアントの権利を擁護する人材」では「ひととのつながり」を、「医療技術

者間における調整・指導のための基礎的能力を備えた人材」「産業看護の知識・技術を持っ

た人材」では「社会とのつながり」を、「課題探求・自己研鑽能力を備えた人材」では「未

来とのつながり」を、それぞれ得られる人材の養成を目指している。 
以上のように、本学の使命・目的及び教育目的は簡潔かつ明確に文章化されている。 

 
◇エビデンス集 資料編 
【資料 1-1-1】 平成 24年度四日市看護医療大学学生便覧 p.1（【資料 F-5】と同じ） 
【資料 1-1-2】 平成 24年度四日市看護医療大学大学院学生便覧 p.1（【資料 F-5】と同じ）
【資料 1-1-3】 四日市看護医療大学学則 第 1条（【資料 F-3】と同じ） 
【資料 1-1-4】 四日市看護医療大学大学院学則 第 1条（【資料 F-3】と同じ） 
【資料 1-1-5】 平成 24年度四日市看護医療大学学生便覧 p.9（【資料 F-5】と同じ） 
【資料 1-1-6】 四日市看護医療大学ホームページ（大学案内＞教育理念・目的・目標等） 
【資料 1-1-7】 四日市看護医療大学ホームページ（トップページ） 

〈学部〉 
・人間性を尊重した対人関係形成能力を備えた人材 
・ 医療技術者間における調整・指導のための基礎的能力を備えた人材 
・ 人権を尊重し、患者／クライアントの権利を擁護する人材 
・ 安全で的確な実践力を有する人材 
・ 的確な判断と問題解決能力を備えた人材 
・ 課題探求・自己研鑽能力を備えた人材 
・ 産業看護の知識・技術を持った人材 
〈大学院〉 
教育目的「生命の尊厳と深い人間理解への指向」「社会性への指向」「多様性への指向」

・広い視野と柔軟な思考力・想像力をもち、看護科学の開拓と進展に貢献できる看護

教育・研究能力を有する人材 
・進行する少子・高齢社会に対応して、保健・医療・福祉システムを創造的に構築で

きる企画・調整・統括的能力を有する人材 
・急激に変化する経済・社会の動向に対応し、活力ある地域社会創造のためにリーダ

ーシップを発揮でき、対象者のみならず家族や地域の健康促進に貢献できる人材 
・人々の生活改善に直結する質の高い看護を提供するために、高邁な倫理観を持ち、

高度な専門知識・技術を有する看護実践者 
・産業構造の急激な変化に伴い、社会的に必要性が高まっている産業看護の専門的知

識を有する人材 
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（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画） 

大学及び大学院の使命・目的と教育目的は、暁学園綱領（建学の精神）「人間たれ」と本

学の基本理念である「人間重視を根幹とした教育研究の実践」「高度な知識・技術の教授と

研究」「地域社会への積極的な貢献」から導かれたものである。これらは建学の精神や基本

理念とともに、従来以上に具体性と明確性に留意しつつ大学案内などの印刷物や大学公式

ホームページ、また入学式をはじめとした式典やオープンキャンパス、FD(Faculty 
Development)・SD(Staff Development)活動、教育後援会、公開講座などのあらゆる機会
を通じて、その意味内容をわかりやすく伝達していく。 
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1－2 使命・目的及び教育目的の適切性 

 

≪１－2 の視点≫ 

1-2-① 個性・特色の明示 

1-2-② 法令への適合 

1-2-③ 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） 

産業都市四日市市との公私協力方式により誕生した本学の個性・特色は、「産業看護分

野の教育・研究」及び「地域社会への貢献」である。 

 大学の使命・目的は、「本学は、教育基本法及び学校教育法の精神に基づき、看護医療の

分野に関する専門知識・技術の教育と研究を行い、あわせて豊かな教養と人格を兼ね備え、

地域の保健、医療、福祉に寄与し、地域の活力向上に資する看護医療専門職の人材を育成

することを目的及び使命とする」（「四日市看護医療大学学則」第 1条）と定められている。
ここで「地域の保健、医療、福祉に寄与し、地域の活力向上に資する看護医療専門職の人

材を育成すること」としているように、本学は「地域社会への貢献」を個性・特色とする

大学であることを明示している。さらに、教育目標である 7つの人材像の 1つに「産業看
護の知識・技術を持った人材」を掲げている。 
 大学院の使命・目的は「四日市看護医療大学大学院（以下「本大学院」という。）は、看

護医療分野に関する学術の理論及び応用を教授研究し、深い学識及び卓越した能力を培い、

看護学及び医療科学の発展と地域社会における人々の健康と福祉の向上に寄与することを

目的とする」（「四日市看護医療大学大学院学則」第 1条）と定められており、こちらにお
いても「地域社会における人々の健康と福祉の向上に寄与すること」としているように「地

域社会への貢献」を個性・特色とする大学院であることが明示されている。さらに教育目

標である 5つの人材像においては「産業構造の急激な変化に伴い、社会的に必要性が高ま
っている産業看護の専門的知識を有する人材」と「急激に変化する経済・社会の動向に対

応し、活力ある地域社会創造のためにリーダーシップを発揮でき、対象者のみならず家族

や地域の健康促進に貢献できる人材」が掲げられており、「産業看護の教育・研究」及び「地

域社会への貢献」の両方が明示されている。 
本学の使命・目的及び教育目的は、学校教育法第 83 条、大学設置基準第 2 条などの法

令に適合している。学校教育法第 83条は、「大学は、学術の中心として、広く知識を授け
るとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させるこ

とを目的とする」と規定しており、同条第 2 項は、「大学は、その目的を実現するための
教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するもの

とする」としている。本学の使命・目的及び教育目的はこれらの条項に適合するものとな

っている。さらに、大学設置基準第 2 条は、「大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材
の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする」と規定して
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いる。「四日市看護医療大学学則」第 1 条（目的）は「本学は、教育基本法及び学校教育
法の精神に基づき、看護医療の分野に関する専門知識・技術の教育と研究を行い、あわせ

て豊かな教養と人格を兼ね備え、地域の保健、医療、福祉に寄与し、地域の活力向上に資

する看護医療専門職の人材を育成することを目的及び使命とする」と定めており、これを

満たしている。 
本大学院の使命・目的及び教育目的については、学校教育法第 99条、大学院設置基準

第 2条などの法令に適合している。学校教育法第 99条は、「大学院は、学術の理論及び応
用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深

い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする」と規定してお

り、本大学院の使命・目的及び教育目的はこの条項に適合するものとなっている。さらに、

大学院設置基準第 2条は、「大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的
その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする」と規定している。「四日市看護医

療大学大学院学則」第 1条（目的）には「四日市看護医療大学大学院（以下「本大学院」
という。）は、看護医療分野に関する学術の理論及び応用を教授研究し、深い学識及び卓越

した能力を培い、看護学及び医療科学の発展と地域社会における人々の健康と福祉の向上

に寄与することを目的とする」と定めており、これを満たしている。 
 大学の使命・目的及び教育目的は、社会情勢等に対応し、必要に応じて見直しを行って

いくべきものであるが、本学は開学が平成 19（2007）年、大学院の開設が平成 23（2011）
年と歴史も浅く、大きな見直しを必要とする時期・段階には至っていない。 
 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 1-2-1】 四日市看護医療大学学則 第 1条（【資料 F-3】と同じ） 
【資料 1-2-2】 四日市看護医療大学大学院学則 第 1条（【資料 F-3】と同じ） 
【資料 1-2-3】 平成 24年度四日市看護医療大学学生便覧 p.1（【資料 F-5】と同じ） 
【資料 1-2-4】 平成 24年度四日市看護医療大学学生便覧 p.9（【資料 F-5】と同じ） 
 
 

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の個性・特色である「産業看護分野の教育・研究」「地域社会への貢献」は、すで

に使命・目的及び教育目的に明示されているが、教職員はもとより、学生、地域の関係者

の理解と協力が得られるよう一層努力する。今後、社会情勢の変化等に対応し、使命・目

的及び教育目的の見直しを図る場合には、適切に個性・特色が明示されるよう留意する。 

大学及び大学院の使命・目的と教育目的は、現時点においては法令に適合したものとな

っているが、法令の改正等が実施された場合には速やかに対応することとする。 
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1－3 使命・目的及び教育目的の有効性 

 

≪１－3 の視点≫ 

1-3-① 役員、教職員の理解と支持 

1-3-② 学内外への周知 

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 

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 

 

（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） 

大学の使命・目的及び教育目的は、「四日市看護医療大学設置認可申請書」に記載された

ものである。同申請書の作成にあたっては、理事である学長と評議員である副学長が中心

となり設置構想をまとめた。大学の使命・目的や教育目的についても関与・参画の上、策

定されたものである。これらは大学設置認可申請前に評議員会及び理事会に諮られ、理事

長以下全役員の理解と支持を得た上で文部科学省へ提出されている。教職員については、

FD や SD の取り組みの中で大学の使命・目的及び教育目的を理解するよう努めており、
支持されているものである。大学院についても「四日市看護医療大学大学院設置認可申請

書」に記載されたものであり、大学と同様の手続きを経て、役員と教職員の理解と支持を

得ている。 
大学の使命・目的及び教育目的は、「四日市看護医療大学学則」「四日市看護医療大学学

生便覧」「四日市看護医療大学大学案内」「四日市看護医療大学ホームページ」などに明示

されており、教職員だけではなく、学生、保護者、受験生、その他の関係機関にも理解さ

れるよう努めている。特に学生に対しては、「学生便覧」の冒頭に本学の理念・目的・教育

目標を記載し、入学時のオリエンテーションをはじめとして、あらゆる機会を通じてその

周知を図っている。また、保護者に対しては、教育後援会役員会並びに保護者懇談会時に、

学長から詳しく説明し、周知を図っている。大学院の使命・目的及び教育目的についても、

大学と同様に「四日市看護医療大学大学院学則」「四日市看護医療大学大学院学生便覧」「四

日市看護医療大学大学院案内」「四日市看護医療大学ホームページ」などで明示している。

本学は四日市市との公私協力方式で設置されていることから、四日市市と「四日市看護医

療大学運営協議会」をもっている。ここには四日市市の副市長をはじめ、市会議員の代表、

教育長なども出席しており、この場で教育目的を示している。 
本学は、平成 19（2007）年の開学後、大学の完成と大学院の開設・完成を中長期的な

目標として計画的に運営されてきた。平成 23（2011）年 3 月には看護学部看護学科が初
めての卒業生を送り出し、翌 4月には大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）が開設
された。この間の活動は「四日市看護医療大学設置認可申請書」及び「四日市看護医療大

学大学院設置認可申請書」を誠実に履行することにより、これらの設置認可申請書に示さ

れた使命・目的及び教育目的を反映させたものとなっている。 
本学の掲げる 3つの方針（ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッショ
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ンポリシー）にも大学の使命・目的及び教育目標は反映されている。特に、ディプロマポ

リシーにおいて「本学の教育研究の理念、目的を踏まえ、本学の教育課程を修了し、卒業

認定を受けるのは、以下の能力・技術・態度を備えている学生である」としている 7点は、
教育目標そのものである。 

 

四日市看護医療大学のディプロマポリシー 

 

本学の教育研究の理念、目的を踏まえ、本学の教育課程を修了し、卒業認定を受ける

のは、以下の能力・技術・態度を備えている学生である。 

 

・人間性を尊重した対人関係形成能力を身につけていること 

・医療技術者間における調整・指導のための基礎的能力を身につけていること 

・人権を尊重し、患者/クライアントの権利を擁護する能力を身につけていること 

・安全で的確な実践力を身につけていること 

・的確な判断と問題解決能力を身につけていること 

・課題探求・自己研鑽能力を身につけていること 

・産業看護の知識・技術を身につけていること 

 

カリキュラムポリシーにおいても建学の精神や大学の基本理念を踏まえた上で、「本学

は、教育基本法及び学校教育法の精神に基づき、看護医療の分野に関する専門知識・技術

の教育と研究を行い、あわせて豊かな教養と人格を兼ね備え、地域の保健、医療、福祉に

寄与し、地域の活力向上に資する看護医療専門職の人材を育成することを目的及び使命と

する」（「四日市看護医療大学学則」第 1条）とする使命・目的が果たせるようなカリキュ
ラムの構成方法について言及している。 

 

四日市看護医療大学のカリキュラムポリシー 

 

本学は、設置母体である暁学園の綱領「人間たれ」を教育研究活動の根幹とし、豊か
な人間性と高度な専門性を備えた保健師・助産師・看護師を育てることを建学の精神と
している。 
そのため、本学では社会人・医療人として望まれる豊かな人間性を培い、かつ高度で

最先端の専門学芸を教授研究し応用能力を展開させること、さらには産業都市である当
地域の特性に鑑み産業看護を通じて地域社会への積極的な貢献を教育研究の理念、目的
としている。以上に基づき、本学は以下のカリキュラムを組んでいる。 

 
・授業科目区分は、基礎科目・専門基礎科目・専門科目の 3 区分とし、学年進行に従
い、基礎から専門へと知識・技術の積み上げを目指す。 

・基礎科目は人間文化・人間社会・語学・科学的思考・演習の 5 分野を配置し、現代
社会にふさわしい人間形成の根幹となる主体的な自己の確立に資する知識の修得を
目指す。 

・専門基礎科目は、社会保健科学・健康科学の 2 分野を配置し、専門科目を学ぶ前提
となる知識の修得を目指す。 

・専門科目は、基礎領域、生涯領域、広域領域、展開領域の 4 分野を配置し、あらゆ
る看護分野に必要な知識・技術を体系的に身につけさせるとともに、科学的根拠に基
づいた看護実践能力、様々な健康レベルに応じた看護実践能力、人びとの多面な価値
観を踏まえた共感的な態度に基づいた看護実践能力の育成を目指す。 
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アドミッションポリシーにおいても、建学の精神と大学の基本理念を踏まえながら、「本

学は、教育基本法及び学校教育法の精神に基づき、看護医療の分野に関する専門知識・技

術の教育と研究を行い、あわせて豊かな教養と人格を兼ね備え、地域の保健、医療、福祉

に寄与し、地域の活力向上に資する看護医療専門職の人材を育成することを目的及び使命

とする」（「四日市看護医療大学学則」第 1条）とし、本学の使命・目的が果たせるような
入学者の受け入れ方針を明示している。 
 
四日市看護医療大学のアドミッションポリシー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
本学の教育研究組織の構成は、以下の通りとなっている。 

 
・学部 
 本学の使命・目的及び教育目的を達成するため、看護学部に入学定員を 100人とする看
護学科を設けている。機能的かつ効果的な教育が期待できる適切な数の教員を確保して教

育研究活動を展開しており、地域の活力向上に資する保健師・助産師・看護師の養成を行

っている。 
 
・大学院 
 大学院看護学研究科(入学定員 10人)は、使命・目的及び教育目的に基づき「産業看護学
領域」「実践看護学領域」「基礎看護学領域」の 3領域としている。特に地域からの強い要
請により専門看護師（CNS：Certified Nurse Specialist）養成のための「小児看護専
門看護師」「慢性疾患看護専門看護師」「急性・重症患者専門看護師」のコースを設けてい

〈学部〉 
本学は、設置母体である暁学園の綱領「人間たれ」を教育活動の根幹とし、豊かな人

間性と高度な専門性を備えた保健師・助産師・看護師を育てることを建学の精神として

いる。 
そのため、本学では社会人・医療人として望まれる豊かな人間性を培い、かつ高度で

最先端の専門学芸を教授研究し、応用的能力を展開させること、さらには産業都市であ

る当地域の特性に鑑み、産業看護を通じて地域社会への積極的な貢献を教育研究の理

念、目的としている。 
したがって、本学では、特に地域貢献に関心を持つ入学者を確保すること、また単に

学力の高い入学者を求めるのではなく、豊かな人間性や明確な目的意識を持った入学者

の確保を受け入れ方針としている。 

〈大学院〉 

本研究科では、専門性の高い看護学の修得を志向し、主体的に学修できる意欲のある者

を求める。 

・看護学専攻の教育を受けるための基礎的な知識や技術を有する者 

・高度専門職業人又は教育研究者として、看護学や看護実践の発展に貢献する意欲を有

する者 

・看護学や看護実践に対する高い追究心を持ち、主体的な勉学及び自己啓発に積極的で

ある者 
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る。専任教員 21 人が指導にあたり、修士論文コースでは看護教育・研究能力を有する人
材を、CNSコースでは高度な専門知識・技術を有する看護実践者をそれぞれに養成してい
る。 
 
・産業看護研究センター 
 産業看護研究センターは、学長をセンター長とし看護学部所属の専任教員がスタッフと

して参画する。企業・自治体等と産業看護に関する共同研究や受託研究、現職及び潜在的

な地域の保健師・助産師・看護師を対象とした講習を行う。また、地域社会における産業

看護のシンクタンク的機能を持つことにより、地域に向けた積極的な情報発信を行ってお

り、本学の教育目標の達成に大きく寄与している。 
 

3 つの教育研究組織は教員が兼任するところにより整合性が図られ、本学の使命・目的
及び教育目的達成のために有機的に機能している。 
 
◇エビデンス集 資料編 
【資料 1-3-1】 四日市看護医療大学設置認可申請書 基本計画書（抜粋） 
【資料 1-3-2】 学校法人暁学園評議員会議事録（平成 18（2006）年 3月 23日）（写） 
【資料 1-3-3】 学校法人暁学園理事会議事録（平成 18（2006）年 3月 23日）（写） 
【資料 1-3-4】 学校法人暁学園評議員会議事録（平成 22（2010）年 3月 25日）（写） 
【資料 1-3-5】 学校法人暁学園理事会議事録（平成 22（2010）年 3月 25日）（写） 
【資料 1-3-6】 四日市看護医療大学ホームページ（大学案内＞教育理念・目的・目標＞ポ

リシー） 
【資料 1-3-7】 四日市看護医療大学学則 第 1条（【資料 F-3】と同じ） 
【資料 1-3-8】 2012年度四日市看護医療大学学生募集要項 p.1（【資料 F-4】と同じ） 
【資料 1-3-9】 2012 年度四日市看護医療大学大学院学生募集要項 p.1（【資料 F-4】と同

じ） 
【資料 1-3-10】 四日市看護医療大学運営協議会設置要綱 
 
 

（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画） 

 大学及び大学院の使命・目的や教育目的については、役員には理事会・評議員会を通じ

て、教職員には FD や SD などの機会を通じて一層の理解と支持が得られるよう今後も努
めていく。 

 学内外への周知については、四日市看護医療大学ホームページや大学案内等の印刷物の

ほか、オープンキャンパス等のイベントを通じて広く情報を開示し、正確な情報の提供に

努めていく。特に、地域社会に対しては、年に 2回実施している公開講座を通じて、更な
る充実を図りたい。そして、在学生については、入学式やオリエンテーション以外の通常

の学生生活の中においても、使命・目的や教育目的について触れる機会を設けていく。 

教育研究組織については、本学の使命・目的及び教育目的を達成するため、教育研究の

継続性を維持するとともに、質の向上に一層努力していく。教員の採用を行う場合には、



四日市看護医療大学 

19 
 

公募を原則としているが、今後も本学の使命・目的及び教育目的を理解し、支持する優秀

な教員の確保に努める。 
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［基準 1 の自己評価］ 

  

大学の使命・目的及び教育目的は、それらの基盤となる建学の精神や基本理念とともに

入学式や卒業式等の行事において常に理事長、学長等から伝えられており、また「四日市

看護医療大学大学案内」や「四日市看護医療大学学生便覧」等の印刷物、「四日市看護医療

大学ホームページ」にも掲載され、さらには、市民向けの公開講座を通じて、学内外に向

けて発信されている。このことから、大学の使命・目的及び教育目的は明確であり、かつ

学内外への周知も図られていると言える。 

 大学の使命・目的及び教育目的は、建学の精神や基本理念と同様に、実際のカリキュラ

ムや学生生活とどのように結びついているかについて、不断の検証が必要となる。FD 委
員会をはじめ各種委員会活動等を通じて折に触れて議論を深めるとともに、四日市市、市

立四日市病院をはじめとした本学に関係する諸機関あるいは媒体を通じて学内外に周知す

るための工夫を凝らし、一層明確で実のあるものとしていく。 
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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 入学者受入れの方針の明確化と周知 

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 

2-1-③ 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） 

本学は、設置母体である暁学園の綱領「人間たれ」を教育研究活動の根幹に据え、豊か

な人間性と高度な専門性を備えた人材を育てることを建学の精神とし、学部と大学院のア

ドミッションポリシーを次表の通り定めている。 

 

四日市看護医療大学のアドミッションポリシー 

学部 

 
本学は、設置母体である暁学園の綱領「人間たれ」を教育活動の根幹と

し、豊かな人間性と高度な専門性を備えた保健師・助産師・看護師を育て

ることを建学の精神としている。 
そのため、本学では社会人・医療人として望まれる豊かな人間性を培い、

かつ高度で最先端の専門学芸を教授研究し、応用的能力を展開させるこ

と、さらには産業都市である当地域の特性に鑑み、産業看護を通じて地域

社会への積極的な貢献を教育研究の理念、目的としている。 
したがって、本学では、特に地域貢献に関心を持つ入学者を確保するこ

と、また単に学力の高い入学者を求めるのではなく、豊かな人間性や明確

な目的意識を持った入学者の確保を受け入れ方針としている。 
 

大学院 

 

本研究科では、専門性の高い看護学の修得を志向し、主体的に学修できる

意欲のある者を求める。 

・看護学専攻の教育を受けるための基礎的な知識や技術を有する者 

・高度専門職業人又は教育研究者として、看護学や看護実践の発展に貢献

する意欲を有する者 

・看護学や看護実践に対する高い追究心を持ち、主体的な勉学及び自己啓

発に積極的である者 

 

 

このアドミッションポリシーは、「四日市看護医療大学ホームページ」「四日市看護医療

大学学生募集要項」「四日市看護医療大学大学院学生募集要項」に掲載しており、本学の情

報を収集する受験生とその保護者や高等学校の進路指導担当者等、多くの方に対して分か

りやすく公開するように努めている。また、オープンキャンパスや進学相談会など広報活
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動の中で、来訪者に対し口頭で説明を行い、アドミッションポリシーの浸透を図っている。 

 

 本学では、入学者受け入れの方針に基づき、以下の通り入学試験を実施している。 

 

１） 学部の入試 

学部の入試については、出身高等学校長の推薦を受ける推薦入試、学力試験で合否を判

定、選抜する学力入試の他、大学入試センター試験利用入試などを実施することで入試区

分を多様化し、アドミッションポリシーに沿う高い資質を持った学生を幅広く求め、確保

するように努めている。特に、推薦入試と学力入試に本学独自の奨学生枠を設け、奨学生

として採用、入学した者には、在学中の学費の一部が貸与され、卒業後四日市市内の医療

機関で就業すれば貸与された奨学金の返還が免除されるという制度を実施している。また、

学生募集の対象には高等学校卒業（見込）者だけでなく、社会人等特別選抜入試で社会人

や大学既卒者を受け入れるための門戸を広く開いている。 
平成 24(2012)年度入学者選抜試験として実施された入試区分と、それぞれの選考方針の

概要を以下に記す。なお、本学の入試制度（入試日程、試験科目、選考方法など）は入試

委員会で協議して原案を作成の上、学部は教授会、大学院は研究科委員会で決議される。 
 

A． 推薦入学試験 
公募制 
出身高等学校長から推薦された卒業見込みの者及び前年度卒業した者を対象とする。 

選考方式としては「小論文方式」と「基礎テスト方式」の 2 方式を設定している。「小論
文方式」では小論文と面接を実施し、調査書等と併せ総合的に評価し選考している。「基礎

テスト方式」では英語（英語Ⅰ・英語Ⅱ）、国語（国語総合（古文・漢文を除く））、数学（数

学Ⅰ・数学Ⅱ・数学 A）、理科（化学Ⅰ、生物Ⅰ）の 4 教科 5 科目から 2 科目を選択し、
調査書等と併せ総合的に評価し選考している。募集人員は 20人である。 
専願制（奨学生） 
出身高等学校から推薦された卒業見込みの者及び前年度卒業した者で、本学を専願する

受験生を対象とする。選考方法としては、公募制の基礎テストに加え面接を課し、調査書

等と併せ総合的に評価し選考している。募集人員は県内対象者が 20 人、県外対象者が 5
人である。 
併設校制 
本学園の併設校である高等学校長から推薦された卒業見込みの者で、本学を専願する受

験生を対象とする。選考方法としては、面接を課し、調査書等と併せ総合的に評価し選考

している。募集人員は若干名である。 
 
B. 学力入学試験 
 教科の学力試験に基づく入試区分として、前期、後期と 2回実施している。前期日程は
英語（英語Ⅰ・英語Ⅱ）を必須科目とし、国語（国語総合（古文・漢文を除く））、数学（数

学Ⅰ・数学Ⅱ・数学 A ）、理科（化学Ⅰ、生物Ⅰ）の 3 教科 4 科目から 2 科目を選択し、
計 3科目で実施している。後期日程は英語が必須科目でなくなり、4教科 5科目から 2科
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目を選択する形で実施し、前期日程、後期日程ともに、調査書等と併せ総合的に評価し選

考している。募集人員は 40人である。 
専願制（奨学生） 
本学を専願する受験生を対象とする。前期日程で実施され、選考方法としては、教科の

学力試験に加え面接を課し、調査書等と併せ総合的に評価し選考している。募集人員は 5
人である。 

 
C. 大学入試センター試験利用入学試験 
学力入試とは異なる視点の学力検査として、大学入試センター試験の成績を利用する入

試区分である。前期日程は、外国語（『英語』（リスニング含む））を必須科目とし、国語（『国

語』(近代以降の文章)）、数学（「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学 A』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学 B』）、
理科（「化学Ⅰ」、「生物Ⅰ」）から高得点 2科目を採用し、計 3教科 3科目を合否判定に使
用している。後期日程については、外国語が必須科目でなくなり、外国語、国語、数学、

理科から高得点 2教科 2科目を合否判定に使用し、前期日程、後期日程ともに、調査書等
と併せ総合的に評価し選考している。募集人員は 10人である。 
 
D. 社会人等特別選抜入試 
社会人経験を有する者や、４年制大学を卒業した者及び卒業見込みの者で、将来、看護

師資格等を取得して社会貢献したい人材を求めるための入試区分である。選考方法として

は、小論文、面接、調査書の内容を総合的に評価して選考している。募集人員は若干名で

ある。 
 

E. 編入学試験 
看護師の資格を有し看護系大学または短大の既卒者及び卒業見込みの者、看護系専修学

校の専門課程を修了した者及び修了予定の者を対象とする。なお、平成 24（2012）年度
試験より編入学での募集は停止し、収容定員に欠員が見込まれる場合に限り、編入学試験

の実施について協議することとした。 
 
平成 24(2012)年度入試の各区分における入学者数を次表に示す。 

 
平成 24(2012)年度入試区分別の募集定員と入学者数の構成（学部） 

 推薦入試 学力入試 センター試
験利用入試

社会人等特
別選抜入試 計 

募集定員 45人 45人 10人 若干名 100人 

入学者数 78人 39人 2人 0人 119人 

計に対する割合 65.5% 32.8% 1.7% 0.0% 100% 

 
各入試区分における合否判定は、入試委員会で試験結果を評価し作成された合否判定案



四日市看護医療大学 

24 
 

を教授会に諮り、その審議を経て決定される。合格発表は入試区分ごとに合否結果を本人

宛に郵送している。また、平成 24（2012）年度入試からは、本学ホームページ上での発
表も行っている。 
 
２） 大学院の入試 
大学院入試はⅠ期、Ⅱ期に分けて実施している。学力試験（専門科目、英語）、面接、

研究計画書等を総合的に評価し、大学院研究科委員会での審議を経て合否を決定する。 
なお、平成 24(2012)年度は 10人の募集定員に対して、10人（Ⅰ期 7人、Ⅱ期 3人）の

入学者があった。 
 
本学では、入学者の受入れについては、入試実施作業部会、入試委員会、入試判定教授

会での慎重な討議を経て入学者数を決定している。 
過去 5年間の入学者状況を次表に示す。 

 
過去 5年間の入学者状況（学部） 

区分 平成 20 
年度 

平成 21 
年度 

平成 22 
年度 

平成 23 
年度 

平成 24 
年度 

入学定員 95人 95人 95人 95人 100人 

入学者数 99人 98人 104人 116人 119人 

定員倍率 1.04 1.03 1.09 1.22 1.19 

 
平成 20(2008)年度以降、入学者数は入学定員の 1.03倍から 1.22倍で推移しており、適

正な入学者数を確保できている。なお、平成 24（2012）年度の入学者定員が 100 人とな
っているが、これは編入学試験で確保していた入学定員を、1 年次入学者の定員に振り替
えたためである。 
大学院に関しては開設 2年目を迎え、地元地域を中心にアドミッションポリシーの周知

を図っているところではあるが、初年度及び 2年目の入学者については定員を充足してい
る。 
 
◇エビデンス集 資料編 
【資料 2-1-1】 四日市看護医療大学ホームページ（大学案内＞教育理念・目的・目標等＞

ポリシー）（【資料 1-3-4】と同じ） 

【資料 2-1-2】 2012 年度四日市看護医療大学学生募集要項（【資料 F-4】と同じ） 

【資料 2-1-3】 2012 年度社会人特別選抜学生募集要項（【資料 F-4】と同じ） 

【資料 2-1-4】 2012 年度四日市看護医療大学大学院学生募集要項（【資料 F-4】と同じ） 

【資料 2-1-5】 四日市看護医療大学学則 第 58 条（【資料 F-3】と同じ） 

【資料 2-1-6】 四日市看護医療大学入試委員会規程 

【資料 2-1-7】 四日市看護医療大学入試実施作業部会規則 

【資料 2-1-8】 四日市看護医療大学教授会規程 第 2 条第 2 号 
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【資料 2-1-9】 四日市看護医療大学大学院看護学研究科委員会規程 第 2 条第 2 号 

【資料 2-1-10】 エビデンス集データ編【表 2-1】学部、学科別の志願者数、合格者数、入学

者数の推移（過去 5 年間） 

【資料 2-1-11】 エビデンス集データ編【表 2-3】大学院研究科の入学者数の内訳（過去 3
年間） 

【資料 2-1-12】 2012四日市看護医療大学大学案内（【資料 F-2】と同じ） 
【資料 2-1-13】 四日市看護医療大学大学院案内（【資料 F-2】と同じ） 
【資料 2-1-14】 平成 24年度オープンキャンパス資料 
【資料 2-1-15】 四日市看護医療大学育成会会則等 
 
 
（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画） 

学部のアドミッションポリシーは、「求める学生像」についての記述が中心であること

から、入学後の学修に必要な基礎学力の範囲を示すため、高等学校で履修することが望ま

しい科目等を明示し、本学の特色を表現することを含めて全体として具体的な表現に改め

ていく方向で構想中である。 
大学院に関しては、今後も安定的な入学者を確保するために、継続的な広報活動が必要

であると考えるが、特に地元医療機関を中心に訪問機会を増やし、アドミッションポリシ

ーの浸透を図っていく。 
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2－2 教育課程及び教授方法 

 

≪2－2 の視点≫ 

2-2-① 教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化 

2-2-② 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 

 

（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） 

本学の教育目的と教育目標は、学生便覧等でも掲げているように、以下の通りである。 
  
  
＜教育目的＞ 
人間重視を根幹とした教育研究の実践 
 看護学は、人間を対象とした学問領域であることから、人間愛、倫理観に基づく「人間

重視」の考え方を常に基本とし、人間の本質を問い、一人の人間から社会全体までを対象

に、安全で快適な暮らしを創造できる保健師・助産師・看護師を育成する。 
高度な知識・技術の教授と研究 
 人間への理解、尊重そして洞察力に加え、確かな看護知識・技術を持ち、保健・医療・

福祉現場での状況に応じた判断能力、管理能力と、他の保健医療福祉専門職とのチームワ

ーク、コーディネート能力を有する保健師・助産師・看護師を育成する。また、本学の特

色である産業看護に関する教育並びに研究の充実を図る。 
地域社会への積極的な貢献 
 本学が公私協力方式により設立されていることを踏まえ、時代の要請に柔軟に対応しな

がら市民の負託に応えるべく積極的に地域貢献を行い、地域社会に対し質の高い教育と研

究の成果を提供する。特に産業都市である四日市市への貢献として、産業看護の教育と研

究に力点をおく。 
 
＜教育目標＞ 
 本学では、教育目的に基づき、次のような人材の養成を目指す。 
・人間性を尊重した対人関係形成能力を備えた人材 
・医療技術者間における調整・指導のための基礎的能力を備えた人材 
・人権を尊重し、患者・クライアントの権利を擁護する人材 
・安全で的確な実践力を有する人材 
・的確な判断と問題解決能力を備えた人材 
・課題探求・自己研鑽能力を備えた人材 
・産業看護の知識・技術を持った人材 
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また、教育目的を実現するための方策として、以下のカリキュラムポリシーを掲げてい

る。 
  
＜カリキュラムポリシー＞ 
 本学は、設置母体である暁学園の綱領「人間たれ」を教育研究活動の根幹とし、豊かな

人間性と高度な専門性を備えた保健師・助産師・看護師を育てることを建学の精神として

いる。そのため、本学では社会人・医療人として望まれる豊かな人間性を培い、かつ高度

で最先端の専門学芸を教授研究し応用能力を展開させること、さらには産業都市である当

地域の特性に鑑み産業看護を通じて地域社会への積極的な貢献を教育研究の理念、目的と

している。以上に基づき、本学は以下のカリキュラムを組んでいる。 
 ・授業科目区分は、基礎科目・専門基礎科目・専門科目の 3区分とし、学年進行に従い、

基礎から専門へと知識・技術の積み上げを目指す。 
 ・基礎科目は人間文化・人間社会・語学・科学的思考・演習の 5分野を配置し、現代社

会にふさわしい人間形成の根幹となる主体的な自己の確立に資する知識の修得を目

指す。 
 ・専門基礎科目は、社会保健科学・健康科学の 2分野を配置し、専門科目を学ぶ前提と

なる知識の修得を目指す。 
 ・専門科目は、基礎領域・生涯領域・広域領域・展開領域の 4分野を配置し、あらゆる

看護分野に必要な知識・技術を体系的に身につけさせるとともに、科学的根拠に基づ

いた看護実践能力、様々な健康レベルに応じた看護実践能力、人びとの多面な価値観

を踏まえた共感的な態度に基づいた看護実践能力の育成を目指す。 
 

  
以下、教育目的・教育目標及びカリキュラムポリシーを踏まえた教育課程編成方針を説

明する。 
 
人間重視を根幹とした教育の実践 
基礎科目において、人間文化分野、人間社会分野、語学分野、科学的思考分野の 4分野 

26科目を配置し、学生はその希望に応じて、選択できるようにしている。 
○人間文化分野に「哲学」、「倫理学」、「心理学」、「ジェンダー論」、「人間関係論」を配

置し、人間理解と倫理観を養えるよう配慮している。 
○人間社会分野に「リスクマネジメント」を配置することで医療安全について深く学修

できるよう配慮している。また「法学」、「経済学」を配置することで、看護学の周辺

領域も学修できるよう配慮している。 
○「高齢社会論」を人間社会分野に配置することで、今後ますます進む高齢社会での生

活を考えるとともに長期的な労働力確保の重要性という観点から産業看護の重要性

を認識させることとしている。 
○地域社会についての理解を深めるため、人間社会分野に「地域政策論」、「地方自治論」、 
「ボランティア論（NPO論）」を配置している。 
○語学分野には専門的な視点からも語学の基礎を学修することができるよう、必修科目
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として「医療英語」を配置している。また、選択科目として「英語コミュニケーショ

ン」を配置し、国際化社会に対応できるよう配慮している。 
○科学的思考分野では「科学的思考論」、「数的思考論」、「生物」、「化学」を配置し、論

理的な思考力・判断力を養えるよう配慮している。また「情報科学概論」、「コンピュ

ータリテラシーⅠ（基礎）」を必須科目とするとともに、選択科目として「コンピュ

ータリテラシーⅡ（応用）」を配置し、情報化社会に対応できる知識・技術を学修で

きるよう配慮している。 
○「基礎セミナーⅠ（基礎）」、「基礎セミナーⅡ（応用）」を配置し、特定のテーマを設

定し、それについて資料収集、討論、レポート作成、発表等を学生自らが実践し、自

立的思考能力を養う。加えて、大学生としての心構えから、個々人が一市民として生

活していくために必要な基礎的な教養を身につけさせることとしている。 
 
高度な知識・技術の教授と研究 
この目的は、主として専門基礎科目と専門科目が担っている。 
○専門基礎科目については、専門科目を学ぶ前提となる科目として社会保健科学分野と

健康科学分野の 2つを設定し、社会保健科学分野では「看護関係法規」、「疫学・保健
統計学」、「保健福祉行政論」の科目を配置している。 
また、「人体の構造と機能Ⅰ（ミクロ）」、「人体の構造と機能Ⅱ（マクロ）」、「薬理学」、

「病理学」、「臨床病態学Ⅰ（消化器系、呼吸器系、循環器系）」、「臨床病態学Ⅱ（脳神  

経系、感覚器系、運動器系）」、「臨床病態学Ⅲ（内分泌・代謝系、造血器系、腎・泌尿

器系）」等を配置し、看護実践で必要となる医学知識を修得する。 
○専門科目では、あらゆる看護分野に必要な知識・技術を体系的に身につけさせるとと

もに、科学的根拠に基づいた看護能力、様々な健康レベルに応じた看護能力、人々の

多面な価値観を踏まえた共感的な態度に基づいた看護能力を育成するために、基礎領

域、生涯領域、広域領域、展開領域を設定している。 
    ・基礎領域では、看護学あるいは看護実践の基礎となる看護の本質について探求し、

あわせて共通基本技術、基本的日常生活援助技術、診療に伴う技術、対象に応じ

た技術・看護過程について学修できるよう、科目を配慮している。 
・生涯領域では、ライフステージに従って、母性看護、小児看護、成人看護、老年

看護に関する科目を配置し、それぞれの分野での発達課題と健康問題に対する看

護の役割・機能について学修できるよう、配慮している。なお、助産に関心と熱

意のある学生に対しては、卒業要件以外の自由科目として「助産学概論」、「助産

技術援助論」など、5科目を配置している。 
・広域領域では、あらゆる発達段階の人々を対象とした、地域看護、精神看護の科

目を配置している。産業看護、公衆衛生看護、学校看護、在宅看護に関する科目

で構成されている地域看護では、これらを網羅的に学べるように配置しているが、

本学では産業都市という四日市市の特性を踏まえた教育課程を編成することから、

その中核となる産業看護を特に充実させている。また、精神看護では、健康な人

への看護並びに入院中の患者への看護に配慮した科目設定を行なっている。 
・展開領域では、生涯領域、広域領域での学修をより深めさせるため、「看護学特別
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講義」、「人間発達学」、「健康教育学」、「カウンセリング論」、「コミュニケーショ

ン論」、「家族看護学」等の科目を配置している。また、論理的思考の醸成と科学

的根拠に基づいた活動に不可欠な研究能力を養うために、「看護研究」、「看護研究

演習Ⅰ（看護研究クリティーク）」、「看護研究演習Ⅱ（卒業研究）」の科目を配置

している。看護研究では研究過程における基礎と方法、研究態度について学ばせ、

「看護研究演習Ⅰ（看護研究クリティーク）」では質的研究、量的研究の論文をク

リティークすることにより、研究のあり方を考えられるように配慮している。「看

護研究演習Ⅱ（卒業研究）」では、看護学各領域の講義や臨地実習で見出された学

生自身の疑問・関心について、看護の視点を課題として看護研究に取り組ませる

ことにしている。 
 
地域社会への積極的な貢献 
この説明の中で、「産業都市である四日市市への貢献として、産業看護の教育と研究に

力点を置く」としており、本学では他大学では類を見ないほど、産業看護学の授業を充実

させている。働く人々並びに事業者を対象とした産業看護は、看護学の中でも新しい分野

であり、近年、特に注目されている。その理由として高齢化、生活習慣病・メンタルヘル

ス不調者の増加が考えられている。 
本学の学部においては産業都市という四日市市の特性を踏まえ、地域のニーズに対応し

た大学としての役割を果たすべく、産業看護を採り入れた教育課程が体系的に編成されて

いる。具体的には、1 年次後学期に「産業看護学Ⅰ(総論)」、2 年次前学期に「産業看護学
Ⅱ(各論Ⅰ)」を、3年次前学期に「産業看護学Ⅲ(各論Ⅱ)」を、後期には「地域看護学実習
Ⅱ（企業）」を配当している。この実習では三重県内の企業で 1 週間実習し、企業内の産
業医、保健師、看護師等から産業保健や産業看護の実際について、より深く学べるように

している。 
 
看護学部においては、講義・演習の実践の場として臨地実習の重要性が高い。各学年臨

地実習科目が配置されており、特に 3年次後学期から 4年次前学期は 1年を通して臨地実
習科目を配置している。 
臨地実習については、以下の通り、目的・目標を定め、その達成のため適切に展開して

いる。 
 
＜臨地実習の目的＞ 
既習の知識と技術を応用・展開し看護の実践を行い、様々な看護場面における対人関係

能力、判断能力、看護実践能力、問題解決能力を養うとともに、看護専門職に必要な人間

愛、倫理観に基づく人間尊重の態度と自己の成長を育むことを目的とする。 
 

＜臨地実習の目標＞ 
・人の尊厳と人権の擁護の視点にたち、対象者の意思決定を支える看護に必要な基礎的

能力を修得する。 
・ケアに必要な対人関係を形成する基礎的能力を修得する。 
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・あらゆる健康レベル・発達段階にある対象者の身体的・精神的・社会的状況を理解し、

対象者に応じた看護実践能力を修得する。 
・様々な専門職種のチームにおける看護の役割を学び、チームでの協働・調整のための

基礎的能力を修得する。 
・看護の現象を客観的に表現し、看護における課題を探求するとともに、自己研鑽の基

礎的能力を修得する。 
 

＜実習の展開＞ 

 1 年次から 4 年次に、様々な場所で、ライフステージや健康レベルの違う生活者を対象
に実習を展開する。 

学年 実習科目 単位数 実習場所 

1年次前期 地域看護学実習Ⅰ 1 病院、老人保健施設、市町村保健セ
ンター、企業、保育園 

1年次後期 基礎看護学実習Ⅰ 1 病院 

2年次後期 基礎看護学実習Ⅱ 2 病院 

3年次後期 
・ 

4年次前期 

成人看護学実習Ⅰ 2 病院 

成人看護学実習Ⅱ 2 病院 

成人看護学実習Ⅲ 2 病院 

成人看護学実習Ⅳ 2 病院 

老年看護学実習Ⅰ 2 老人保健施設 

老年看護学実習Ⅱ 2 病院 

小児看護学実習Ⅰ 1 保育園 

小児看護学実習Ⅱ 1 病院 

母性看護学実習 2 病院 

地域看護学実習Ⅱ 1 企業 

地域看護学実習Ⅲ 1 訪問看護ステーション 

地域看護学実習Ⅳ 2 保健所・市町村保健センター 

精神看護学実習 2 病院 

4年次後期 助産学実習＊ 6 病院 

＊自由科目 
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＜臨地実習進度表＞ 

年
次

4月 6月 11月

１
年
次

地
域
看
護
学
実
習
Ⅰ

２
年
次

　

成人看護学実習Ⅰ(慢性期)

成人看護学実習Ⅱ(急性期)

成人看護学実習Ⅲ(回復期)

成人看護学実習Ⅳ(終末期)

老年看護学実習Ⅰ(老人保健施設）

老年看護学実習Ⅱ(病院)

小児看護学実習Ⅰ(保育園)

小児看護学実習Ⅱ(病院)

母性看護学実習

地域看護学実習Ⅱ(企業)

地域看護学実習Ⅲ(在宅)

 地域看護学実習Ⅳ(保健所・市町村保健センター）

精神看護学実習

成人看護学実習Ⅰ(慢性期)

成人看護学実習Ⅱ(急性期)

成人看護学実習Ⅲ(回復期)

成人看護学実習Ⅳ(終末期)

老年看護学実習Ⅰ(老人保健施設)

老年看護学実習Ⅱ(病院)

小児看護学実習Ⅰ(保育園)

小児看護学実習Ⅱ(病院)

母性看護学実習

地域看護学実習Ⅱ(企業)

地域看護学実習Ⅲ(在宅)

 地域看護学実習Ⅳ(保健所・市町村保健センター)

精神看護学実習

助産学実習
　※（自由科目）

４
年
次

３
年
次

2月 3月7月 8月 1月12月9月 10月

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅰ

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅱ

5月

後期前期
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教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成については、4 年間で必要科目を無理
なく修得できるよう、原則として、基礎科目から専門基礎科目、専門科目へと学年に沿っ

て配置している。基礎科目は主として 1年次に、専門基礎科目は主として 2年次に、専門
科目は主として 2年次後学期以降に配置している。 
 ただし、1年次に専門基礎科目の「人体の構造と機能Ⅰ（ミクロ）」や「栄養代謝学（生
化学）」、専門科目の「看護学概論」などを配置することで、教養の育成とともに、初年次

より専門分野に必要な科目もバランスよく修得できるよう配置している。 
 また、特定の授業科目には先修条件をつけている。このことにより、知識・技術のより

確実な修得が可能になるものと考える。 
先修条件をつけている授業科目は次表の通りである。 

 
（平成 23 年度以前の入学生適用） 

履修しようとする授業科目 左の授業科目を履修するために修得して
いなければならない授業科目（先修科目条件）

基礎看護学実習Ⅰ（日常生活援助） 看護学概論 
看護基礎援助論Ⅰ（共通基本技術） 

基礎看護学実習Ⅱ（看護過程の展開）

基礎看護学実習Ⅰ（日常生活援助） 
看護基礎援助論Ⅱ（基本的日常生活援助技術） 
看護基礎援助論Ⅲ（診療に伴う技術） 

成人看護学実習Ⅰ（慢性期） 
成人看護学実習Ⅳ（終末期） 

成人看護学概論
成人看護学Ⅱ（慢性期・終末期） 

成人看護学実習Ⅱ（急性期） 
成人看護学実習Ⅲ（回復期） 

成人看護学概論
成人看護学Ⅰ（急性期・回復期） 

老年看護学実習Ⅰ（老人保健施設等）
老年看護学概論
老年看護学Ⅰ（健康な高齢者への看護） 

老年看護学実習Ⅱ（病院） 
老年看護学概論
老年看護学Ⅱ（入院中の高齢者への看護） 

小児看護学実習Ⅰ(保育園） 
小児看護学実習Ⅱ（病院） 

小児看護学概論
小児看護学 

母性看護学実習 
母性看護学概論
周産期看護学 

地域看護学実習Ⅱ（企業） 
地域看護学概論
産業看護学Ⅰ（総論） 
産業看護学Ⅱ（各論Ⅰ） 
産業看護学Ⅲ（各論Ⅱ） 

地域看護学実習Ⅲ（在宅） 
地域看護学概論
在宅看護学 

地域看護学実習Ⅳ 
（保健所・市町村保健センター） 

地域看護学概論
公衆衛生看護学Ⅰ（総論） 
公衆衛生看護学Ⅱ（各論） 

精神看護学実習 
精神看護学概論
精神看護学Ⅰ（健康な人への看護） 
精神看護学Ⅱ（入院中の患者の看護） 

助産学実習 

助産学概論
助産診断技術学Ⅰ（妊娠期） 
助産診断技術学Ⅱ（分娩・産褥期） 
助産技術援助論 



四日市看護医療大学 

33 
 

教授方法の工夫については、1 年次の必修科目である「基礎英語」及び「コンピュータ
リテラシーⅠ」については教育的効果を考慮して 3グループ編成で行っている。専門科目
の演習科目についても、必要に応じてグループ編成し、学生が十分に演習を行える体制を

取っている。 
また、平成 19（2007）年度から FD（Faculty Development）研修会を通して、教育目

的の理解と教育力の向上を目指して全学的に取り組んでいる。 
教授方法の工夫・開発に関連して行った研修会のテーマを以下に記す。 

  
平成 19（2007）年度  
第 1回研修会 テーマ：四日市看護医療大学の教育理念をベースとした教育体系の構築 
第 2回研修会 テーマ：各科目、各領域間の連携と統合を目指して 
第 3回研修会 テーマ：ティップス先生からの 7つの提案の理解 
平成 20（2008）年度  
第 1回研修会 テーマ：四日市看護医療大学の全領域における教育の概念枠組みと大学

の教育理念の関連の確認並びに大学全体の教育連携 
第 3回研修会 テーマ：基礎セミナーⅠ・Ⅱの充実とアドバイザー制の周知 
平成 21（2009）年度 
第 1回研修会 テーマ：授業評価について 
平成 22（2010）年度 
第 1回研修会 テーマ：教育力の向上 
平成 23（2011）年度 
第 1回研修会 テーマ：看護実践能力の向上を支援する教育力を高めるために 
 
 

 平成 23（2011）年 1 月 6 日に文部科学省より「保健師助産師看護師学校養成所指定規
則の一部を改正する省令」が出されたことを受けて、本学においても平成 24（2012）年
度より、新カリキュラムをスタートさせた。 
新カリキュラムにおいては、本学の教育目的・教育目標を踏まえた上で、従来の基礎科

目・専門基礎科目・専門科目というカリキュラム区分ではなく、「看護を実践する」「人と

つながる」「健康とつながる」「社会とつながる」「未来につながる」という 5 つのカリキ
ュラム区分、「看護の原理」「ライフプロセスと看護」「産業看護」「ヒューマンケア・看護

倫理」「統合体としての人間と健康」「ヘルスケアシステムと看護」「教養とキャリア発達」

という７つの達成目標を定め、各目標に該当する授業科目を配置し、かつ各目標の学年ご

との到達目標も定めている。 
新カリキュラムにおいても、特定の授業科目には先修条件をつけている。このことによ

り、知識・技術のより確実な修得が可能になるものと考える。 
先修条件をつけている授業科目は次表の通りである。 
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（平成 24 年度以降の入学生適用） 

履修しようとする授業科目 
左の授業科目を履修するために修得していなければ

ならない授業科目（先修科目条件） 

基礎看護学実習Ⅰ（日常生活援助）

看護学概論 
看護技術概論 
ヘルスアセスメント 
＊看護技術論Ⅰ【実習前試験に合格した者】 

基礎看護学実習Ⅱ（看護過程） 
基礎看護学実習Ⅰ（日常生活援助） 
看護技術論Ⅰ 
＊看護過程論【中間試験に合格した者】 

コミュニティケア実習 
地域看護学概論 
産業看護学概論 

統合実習 3年次配当実習科目を全て修得 

成人看護学実習Ⅰ（急性期の看護） 成人急性期援助論Ⅱ（救急看護） 

成人看護学実習Ⅱ（慢性期の看護） ― 

老年看護学実習 老年看護援助論Ⅱ（高齢者の健康障害と看護） 

小児看護学実習 小児看護援助論Ⅱ（子どもの健康障害と看護） 

母性看護学実習 母性看護援助論Ⅱ（周産期の看護） 

精神看護学実習 精神看護援助論Ⅱ（精神障がいと看護） 

在宅看護学実習 在宅看護学 

助産学実習 

助産学概論 
＊周産期医学【科目終了試験に合格した者】 
＊助産診断・技術学Ⅰ【科目終了試験に合格した者】

＊助産診断・技術学Ⅱ【科目終了試験に合格した者】

＊助産診断・技術学Ⅲ【科目終了試験に合格した者】

地域看護活動論Ⅲ 
＊看護管理・看護マネジメント論 
【科目終了試験に合格した者】 

母性看護学実習 

地域看護学実習Ⅰ（産業看護） 
産業看護活動論Ⅰ 
産業看護活動論Ⅱ 

地域看護学実習Ⅱ 
（保健所・保健センター） 

地域看護活動論Ⅱ（地区診断） 
地域看護活動論Ⅲ（地域の健康支援Ⅱ・危機管理） 

【備考】統合実習は、3年次開講実習科目 7科目の内 6科目単位修得以上は、可とする。 
 
大学院については、本学の教育理念、教育目的に基づき、「基礎看護学領域」「産業看護

学領域」「実践看護学領域」の 3 領域を設け、それぞれの専門性を軸とし教育内容を編成
し共通科目と専門科目を配置している。共通科目は、専門科目の基盤として生命の尊厳と

深い人間理解を養い、広い視野を育て、教育・研究能力やより高い実践能力を育成するた
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めに必要な看護学の基礎的理論や研究方法などを学ぶ科目で構成されている。3 つの領域
で構成される専門科目では、共通科目での学習をもとに各専攻看護学領域の理論や技法を

探究する科目群を配置している。いずれの領域の専攻者であっても、研究手法、研究デザ

インに関するコースワークを整備し、教育・研究者に求められる批判力、論理的思考力、

表現力の涵養が可能である。また、選択科目履修方法により、教育・研究者を育成する修

士論文コースと、小児看護、慢性疾患看護、急性・重症患者看護の専門看護師（CNS：
Certified Nurse Specialist）を目指す専門看護師（CNS）コースを設けている。 
 
◇エビデンス集 資料編 
【資料 2-2-1】 四日市看護医療大学ホームページ（大学案内＞教育理念・目的・目標等＞

ポリシー）（【資料 1-3-4】と同じ） 
【資料 2-2-2】 平成 24年度四日市看護医療大学学生便覧（【資料 F-5】と同じ） 
【資料 2-2-3】 平成 24年度四日市看護医療大学大学院学生便覧（【資料 F-5】と同じ） 
【資料 2-2-4】 平成 23年度四日市看護医療大学看護学実習要項＜共通＞ 
【資料 2-2-5】 平成 24年度四日市看護医療大学時間割 
【資料 2-2-6】 平成 24年度四日市看護医療大学大学院学生便覧（【資料 F-5】と同じ） 
【資料 2-2-7】 平成 24年度四日市看護医療大学大学院シラバス（【資料 F-5】と同じ） 
【資料 2-2-8】 平成 24年度四日市看護医療大学大学院時間割 
【資料 2-2-9】 カリキュラム区分の目標・学年別到達目標（新カリキュラム） 
【資料 2-2-10】 四日市看護医療大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程 
【資料 2-2-11】 平成 23年度四日市看護医療大学大学院ファカルティ・ディベロップメント

活動報告書 
【資料 2-2-12】 平成 24年度四日市看護医療大学授業評価の実施要領 
 
 

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画） 

 教授方法の工夫・改善については、各教員が必要に応じて、授業ごとにリアクションペ

ーパー等を使い、学生の反応を確かめながら、その都度教授方法の工夫・改善を行う取り

組みをしている。また、FD 研修会や授業評価アンケートを通して、その都度レベルアッ
プを図っていると考えている。 
教員個々の取り組みに終わらせないよう、教授方法の工夫・改善を組織的に整備し、運

営できるよう、現在 FD委員会を中心に検討をしている。 
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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） 

学生への学修支援及び授業支援に関しては、教務委員会、学生委員会、実習委員会及び

学生支援センターを中心に教員と職員が協働し、全学的に取り組んでいる。 
 以下に、具体的な学修支援についてまとめる。 
 １）シラバスの充実 
   シラバスについては、開学時より教務委員会を中心として毎年掲載内容の見直しを

行い、平成 23（2011）年度のシラバスでは、各科目に「到達目標」、「授業内容」、「授
業計画」（各授業回のテーマを記載）、「事前・事後学習」、「教科書」、「参考書等」、「評

価方法・評価基準」、「学生へのメッセージ」を掲載した。 
   平成 24（2012）年度のシラバスにおいては、それらに加えて、「教員メールアドレ

ス一覧」を掲載し、学生がいつでも授業内容の質問等を問い合わせることができるよ

うにした。 
２）新入生オリエンテーションの実施 

   新入生のスムーズな大学生活への移行を支援するために、学生支援センターと教務

委員会・学生委員会が中心となって、入学式後の 2日間、新入生オリエンテーション
を実施している。本オリエンテーションでは、学生生活全般、図書館・コンピュータ

演習室などの学習支援施設、大学の授業の仕組み・履修登録などの学修に関わる基本

事項、また健康管理（健康診断を含む）、生活安全などに関わる諸事項など、学修及び

学生生活に関わる情報を提供している。 
   また、この時に、アドバイザーとなる教員を発表し、同時にアドバイザー教員と学

生のグループミーティングを実施し、アドバイザー教員が学修上、生活上の相談窓口

となることを学生に知らせている。 
 ３）各学期オリエンテーションの実施 
   在学生に対しても、学生支援センターと教務委員会・学生委員会が中心となって、

各学期開始時にオリエンテーションを実施し、履修登録、学生生活について説明して

いる。また、在学生に対してもオリエンテーション時にアドバイザーミーティングを

行っている。 
 ４）アドバイザーによる学修支援 
   アドバイザーは随時、以下の学修支援を行っている。 

・授業科目の履修登録に関する相談・助言 
・履修状況に関する指導・助言 
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・休学・復学・退学の相談 
・留学に関する相談 
・新入生の修学相談 
・心身に障がいを持つ学生に対する修学上の支援 
・その他学修に関すること 

 ５）休学者・退学者等への対応 
   休学者、退学者については、必ず届を提出する前に、アドバイザー教員または学生

支援センター長が個別面談を行い、状況の確認及びその後の予定確認を行っている。 
 ６）コンピュータ授業における学生の活用 
   1 年次前学期の「コンピュータリテラシーⅠ」及び同後学期の「コンピュータリテ

ラシーⅡ」は実際にコンピュータを利用しての授業となるため、毎回隣接する四日市

大学の学生をアシスタントとしてつけている。 
   オフィスアワー制度については、何度か検討しているが、教員の多くが臨地実習の

指導で外出することが多く、全学的に実施することが現状困難であることから、見送

られている。ただ、平成 24（2012）年度よりシラバスに「教員メールアドレス一覧」
を掲載したことで、ある程度学生への便宜は図れたものと考えている。 

 

大学院については、学部に準じて学修支援及び授業支援を実施している。 
また、大学院では平成 24（2012）年度よりオフィスアワー制度を導入し、その内容を

シラバスに明記している。 
  

◇エビデンス集 資料編 
【資料 2-3-1】 平成 24年度四日市看護医療大学シラバス（【資料 F-5】と同じ） 
【資料 2-3-2】 平成 24年度四日市看護医療大学大学院シラバス（【資料 F-5】と同じ） 
【資料 2-3-3】 平成 24年度四日市看護医療大学オリエンテーション資料 
【資料 2-3-4】 平成 24年度四日市看護医療大学大学院オリエンテーション資料 
【資料 2-3-5】 アドバイザー制度－アドバイザーの手引き－ 
【資料 2-3-6】 平成 23年度四日市看護医療大学アドバイザー研修会記録 
【資料 2-3-7】 2012年安全ハンドブック＜学生版＞ 
 
 

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画） 

オフィスアワー制度については、前述した通り、平成 24（2012）年度よりシラバスに
「教員メールアドレス一覧」を掲載したことで、不完全ではあるが、一定の対応は可能に

なったと考える。大学院では平成 24（2012）年度よりオフィスアワー制度を導入してお
り、次年度以降どのようにするのか、学内的な議論を進めていきたいと考えている。 

TA については、平成 24（2012）年度に制度を整えた。まだ運用には至っていないが、
必要に応じて活用していく。 
中途退学者、休学者等への対応については、前述の通り、退学願、休学願等を提出する

前に、原則アドバイザー教員（アドバイザー教員が対応できない場合は学生支援センター



四日市看護医療大学 

38 
 

長）と面接し、その理由等を確認している。アドバイザー教員によって対応に差が生じな

いよう、アドバイザー研修会などの機会を通じて意識の統一を図っていく。 
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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） 

本学の単位認定、進級及び卒業・修了認定については、「四日市看護医療大学学則」及

び「四日市看護医療大学大学院学則」に則り、厳正に運用している。 
単位認定については、「四日市看護医療大学学則」第 22条に「授業科目を履修し、その

試験に合格した者には、所定の単位を与える」と規定しており、また成績評価については、

同 23条に「成績の評価は 100点満点とし、S（100～90点）、A（89～80点）、B（79～70
点）、C（69～60点）、D（59点以下）評語をもって表し、S、A、B、Cを合格とする」と
している。 
本学は、平成 23（2011）年度から、各学期の授業を 15回の授業と 1回の試験で行って

いる。また、学生便覧において「授業の 3分の 2以上出席していない者」は定期試験の受
験資格を失うと掲げており、単位認定のためにより厳正さを求めている。ただし、定期試

験については、追試験及び再試験を認めており、学生が再挑戦できるよう配慮している。 
大学院については、「四日市看護医療大学大学院学則」第 22条に「各授業科目を履修し

試験又は論文審査に合格した者には、学長は、認定の上、単位を与える」、同条 2項に「各
授業科目について、所定の出席時間数に達した学生に限り、その授業科目を履修したもの

とみなす」と規定している。単位の授与及び成績の評価については、同 24 条に「単位の
授与及び成績の評価については、本学学則第 21条から第 23条の規定を準用する」と規定
しており、その通り運用している。 
進級については、「四日市看護医療大学履修及び試験規則」第 6 条の 2 において「第 2

年次修了時において、修得した授業科目が不十分で、上級学年の履修に支障があると認め

られた者に対しては、第 3年次へ進級させないことがある」と規定し、同規則別表２にお
いて以下の通り記載している。 
進級の判定基準は以下の通りである。 
（平成 23 年度以前の入学生適用） 

・専門基礎科目の単位をすべて修得していること。 
・専門基礎科目の単位が未修得の科目が 2科目以内の場合には、仮進級として第 3
年次への進級を認めることができる。 

・専門科目のうち、1～2 年次に開講される必修科目（看護学概論、看護基礎援助
論Ⅰ（共通基本技術）、看護基礎援助論Ⅱ（基本的日常生活援助技術）、看護基礎
援助論Ⅲ（診療に伴う技術）、看護基礎援助論Ⅳ（対象に応じた技術・看護過程）、
基礎看護学実習Ⅰ（日常生活援助）、基礎看護学実習Ⅱ（看護過程の展開）、成人
看護学概論、老年看護学概論、小児看護学概論、母性看護学概論、地域看護学概
論、産業看護学Ⅰ（総論）、産業看護学Ⅱ（各論Ⅰ）、地域看護学実習Ⅰ（ふれあ
い）、学校看護学、精神看護学概論）の単位をすべて修得していること。 
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本学は、3 年次に進級するためには、2 年次修了時に、専門基礎科目全てと 2 年次まで
に開講される必修の専門科目全ての単位を修得していることが必要で、1 科目でも未修得
の場合は、進級を認めていなかった。平成 22（2010）年度までの 3 回の進級判定ではそ
の条件を適用してきた。 
しかし、この基準については、学生にとって厳しすぎる基準であるという意見が出たた

め、学内で検討した結果、昨年度の進級判定より、「専門基礎科目の単位が未修得の科目が

2科目以内の場合には、仮進級として 3年次への進級を認めることができる」と改正した。
このことにより、従来 2 年次の科目の再履修しかできなかった学生が、3 年次の科目も履
修可能となった。なお、進級の認定は教授会で行っている。 
新カリキュラムにおける進級判定は以下の通りである。 

（平成 24 年度以降の入学生適用） 

 
・看護学に関する以下の科目 25 科目 36 単位及び健康科学・保健社会学に関する
以下の科目 15科目 23単位をすべて修得していること。 

・但し、健康科学・保健社会学に関する科目の未修得科目が 2科目以内の場合には、
仮進級として第 3年次への進級を認めることができる。 

 
〈看護学に関する科目〉 
看護学概論、看護技術概論、ヘルスアセスメント、人間発達学、成人看護学概論、
看護技術論Ⅰ、地域看護学概論、看護技術論Ⅱ、看護過程論、家族看護学、基礎
看護学実習Ⅰ、基礎看護学実習Ⅱ、コミュニティケア実習、成人慢性期援助論Ⅰ、
老年看護学概論、小児看護学概論、母性看護学概論、精神看護学概論、成人急性
期援助論Ⅰ、成人慢性期援助論Ⅱ、老年看護援助論Ⅰ、小児看護援助論Ⅰ、母性
看護援助論Ⅰ、精神看護援助論Ⅰ、産業看護学概論 
 

〈健康科学・保健社会学に関する科目〉 
健康科学概論、基礎病態学、人体のしくみと働き、内部環境の調整、健康と生活
の科学、健康社会要因論、保健医療統計学、診断・治療学概論、治療学Ⅰ、治療
学Ⅱ、治療学Ⅲ、治療学Ⅳ、公衆衛生学、ヘルスケアシステム論、保健医療福祉
行政論 
 

 卒業認定においては、本学学則第 27条に規定しており、卒業に必要な修得単位数は 128
単位以上とし、本学 1期生及び 2期生の卒業にあたってはこれを適用している。 
 なお、卒業の認定は教授会で行っている。 
本学の卒業に必要な修得単位数 128単位以上の内容は次表の通りである。 

（平成 23 年度以前の入学生適用） 

 区 分 科目数・単位数 卒業要件 

基礎科目 

人間文化 6科目 12単位
必修  12単位 
選択   8単位 

人間社会 8科目 16単位
語学 3科目 6単位

科学的思考 7科目 14単位
演習 2科目 4単位

専門基礎科目 社会保健科学 3科目 6単位 必修  6単位 
健康科学 10科目 20単位 必修  20単位 

専門科目 

基礎領域 7科目 13単位 必修  13単位 
生涯領域 19科目 34単位 必修  34単位 
広域領域 16科目 25単位 必修  25単位 
展開領域 15科目 18単位 必修   8単位 

 選択   2単位 
計 96科目 168単位 128単位以上 
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また、新カリキュラムにおいては、本学の卒業に必要な修得単位数は以下の通り定めて

いる。 

（平成 24 年度以降の入学生適用） 

 

 

 

 

 

 
大学院については、「四日市看護医療大学大学院学則」の第 38 条及び第 39 条で修了認

定を規定しているが、まだ修了者は出ていない。 
 
◇エビデンス集 資料編 
【資料 2-4-1】 四日市看護医療大学学則（【資料 F-3】と同じ） 
【資料 2-4-2】 四日市看護医療大学大学院学則（【資料 F-3】と同じ） 
【資料 2-4-3】 四日市看護医療大学ホームページ（大学案内＞教育理念・目的・目標等＞

ポリシー）（【資料 1-3-4】と同じ） 
【資料 2-4-4】 四日市看護医療大学履修及び試験規則 
【資料 2-4-5】 四日市看護医療大学学位規程 
 
 
（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画） 

本学は現在、CAP 制及び GPA を実施していない。これは、本学の卒業要件となる 128
単位のうち 118単位が必修科目であり、CAP制や GPAを必要としないとの判断からであ
る。ただ、学内的に CAP制及び GPAを導入すべきとの意見も一部出ていた。議論の必要
性及び導入の有効性に関して検討していきたいと考えている。 

 
本学の卒業に必要な修得単位数は 126単位以上とし、内容は以下の通りとする。
 

 必修科目：109単位 選択科目：17単位以上 合計 126単位以上 
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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） 

本学は看護学部の単科大学であり、大半の学生が保健師・助産師・看護師等の看護職と

して就職することを希望している。また実際、１期生及び 2期生の就職先も、大半が病院、
保健所等である。 
本学では、1 年次から 4 年次まで教育課程内の授業科目として臨地実習を行っており、

これらの授業が同時にキャリア教育の役割を果たしているといえる。学年ごとの臨地実習

は次表の通りである。 
  

時 期 名  称 実習先施設 

1年次（前学期） 地域看護学実習Ⅰ 病院・老人保健施設・市町村保健セン

ター・企業・保育園 
1年次（後学期） 基礎看護学実習Ⅰ 病院 
2年次（後学期） 基礎看護学実習Ⅱ 病院 

3年次（後学期）～
4年次（前学期） 各領域別実習 

病院・老人保健施設・市町村保健セン

ター・保健所・企業・保育園・企業・

訪問看護ステーション 
4年次（後学期） 助産学実習※ 病院 

※自由科目 

上記臨地実習においては、すべて実習先施設の指導者の協力を得て、本学教員が指導し

ている。 
また、授業科目として「看護学特別講義」（2 年次・後学期）を配置し、病院、保健所、

老人保健施設、企業など様々な看護分野で活躍中の看護職をゲストに迎え、キャリア育成

を念頭に置いた授業を行っている。 
実際の就職・進学指導については、本学学生委員会と学生支援センターで、次表の通り、

進路ガイダンスを実施している。 
 

オリエンテーションの時期 内  容 

3年次後学期（9月） 
本学の就職・進学の支援について、就職活動の

流れと学内就職関連行事について等 

4年次前学期（4月） 
就職登録、就職の手引き、本学専用履歴書配付、

就職活動に関わる事務手続き等 
 
 また、本学は卒業と同時に全員が看護師国家試験の受験資格を得る。保健師国家試験の

受験資格取得については、平成 23（2011）年度以前の入学者は全員となっていたが、平
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成 24（2012）年度以降の入学者からはカリキュラム改訂に伴い、各学年 50人としている。
さらに、一部の学生は助産師国家試験受験資格を得ることができる。このため、卒業時に

複数の国家試験を受験することになり、またこれらの試験に合格できないと、就職にも影

響がでることになる。このため、本学では主として 4年生を対象に、年間を通じて外部講
師による国家試験対策の特別講義や外部業者の模擬試験を行い、卒業生全員が国家試験に

合格できるよう支援している。 

 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 2-5-1】 平成 22・23年度四日市看護医療大学就職進路状況 
【資料 2-5-2】 平成 24年度就職ガイダンス資料 
【資料 2-5-3】 平成 24年度プレ就職ガイダンス資料 
【資料 2-5-4】 2012就職の手引き 他就職関連資料 
【資料 2-5-5】 平成 22・23年度国家試験対策行事参加人数一覧 
【資料 2-5-6】 平成 24年度国家試験対策行事予定表 
 
 

（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画） 

就職・進学に対する相談・助言体制については、学生支援センター及び学生委員会に担

当の教職員を配置し、適切に運営していると考える。 
また、就職・進学に関する資料等についても、病院・企業等の資料を学生支援センター

内に閲覧用・配付用として整備し、就職希望者のために、既卒者の「就職結果報告書」も

閲覧できるよう設置している。 
本学は前述の通り、1 期生及び 2 期生が卒業しているだけであり、就職・進学に関する

学内データも少ないが、学生の意見・要望等を反映しながら、より充実した体制にしてい

きたいと考えている。 
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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 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 

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 

 

（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） 

本学は平成 19（2007）年度後学期より、各学期の授業最終回に、学生に対して授業評
価アンケートを実施している。その結果は集計終了後、学生の授業に対する感想・要望（自

由記載欄）も含めて担当教員に返却しており、各教員レベルではあるが、「教育目的の達成

状況の点検・評価」及び「評価結果の教育内容・方法及び学修指導等の改善へのフィード

バック」に活用されていると考える。 
 また、平成 23（2011）年度より、FD 委員会が教員用及び学生用の「自己評価シート」
を作成し、教員、学生それぞれに自らの教育・学修を振り返ってもらう取り組みを始めて

いる。 
 資格取得状況、就職状況については、まだ 1期生及び 2期生が卒業したところであるが、
保健師・助産師・看護師の合格状況及び卒業生全員の就職先等は把握している。 
 平成 22年（2010）年度及び平成 23（2011）年度国家試験結果及び就職状況は次表の通
りである。 
 
【平成 22（2010）年度】 

＜国家試験結果＞  

区 分 志願者数 受験者数 合格者数 合格率 
第 100回看護師 122人 122人 121人 99.2％ 

第 97回保健師 121人 120人 105人 87.5％ 

第 94回助産師 9人 9人 8人 88.9％ 
＜就職状況＞  

項   目 合  計 
卒業者 122人 

就
職 

就職希望者 120人 
就職者 120人 
就職率 100% 

進
学 

進学希望者 1人 
進学者 1人 
進学率 100% 

その他 1人 
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【平成 23（2011）年度】 

＜国家試験結果＞  

区 分 志願者数 受験者数 合格者数 合格率 
第 101回看護師 99人 99人 95人 96.0％ 

第 98回保健師 100人 98人 81人 82.7％ 

第 95回助産師 8人 8人 7人 87.5％ 
＜就職状況＞  

項   目 合  計 
卒業者 101人 

就
職 

就職希望者 101人 
就職者 97人 
就職率 96.0% 

進
学 

進学希望者 0人 
進学者 0人 
進学率 0.0% 

その他 4人 
 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 2-6-1】 平成 23年度授業に関するアンケート(抜粋) 
【資料 2-6-2】 平成 23年度大学院授業評価調査結果 
【資料 2-6-3】 学生による自己評価リスト 
【資料 2-6-4】 教員による自己評価リスト 
 
 

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画） 

1 期生及び 2 期生の保健師・助産師・看護師の国家試験合格率及び就職状況から、間接
的にではあるが、教育目的の達成状況については一定の評価を得ていると考える。 
ただし、学生の意識調査や就職先のアンケート等はまだ実施しておらず、教育目的の達

成状況を客観的なデータに基づいて点検・評価し、その結果をフィードバックする仕組み

については学内的に検討していきたいと考えている。 
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2－7 学生サービス 

 

≪2－7 の視点≫ 

2-7-① 学生生活の安定のための支援 

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 

 

（1）2－7 の自己判定 

基準項目 2－7を満たしている。 
 

（2）2－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

学生生活の安定のための支援として、本学では、平成 21（2009）年度よりアドバイザ
ー制度を設けている。本学におけるアドバイザーとは、学生生活を支援するために、学生

の日常的な問題に関して相談・指導・助言を行い、必要に応じて専門的学生支援との連携・

協働の役割を担う教員をさしている。アドバイザーは 1 年次、2 年次担当と 3 年次、4 年
次担当に分かれ、原則として、2年間を通じて同じ学生を支援していくことにしている。 
 アドバイザーは原則、役職者を除く全教員に割り当て、以下の役割を担っている。 
＜相談・助言項目＞ 
修学に関すること 
・ 授業科目の履修登録に関する相談・助言 
・ 履修状況に関する指導・助言 
・ 休学・復学・退学の相談 
・ 留学に関する相談 
・ 新入生の修学相談 
・ 心身に障がいを持つ学生に対する修学上の支援 
・ その他修学に関すること 
学生生活に関すること 
・ 日常生活に関する相談・助言 
・ 事故・事件に関する相談・指導・助言 
・ 経済的な問題に関する相談・助言 
・ 心身に障がいを持つ学生への生活支援 
・ 課外活動に関する相談・指導・助言 
・ その他学生生活に関すること 
進路・就職に関すること 
・ 進路に関する相談・指導・助言 
・ 就職に関する相談・指導・助言 
・ 進学に関する相談・指導・助言 
・ その他進路・就職に関すること 
心身の健康に関すること 
・ 身体的な健康に関する相談・助言 
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・ メンタルヘルスに関する相談・助言 
・ その他心身の健康に関する相談・指導・助言 
国家試験受験に関すること 
・ 国家試験に関する相談・指導・助言 
その他 
・ 資格取得に関する指導・助言 
・ 人権侵害・ハラスメントに関すること 
・ その他学生生活全般に関すること 
 
＜相談・指導内容例＞        
修学に関すること 
 

項目 内容 アドバイザー
連携先 

授業科目の履修

申請に関する相

談・助言 

・学部履修細則等（学生便覧参照）で定められている

基準に従って、わかりやすく説明する。 
・必修科目、選択科目や自由科目について、適切な履

修申請ができるように指導・助言をする。 
・学生の進路や資格取得の希望にあった履修について

助言をする。 

教学課 
教務委員会 

 

履修状況に関す

る指導・助言 
 
 
 
 

・授業（実習も含む）の欠席が目立つ学生について、

適切な修学指導を行う。 
・単位の履修状況の確認と指導・助言をする。 
・学業の不成績に対する指導・助言をする。 
・進級できなかった学生と連絡をとり、卒業及び卒業

後の進路に向けての指導・助言をする。 

教学課 
教務委員会 

 
 
 
 

休学・復学・退

学・留学等の相

談 
 
 
 

・学生本人の希望や考えを確認し、将来の進路を踏ま

えた指導・助言をする。 
・保護者等との連絡をとり、学生本人と保護者等の意

見を尊重した指導・助言をする。 
・復学した学生には、既修得の科目の確認と、今後履

修する科目の履修計画を指導・助言し、将来設計に

ついても相談に応じる。 

教学課 
教務委員会 

 
 
 

新入生の修学相

談 
 

・新入生が適切に修学できるように、カリキュラムに

ついてわかりやすく説明し、履修指導・助言をする。 
・４年間の履修計画や、在学中に希望の資格が取得で

きるための履修方法が理解できるように指導・助言

をする。 
・大学生活を充実したものにできるよう、学生の修学

に対する動機づけと学生生活全体にわたる指導・助

言をする。 

教学課 
教務委員会 

 
 

心身に障がいを

持つ学生に対す

る修学上の支援 

・心身の障がいの状態を把握し、履修に困難をきたさ

ないように連携をとって、指導・助言をする。 
・履修に困難をきたした場合は、すぐに申し出るよう

にあらかじめ説明しておく。 

教学課 
教務委員会 

 

その他 ・学生に上記以外の修学上の問題が生じた場合、すぐ

に申し出るようにあらかじめ説明しておく。 
教学課 

教務委員会 
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学生生活に関すること 
 

項目 内容 アドバイザー
連携先 

日常生活に関す

る指導・助言 
 
 
 
 
 
 
 

・健康管理に関する指導・助言をする。場合によって

は、保健室との連携をとり、継続的に観察し、医療

機関への受診を勧める。 
・生活習慣への指導・助言をする。 
・施設・教室使用、ゴミの分別収集の指導・助言をす

る。 
・メンタルヘルスの問題が生じていないか注意を向

け、場合によっては連携を図りつつ、指導・助言を

する。 

教学課 
学生委員会 

 
 

 

事故・事件に関

する指導・助言 
・通学途中の交通事故や、学内や学習活動中の事故に

遭遇した場合は、教学課に連絡をとり、保険の手続

きをとるように学生に指導・助言するとともに、受

診を勧める。場合によっては、保護者への連絡をす

る。 
・学内で盗難に遭遇した場合は、教学課に届けを提出

するよう指導・助言をする。           

・事故から身を守る学生自身の意識を高める。 

教学課 
学生委員会 

経済的な問題を

抱えている学生

への指導・助言 

・徴収猶予制度を紹介する。 
・各種奨学金制度について、適切な助言をする。 

教学課 
学生委員会 
会計課 

心身に障がいを

持つ学生への生

活支援 

・学内外における生活上の悩みや困難、要望等を聞き

学生支援センターと連絡をする。 
 

教学課 
庶務課 

学生委員会 
課外活動に関す

る指導・助言 
 

・課外活動の状況を把握し必要時、課外活動担当の教

員等と連絡・調整を図る。 
 

教学課 
学生委員会 

その他 ・上記以外の学生生活上の問題について相談に応じ

る。 
教学課 

学生委員会 

 
 
進路に関すること 
 

項目 内容 アドバイザー
連携先 

進路に関する 
指導・助言 
 

・卒業後の進路や方針を視野に入れつつ、学生生活を

設計・計画していくように、相談に応じ、指導・助

言をする。 

教学課 
学生委員会 

就職に関する 
指導・助言 

・就職試験に必要な面接や小論文対策については、進

路・就職支援を利用するように勧める。 
・就職活動の際のマナーについて、指導・助言をする。 

教学課 
学生委員会 

進学に関する 
指導・助言 

・進学についての相談に応じる。 教学課 
学生委員会 

その他 ・就職状況や進学状況について、アドバイザーと教学

課に報告するように指導・助言をする。 
教学課 

学生委員会 
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心身の健康に関すること 
 

項目 内容 アドバイザー
連携先 

健康に関する 
指導・助言 
 

・体調不良の学生や、長期欠席の学生、欠席や遅刻の

目立つ学生に注意を払い、不調の早期発見に努める

とともに、健康問題の症状については適切な対応を

促す。心身に問題のある学生の状況に関しては担当

教員へ連絡する。 
・慢性疾病を持つ学生には、学生生活が継続できるよ

うに、保健室と連携をとりながら、指導・助言・支

援をする。 
・急激な体重増減や、授業中の中座が目立つ学生の健

康状態に注意を払う。 

カウンセラー 
教学課 

学生委員会 
 

 
 
国家試験受験に関すること 
 

項目 内容 アドバイザー
連携先 

国家試験受験 
に関する指導 
・助言 
 
 

・国家試験に向けての学習状況について注意を払い、

必要に応じて適切な指導・助言をする。 
・国家試験模擬試験の受験状況、成績等を学生に確認

し、専門領域の教員と連携しながら適切な指導・助

言・支援をする。 

教学課 
学生委員会 

 
 

 
 
その他 
 

項目 内容 アドバイザー
連携先 

資格取得に関す

る指導・助言 
 

・各種資格（保健師・助産師・看護師以外）を取得し

ようとする学生の相談に応じ、授業科目の選択など

の適切な助言をする。 

教学課 

ハラスメント 
に関する相談 

・ハラスメントの意識を高め、不当な圧力をうけてい

る学生の相談に応じ、ハラスメント相談を促す。 
・ハラスメント相談員につなぐ。 

ハラスメント

対策委員会 

 
アドバイザーは学生が相談する場合の最初の窓口の一つであり、必要に応じて学生支援

センターや、学生支援センターを介してカウンセラー、学校医、心療内科医を紹介する体

制をとっている。 
また、アドバイザー制度を開始した平成 21（2009）年度より、毎年、アドバイザーを

担当する教員の研修会を実施し、アドバイザーとしての資質・能力の向上に努めている。 
各年度のアドバイザー研修会は次表の通りである。 
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平成 21（2009）年度（FD委員会との共催） 
日 時：平成 22年 3月 3日 10：00～14：00 
テーマ：アドバイザー制度について  
形 式：ワークショップ 
平成 22（2010）年度 
日 時：平成 22年 9月 8日  15：00～17：00 
テーマ：学生支援のあり方（四日市大学の事例を参考に） 
形 式：報告とワークショップ 
報告者：四日市大学 松井真理子教授 
    四日市大学 鬼頭浩文教授 
    四日市大学 寺石悦章准教授 
平成 23年度（2011）年度 
日 時：平成 23年 9月 6日  13：30～16：30 
テーマ：学生生活への適応に対する支援 
形 式：講演とワークショップ 
講演者：ベネッセ教育研究開発センター主任研究員 竹内正興氏 
演 題：「学生生活への適応に対する支援」 
 
奨学金など学生に対する経済的支援、学生の課外活動への支援については、学生支援セ

ンター内に担当の事務職員 2人を配置し、適切に支援している。 
奨学金の受給状況は次表の通りである。 

（単位：人） 

年
度 

四日市看
護医療大
学育成会
奨学金 

日本学生 
支援機構 三重県病

院事業庁
看護師修
学資金 

三重県保
健師助産
師看護師
等修学資
金 

その他の
地方自治
体（大学把
握分） 

民間
団体 

合計
（延人
数） 一種 二種 

平
成
20 

30 7 29 5 3 2 0 76 

平
成
21 

30 7 34 2 4 0 1 78 

平
成
22 

30 7 42 4 1 1 0 85 

平
成
23 

30 8 37 6 2 0 0 83 

※数値は各年度とも受給開始決定時のもの 
 
学生に対する健康相談、メンタルヘルス支援、生活相談については、アドバイザー担当

教員が対応する他、学生支援センターの保健師が常駐し対応している。また、カウンセラ

ー（週 1回）、学校医（契約）、心療内科医（契約）も配置しており、学生の支援をする体
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制をとっている。 
学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用については、学

生委員会において、平成 20（2008）年度と平成 21（2009）年度に「学生生活満足度調査」
を実施し、そこで出てきた学生の要望等については、検討の上、対応可能な事案について

は対応している。 

 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 2-7-1】 アドバイザー制度－アドバイザーの手引き－（【資料 2-3-5】と同じ） 
【資料 2-7-2】 平成 24年度アドバイザー担当振り分け一覧 
【資料 2-7-3】 平成 24年度四日市看護医療大学アドバイザー研修会記録(【資料 2-3-6】と

同じ 
【資料 2-7-4】 平成 21年度四日市看護医療大学学生生活支援満足度調査結果報告 
【資料 2-7-5】 平成 23年度学生相談室相談件数 
【資料 2-7-6】 平成 24年度第 2回学生委員会議事録 
 
 

（3）2－7 の改善・向上方策（将来計画） 

本学では学生一人ひとりへの支援を目指して、平成 21（2009）年度よりアドバイザー
制度を導入したが、これまで、その有効性について学生からの評価・意見等を聴く機会を

設けてこなかった。また、「学生生活満足度調査」についても、平成 22（2010）年度以降
実施していない。 
学生から直接出された要望やアドバイザー教員を通して出された学生の要望にはその都

度対応してきたが、それは学生の意見の一部であり、大学としてその全体を把握し対応し

ていく必要があると考える。 
そこで、平成 24（2012）年度第 2回学生委員会（5月 9日開催）において、本年 12月
に「学生生活満足度調査」を実施し、学生の意見・要望を把握すること、またその中で「ア

ドバイザー制度」に対する満足度や意見・要望も把握することを決定した。 
また、同時に、本年度のアドバイザー研修は「アドバイザー制度のあり方」についての

グループワークとすることも決定した。 
どのような形の支援が学生にとって有効でかつ満足度の高いものになるのか、検討して

いきたいと考えている。 
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2－8 教員の配置・職能開発等 

 

≪2－8 の視点≫ 

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 

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 

2-8-③ 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） 

 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置については、平成 24（2012）年 5月 1
日現在、本学専任教員は 42人、内訳は、教授 16人（特任教授 4人含む）、准教授 13人（特
任准教授 1人含む）、講師 7人、助教 4人、助手 2人である。領域別では、一般基礎科目 5
人、専門科目 35人で、専門領域の内訳は、看護一般 3人、基礎看護学 6人、成人看護学 6
人、老年看護学 3人、小児看護学 4人、母性看護学 4人、地域看護学 6人、精神看護学 3
人である。助手 2人は領域に属していない。 
教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置について、必要な確保がなされている

と考える。 
  
教員の採用については、本学教員人事審議会において「四日市看護医療大学専任教員等

採用選考規程」に則って行われている。教員人事審議会は会長である学長と副学長、学科

長、研究科長、事務局長で構成され、会長が必要と認める場合には審議委員以外の者を出

席させることができるとしている。 
採用については、「四日市看護医療大学専任教員等採用選考規程」に基づき、理事長と

の合議を経て、原則として毎年 7 月末日までに採用を必要とする人数、担当授業科目名、
職位、採用学期、採用を必要とする理由等を記載した「翌年度に係る教員等配置計画書」

を作成し、それをもとに教員人事審議会で選考している。 
昇任については、「四日市看護医療大学専任教員等昇任審査規程」に基づき、学科長が

11月末日までに学長に申請し、学長が教授会に報告するものとしている。教授会が設置し
た専任教員等昇任委員会で、教授・准教授・講師・助教の区分別に選考基準を明確にして

いる「四日市看護医療大学看護学部専任教員等資格審査基準細則」に基づき審査する。本

学では、とりわけ募集領域の看護実践や教育活動での経験及び研究実績を重視している。

また、任免は理事長が行う。 
 平成 22（2010）年度については、上記規程に則り、助手から助教への昇任と助教から
講師への昇任が各 1人認められた。また、平成 23（2011）年度については、准教授から
教授への昇任と助教から講師への昇任が各 1人認められた。 
 なお、非常勤講師の任用については、「学校法人暁学園期限を付して採用された教職員

及び嘱託勤務規程」を準用して行われている。 
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教員の資質・能力向上への取組みについては、本学では、開設当初より、FD委員会を
中心として、教員の資質・能力向上に取組んでいる。 
開学後の FD活動は次表の通りである。 

 
平成 19（2007）年度 

第 1回研修会 日 時：平成 19（2007）年 8月 3日  10：00～15：00 
テーマ：四日市看護医療大学の教育理念をベースとした教育体系の

構築―4 年後、四日市看護医療大学のあるべき姿としての
卒業生を輩出するために― 

形 式：講演とワークショップ 
講演者：河野啓子学長 
演 題：「四日市看護医療大学の教育理念」 
出席者：30人 

第 2回研修会 
 

日 時：平成 19（2007）年 10月 20日  
テーマ：各科目、各領域間の連携と統合を目指して 
形 式：ワークショップ 
出席者：28人 

第 3回研修会 平成 20（2008）年 1月 30日 14：30～15：30 
テーマ：ティップス先生からの 7つの提案の理解 
形 式：講演 
講演者：東川薫准教授 
演 題：「ティップス先生からの 7つの提案について」 
出席者：28人 

 

平成 20（2008）年度 

第 1回研修会 日 時：平成 20（2008）年 9月 3日 10：00～14：30 
テーマ：四日市看護医療大学の全領域における教育の概念枠組みと

大学の教育理念の関連の確認並びに大学全体の教育連携 
形 式：ワークショップ 
出席者：29人 

第 2回研修会 日 時：平成 20（2008）年 11月 17日 9：30～14：30 
テーマ：ヘルスプロモーションに関する共通理解にむけて 

形 式：講演とワークショップ 
講演者：兵庫大学看護学部教授 高野順子氏 
演 題：「ヘルスプロモーション看護：理論と実践 健全なコミュ

ニティーの開発に向けて～エンパワメント・モデル～」 
出席者：29人 

第 3回研修会 日 時：平成 21（2009）年 3月 19日 9：30～12：30 
テーマ：基礎セミナーⅠ・Ⅱの充実とアドバイザー制の周知 

形 式：ワークショップ 
出席者：教職員 35人 

 

平成 21（2009）年度 

第 1回研修会 日 時：平成 21（2009）年 8月 25日 10：00～14：30 
テーマ：授業評価について 
形 式：講演とワークショップ 
講演者：名古屋大学高等教育研究センター准教授 近田政博氏 

演 題：「どのような授業評価が望ましいのか？」 
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出席者：37人 
第 2回研修会 
 
 
 

日 時：平成 22（2010）年 3月 3日 10：00～14：00 
テーマ：アドバイザー制度について 
形 式：ワークショップ 
出席者：31人 

 

平成 22（2010）年度 

第 1回研修会 日 時：平成 22（2010）年 9月 2日 15：00～18：30 
テーマ：教育力の向上 
形 式：講演とワークショップ 
講演者：名古屋大学 医学部保健学科 教授 山内豊明氏 
演 題：教育者・指導者はどうあるべきか～フィジカルアセスメン

ト教育を通して～」 
出席者：31人 

第 2回研修会 日 時：平成 23（2011）年 3月 23日 10：00～14：00 
テーマ：研究力の向上 
形 式：講演 
講演者①：濱畑 章子教授 

演題①：「質的研究の基礎 ―研究の問いからデータ生成、分析ま

でのポイント―」 

講演者②：草刈 淳子教授 

演題②：「社会的共通資本として期待される看護の課題」 

出席者：38人 
 

平成 23（2011）年度 

第 1回研修会 日 時：平成 23（2011）年 8月 31日 10：00～15：30 
テーマ：看護実践能力の向上を支援する教育力を高めるために 
形 式：講演とワークショップ 
講演者：野口多恵子教授 

演 題：「新カリキュラム像」 

出席者：33人 
第 2回研修会 日 時：平成 23（2011）年 12月 26日 14：30～17：00 

テーマ：青年期における心理社会的特徴をふまえた学生支援 
形 式：講演とワークショップ 
講演者①：奥島クリニック院長 奥島玲人氏 

演題②：「現在の青年期における心理・社会的特徴」 

講演者②：臨床心理士 伊藤姿氏 

演題②：「四日市看護医療大学における相談件数と傾向」 

出席者：36人 
第 3回研修会 
 

日 時：平成 24（2012）年 3月 28日 10：00～11：50 
テーマ：看護研究における疫学的手法 
形 式：講演 
講演者：奈良県立医科大学教授 車谷典男氏 
演 題：「看護研究における疫学的手法」 
出席者：39人 

 

 また、教員の資質・能力向上のために、本学では、文部科学省科学研究費補助金をはじ

めとした各種の研究費補助金獲得の奨励サポートを行っている。 
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 教養教育実施のための体制の整備については、本学では、教養教育として共通科目に語

学、コンピュータリテラシーが配置され、専任教員が教授することとして特に力を入れて

いる。 
さらに少人数教育で行われる科目の基礎セミナーが、1 年次から 2 年次に一貫して配置

されており、専門教育につながる教養教育として位置づけられている。基礎セミナーは年

度ごとに教務委員会で協議し、その結果は学科会議で審議され、教授内容の統一と質の保

証を行い、カリキュラムに反映される形となっている。 
以上のことから、人間形成に配慮した教養教育ができるように組織上の運営体制・責任

体制が共に確立されているといえる。 

 
◇エビデンス集 資料編 
【資料 2-8-1】 四日市看護医療大学教員人事審議会規程 
【資料 2-8-2】 四日市看護医療大学専任教員等採用選考規程 
【資料 2-8-3】 四日市看護医療大学専任教員等昇任審査規程 
【資料 2-8-4】 四日市看護医療大学看護学部専任教員等資格審査基準細則 
【資料 2-8-5】 学校法人暁学園期限を付して採用された教職員及び嘱託勤務規程 
【資料 2-8-6】 四日市看護医療大学ファカルティ・ディベロップメント委員会規程（【資料

2-2-9】と同じ） 
【資料 2-8-7】 四日市看護医療大学大学院ファカルティ・ディベロップメント担当者会議

規則 
【資料 2-8-8】 平成 23年度四日市看護医療大学ファカルティ・ディベロップメント活動報

告書（【資料 2-2-10】と同じ） 
【資料 2-8-9】 平成 23年度四日市看護医療大学大学院 FDセミナー実施結果 
【資料 2-8-10】 平成 24年度第 2回ファカルティ・ディベロップメント委員会議事録（写）
 
 
（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画） 

現在、教員の確保と配置については教育課程に即したものとなっている。 

今後、看護の専門分野によっては教員の獲得が難しいことが懸念されるが、これらを念

頭に改善への努力を重ねる。 

また、FD 活動については、FD 委員会を中心として、これまで教員の「教育力の向上」
と「研究力の向上」を柱に活動してきたが、平成 24（2012）年度の第 2回 FD委員会（5
月 16 日開催）において、本年度は「教育力の向上」に特化して活動していくことを決定
した。さらなる教育力の向上に向けて努めていきたいと考えている。 
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2－9 教育環境の整備 

 

≪2－9 の視点≫ 

2-9-① 校地、校舎、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理 

2-9-② 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。 
 

（2）2－9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本学の校地面積は 15,468㎡、校舎面積は 11,236.4 ㎡である。その他、隣接する四日市
大学との共用施設として、グラウンド 24,000 ㎡、体育館 2,576.5 ㎡、クラブハウス 690
㎡、食堂 1,126.6㎡がある。 
学部校舎は、4 階建ての講義棟と 5 階建ての実習棟からなる。講義棟には、大小合わせ

た講義室が 6 室と学長室、保健室、事務室等がある。実習棟には、分野別の実習室 4 室、
演習室 4 室、講師以上の個別研究室 24 室、助教室 3 室、助手室 2 室、図書館、コンピュ
ータ演習室、学生ラウンジ等がある。 
平成 22(2010)年 3月には、隣接する四日市大学から本大学院が設置されている校舎全体

（9号館）が本学に移管されており、教室、演習室、研究室等の利用が可能となっている。
この校舎の 3 階に大学院生研究室 2 室、演習室 2 室、講師控室、5 階に教員研究室 10 室
がある。 
 PC(Personal Computer)の設置状況については、大学は、2階コンピュータ演習室に 42
台、図書館内のコンピュータ室に 15 台設置されている。これらは、開学から 5 年が経過
したため、平成 24（2012）年 3 月に新機種へのリプレースが実施されている。大学院生
用には、合計 20 台の設置となっている。利用可能時間は、コンピュータ演習室は月曜日
から金曜日の 8:30 から 17:00（試験期間中などは 19:00 まで延長の場合あり）、コンピュ
ータ室は月曜日から金曜日の 9:00 から 21:30、土曜日と日曜日の 9:00 から 17:00 までの
授業以外の時間に自由利用ができる。大学院の PC利用に関しては、特に制限はない。 
上記の教育用 PCの他に各研究室には教員用 PCが設置され、また、事務職員全員に PC

が配備されている。これらは、学内ネットワークに接続されており、ファイルサーバー、

アカウント認証サーバー、メールサーバー、WEBサーバー等、学内に設置された各サー
バー群のサービスが受けられる。さらに、ファイアウォールを介してインターネットに接

続され、メールの送受信、WEB検索等のインターネットサービスの利用が可能となって
いる。また、学生や教職員の自宅等、学外からでもWEBメールサービスを利用してメー
ルの送受信が可能となっている。このようにネット上でのサービスはセキュリティ上、問

題となるものを除いて、ほぼ利用可能となっている。大学の情報環境はオープンであるこ

とから情報セキュリティ対策は非常に重要である。本学では、全ての PCにウィルス対策
ソフトを常駐させてコンピュータウィルス感染を防ぎ、ファイアウォール及びプロキシー

サーバーにより学外からの不正アクセスを遮断するなどのセキュリティ対策をしている。

また、学外の有害サイトへのアクセスを遮断するフィルタリング処理を施している。 
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図書館は、図書 19,435冊、逐次刊行物 162誌、視聴覚資料 613種を所蔵している(平成
24（2012）年 3月現在)。開館時間は平成 23(2011)年 4月より平日夜間の開館時間の延長
と日曜日の開館を開始し月曜日から金曜日の 9:00から 21:30、土曜日と日曜日の 9:00か
ら 17:00(長期休暇期間等は変更有)となっている。また、同敷地内の四日市大学情報センタ
ー(図書館)の図書約 15万冊も特別な手続きなく利用できる。 
平成 23(2011)年度の活動状況については、年間開館日数は 303日、利用者数は 50,238

人、貸出冊数は 11,270冊であった。図書の貸出・返却処理等の図書館業務は、図書館業
務システムにより電算化されている。また、インターネット上での医学・看護系論文検索

サービスの利用が可能となっている。 

障がい者への配慮として、本学の学部校舎は、三重県バリアフリーのまちづくり推進条

例に規定する整備基準に適合している。具体的には、講義棟及び実習棟の全面バリアフリ

ー化、車椅子・視覚障害者対応エレベータ、視覚障害者用ブロック、障害者用トイレ等が

挙げられる。 
設備管理業務、清掃管理業務を外部業者に委託しており、定期的に点検及び清掃を実施

している。管理業務の内容については、次表の通りである。 
 

管理業務一覧（委託業務明細書） 

項 目 内 容 回数・頻度 

 
設備管理業務 

電気設備保安管理 通年 
電気設備保守（蛍光管交換、照明設備等） 通年 
電気設備定期点検 1回／年 
消防設備定期点検 2回／年 
自家発電機運転確認 1回／年 
貯水槽内部清掃 1回／年 
給水ポンプ定期点検 2回／年 
給湯設備定期点検 2回／年 
汚水ポンプ運転調整 2回／年 
環境測定 6回／年 
簡易専用水道検査 1回／年 
飲料水水質検査 1回／年 
空調機保守・定期点検 2回／年 
空調機フィルター洗浄 2回／年 
換気扇（ロスナイ含む）保守・定期点検 2回／年 
換気扇（ロスナイ含む）フィルター洗浄 2回／年 
自動ドア保守・定期点検 1回／年 
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清掃管理業務 
日常清掃作業 

 

四日市看護医療大学校舎（教室、実習室、演習室、

図書館、コンピュータ演習室、コンピュータ室、

更衣室、準備室、事務室、教学室、印刷室、会議

室、応接室、学長室、副学長室、理事室、学生ホ

ール、トイレなど） 校舎外の四日市看護医療大

学敷地内の清掃、除草、排水溝清掃を含む 
機材及び消耗品（トイレットペーパー、石鹸液な

ど）を含む 管理経費を含む 

月曜日～金曜日

 
年末年始を除く

 
清掃管理業務 
定期清掃作業 

タイルカーペット清掃 2回／年 

長尺シート清掃 4回／年 

磁器タイル清掃 4回／年 

ガラス清掃 2回／年 

ガラス（カーテンウォール）清掃 2回／年 

 ネズミ・害虫予防駆除 2回／年 

汚水槽清掃 2回／年 
 
本学の学部校舎は、正面を前面ガラス張りにし、その他の面にもできる限り多くの窓を

取り付け、光をふんだんに取り入れることができる設計となっている。また、事務室と教

員の研究室の廊下側をガラス張りにし、明るい空間づくりを実現している。 
学生ラウンジは、大小合わせて 6箇所配置した。各階の実習室と研究室の間にあるラウ

ンジは、学生と教員が気軽に交流できる場と位置づけている。また、図書館前のラウンジ

には飲料等の自動販売機や、お弁当などを温めることのできる電子レンジを設置している。 
更衣室は、女子用 2室と男子用 1室があり、女子用には、指紋認証システムと防犯カメ

ラを設置しており、セキュリティには万全を期している。 
大学院校舎には、大学院生研究室、演習室と同じ 3階に休憩室があり、電子レンジも設

置されている。 
 PC台数については、試験期間中などには台数不足となることが見受けられる。 
清掃については、清掃担当員と連携し、校舎内のきめ細かい清掃を心掛けている。また、

階段手摺部分の補修や実習室窓への転落防止用ストッパー取り付けなど、危険と思われる

箇所の改修も実施している。現時点における設備管理と清掃管理はほぼ万全といえる。 
竹林に囲まれた場所に建てられたガラス張りと吹き抜けのメリットを最大限に活かし

た本学の校舎は、教育研究の場として適していると考える。 
 
授業を行う学生数の管理については、本学は 1学年 100人程度の学生数であり、原則と 

して講義科目は大教室（定員 120人）で行っている。 
教育効果を考えて少人数の方が望ましい科目については分割して行っている。具体的に

は、1 年次前学期配当の「基礎英語」と「コンピュータリテラシーⅠ（基礎）」（ともに必
須科目）は 3グループ（1グループ 30～35人程度）、1年次後学期配当の「英語コミュニ
ケーション」と「コンピュータリテラシーⅡ（応用）」（ともに選択科目）は 2グループに
分けて行っている。また、専門科目のうち演習科目についても必要に応じグループに分け

て授業を行っている。 
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1年次の「基礎セミナーⅠ（基礎）」、2年次の「基礎セミナーⅠ（応用）」、3年次の「看
護研究演習Ⅰ（看護研究クリティーク）」、4年次の「看護研究演習Ⅱ（卒業研究）」は 1教
員に 10人程度の少人数教育を行っている。また、実習科目については、1教員 5～6人の
学生体制で実施している。  

 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 2-9-1】 四日市看護医療大学図書館規程 
【資料 2-9-2】 四日市看護医療大学図書館利用規則 
【資料 2-9-3】 四日市看護医療大学図書館利用案内（学内用） 
【資料 2-9-4】 四日市看護医療大学図書館利用案内（学外用） 
【資料 2-9-5】 四日市看護医療大学施設等管理規程 
【資料 2-9-6】 四日市看護医療大学体育施設使用規則 
【資料 2-9-7】 四日市看護医療大学課外活動共用施設規則 
【資料 2-9-8】 委託業務明細書 
 
 
（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画） 

PC 台数の不足に関しては、四日市大学のコンピュータ教室の使用も視野に入れて検討
していく。 
開学 6年目となり、施設・設備等にも汚れや傷みが生じる時期である。定期的な設備管

理と清掃管理を徹底していくこととする。 
図書館前の学生ラウンジが手狭なため、試験期間中など夜遅くまで勉強をする学生が夜

食をとる休憩スペースが少ない。隣接する 9号館のラウンジや四日市大学と共有する学生
食堂（席数：454）の有効利用等を検討していく。 
 また、学生が憩う芝生の整備、屋外パラソルの設置なども徐々に整備していくこととす

る。 
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［基準 2 の自己評価］ 

 
 開学初年度の学生の受け入れは、歩留まり率設定の誤りにより、大幅な定員超過があっ

たものの、翌年からは適切な入学者数を維持している。 
 教授方法に関しては、各教員がリアクションペーパーや授業評価アンケートの結果を参

考にしながら授業内容等の工夫・改善をしている。更なる改善を進めるためには個々の取

組に終えることなく体制として整備をする必要はあるが、教育課程及び教授方法について

は、本学の教育目的に則り、適切に編成されている。 
 オフィスアワーは大学院では実施できているが、学部については、多くの教員が実習指

導も行っており、日時を決めて行うことがなかなか難しい現状である。教員の学内メール

アドレスをシラバスに掲載し、学生に対して学修及び授業の支援とするよう周知し、改善

を進めているところである。 
単位認定、卒業・修了認定については、進級判定の基準改正など、改善すべき点は積極

的に改善をすすめながら、厳正に運用している。 
キャリアガイダンスについては、主として学生委員会と学生支援センターにおいて行っ

ており、加えて、アドバイザー教員、実習指導教員などが個々に対応している。まだ 1期
生、2 期生が卒業しただけであるため、体制として整ったというには材料が少ない。地域
の就職先である病院のバックアップ、卒業生の意見も取り入れながら、体制を確立する努

力を続けている。 
教育目的の達成状況の評価とフィードバックについては、1 期生及び 2 期生の国家試験

結果及び就職状況により、間接的ではあるが、一定の成果は挙げられている。 
学生サービスについては、本学ではアドバイザー制度により、学生一人ひとりの学生生

活を支援する体制を取っており、また個々の意見・要望は学生委員会及び学生支援センタ

ー等で対応している。さらに、学生生活全般に関する学生の意見・要望を把握する機会と

して行う「学生生活満足度調査」で、適宜学生の意見をくみあげて、サービスの改善に反

映させる。 
教員の配置・職能開発については、概ね適切な体制が取れていると考える。 
教育環境の整備については、学生の意見・要望を積極的に取り入れながら、対処してい

く。 

いずれの項目についても、担当する委員会が事務部門と協議しながら行っており、一定

の成果は出ていると考える。 
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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 経営の規律と誠実性の維持の表明 

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力 

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 

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮 

3-1-⑤ 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） 

四日市看護医療大学の設置母体である学校法人暁学園は、「学校法人暁学園寄附行為」

において「教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、有為な人材を育成するこ

と」を目的に掲げており、教育基本法、学校教育法、私立学校法、大学設置基準、大学院

設置基準等の法令を遵守するとともに、「学校法人暁学園組織規程」「学校法人暁学園事

務分掌規程」等、法人の管理及び運営に関する基本的事項の規則の他、「学校法人暁学園

公益通報者保護規程」等の規則遵守を通じて法人の規律を維持している。 

「学校法人暁学園寄附行為」第3条、「四日市看護医療大学学則」第1条及び「四日市看
護医療大学大学院学則」第1条に規定されている学園の使命・目的の実現に向けては、学
園の最高意思決定機関である「理事会」及び諮問機関である「評議員会」のもと、学園の

管理運営組織である法人本部と大学の運営組織である大学事務局が連携して、「暁学園中

期経営計画」及び「暁学園財政改善計画」を策定、それに基づく単年度ごとの予算を編成

し、執行している。さらに、第三者を委員とする「暁学園財政評価検討委員会」による進

捗状況の検証を毎年、継続的に受け、目的実現に向けての学園の健全な財政運営を遂行し

ている。 

大学の設置・運営にあたっては、法令に沿って様々な規程・規則等を定めており、法令

改正の際には必要に応じて随時、学園内の諸規程を見直している。また、寄附行為変更や

改組等を行う際には速やかに所轄庁への届出を行っており、所轄庁からの通達等について

は、対応漏れがないように、常日頃からすべての文書を庶務課担当から庶務課長、会計課

長、事務長へと回覧しチェックする体制をとっている。 

大学に関する近年の重要な法令改正としては、「教育情報の公開」が挙げられる（「学

校教育法施行規則等の一部を改正する省令（平成22（2010）年文部科学省令第15号）」平
成22（2010）年6 月15 日公布）。これは、「大学等が公的な教育機関として、社会に対
する説明責任を果たすとともに、その教育の質を向上させる観点から、公表すべき情報を

法令上明確にし、教育情報の一層の公表を促進する」ものであり、平成23(2011)年4 月1
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日からの施行を求めるものであったが、本学では公式ホームページ上に「情報公開」のバ

ナーを設け、公開が求められている情報を一元化し、平成22(2010)年中にすべて公開した。 
本学の環境方針としての基本理念は、「持続可能な循環型社会」の実現に貢献するため、

地球環境問題の重要性を認識し、教職員並びに学生一人ひとりが、環境への配慮に自覚と

責任を持ち、教育・研究活動をはじめとするキャンパスにおける全ての活動を通じて、豊

かな地球環境の保全という視点に立ち、生活環境負荷の低減に向け積極的に貢献すること

としている。これに基づく基本方針は、次の通り定めている。 

  

・資源・省エネルギー及び廃棄物の減量・再資源化に努める。 

・環境に関する法令等を遵守する。 

・地球環境問題についての教育・研究及び啓発活動に取り組む。 

・環境方針は積極的に公表していく。 

 

具体的に本学で実施する省エネ、省資源対策は次表の通りである。 

（平成 24 年度第 2 回学科会議事務局報告資料） 

きめ細かな電源管理 
エアコン、 気扇、 明、PC、プリンタ等を使わない時は
こまめに電源を切る。長期間使用しない場合は、プラグを抜
く。 

エアコンの適正使用 
過度な冷暖房運転は止める。室温は、夏 28℃、冬 20℃を目

安とする。 

換気扇の適正使用 

（本学校舎のみ） 

換気扇の換気モードは、室内空気の熱交換の扱いにより「全
熱交」と「普通」の 2種類がある。夏と冬は、「全熱交」、季
節移行期は、「普通」が効果的。「自動」は、外気温と室温の
差により換気モードが自動選択される。通常は、「自動」に
しておく。 

大学施設（特に大部屋）
の効率使用 

少人数での大部屋使用は控える。コンピュータ室 PCの常時
起動は利用者数、利用時間に合わせて絞る。 

太陽光の利用 窓側の照明は消す。 

紙資源の適正使用 
コピー・プリンタ・印刷用紙の使用量削減とリサイクル(古

紙センターで再生へ)を行う。 

 
本学の人権への対策としては、世界人権宣言、日本国憲法、男女共同参画社会基本法、

男女雇用機会均等法、労働法、教育基本法及び学校教育法の精神に基づき、本学で学び、

研究し、働くすべての人に対し、ハラスメント、様々な差別や偏見などの人権侵害を防止・

排除するとともに、個人の人権が尊重され、安全で公正な環境の下で学び、研究し、働く

権利を保障するために「ハラスメント対策ガイドライン」を定めている。このガイドライ

ンに基づき、ハラスメントの防止に努め、発生したハラスメントに厳正に対処するものと

している。「ハラスメント対策委員会」を設置し、本学でハラスメントが発生しないよう

に、以下のように啓発活動や研修等を行い、ハラスメントに対する理解を深めるよう努め

ている。 
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 「ハラスメント対策委員会」の取り組み 

啓発活動 
パンフレットやポスター、本学ホームページへの掲載による啓発活動を

行う。 

情報公開 

年度ごとにハラスメントの概要（通知措置、調停、処分・強制措置申し

立ての各件数と措置件数及び対応結果など）について、まとめと情報提

供。 
なお、公表に際しては、被害者の利益を優先させ、プライバシーの侵害

にならないように配慮する。 
学生に対する

指導 
新入生オリエンテーション、各学年ガイダンス、講義、講演会などの機

会を通じてハラスメントに対する理解を深める。 

職員に対する

研修 

毎年、研修を実施する。特に管理・監督する立場の者に対しては、ハラ

スメントの問題が生じた場合に、これを単なる個人的な問題として処理

したり、消極的な対応をとることのないよう研修を行って注意を喚起す

る。 

特別研修 
通知措置、調停、処分・強制措置申し立てをされた者の行為がハラスメ

ントと認定された場合、その者及び関係者に対して特別の研修を行う。

相談員の 
研修 

相談員マニュアルを作成し、相談員としての基本的能力を身に着けさせ

るとともに、相談員研修を実施して資質の向上を図る。 
 

教職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的

とし、安全管理体制を整えていくために、法に基づき「安全衛生委員会」を設置している。

委員会は、総括安全衛生管理者（副学長）、産業医、衛生管理者で構成されており、毎年、

安全衛生活動計画を基準に活動方針・目標を設定し、取り組んでいる。 

 

（平成 23 年度第 1 回安全衛生委員会報告資料） 

<平成 23(2011)年度活動方針・目標> 
 

１）安全衛生管理体制の徹底 

・安全衛生管理規則に基づき、安全衛生委員会を定期的に開催する。 

・作業環境や作業内容の管理、健康診断、メンタルヘルス対策などの推進や教職員への

周知を徹底する。 

２）学内の危険箇所や不適切な労働環境・作業内容の早期発見、快適職場の形成 

・職場巡視を計画的に実施し、PDCAサイクルの効果的運用をはかる。 
・学内の危険箇所や不適切な労働環境・作業内容を早期に発見し、快適で働きやすい職

場環境づくりを目指す。また、優れた作業環境や工夫等に着眼し、掲示するなどで教

職員への周知・啓発に努める。また、環境測定も実施する。 

３）定期健康診断の実施、特定健康診査・特定保健指導と関連させた生活習慣病対策の実

施 
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・全教職員への事前周知を徹底し、全員の健康診断受診を実施する。 

・健康診断後の事後措置として、希望者には保健指導を実施する。 

・特定健康診査・特定保健指導は、私学共済事業団と連携し、生活習慣病対策を実施

する。 

・感染症検査及びワクチン接種を実施する。 

４）教職員の健康づくり対策 

・階段利用キャンペーン（ポスター掲示）とウォーキングラリーを継続的に実施する。

・教職員健康サポートマニュアルを完成させ、健康づくり対策を実施する。 

 

 

学内外に対する危機管理としては、「学校法人暁学園安全管理・危機管理に関する指針」

「学校法人暁学園防犯・防災等対策規程」「四日市看護医療大学危機管理規程」「四日市

看護医療大学安全衛生管理規則」などの規程等を設け、体制も整備した上で適切に機能さ

せている。 

また、高い公共性を有する学校法人としては、社会に対する説明責任として、教育情報

や財務情報を積極的に公表しなければならない。教育情報、財務情報の公表については、

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令（平成 22（2010）年文部科学省令第 15号）
が平成 22（2010）年 6月 15日に公布され、平成 23（2011）年 4月 1日から施行される
こととなったことを受け、本学においても、学校教育法施行規則第 172条の 2に基づき、
平成 23(2011)年 4月 1日付けで以下の項目について、本学のホームページ上で公表してい
る。 
・ 大学の教育研究上の目的に関すること（大学の特色、教育研究目的） 
・ 教育研究上の基本組織に関すること（大学所在地、学部・学科、沿革、アクセス方法）
・ 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び実績に関すること（教員数、教員

紹介、主な研究業績・活動等） 
・ 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は

修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他の進学及び就職等の状況に関す

ること（入学者受入方針、入学定員・収容定員、在籍者数・入学者数・卒業者数、就

職状況、進学状況） 
・ 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（授業について、

学期について、授業科目について、シラバスについて、履修モデルについて） 
・ 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること（試

験・試験・卒業要件・取得可能学位について） 
・ 校地、校舎等に施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること（校地、校舎

等の面積、キャンパスマップ、施設紹介） 
・ 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること（授業料について、奨学金

制度について） 
・ 大学が行う学生に修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること（キャリ

ア支援体制、学生サポート体制、健康相談、学生相談、セクハラ相談） 
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・ 教育上の目的に応じた学生が修得すべき知識及び能力に関すること（教育内容、目指
す資格） 

・ 上記以外の教育研究上の情報（教育条件、教育内容、学生の状況、国際交流・社会貢
献等の概要） 

・ 財務情報（財務概要、事業報告書、資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表、
財産目録、監査報告書等） 

 
また、私立学校法第 47条を一部改正する法律の施行に基づき、①財産目録、②貸借対

照表、③収支計算書、④事業報告書、⑤監事による監査報告書を作成し、閲覧請求があっ

た場合には、閲覧できるよう事務所に備え付けている。 

 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 3-1-1】 学校法人暁学園寄附行為（【資料 F-1】と同じ） 
【資料 3-1-2】 学校法人暁学園寄附行為施行規則（【資料 F-1】と同じ） 
【資料 3-1-3】 学校法人暁学園組織規程 
【資料 3-1-4】 学校法人暁学園事務分掌規程 
【資料 3-1-5】 学校法人暁学園公益通報者保護規程 
【資料 3-1-6】 四日市看護医療大学学則（【資料 F-3】と同じ） 
【資料 3-1-7】 四日市看護医療大学大学院学則（【資料 F-3】と同じ） 
【資料 3-1-8】 学校法人暁学園理事及び監事名簿 
【資料 3-1-9】 学校法人暁学園評議員名簿 
【資料 3-1-10】 第 5 次暁学園中期経営計画 
【資料 3-1-11】 暁学園財政改善計画書 
【資料 3-1-12】 暁学園財政評価検討委員会設置要綱 
【資料 3-1-13】 四日市看護医療大学ホームページ（情報公開＞財務情報） 
【資料 3-1-14】 四日市看護医療大学環境方針 学生便覧（【資料 F-5】と同じ） 
【資料 3-1-15】 四日市看護医療大学ハラスメント対策ガイドライン 
【資料 3-1-16】 四日市看護医療大学ハラスメント対策委員会規程 
【資料 3-1-17】 四日市看護医療大学安全衛生委員会規程 
【資料 3-1-18】 学校法人暁学園安全管理・危機管理に関する指針 
【資料 3-1-19】 学校法人暁学園防犯・防災等対策規程 
【資料 3-1-20】 四日市看護医療大学危機管理規程 
【資料 3-1-21】 四日市看護医療大学安全衛生管理規則 
 
 

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画） 

法人及び大学において、経営に関する規程・規則及び組織等は適正に整備され、円滑な

管理・運営が行われている。今後、社会情勢等の変化により取り組むべき課題については、

柔軟に検討・対応していく。 

また、環境への配慮について、継続して効果を上げていくためには、定期的にチェック
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する仕組みを作り、教職員や学生に対してより一層の協力を求めていく必要がある。 
「ハラスメント対策ガイドライン」は、平成 20(2008)年 9月からの施行であるため、運
用状況をみながら適宜見直しを実施していく。また、引き続き、啓発活動や研修等を行い、

ハラスメントへの理解を深める。 



四日市看護医療大学 

67 
 

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） 

理事会は、学園の最高意思決定機関として、「学校法人暁学園寄附行為」第 19条に基づ
き設置されており、「学校法人暁学園寄附行為」に則した運営を行っている。議決事項は、

理事・評議員の選任、学部学科等の改組、予算編成、借入金、重要な規則の制定・改廃、

重要な施設の設置・廃止などであり、「学校法人暁学園寄附行為施行規則」第 1 条に基づ
いた重要事項に関する決議が行われている。また、人事報告、学生募集状況など、「学校法

人暁学園寄附行為施行規則」第 2条に基づいた報告も行われている。 
理事会は、「学校法人暁学園寄附行為施行規則」第 6 条に基づき、原則として定例会を

年 4回開催しているが、これとは別に、日常の法人運営の円滑化を図ることを目的とした
「常任理事会」を毎月 1 回開催している。「常任理事会」は、理事 4 人と四日市看護医療
大学副学長、暁学園事務長の計 6人で構成され、学園全体の将来計画や財政検討など理事
会の協議事項についての事前協議と法人本部及び大学事務局との調整を十分に行っており、

理事会での戦略的意思決定を円滑に行う上で大きな役割を果たしている。 
また、理事会は、「学校法人暁学園寄附行為」第 9 条に基づき、四日市大学学長 1 人、

四日市看護医療大学学長 1人、評議員から選任された者 3人（3人以上 5人以内）、学識経
験者 5 人（5 人以上 8 人以内）の計 10 人で構成されている。現在の理事会構成員には、
民間企業の現役経営者が含まれていることから、学校運営に関する協議に企業経営的な意

見や考え方を採り入れることができる体制にあり、より戦略的な意思決定を可能としてい

る。 
理事会への理事の出席状況は、次表の通りである。 
 

開催年月 出席者数 理事人数 出席率(%) 
平成 22（2010）年  3月 8人 11人 72.7 
平成 22（2010）年 5月 8人 11人 72.7 
平成 22（2010）年 12月 8人 10人 80.0 
平成 23（2011）年  3月 9人 10人 90.0 
平成 23（2011）年  5月 8人 9人 88.9 
平成 23（2011）年  9月 7人 10人 70.0 
平成 23（2011）年 12月 9人 10人 90.0 
平成 24（2012）年  3月 10人 10人 100.0 
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◇エビデンス集 資料編 
【資料 3-2-1】 学校法人暁学園寄附行為（【資料 F-1】と同じ） 
【資料 3-2-2】 学校法人暁学園寄附行為施行規則（【資料 F-1】と同じ） 
【資料 3-2-3】 学校法人暁学園理事及び監事名簿（【資料 3-1-8】と同じ） 
【資料 3-2-4】 学校法人暁学園理事会開催状況表 
【資料 3-2-5】 学校法人暁学園常任理事会開催状況表 
 
 
（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画） 

今後についても、理事会構成員に民間企業の現役経営者を含めるなど、戦略的な意思決

定が行える体制づくりを継続して進めていく。また、「常任理事会」は、理事会での意思決

定を円滑に行うために重要な役割を担っているので、今後も定期的に開催し、十分な協議

と意見交換に努める。 
理事会は本学園の最高意思決定機関であるため、高い出席率が求められる。今後は、理

事の出席状況が常に 90%以上になるよう日程調整に配慮する。 
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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 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 

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 

 

（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） 

本学の管理運営に関する重要事項は、大学の最高意思決定機関である「大学運営委員会」

において審議、決定される。本委員会は、議長となる理事長の他、学長、副学長、学科長、

研究科長、企画部長、事務局長の大学役職者に若干名の理事が委員として加わることで法

人側と大学側を合わせた一元的な大学運営が可能となるように設置されている。おもな審

議事項は、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、

予算計画などで、これらが大学の設置目的に沿っているか、経営面での健全性が確保され

るかについて審議される。同時に大学の教育理念に沿っているか、教育目的が実現可能か

について教学面から審議される。また、法人側から必要に応じて法人運営の基本方針及び

法人共通の課題への取り組み状況が報告される。この委員会は原則として毎月１回開催さ

れる。「大学運営委員会」に関することは、「四日市看護医療大学運営委員会規程」にて定

められている。 
入試合否判定、卒業判定、学生の教育指導、カリキュラムに関する事、FD（Faculty 

Development）に関する事の重要事項は、学長が意思決定と執行責任を負っている。学長
は、諸課題を必要に応じてそれぞれの専門委員会に委ね、いくつかの専門委員会において

は自ら委員長を務め、その審議の過程で学内の合意形成を図り、最終的に教授会の審議を

経て意思決定を行う。副学長、学科長及び研究科長も同様に学長を補佐する立場として、

いくつかの専門委員会の委員長を務めて学長のリーダーシップの発揮を支援している。専

門委員会の委員は、学長が学科長と相談の上、教員の中から適任者を選任している。専門

委員会に関することは、各種委員会規程にて規定される。 
教授会は、教学における重要事項を審議する会議として位置付けられている。教授会は、

原則として教授の職位を持つ教員で構成され、毎月 1回開催される。教授会に関すること
は、「四日市看護医療大学教授会規程」にて規定されている。 
学長は、大学の教育目的遂行のために代表として法人側との協議・調整を担う。学長は、

法人の理事を兼任しており、法人側との調整が可能となっている。学長の職務は重要で負

担も大きいため、学長を補佐する役職として副学長 1人が置かれている。副学長は、企画
部長を兼務しており、企画・調査面でのサポートが可能となっている。また、学長秘書と

して 2人の職員が日常的な秘書業務を担当している。学長、副学長に関する事は、「四日
市看護医療大学学長に関する規程」「四日市看護医療大学副学長に関する規程」にて規定

される。 
学則の改正やカリキュラムの改訂などの重要課題は、「大学運営委員会」と「教授会」
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においてそれぞれ視点の異なる審議を経ることが原則となっており、これにより審議の多

面性と正当性が確保されている。 
 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 3-3-1】 四日市看護医療大学大学運営委員会規程 
【資料 3-3-2】 四日市看護医療大学教授会規程（【資料 2-1-8】と同じ） 
【資料 3-3-3】 平成 24年度四日市看護医療大学各種委員会の任期及び構成一覧表 
【資料 3-3-4】 四日市看護医療大学学長に関する規程 
【資料 3-3-5】 四日市看護医療大学副学長に関する規程 
【資料 3-3-6】 四日市看護医療大学学則 第 54条第 2項（【資料 F-3】と同じ） 
 

 

（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画） 

 「大学の運営委員会」を最高意思決定機関として、迅速かつ的確に大学の意思決定が行

える仕組みとなっている。大学の諸課題の解決にあたっては、多面的な審議が要求され、

また多くの大学構成員の合意形成を必要とする。その複雑な状況にあって本学の意思決定

の仕組みは、迅速性をもたせることのできる現実的なものとして機能しており、学長のリ

ーダーシップの発揮も可能となっている。 
今後も、現状の運営体制を維持する努力を続けていく。
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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 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 

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 

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 

 

（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） 

学園の最高意思決定機関である理事会の構成員には、「学校法人暁学園寄附行為」第 9
条に基づき、本学から四日市看護医療大学学長 1人が選任されている。また、評議員会に
おいても、「学校法人暁学園寄附行為」第 26条に基づき、本学から学長と副学長がその構
成員として選任されており、いずれも法人側と大学側が協議した上での意思決定を可能に

している。 
理事会を円滑に運営するために設置された「常任理事会」においても、常務理事に加え

て四日市看護医療大学副学長が構成員となり、毎月 1回開催している。学園全体の将来計
画や財政検討など理事会の協議事項については、法人本部及び大学事務局との調整を経た

上で、法人側と大学側が互いに意見を出し合い事前協議しており、理事会での意思決定の

円滑化に大きな役割を果たしている。 
大学の最高意思決定機関である「大学運営委員会」では、学長、副学長、学科長、研究

科長、企画部長、事務局長の大学役職者に理事長、常務理事が加わっている。これは、大

学における重要事項が経営的に学園全体に影響を及ぼす可能性のある事項が多いためであ

り、そのような重要事項についても大学側が一方的に意思決定するのではなく、法人側と

大学側が協議した上で意思決定することとしている。さらには、各事務部門の所属長で構

成する「事務連絡会議」の構成員に企画部長と事務局長が含まれているため、「大学運営委

員会」と各事務部門の意思疎通も常に十分に図られている。 
教学面の最高意思決定機関である教授会や研究科委員会では、学長が理事であることと

副学長が常任理事会の委員であることにより、必要に応じて法人と大学との調整を図るこ

とができ、そのことも意思決定の円滑化に寄与している。 
本学園のガバナンスとしては、「学校法人暁学園寄附行為」第 10 条に基づき、2 人の監

事を選任し、「学校法人暁学園寄附行為」第 18条に基づき、法人の業務及び財産の状況等
について監査を実施している。理事会へも出席して意見を述べており、学園の最高議決機

関である理事会に対するチェック機能が働いている。 
監事の理事会への出席状況は、次表の通りである。 
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開催年月 出席者数 監事人数 出席率(%) 

平成 22（2010）年  3月 2人 2人 100.0 
平成 22（2010）年 5月 2人 2人 100.0 
平成 22（2010）年 12月 1人 2人 50.0 
平成 23（2011）年  3月 1人 2人 50.0 
平成 23（2011）年  5月 2人 2人 100.0 
平成 23（2011）年  9月 0人 2人 0 
平成 23（2011）年 12月 2人 2人 100.0 
平成 24（2012）年  3月 2人 2人 100.0 

 
さらに、これ以外にも 1～2 ヶ月に１回の頻度で監事と理事長が面会し、状況報告と意

見交換を行っており、ガバナンス強化の一助としている。 
他方、評議員会は、「学校法人暁学園寄附行為」第 22条に基づき設置し、予算、借入金、

基本財産の処分等、「学校法人暁学園寄附行為施行規則」第 4 条に基づいた重要事項につ
いて諮問している。評議員会は、「学校法人暁学園寄附行為」第 26条に基づき、四日市大
学学長 1人、四日市看護医療大学学長 1人、法人職員 12人(内 1人は本学副学長)、卒業生
7人、学識経験者 10人の計 31人で構成されており、学園の最高議決機関である理事会に
対する重要事項のチェックだけでなく、法人と大学が相互にチェックし合う場ともなって

いる。また、多様な意見を採り入れるという観点から、約半数の評議員を学園の外部から

選任している。 
評議員の評議員会への出席状況は、次表の通りである。 
 

開催年月 出席者数 評議員数 出席率(%) 
平成 22（2010）年  3月 23人 31人 74.2 
平成 22（2010）年 5月 20人 31人 64.5 
平成 22（2010）年 12月 25人 31人 80.6 
平成 23（2011）年  3月 26人 31人 83.9 
平成 23（2011）年  5月 28人 31人 90.3 
平成 24（2012）年  3月 26人 31人 83.9 

 
さらに、財政面でのチェック機能としては、第三者を委員とする「暁学園財政評価検討

委員会」による財政運営に関する進捗状況の検証を毎年、継続的に受けており、学園の健

全な財政運営のための重要な役割を担っている。 

以上のように、意思決定においては、いずれの場合も法人側と大学側が同じテーブルで

協議に関わり、相互にチェックできる体制としている。また、意思決定を行う前に各部門

との調整協議等を十分に行っているため、円滑に意思決定することが可能となっている。 
また、理事長は、学園の最高意思決定機関である理事会及び大学の最高意思決定機関で

ある「大学運営委員会」の長であり、常務理事のサポート体制のもとリーダーシップを発

揮し、学園及び大学を総理している。理事会及び「大学運営委員会」での審議結果は、必
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要に応じて教授会と「事務連絡会議」で報告され教職員全員に周知される仕組みになって

いる。教学面においては、学長が大学の教学面の最高意思決定機関である教授会の長とし

て、副学長のサポート体制のもと、教学面における所掌事項についての意思決定と執行責

任を負っている。教授会での決定事項は、各専門領域の代表である教授から各領域の全教

員へ周知され、「事務連絡会議」を通じて各所属長から全職員に周知される。本学は、小規

模な単科大学であるため、教職員全員の顔と名前、職務分担等がお互いに認識されており、

コミュニケーションが図りやすい組織規模となっている。そのため、教職員からの意見の

吸い上げも比較的行いやすい環境にあり、各委員会や学科会議、「事務連絡会議」の協議を

経た上で、教授会や「大学運営委員会」へと提議するなど、ボトムアップによる運営改善

を図ることも可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 3-4-1】 学校法人暁学園寄附行為（【資料 F-1】と同じ） 
【資料 3-4-2】 学校法人暁学園寄附行為施行規則（【資料 F-1】と同じ） 
【資料 3-4-3】 四日市看護医療大学大学運営委員会規程（【資料 3-3-1】と同じ） 
【資料 3-4-4】 四日市看護医療大学教授会規程（【資料 2-1-8】と同じ） 
【資料 3-4-5】 四日市看護医療大学看護学科会議規程 
【資料 3-4-6】 四日市看護医療大学大学院看護学研究科委員会規程（【資料 2-1-9】と同じ）
【資料 3-4-7】 学校法人暁学園理事会開催状況表(【資料 3-2-4】と同じ) 
【資料 3-4-8】 学校法人暁学園評議員会開催状況表 
【資料 3-4-9】 四日市看護医療大学事務連絡会議規則 
 
 

（3）3－4 の改善・向上方策（将来計画） 

監事は、学校法人の管理運営を適正に行うために極めて重要な役割を果たすものであり、

理事会への出席率も常に 100%を維持できるように働きかける。 
評議員は、理事会の法人運営のチェック機関としての役割は大きく、常に 90%以上の出

席率が維持できるよう働きかけるとともに、選任については、多様な観点を採り入れるた

めに、半数以上は学園外部の人材から選任されるように配慮する。 

常務理事 ・副学長

理事長 ・学長 理事長 ・常務理事 ・学長 ・副学長 ・企画部長 ・事務局長 企画部長 ・事務局長

学長 ・副学長 ・事務局長

研究科長 ・学長 ・副学長

各委員会研究科委員会

意思決定組織  と  主 な構成員

教授会

理事会

評議員会

監事

常任理事会

大学運営委員会 事務連絡会議

学科会議

法人本部

大     学
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3－5 業務執行体制の機能性 

 

≪3－5 の視点≫ 

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 

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性 

3-5-③ 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） 

本学の事務組織は、大学の事務部門が果たすべき諸機能に応じて編制されている。これ

らは、教学、学生支援、企画調査、入試広報、図書館、会計、庶務の各機能に分けられて

おり、所属長以下、必要な数の職員が配置されている。各部署の事務分掌は、「学校法人暁

学園事務分掌規程」に規定されている。所属する事務職員の配置状況は、次表の通りであ

る。 
 
学生支援 
センター 
教学課 

企画部 入試広報室
入試広報課

図書館 
図書課 

事務局 

会計課 庶務課 

8人 2人 3人 4人 2人 3人 

 
事務組織の指揮命令権限については、「学校法人暁学園就業規則」に定められている通

り、各所属長に属する。そして、事務部門全体の統括責任は、事務局長が負う。 
教育支援を充実させるために、学生への支援業務を担当する「学生支援センター」を置

いている。学生支援センター長は、学科長が兼務しており、教員と事務組織との連携が図

られるよう配慮されている。「学生支援センター」には、学生へのサポートを重視すべきこ

とから要員の数を多く配置している。科学研究費、研究倫理審査、紀要論文編集等、研究

支援業務を事務局がサポートしている。 
事務部門では、各部署において年間の事業計画と予算計画を作成し、それをもとに業務

を計画的に遂行している。予算編成の際、事務局長は、各部署へのヒアリングを通してそ

れぞれの事業計画の妥当性をチェックし、必要な修正を加えた上で事務部門全体の事業計

画と予算案をまとめる。その後、法人側での審議を経て、理事会において最終決定される。

各事業計画は、担当部署の長の管理のもとに実施される。年度途中で事業計画の大幅な見

直しや新規事業の追加が必要となった場合には、担当部署の長と事務局長、法人側との協

議を経て、理事長の決裁により可否が決定される。 
オープンキャンパス、入学試験、公開講座等、各事業の実施状況は、「大学運営委員会」

へ適宜、報告される。事業執行後の評価は、各部署の長が総括し、次年度の事業計画に反

映される。臨地実習、進級判定、卒業判定、就職先等進路、国家試験成績、学生相談の状
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況など教学での活動状況は、学長又は学科長から「大学運営委員会」へ報告される。「大学

運営委員会」の構成員は、「学生支援センター」、「入試広報室」、事務局等主要な部署の責

任者を務めており、理事長と学長のもとでの業務の一元管理が可能となっている。必要に

応じてその場で適切な指示が出せるため、業務執行の機能性も確保されている。 
定型的な大学業務とは別に、大学では様々な検討課題が存在する。これは、課題に応じ

てそれぞれの専門委員会にて審議される。委員会に関連した作業部会を置き、実務作業を

担当する場合もある。教育に関わる諸問題の解決には、丁寧な審議と大学全体での合意形

成が望まれるが、そのためには少なからぬ人的コストと時間が消費され、場合によっては

大学業務を圧迫するおそれもある。委員会の運営にあたっては、審議と意思決定、合意形

成のバランスをとることが必要であり、議長の運営手腕が要求される。これについては、

極力、委員会の役割に適した教員を選任することにより適切な運営が図られるよう配慮さ

れている。 
教職協働、教員と事務職員の組織連携については、各委員会運営の中で認められるが、

各委員会規程に定められる通り、教員が委員を務め、事務職員が庶務を担当することから

教員が主体で事務職員は補助的であることが一般的となっているが、業務の円滑な遂行と

改善のためには各方面との綿密な調整能力、コミュニケーション能力、業務分析能力など、

事務職員の高い能力が必要となる。こうしたことから事務職員の資質向上と能力開発を図

る研修が重要視されている。本学では、事務職員の能力開発と研修（SD：Staff 
Development）に関することを審議するために、事務局長と各課の長で構成される「事務
職員研修委員会」を置いている。 

本学での研修目的は、「事務職員研修委員会規程」に以下の通り、規定されている。 

 

・大学の社会的使命を達成するため、事務職員の職務と責任の遂行に必要な知識、技術

等を修得させ、事務職員の能力及び資質を向上させること 

・事務職員研修の必要性を把握して到達目標を定め、あらかじめ研修計画を立て、周知

すること 

・すべての事務職員が公平に研修を受けられること 

・研修結果等を記録し、研修目標の達成度を把握すること 

 

 

これまでの研修実績は次表の通りである。 

 

平成 22(2010)年度事務職員研修結果 

区分 研修名 日時 内容 参加 
人数 

全体 
研修会 

教学・広報業務研修会 
7/1(木） 
17：00～17：40

本学における教学及び
入試に関する諸知識に
ついて 

13人

全体研修会 
講師：福島一雅氏 
（愛知東邦大学理事） 

12/7(火） 
17：00～18：30

大学職員としてのモチ
ベーション維持や資質
向上に向けて 

13人
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個別 
研修会 

大学職員共同研修 
プログラム 

（コンソーシアム京都） 

8/5(木） 
10：00～17：00

ロジカルシンキング研
修 3人 

9/2(木） 
10：00～17：00

マネジメントマインド 
基礎研修 3人 

 

平成 23（2011）年度事務職員研修結果 

区分 研修名 日時 内容 参加 
人数 

全体 
研修会 

教学・広報業務研修会 
6/29(水） 
17：15～18：15

本学における教学及び
入試に関する諸知識に
ついて 

13人

全体研修会 
講師：武藤正美氏 
（名城大学経営本部秘書室
長・大学行政管理学会専務
理事） 

12/14(水） 
17：00～18：30 大学職員としてのモチ

ベーション維持や資質
向上に向けて 

16人

個別 
研修会 

大学職員共同研修 
プログラム 

（コンソーシアム京都） 

8/9(火） 
10：00～17：00 マーケティング研修 2人 

9/2（金） 
10：00～17：00 交渉術研修 1人 

9/6（火） 
10：00～17：00 メンタルヘルス研修 1人 

 

全体研修では、学生支援や入学試験の基礎的知識及び大学職員としての基本的な考え方

を修得している。学外講師を招いての研修では、東海地区の他大学の事例を確認し、問題

意識を共有することができ、効果的であったと評価している。また、「大学職員共同プログ

ラム」に参加することにより、論理的方法のプログラムの修得や現状での問題点も共有で

きている。このようにいずれも大学職員としての資質向上につながっている。 

 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 3-5-1】 学校法人暁学園事務分掌規程（【資料 3-1-4】と同じ） 
【資料 3-5-2】 学校法人暁学園就業規則 
【資料 3-5-3】 四日市看護医療大学事務職員研修規程 
 
 

（3）3－5 の改善・向上方策（将来計画） 

大学の果たすべき諸機能に応じて適切に編制された事務組織により、業務の効果的な執

行体制は確保されている。 
職員の研修参加率を高めるためには日程調整に十分配慮する。さらに、研修で得た技能・

知識を実際に通常業務に活かし、事務組織の機動性の向上と業務の効率化を図っていく。 
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3－6 財務基盤と収支 

 

≪3－6 の視点≫ 

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立 

3-6-② 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） 

 本学園では、昭和 63（1988）年より 5 カ年ごとに「暁学園中期経営計画」を策定し、
それを基にした予算案を毎年度編成し、運営にあたっている。現在、5 期目にあたる「第
5 次暁学園中期経営計画」の進行中ではあるが、より健全な財政運営を確立することを目
的として、平成 20（2008）年には、暁学園常務理事等 4 人に公私協力関係にある四日市
市より選出された委員 3人を加えた計 7人を構成員とする「暁学園財政改善委員会」を立
ち上げ、「第 5 次暁学園中期経営計画」を見直した「暁学園財政改善計画」を新たに策定
した。この「暁学園財政改善計画」は、学生確保策による収入増、人件費削減、不要不急

の経費削減を柱としたものであり、平成 20（2008）年度から平成 24（2012）年度までの
資金収支差額累計の大幅な改善と、平成 25（2013）年度以降の資金収支差額黒字化を目
標としている。その答申をもって「暁学園財政改善委員会」はその役目を終えた。 
さらに、この「暁学園財政改善計画」の進捗状況を検証するための第三者機関として、

四日市市職員を委員とした「暁学園財政評価検討委員会」を設置し、毎年、「暁学園財政改

善計画」の進捗状況について検証を受け、助言を得ている。「暁学園財政評価検討委員会」

での検証は今年度で 4年目に入るが、「暁学園財政改善計画」の策定とその実行とにより、
当初の「第 5次暁学園中期経営計画」に比して大幅な改善効果が得られている。 
学園全体の過去 5 ヵ年の収支状況は、次表「学園全体の過去 5 ヵ年収支状況」の通り、

消費収入超過額が支出超過で推移しているが、平成 18（2006）年度をピークにその超過
額は減少している。平成 18（2006）年度から 19年（2007）度にかけて超過額が特に多い
のは、四日市看護医療大学の施設・設備取得に係る多額の基本金組入れと同大学が学年進

行中であることに起因するものである。帰属収支差額についても支出超過で推移している

ものの、平成 19（2007）年度をピークにその超過額は毎年、大きく減少し続けており、「暁
学園財政改善計画」の目標である平成 25（2013）年度の収支均衡に向け順調な進捗状況
を示している。 
 大学においては、次表「大学単独の過去 5ヵ年収支状況」の通り、開学初年度の平成 19
（2007）年度では、消費収支、帰属収支のいずれも支出超過であるが、開学 2年目以降は
学年進行に伴い毎年学生数が着実に増加していることに加え、外部資金として四日市市か

らの補助金（施設設備費の半額補助）による収入増もあり、平成 20（2008）年度には帰
属収支差額 5,150 万円を計上した。平成 21（2009）年度からは消費収支、帰属収支のい
ずれも収入超過となっており、完成年度を迎えた平成 22（2010）年度においては、消費
収入超過額 1億 643万円、帰属収支差額 1億 1,486万円を計上するまでになっている。 
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 本学園では、以上の通り平成 20（2008）年度から行っている、学生確保の強化、人件
費削減、不要不急の経費削減などを柱とした「暁学園財政改善計画」に基づいた予算編成

と、「暁学園財政評価検討委員会」による進捗状況の検証・助言とにより、目標としている

平成 25（2013）年度の収支均衡に向けて財政状況は順調な推移を示しており、より安定
した財務基盤の確立に向けて好転している。特に、大学単独では、平成 21(2009)年度以降、
収支バランスを確保しながら安定した運営が遂行できている。 
 
学園全体の過去5ヵ年収支状況                         (千円) 

科 目 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度
帰属収入 4,137,736 4,118,375 4,294,809 4,382,635 4,307,126
基本金組入 △ 572,590 △ 336,218 0 △ 209,239 △90,980
消費収入 3,565,146 3,782,157 4,294,809 4,173,396 4,216,145
消費支出 4,913,561 4,478,913 4,474,432 4,520,543 4,433,384

消費収入超過額 △ 1,348,415 △ 696,756 △ 179,623 △ 347,147 △217,239
帰属収支差額 △ 775,825 △ 360,538 △ 179,623 △ 137,908 △126,258

 
大学単独の過去5ヵ年収支状況                         (千円) 

科 目 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度
帰属収入 388,782 629,135 775,936 894,995 849,536
基本金組入 △ 473,863 △ 68,425 △ 6,072 △ 8,432 △11,710
消費収入 △ 85,081 560,710 769,864 886,563 837,826
消費支出 647,136 577,634 700,086 780,129 809,497

消費収入超過額 △ 732,217 △ 16,924 69,778 106,434 28,329
帰属収支差額 △ 258,354 51,501 75,850 114,866 40,039

 
◇エビデンス集 資料編 
【資料 3-6-1】 平成 24年度学校法人暁学園事業計画書（【資料 F-6】と同じ） 
【資料 3-6-2】 平成 24年度学校法人暁学園予算編成方針 
【資料 3-6-3】 第 5次暁学園中期経営計画（【資料 3-1-10】と同じ） 
【資料 3-6-4】 暁学園財政改善計画書（【資料 3-1-11】と同じ） 
【資料 3-6-5】 平成 23年度第 1回暁学園財政評価検討委員会配布資料 
【資料 3-6-6】 暁学園財政評価検討委員会議事録（平成 21年度～平成 23年度)（写） 
【資料 3-6-7】 エビデンス集データ編【表 3-5】消費収支計算書関係比率（法人全体のもの）

(過去 5年間) 
【資料 3-6-8】 エビデンス集データ編【表 3-6】消費収支計算書関係比率（大学単独）(過

去 5年間) 
【資料 3-6-9】 エビデンス集データ編【表 3-7】貸借対照表関係比率（法人全体のもの）（過

去 5年間） 
【資料 3-6-10】 決算等の計算書類（平成 19年度～平成 23年度） 
【資料 3-6-11】 平成 23年度学校法人暁学園財産目録 
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【資料 3-6-12】 平成 24年度学校法人暁学園予算書 
【資料 3-6-13】 エビデンス集データ編【表 3-8】要積立額に対する金融資産の状況(法人全

体のもの)（過去 5年間） 
 
 

（3）3－6 の改善・向上方策（将来計画） 

平成 24(2012)年度までは、これまで通り、「第 5 次暁学園中期経営計画」及び「暁学園
財政改善計画」をもとにした予算編成を行い、「暁学園財政評価検討委員会」による検証を

行っていく。平成 25(2013)年度からは、新たに始まる「第 6次暁学園中期経営計画」に基
づいた予算編成を行い、収支バランスの確保と磐石な財務基盤の構築に臨む。平成

25(2013)年度以降も「暁学園財政評価検討委員会」による進捗状況の検証と助言を継続す
ることにより、より一層適切な財務運営を確立させる。 



四日市看護医療大学 

80 
 

3－7 会計 

 

≪3－7 の視点≫ 

3-7-① 会計処理の適正な実施 

3-7-② 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。 
 

（2）3－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本学園の予算は、「暁学園中期経営計画」及び｢暁学園財政改善計画｣に基づき編成され

る。予算編成方針は、編成時期（12月）に学園本部より提示され、各学校種の長、学園本
部常務理事・財務担当理事などによる検討を経て、理事会において決定される。これを受

け、本学においては、事務局長より各部署の長に対し予算編成方針の説明がなされ、各部

署において立案した年間の事業計画に基づいた予算計画が策定される。策定された各部署

の予算計画は、事務局長・会計課長による各部署の長へのヒアリングと個々の予算額の調

整を行った後、大学予算案として決定される。その後、大学予算案は、学園本部へ提出さ

れ、学園全体での調整を経た後に評議員会・理事会で最終決定される。 
 予算執行については、各部署において随時予算執行状況が確認できる仕組みを備えたシ

ステムを使用し個別に管理できるようにしている。各部署で起案された請求は、担当部署

でチェックを行い事務局長決済で執行される。これら執行状況は全てデータ化されており、

適宜状況を把握することができ、より適切な予算管理ができる環境が整っている。 
 会計処理については、学校会計基準を遵守し、「学校法人暁学園経理規程」に基づき適切

に行っている。会計処理等で疑義が生じた場合には、監査法人、私学事業団経営相談室へ

相談を行いながら適正な会計処理に努めている。 
また、平成 19（2007）年度より学校法人全体を統括的に管理できる会計ソフトを導入

した。伝票データの入力、決済、検索、出力等、操作毎に権限を与えることによって、こ

れまで以上にチェック機能を強化しており、会計処理は極めて適切に行われていると言え

る。これら本学が行っている会計処理の仕組みについては、監査法人の会計監査（内部統

制の検証）からも高い評価を得ている。 
学園の会計監査については、監査法人による会計監査と監事による監査を行っている。

監査法人監査については、会計帳簿書類及び決算書類等によって監査を定期的に受け、会

計業務内容・処理方法、予算管理・執行、組織運営状況等内部統制の検証などについても

年度比較を行いながら監査を受けている。これにより指摘された事項は、次回に改善状況

を確認し、確実な是正を行っている。 
監事 2 人による監査は、私立学校法第 37 条第 3 項及び「学校法人暁学園寄附行為」第

18条の定めに基づき、財務状況と理事の業務執行状況等について行っている。また、理事
長との面談により、学校法人業務が管理面、教務面で適切に運営されているかの意見交換

も行っている。 
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◇エビデンス集 資料編 
【資料 3-7-1】 平成 24年度学校法人暁学園事業計画書（【資料 F-6】と同じ） 
【資料 3-7-2】 平成 24年度学校法人暁学園予算編成方針（【資料 3-6-2】と同じ） 
【資料 3-7-3】 暁学園財政改善計画書（【資料 3-1-11】と同じ） 
【資料 3-7-4】 平成 23年度監事による監査報告書（写） 
【資料 3-7-5】 平成 23年度独立監査人の監査報告書（写） 
【資料 3-7-6】 学校法人暁学園評議員会議事録（2012年 3月 26日） 
【資料 3-7-7】 学校法人暁学園理事会議事録（2012年 3月 26日） 
【資料 3-7-8】 学校法人暁学園資金運用管理規程 
【資料 3-7-9】 学校法人暁学園経理規程 
 
 

（3）3－7 の改善・向上方策（将来計画） 

近年の社会経済情勢の変化や、学校法人の諸活動において様々な見直しが行われ、その

諸活動に見合った会計処理の合理化や、財政及び経営状況の明確化が求められていること

から、学校法人会計の変更が行われている。平成 21（2009）年 4 月より適用されている
「ソフトウェアに関する会計処理について」「リース取引に関する会計処理について」（文

部科学省高等教育局私学部参事官通知、平成 20（2008）年 10 月 9 日付け）についても、
当然本学において対応し実施している。会計処理の変更は重要事項であるため、そのよう

な変更があった場合には、今後も監査法人等と事前打合せを十分に行いながら確実に進め

ていく。 
また、公的研究費等（科学研究費補助金等）の通達は、「研究機関における公的研究費

の管理・監査のガイドライン（実施基準）について」（文部科学省技術・学術政策局長通知、

平成 19（2007）年 2月 15日付け）、「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイドラ
イン（実施基準）に基づく体制整備及び運用の徹底等について」（文部科学省技術・学術政

策局長通知、平成 22（2010）年 2月 25日付け）等で示されている。公的資金については、
税金が原資ということから、特に適正かつ厳正なる処理・執行・管理を行っていく。 
会計監査については、会計処理の適正性に加え、内部統制の構築とその有効性・効率性

を維持していくことが不可欠である。内部統制への取組みは今後も継続して行っていく。 
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［基準 3 の自己評価］ 

 

本学及びその設置者である本学園は、大学の設置、運営に関連する法令を遵守し、組織

倫理に関する種々の規程に基づき、学園の使命・目的を実現するための継続的努力と適切

な運営を行っている。さらには、学内外に対する危機管理の体制も整備し、適切に機能さ

せている。 

学園の最高意思決定機関である理事会は、「学校法人暁学園寄附行為」に基づき適切に

運営している。理事会での意思決定の円滑化を図るために設置されている「常任理事会」

による事前協議や法人本部及び大学事務局との十分な事前調整を行うことにより、戦略的

意思決定も可能としている。大学の最高意思決定機関として設けられた「大学運営委員会」

は適切に機能しており、法人と大学の各管理運営機関の連携の場となると同時に、相互チ

ェック機能の役目も果たしている。 

また、教学に関する重要な意思決定機関・審議機関として設けられている教授会、学科

会議、大学院の研究科委員会は、各々の規程により組織上の位置付けが明確になっており、

本学の使命・目的の実現と学修者の要求に対応できるよう適切に機能している。学長の業

務執行を補佐する意味で副学長を置き、学長が適切なリーダーシップが発揮できるように

体制を整備している。ボトムアップによる運営改善も、各委員会や学科会議、事務連絡会

議の協議を経た上で、教授会や大学運営委員会へと提議することで可能となっている。 

本学園のガバナンスとしては、監事及び評議員が公正かつ適切に職務を遂行しており、

財政運営については、第三者を含む「暁学園財政評価検討委員会」を設置し、検証を毎年、

継続して受けている。 
事務体制については、事務の遂行に必要な職員を確保し、適切に配置している。事務局

長以下、各部署に次長、課長等の管理職を配し、業務執行の管理体制を構築するとともに、

各部署間の連絡調整を図るため「事務連絡会議」を設けている。また、職員の資質・能力

向上のための研修（SD等）などにも組織的に取り組んでいる。 
財務については、5ヵ年の｢暁学園財政改善計画｣に基づく運営を行っている。前述の「暁

学園財政評価検討委員会」による検証を受けながら、財務運営確立のための取り組みを行

っている。収入と支出のバランスを考慮した運営を行うとともに、外部資金の導入にも努

力している。目標としている平成 25（2013）年度の収支均衡に向けて財務状況は順調な
推移を示しており、財務基盤は安定化の方向に好転している。特に、本学単独では、平成

21(2009)年度以降、収支バランスのとれた安定した運営が遂行できている。平成 25（2013）
年度からは、「第 6 次暁学園中期経営計画」が開始されるが、さらなる経営改善のため、
今後も第三者評価制度は継続させ、磐石な財務運営を目指す。 

会計については、学校法人会計基準や「学校法人暁学園経理規程」等に基づき適正に実

施しており、予算編成から執行、管理に至るまで、人とシステムの両面から二重、三重に

チェックできる体制のもと業務を遂行している。なお、予算と著しくかい離がある決算額

の科目について、補正予算を編成している。会計監査は、監査法人により会計帳簿書類及

び決算書類等の監査を受けるとともに、会計業務内容・処理方法、予算管理・執行、組織

運営状況等内部統制の検証などについても年度比較を行いながら厳正に実施している。 
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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 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価 

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性 

4-1-③ 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） 

自己点検・評価体制の適切性については、本学は開学と同時に、「自己点検・評価委員

会」及び「自己点検・評価作業部会」を発足させた。「自己点検・評価委員会」の委員は、

学長、学科長、研究科長、学部から選出された教員 2人、事務局長で組織し、学長が委員
長を務めている。また「自己点検・評価作業部会」の部会長は事務局長がその役を担って

いる。委員会及び作業部会の運営に関する必要な事項は、「四日市看護医療大学自己点検・

評価委員会規程」及び「四日市看護医療大学自己点検・評価作業部会規則」に定めている。 
自己点検・評価の周期性の適切性については、開学した平成 19（2007）年度末に自己

点検・評価報告書を作成した。その後は毎年教員の研究業績等の収集をしながらも自己点

検・評価報告書という形式では作成してこなかったが、平成 23（2011）年度に自己点検・
評価活動を行い、その結果を平成 24（2012）年 3 月に自己点検・評価報告書としてまと
めた。 

大学の個性・特色に即した自己点検・評価項目の設定については、平成 23（2011）年 7
月 29 日の自己点検・評価委員会において、本学独自の基準として、以下の基準を決定し
た。 
本学は、その教育目的の一つとして、「地域社会への積極的な貢献」を掲げており、そ

の説明の中で、「本学が公私協力方式により設立されていることを踏まえ、時代の要請に柔

軟に対応しながら市民からの負託に応えるべく積極的に地域貢献を行い、地域社会に対し

質の高い教育と研究の成果を提供する。特に産業都市である四日市市への貢献として、産

業看護の教育と研究に力点をおく。」としている。このような本学の個性・特色の中から、

基準 5及び基準 6を設定した。 
 

基準 5．産業看護分野の教育・研究 

領域：産業看護、産業看護研究センター、産官学連携 

基準項目 評価の視点 エビデンスの例示 
（評価の根拠となる事実） 

5－1． 
産業看護の教育 

5-1-①学部での産業看護教育の
展開 

5-1-②研究科での産業看護教育

・学部での産業看護教育への取組み状

況を示す資料 
・研究科での産業看護教育への取組み
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の展開 状況を示す資料 
5－2． 
産業看護の研究 

5-2-①学部・研究科での産業看
護研究の推進 

5-2-②産業看護研究センターで
の産業看護研究の推進 

・学部・大学院での産業看護研究への

取組み状況を示す資料 
・産業看護研究センターに関する規程

及びその構成や産業看護研究への

取組み状況を示す資料 
5－3． 
産業看護発展へ

の貢献 

5-3-①産官学連携のための体制
の整備 

5-3-②市民への産業看護の普及
啓発のための体制の整備

・産官学連携の実施状況を示す資料 
・市民への産業看護の普及啓発状況を

示す資料 

 
基準 6．地域社会への貢献 

領域：地域貢献、公私協力、生涯学習、リフレッシュ教育、人的・物的資源の提供 

基準項目 評価の視点 エビデンスの例示 
（評価の根拠となる事実） 

6－1． 
地域社会との協

力体制 

6-1-①四日市市との公私協力体
制の整備 

6-1-②地域の保健・医療・福祉
機関との協力体制の整備

・四日市市及び市立四日市病院との公

私協力の状況を示す資料 
・地域の保健・医療・福祉機関との協

力の状況を示す資料 
6－2． 
生涯学習機会の

拠点 

6-2-①公開講座開催による地域
社会への生涯学習機会の

用意 
6-2-②リフレッシュ教育による

地域社会への生涯学習機

会の用意 

・公開講座に関する規程及び取組み状

況を示す資料 
・リフレッシュ教育への取組み状況を

示す資料 

6－3． 
人的・物的資源

の提供 

6-3-①大学が持つ人的資源の地
域社会への提供 

6-3-②大学が持つ物的資源の地
域社会への提供 

・教職員の兼業に関する規程及びその

状況を示す資料 
・図書館や施設の開放に関する規程及

びその状況を示す資料 
 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 4-1-1】 四日市看護医療大学学則 第 2条、第 60条（【資料 F-3】と同じ） 
【資料 4-1-2】 四日市看護医療大学大学院学則 第 2条（【資料 F-3】と同じ） 
【資料 4-1-3】 平成 23年度第 2回自己点検・評価委員会議事録（写） 
【資料 4-1-4】 四日市看護医療大学自己点検・評価報告書（2012年 3月） 
【資料 4-1-5】 四日市看護医療大学自己点検・評価委員会規程 
【資料 4-1-6】 四日市看護医療大学自己点検・評価作業部会規則 
 
 
（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画） 

平成 19（2007）年度に自己点検・評価を実施してから、今回平成 23（2011）年度まで
まとまった形の自己点検・評価を実施していないことは問題であった。自己点検・評価委

員会において、自己点検・評価の周期について検討し、定期的かつ確実に実施する体制づ

くりを進めたい。 
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4－2 自己点検・評価の誠実性 

 

≪4－2 の視点≫ 

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 

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 

4-2-③ 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） 

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価及び現状把握のための十分な調査・

データの収集と分析については、平成 19（2007）年度に実施した自己点検・評価並びに
今回の平成 23（2011）年度の自己点検・評価においても、そのような自己点検・評価と
なるよう努めてきた。具体的には、教職員それぞれが一定の書式に従って、著書、学術論

文、紀要・その他の論文、その他、学会発表などの研究成果の発表状況、社会活動、学会

活動、FD・SD活動結果を提出し、作業部会で全体をとりまとめる。それらのデータは委
員会で妥当性が検討され、不明な点については各教職員に確認のうえ最終的にまとめるこ

ととしている。 
また、自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表については、平成 19（2007）

年度分は報告書を作成し、教職員はもとより、四日市市、実習施設等に配布している。平

成 20（2008）年度以降については、平成 24（2011）年 3月に報告書を作成し、同様に配
布した。 

 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 4-2-1】 四日市看護医療大学自己点検・評価報告書（2012 年 3 月）（【資料 4-1-4】

と同じ） 
【資料 4-2-2】 四日市看護医療大学ホームページ（大学案内＞情報公開＞自己点検・評価

報告書） 
 

 

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画） 

自己点検・評価の誠実性については、「エビデンスの質を高めること」及び「評価の客

観性」が不可欠であり、現在、委員会、作業部会でその努力をしている。今後も、現在の

体制のもとで誠実性を高める努力を続ける。 
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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） 

本学では、「四日市看護医療大学設置認可申請書」及び「四日市看護医療大学大学院設

置認可申請書」に基づき、教育研究、学生支援及び管理運営等の大学運営全般の活動を

「Plan（計画）」し、学部・大学院の教員や各事務部門の職員により「Do（実施・実行）」
に移されてきた。 

自己点検・評価活動とその集大成である「自己点検・評価報告書」は、これまでの「Plan
（計画）」と「Do（実施・実行）」を「Check（点検・評価）」するものにほかならないが、
これまでに 2度発行した「自己点検・評価報告書」については、教員、各事務部門及び法
人にも配布されており、それぞれの教員、担当部署等において内容の確認が行われている。

これにより、経営サイクル（PDCA）における「Check（点検・評価）」機能の一端は果た
せているものと考える。 

各委員会や事務部門等では、指摘のあった事項や改善を要する点について、具体的にど

のように「Act（処置・改善）」していくのかを検討しており、必要に応じて「大学運営委
員会」、教授会、学科会議、研究科委員会等に諮り、改善・向上のための努力を重ね、円滑

な大学運営が行われるよう自己点検・評価の結果を活用している。 

このように、自己点検・評価の結果を経営サイクル（PDCA）に活用する仕組みは、一
応形づくられており、適切に機能しているものと考えている。 

 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 4-3-1】 四日市看護医療大学自己点検・評価報告書（2012 年 3 月）（【資料 4-1-4】

と同じ） 
【資料 4-3-2】 四日市看護医療大学自己点検・評価委員会規程（【資料 4-1-5】と同じ） 
【資料 4-3-3】 四日市看護医療大学自己点検・評価作業部会規則（【資料 4-1-6】と同じ）
 
 
（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画） 

本学の置かれている現状を踏まえながら、特に改善・改革すべき問題点等に対し、実際

にどのようにそれを進めていくのか、「Check（点検・評価）」機能の一つとして全学的か
つ継続的に自己点検・評価を実施するためのより適切な仕組みを模索するとともに、教育

研究、学生支援及び管理運営等の質向上に資するための方策を常に追求し、「Act（処置・
改善）」につなげていくことで自己点検・評価の実効性を高めていく。 
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［基準 4 の自己評価］ 

 
自己点検・評価の結果に基づき、教育研究、学生支援、管理運営等の改善・向上に努め

てきたが、まだまだそれを十分に活かし切っているとは言い難い。また、自己点検・評価

の結果を経営サイクル（PDCA）に活用する仕組みの構築についても改善・向上の余地は
大きく、適切に機能させていくためには不断の努力が必要となる。いずれも今後の大きな

課題である。 
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基準 A．産業看護分野の研究と発展への貢献 

 

A－1 産業看護の研究 

 

≪A－1 の視点≫ 

A-1-① 学部・研究科での産業看護研究の推進 

A-1-② 産業看護研究センターでの産業看護研究の推進 

 

（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） 

学部での産業看護研究の状況は紀要に掲載されているもので、平成 20（2008）年 3 月
発行の第 1巻第 1号には「新入学生の産業看護理解の変化」、平成 21（2009）年 3月発行
の第 2 巻第 1 号には「我が国における産業看護研究の現状と課題―1996～2008 年に看護
専門職により発表された論文の検討を通して―」がある。早期の産業看護教育の意義の大

きさや、介入研究やアクション・リサーチなどの必要性が高いことがあきらかになった。

平成 22（2010）年には科学研究費補助金（基盤 C）を得て「産業看護職に必要とされる
コンピテンシーに関する研究」を行っている。 
大学院看護学研究科は開設間もないが、産業看護における高い専門性が学べるとして強

く入学を志望され、現在、産業看護学領域には大学院生 6 人（1 年次 4 人、2 年次 2 人）
が在籍している。「事業場に勤務する産業看護職の処遇に関連する要因」、「メンタルヘルス

不調にならないためのサポートの在り方」「医療機関における産業看護活動のあり方」につ

いての研究などを教員の指導のもとすすめている。 
産業看護研究センターでは、産業看護に関する自主研究の助成を年間３件程度、上限を

20万円として行うとともに、地元の企業からの受託研究や自治体との共同研究などを行っ
ている。自主研究は産業看護研究センターから学内外の教員に応募をよびかけるものであ

り、開学初年度の平成 19（2007）年には「産業看護の現状と課題を探る」として多くの
教員の参加により産業看護の現状と課題を明らかにすることを目的とした研究が行われた。

平成 20（2008）年には、「四日市市内における中小規模事業所のメンタルヘルスの現状と
対策」、平成 21（2009）年は「四日市市の中小規模事業場に対する産業保健サービス活動
の実態について～地域・職域連携のための実態把握」「中小規模事業場の労働者のメンタル

ヘルスの現状とメンタルヘルスケアに対するニーズ」「疾病管理の必要な就労する人々への

企業における健康支援体制の実際」の 3件が採択された。平成 22（2010）年は平成 13（2001）
年以来の全国的な規模の調査研究ともいえる「産業看護職実態調査」が行われ、平成 23
（2011）年は「企業労働者の職業性ストレス、コーピング特性と消化器症状の関連性」「小
規模事業場における産業看護活動の効果」「四日市市における中小規模事業場のメンタルヘ

ルスケアの取組状況とその効果」の 3件、平成 24（2012）年度は、「医療機関における産
業看護活動の効果と支援方策」、「看護師の職業性ストレス、コーピング特性と消化器症状

との関連性」、「四日市市の事業場における労働者の精神健康度とストレス対処力 SOC を
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高める労働職場環境要因」の 3件の研究が行われている。 
共同研究としては、四日市市と行った「行政組織における健康づくりと保健センターと

の連携の実態並びに連携の可能性―生活習慣予防に焦点をあてて―」の研究結果が、四日

市市の健康づくり事業の施策に反映され、成果をあげている。 
地元企業からの受託研究については「事業場における健康支援の調査研究業務」が開学

以来、研究が継続中である。 
産業看護研究センターが設立されたことにより、県内で産業看護活動に従事する看護職

をメンバーとする三重産業看護研究会が平成 20（2008）年 2 月に発足した。地域社会に
貢献できる研究会をめざし、30人程の会員が 2カ月に１回、情報交換や研究活動を行って
いる。産業看護研究センターは、この研究会に対し教員の参画や会場の提供で積極的な支

援を行っている。 
 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 A-1-1】 四日市看護医療大学紀要第 1巻第 1号 p.61 
【資料 A-1-2】 四日市看護医療大学紀要第 2巻第 1号 p.129 
【資料 A-1-3】 産業看護研究センター事業報告書(平成 19年度)p.19 
【資料 A-1-4】 産業看護研究センター事業報告書(平成 20年度)p.29 
【資料 A-1-5】 産業看護研究センター事業・活動報告書（平成 21年度） 
【資料 A-1-6】 平成 22年度産業看護活動実態調査報告書 
【資料 A-1-7】 四日市市総合計画 2011年度→2020年度 p.92 
【資料 A-1-8】 四日市地域研究機構報 vol.1～5 
【資料 A-1-9】 第 21回三重産業看護研究会議事録（写） 
 
 

（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画） 

研究を通じて、知識や技術、くわえて産業看護活動の実践を言語化していくことや、エ

ビデンスの担保が、より一層の産業看護の推進になると思われる。研究結果は客観的な評

価が得られるよう、積極的に学会や雑誌掲載等のあらゆる場に公表していく。また、卒後

教育という意味においても卒業生が研究に参加できる機会を設けていく。 
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A－2 産業看護発展への貢献 

 

≪A－2 の視点≫ 

A-2-① 産官学連携のための体制の整備 

A-2-② 市民への産業看護の普及啓発のための体制の整備 

 

（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） 

開学と同時に設けられた産業看護研究センターは、産官学連携のための体制として確立

されている。同センターの役割機能として、現職及び潜在的な地域の保健師・助産師・看

護師に対する講習を開催、地域の企業・自治体等との産業看護に関する共同研究や受託研

究、また地域社会における産業看護のシンクタンクとして地域に向けての積極的な情報発

信を行っている。産業看護研究センターは教員と事務局で運営されており、運営委員会は

月に 1度実施している。 
産官学の連携としては、三重県との共催による公開講座が開催されており、平成 21（2009）

年 1 月 25 日の第 3 回地域の知の拠点シンポジウム「現代社会と健康～文化・人との交流
を活かした健康づくり」、平成 21（2009）年 10月 18日の第 6回地域の知の拠点シンポジ
ウム「ストレス解消に役立つ“笑い力”を高めよう」、平成 22（2010）年 11月 23日の第
9 回地域の知の拠点シンポジウム「間違いだらけの健康法」、平成 23 年（2011）年 11 月
23日にはいなべ市の社団法人元気クラブとの共催で行った「元気力を高める！ウォーキン
グの極意」と各講座とも多くの参加者を得た。他にも三重県が行う医療・健康・福祉産業

の振興をめざすメディカルバレープロジェクトの事業の一環として運営している「みえメ

ディカル研究会」に産業看護研究会として参加している。 
市民への普及啓発としては前述の公開講座の他にも、平成 20年（2008）年 3月 11日に

「～臨床看護に活かす産業看護～働く人々への健康支援」を開催した。産業看護研究セン

ターのホームページでは出前講座を紹介しており、常時依頼を受け付けている。 
また、併設校である四日市大学には地域社会との学術的・文化的交流を図り、産学協同

推進を目的とした「四日市大学産学同友会」が平成 13（2001）年に結成されている。四
日市市周辺で事業を行っている約 190社の企業に向けて、同会を通じても産業看護研究セ
ンターの公開講座の案内や活動報告を行っている。 

 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 A-2-1】 産業看護研究センター運営委員会議事録（平成 24年度第 1回） 
【資料 A-2-2】 第 3回地域の知の拠点シンポジウムチラシ(写) 
【資料 A-2-3】 第 6回地域の知の拠点シンポジウムチラシ(写) 
【資料 A-2-4】 第 9回地域の知の拠点シンポジウムチラシ(写) 
【資料 A-2-5】 平成 23年度産業看護研究センター公開講座チラシ 
【資料 A-2-6】 平成 19年度産業看護研究センター公開講座チラシ 
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【資料 A-2-7】 みえメディカル研究会（http://www.mvp.pref.mie.lg.jp/kenkyu/） 
【資料 A-2-8】 産業看護研究センター出前講座 

（http://www.y-nm.ac.jp/yrro/demaekouza2011.pdf） 
【資料 A-2-9】 四日市大学産学同友会 

（http://www.yokkaichi-u.ac.jp/cooperation/doyukai.html） 
【資料 A-2-10】 四日市地域研究機構報 vol.1～5（【資料 A-1-8】と同じ） 
 
 
（3）A－2 の改善・向上方策（将来計画） 

すでに産業看護発展への貢献のための体制は整えられているが、教職員の時間的制約、

経費面の問題もある。外部からの資金を獲得することはもちろん、研究成果が実用化し展

開が図られ、市民生活の向上という社会還元ができる段階にまでつながることが、当面の

目標である。 
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［基準 A の自己評価］ 

  

産業看護分野の研究は継続的かつ精力的に行われている。学術誌への投稿、国内外の学

会発表などを通して研究結果の公表や、外部にむけての啓発活動も十分に行われている。 
産業看護の知識・技術をもった保健師・助産師・看護師を地域社会に送り出しているこ

とが何より研究基盤の構築に大いに役立っている。 
また、市民の中でも特に働く人びとの健康度を高めるために、四日市市では地域職域連

携推進協議会が設置されている。構成メンバーは、医師会を代表する医師、協会健保所属

の保健師、健診機関所属の保健師、中小企業経営者、大企業人事部長、市役所保険年金担

当者が各 1人、市民代表 2人である。学長はその協議会の会長を務め、働く人びとへの健
康づくりを中心とした情報提供を行い、あわせて産業看護の普及・啓発に努めている。ま

た、三重県の地域職域連携協議会でも学長は会長を務め、四日市市と同様の活動を行って

いる。今後も、四日市市や三重県の他の関係委員会で、このような活動を実施していく予

定である。 
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基準 B．地域社会への貢献 

 

B－1 地域社会との協力体制 

 

≪B－1 の視点≫ 

B-1-① 四日市市との公私協力体制の整備 

B-1-② 地域の保健・医療・福祉機関との協力体制 

 

（1）B－1 の自己判定 

基準項目 B－1を満たしている。 
 

（2）B－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

本学は四日市市の公的資金を受けて設置されたこと、四日市市からの要望、四日市市立

四日市高等看護学院の発展的解消をもって設置されたという経緯から、四日市市とは強固

な協力体制が整えられている。 
ひとつは、四日市市との連携による独自の奨学金制度、「四日市看護医療大学育成会奨

学金」である。卒業後、ただちに市内の医療機関において看護職に従事しようとする強い

意志を持つ学生に対して、授業料相当額を 4年間貸与し、卒業後 5年間、市内の所定の医
療機関に従事した場合、全額返還免除としている。各学年 30 人、全体で 120 人がこの奨
学金制度を利用している。 
さらに、学生が主として臨地実習を行う市立四日市病院は、救命救急センターを擁する

三重県北勢部の最大の高機能急性期病院であり、本学は専門基礎科目としての医学の講義、

実習において市立四日市病院からの全面的な協力を得ている。市立四日市病院では実習の

ための受け入れ体制として、技術指導・臨床の様々な研修を用意し、大学で修得した理論

が現場での経験と結びつき、生きた知識として身につくようプログラムが組み立てられて

いる。 
オープンキャンパスの際には奨学金の制度を含めた協力体制の概要を受験希望者や保

護者に対して、四日市市の幹部職員から説明する機会が設けられている。広く市民に対し

ては四日市市の広報誌を通じて、入試概要等がその都度掲載され、周知に多大なる協力を

得ている。 
四日市市では、すべての市民が安心して暮らせるまちづくりの一環として、「安心の地

域医療検討委員会」が設置され、学長がその委員長を務めている。また、その委員会の下

に設置されている在宅医療市民啓発部会では、本学の教員が部会長を務め、訪問看護の充

実ワーキンググループでも他の教員が活動するなど、四日市市の地域医療の推進に参画し

ている。なお、平成 23（2011）年度は在宅医療の推進に欠かせない訪問看護師を確保す
るために、四日市市の委託を受けて、9月 6日～12月 22日に訪問看護師養成事業を行い、
14人が修了した。 
この他、学長は四日市市保健所 安心の地域医療検討委員会安全検討委員会、国民健康

保険運営協議会など、健康に関する委員会にも学識経験者の立場で、会長あるいは副会長

として積極的に参画している。 
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市立四日市病院の他にも約 80 カ所の地域の保健・医療・福祉機関が実習施設となって
おり、県内の保健所、市町村保健センター、訪問看護ステーションや老人保健施設、四日

市市立の保育園や産業看護職を置く一般企業からも協力を得ている。 
実習だけでなく、学生には就職説明会が開かれ、市立四日市病院をはじめ、地域の病院

との連携に力を入れている。 

 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 B-1-1】 四日市看護医療大学育成会会則等（【資料 2-1-14】と同じ） 
【資料 B-1-2】 2012年度四日市看護医療大学学生募集要項（【資料 F-4】と同じ） 
【資料 B-1-3】 四日市看護医療大学ホームページ（入試情報＞四日市看護医療大学育成会

について） 
【資料 B-1-4】 平成 24年度四日市看護医療大学シラバス（【資料 F-5】と同じ） 
【資料 B-1-5】 広報よっかいち（2011年 10月 5日発行）p.16(写) 
【資料 B-1-6】 安心の地域医療検討委員会安全検討委員会事項書（2011年 6月 13日） 
【資料 B-1-7】 訪問看護師要請事業に関する資料 
【資料 B-1-8】 平成 22・23年度四日市看護医療大学就職進路状況（【資料 2-5-1】と同じ）
 
 

（3）B－1 の改善・向上方策（将来計画） 

平成 23（2011）年 3 月に、開学後初の卒業生を社会に送り出し、多くの卒業生が地元
の医療機関への就職を決めた。これは平成 24（2012）年 3 月の卒業生に関しても同様で
ある。今後も多くの優秀な学生が地元で活躍できるようフォローを行う。 
また、四日市市の施策に対しては、今後も積極的に協力していく。 
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B－2 生涯学習機会の拠点 

 

≪B－2 の視点≫ 

B-2-① 公開講座開催による地域社会への生涯学習機会の用意 

B-2-② リフレッシュ教育による地域社会への生涯学習機会の用意 

 

（1）B－2 の自己判定 

基準項目 B－2を満たしている。 
 

（2）B－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

学内には教員 5人で構成される公開講座委員会が組織されている。委員会は月 1回開催
され、企画・立案から運営までを担っている。 
本学が行った公開講座は以下の通りである。平成 21（2009）年 6 月に「子ども虐待に

関係職種はどう向かうか」、平成 22（2010）年 7月に「職場いきいき！こころの健康の保
ち方」、平成 23（2011）年 7月に「スウェーデンにおけるがん患者のターミナルケアシス
テム」を開催した。 
リフレッシュ教育としては、四日市市の訪問看護師養成研修の実施運営を行っている。

この研修は在宅医療の充実を図ることや、安心して家で療養ができる環境を整えることを

目的に四日市市が企画し、本学が協力したもので、14人が修了した。 
 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 B-2-1】 平成 21年度四日市看護医療大学公開講座チラシ（写） 
【資料 B-2-2】 平成 22年度四日市看護医療大学公開講座チラシ（写） 
【資料 B-2-3】 平成 23年度四日市看護医療大学公開講座チラシ（写） 
【資料 B-2-4】 四日市看護医療大学公開講座委員会規程 
【資料 B-2-5】 訪問看護師要請事業に関する資料（【資料 B-1-7】と同じ） 
 
 

（3）B－2 の改善・向上方策（将来計画） 

三重県内外の他の大学や研究機関、医療機関、自治体、NPO、企業、高等学校、地域住
民に向け、より多くのメニューを用意し、「人の集まる大学」として機能していく必要があ

ると考える。さらに、保健師・助産師・看護師の実践能力は、生涯にわたる看護実践体験

を通して研鑽を重ねつつ専門性を深めるものである。これには、日々の実務の中で特定の

専門的能力を高める方法や各種の研修・講習への参加等も含まれる。地域社会の現職の保

健師・助産師・看護師及び潜在的有資格者に対して、自ら研鑽する生涯学習の場を提供し、

施設等での研究指導者等として看護研究の方法等について学ぶための研修・講習等を引き

続き積極的に開催していくことが重要な役割であると考える。 
講座の開催を通じて、医療技術、健康意識の高揚等のため積極的に地域社会への貢献活

動に取り組んでいく。 
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B－3 人的・物的資源の提供 

 

≪B－3 の視点≫ 

B-3-① 大学が持つ人的資源の地域社会への提供 

B-3-② 大学が持つ物的資源の地域社会への提供 

 

（1）B－3 の自己判定 

基準項目 B－3を満たしている。 
 

（2）B－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価） 

大学の機能を地域に活用することや大学の施設・設備を地域住民に開放すること等は、

開学の経緯から当然の責務であると考えている。 
また、四日市市をはじめ近隣自治体及び三重県等の行政機関からも各種委員会委員への

就任要請が多く、その委嘱に関しては可能な限り受諾している。その内容は以下の通りで

ある。 
 
平成 19（2007）年度 

三重県 三重県地域・職域連携推進協議会委員長 

三重県 三重県情報公開審査会委員 

三重県 三重県社会福祉審議会副会長 

三重県 三重県医療安全推進協議会委員 

三重県 三重県准看護師試験委員 

四日市市 四日市市都市計画審議会委員長 

四日市市 四日市市国民健康保険運営協議会委員長 

四日市市 四日市市建築審査会委員 

四日市市 四日市市情報公開審査会委員 

四日市市 四日市市個人情報保護審議会委員 

四日市市 四日市市行財政改革推進会議委員 

四日市市 四日市市市民活動ファンド運営委員 

四日市市 四日市市下水道事業運営委員会委員 

四日市市 四日市市食育推進会議委員 

いなべ市 いなべ市都市計画審議会委員 

いなべ市 いなべ市行財政改革推進委員会委員 

桑名市 桑名市建築審査会委員 

桑名市 桑名市入札監視委員会委員 

三重県朝日町 朝日町都市計画審議会委員 

伊賀市 伊賀市行財政改革調査会会長 

尾鷲市 尾鷲市情報公開審査会会長 

熊野市 熊野市情報公開審査会会長 

愛知県三好町 三好町介護認定審査会委員 

三重県道路公社 三重県道路公社理事 

四日市港管理組合 四日市港管理組合情報公開審査会会長 

国立精神・神経センター 国立精神・神経センター自殺予防対策ネットワーク連絡協議会委員
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平成 20（2008）年度 

三重県 三重県情報公開審査会委員 

三重県 三重県准看護師試験委員 

四日市市 地域医療検討委員会委員 

四日市市 指定管理者選定委員 

四日市市 四日市市都市計画審議会委員長 

四日市市 四日市市国民健康保険運営協議会委員長 

四日市市 四日市市建築審査会委員 

四日市市 四日市市情報公開審査会委員 

四日市市 四日市市個人情報保護審議会委員 

四日市市 四日市市行財政改革推進会議委員 

四日市市 四日市市市民活動ファンド運営委員 

四日市市 四日市市下水道事業運営委員会委員 

四日市市 四日市市食育推進会議委員 

いなべ市 いなべ市都市計画審議会委員 

いなべ市 いなべ市行財政改革推進委員会委員 

桑名市 桑名市建築審査会委員 

桑名市 桑名市入札監視委員会委員 

三泗鈴亀農業共済事務組

合 

三泗鈴亀農業共済事務組合情報公開審査会委員及び個人情報

保護審議会委員 

 
平成 21（2009）年度 

桑名市 桑名市建築審査会委員 

三重県 みえメディカルバレー企画推進会議 

三重県 三重県准看護師試験委員 

四日市市 四日市市建築審査会委員 

四日市市 四日市市行財政改革推進会議委員 

四日市市 四日市市市民活動ファンド運営委員 

四日市市 四日市市下水道事業運営委員会委員 

四日市市 四日市市情報公開審査会委員 

四日市市 四日市市個人情報保護審議会委員 

四日市市 四日市市食育推進会議委員長 

いなべ市 いなべ市都市計画審議会委員 

いなべ市 いなべ市行財政改革推進委員会委員 

桑名市 桑名市建築審査会委員 

桑名市 桑名市入札監視委員会委員 

伊賀市 伊賀市行財政改革調査会会長 

尾鷲市 尾鷲市情報公開審査会会長 

熊野市 熊野市情報公開審査会会長 

市立四日市病院 市立四日市病院治験審査委員会委員 

三重県道路公社 三重県道路公社理事 

四日市港管理組合 四日市港管理組合情報公開審査会会長 

 
平成 22（2010）年度 

桑名市 桑名市建築審査会委員 

三重県 みえメディカルバレー企画推進会議委員 

三重県 三重県准看護師試験委員 
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四日市市 国民健康保険運営協議会委員長 

四日市市 四日市市建築審査会委員 

四日市市 指定管理者選定委員 

四日市市 四日市市市民活動ファンド運営委員 

四日市市 四日市市下水道事業運営委員会委員 

四日市市 四日市市情報公開審査会委員 

四日市市 四日市市個人情報保護審議会委員 

四日市市 四日市市食育推進会議委員長 

いなべ市 いなべ市都市計画審議会委員 

いなべ市 いなべ市行財政改革推進委員会委員 

桑名市 桑名市建築審査会委員 

桑名市 桑名市入札監視委員会委員 

伊賀市 伊賀市行財政改革調査会会長 

尾鷲市 尾鷲市情報公開審査会会長 

熊野市 熊野市情報公開審査会会長 

市立四日市病院 市立四日市病院治験審査委員会委員 

三重県道路公社 三重県道路公社理事 

四日市港管理組合 四日市港管理組合情報公開審査会会長 

 
平成 23（2011）年度 

三重県 地域職域連携協議会会長 

三重県 みえメディカルバレー企画推進会議委員 

四日市市 四日市市安心の地域医療検討委員会委員長 

桑名市 桑名市建築審査会委員 

桑名市 国民健康保険運営協議会委員 

市立四日市病院 市立四日市病院治験審査委員会委員 

四日市市 四日市市情報公開・個人情報保護審査会 

三重県 三重県准看護師試験委員 

日本看護協会 中堅期保健師コンサルテ－ションプログラム委員 

四日市市 在宅緩和ケア推進部会委員 

三重県後期高齢者医療広

域連合 
三重県後期高齢者医療広域連合運営協議会委員 

四日市市 国民健康保険運営協議会会長 

四日市市 四日市環境保全審議会委員 

 
平成 24（2012）年度 （5 月 1 日現在） 

四日市市 四日市市情報公開審査会委員 

四日市市 四日市市個人情報保護審議会委員 

三重県看護協会 助産師職能委員会 

日本看護協会 認定看護管理者教育運営委員会委員 

尾鷲市 尾鷲市情報公開審査・個人情報保護審査会会長 

三重県 情報公開審査会委員 

三重県健康福祉部 三重県准看護師試験委員 

市立四日市病院 市立四日市病院治験審査委員会 

三泗鈴亀農業共済事務組

合 

三泗鈴亀農業共済事務組合情報公開審査会委員及び個人情報

保護審議会委員 

三重郡菰野町 三重郡介護給付費等支給審査会委員 
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いなべ市 いなべ市都市計画審議会委員 

いなべ市 いなべ市行財政改革推進委員会委員 

桑名市 桑名市建築審査会委員 

伊賀市 伊賀市行財政改革調査会会長 

三重県道路公社 三重県道路公社理事 

菰野町 都市計画審議会委員 

朝日町 都市計画審議会委員 

 
図書館では、開学当初から地域の医療関係者への開放を行っている。登録することによ

り利用者証を発行するが、一般登録者数の累計は平成 23（2011）年度末現在、475人を数
える。 
一般利用者への開館は平日 9:00～17:00 とし、利便性を高めるため土曜日 9:00～17:00

も利用できるように設定している。 
 

（単位：人） 
  平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度
 
貸

出

利

用

人

数 

総数 1,294 3,298 5,027 6,636 5,743 

学生 918 2,672 4,410 5,635 4,702 

教職員 282 476 534 674 433 

一般 94 280 239 263 608 

一般登録者数 
（新規） 54 58 113 106 144 

 

◇エビデンス集 資料編 
【資料 B-3-1】 四日市看護医療大学施設等管理規程（【資料 2-9-5】と同じ） 
【資料 B-3-2】 ボランティア活動新聞記事 
【資料 B-3-3】 四日市看護医療大学図書館利用案内（学外用）（【資料 2-9-4】と同じ） 
 
 
（3）B－3 の改善・向上方策（将来計画） 

大学と地域社会との連携を維持しながら、協力関係をより強化していくためには、教職

員が「地域社会とは何か」を的確に理解するとともに、「地域社会が本学に何を求めている

か」を相互に認識を共有すべきである。その上で、大学が持っている物的・人的資源を活

かすべく、魅力ある情報提供を行い、一人でも多くの地域住民に関心を抱かせる企画を提

供していく。すでに行われている学生のボランティア活動などがあるが、今後も地域社会

との連携や学生参加型の地域貢献活動の活性化に取り組むとともに、支援を積極的に行う。 
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［基準 B の自己評価］ 

 
地域社会の協力を得て、人的資源・物的資源を活かした生涯学習の拠点としてうまく機

能している。 
昨年度、四日市市から委託を受けて行った訪問看護師養成事業は教員が講師を務め、大

学の施設を実習場所として提供することにより 14 人の修了者を輩出し、人的・物的の両
面から四日市市の地域医療の推進に大きく貢献することができた。 
人的資源の地域社会への提供ともいえる、教員が務める自治体の各種委員についても、継続

的に依頼を受けているものが数多くあり、高く評価できるものである。 
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Ⅳ．エビデンス集一覧 

ⅰ）エビデンス集（データ編）一覧 

コード タイトル 備考 

【表 F－1】 大学名・所在地等  

【表 F－2】 設置学部・学科・大学院研究科等／開設予定の学部・学科・大学院研究科等  

【表 F－3】 学部構成（大学・大学院）  

【表 F－4】 学部・学科の学生定員及び在籍学生数  

【表 F－5】 大学院研究科の学生定員及び在籍学生数  

【表 F－6】 
全学の教員組織（学部等）  

全学の教員組織（大学院等）  

【表 F－7】 附属校及び併設校、附属機関の概要  

【表 F－8】 外部評価の実施概要 該当なし 

【表 2－1】 学部、学科別の志願者数、合格者数、入学者数の推移（過去 5年間）  

【表 2－2】 学部、学科別の在籍者数（過去 5年間）  

【表 2－3】 大学院研究科の入学者数の内訳（過去 3年間）  

【表 2－4】 学部、学科別の退学者数の推移（過去 3年間）   

【表 2－5】 授業科目の概要   

【表 2－6】 成績評価基準   

【表 2－7】 修得単位状況（前年度実績）   

【表 2－8】 年間履修登録単位数の上限と進級、卒業（修了）要件（単位数）   

【表 2－9】 就職相談室等の利用状況   

【表 2－10】 就職の状況（過去 3年間）   

【表 2－11】 卒業後の進路先の状況（前年度実績）   

【表 2－12】 学生相談室、医務室等の利用状況   

【表 2－13】 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）   

【表 2－14】 学生の課外活動への支援状況（前年度実績）   

【表 2－15】 専任教員の学部、研究科ごとの年齢別の構成   

【表 2－16】 
学部の専任教員の 1週当たりの担当授業時間数（最高、最低、平均授業時間

数）   

【表 2－17】 学部、学科の開設授業科目における専兼比率   

【表 2－18】 校地、校舎等の面積   

【表 2－19】 教員研究室の概要   

【表 2－20】 講義室、演習室、学生自習室等の概要   

【表 2－21】 学部の学生用実験・実習室の面積・規模   

【表 2－22】 附属施設の概要（図書館除く） 該当なし 

【表 2－23】 その他の施設の概要   

【表 2－24】 図書、資料の所蔵数   

【表 2－25】 学生閲覧室等   

【表 2－26】 情報センター等の状況   
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【表 2－27】 学生寮等の状況 該当なし 

【表 3－1】 職員数と職員構成（正職員・嘱託・パート・派遣別、男女別、年齢別）   

【表 3－2】 大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況   

【表 3－3】 教育研究活動等の情報の公表状況   

【表 3－4】 財務情報の公表（前年度実績）   

【表 3－5】 消費収支計算書関係比率（法人全体のもの）（過去 5年間）   

【表 3－6】 消費収支計算書関係比率（大学単独）（過去 5年間）   

【表 3－7】 貸借対照表関係比率（法人全体のもの）（過去 5年間）   

【表 3－8】 要積立額に対する金融資産の状況（法人全体のもの）（過去 5年間）   

※該当しない項目がある場合は、備考欄に「該当なし」と記載。 
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ⅱ）エビデンス集（資料編）一覧 

 

基礎資料 

コード 
タイトル 

備考 
該当する資料名及び該当ページ 

【資料 F-1】 

寄附行為 

 学校法人暁学園寄附行為 

学校法人暁学園寄附行為施行規則 

【資料 F-2】 

大学案内（最新のもの） 

 
2012 四日市看護医療大学大学案内 

2013 四日市看護医療大学大学案内 

四日市看護医療大学大学院案内 

【資料 F-3】 

大学学則、大学院学則 

 四日市看護医療大学学則 

四日市看護医療大学大学院学則 

【資料 F-4】 

学生募集要項、入学者選抜要綱（最新のもの） 

 

2012 年度四日市看護医療大学学生募集要項 

2012 年度社会人特別選抜学生募集要項 

2012 年度四日市看護医療大学大学院学生募集要項 

2013 年度四日市看護医療大学大学院学生募集要項 

【資料 F-5】 

学生便覧、履修要項 

 

平成 24 年度四日市看護医療大学学生便覧 

平成 24 年度四日市看護医療大学大学院学生便覧 

平成 24 年度四日市看護医療大学シラバス 

平成 24 年度四日市看護医療大学大学院シラバス 

【資料 F-6】 
事業計画書（最新のもの） 

 
平成 24 年度学校法人暁学園事業計画書 

【資料 F-7】 
事業報告書（最新のもの） 

 
平成 23 年度学校法人暁学園事業報告書 

【資料 F-8】 
アクセスマップ、キャンパスマップなど 

 
（出力紙のため、タイトルなし） 

【資料 F-9】 

法人及び大学の規程一覧（規程集目次など） 

 
学校法人暁学園規程集目次 

四日市看護医療大学規程集目次 

四日市看護医療大学大学院規程集目次 
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基準 1．使命・目的等 
基準項目 

備考 
コード 該当する資料名及び該当ページ 

1-1．使命・目的及び教育目的の明確性 

【資料 1-1-1】 平成 24年度四日市看護医療大学学生便覧 p.1 【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-1-2】 平成 24年度四日市看護医療大学大学院学生便覧 p.1 【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-1-3】 四日市看護医療大学学則 第 1条 【資料 F-3】と同じ 

【資料 1-1-4】 四日市看護医療大学大学院学則 第 1条 【資料 F-3】と同じ 

【資料 1-1-5】 平成 24年度四日市看護医療大学大学学生便覧 p.9 【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-1-6】 
四日市看護医療大学ホームページ（大学案内＞教育理念・目

的・目標等） 
 

【資料 1-1-7】 四日市看護医療大学ホームページ（トップページ）  

1-2．使命・目的及び教育目的の適切性 

【資料 1-2-1】 四日市看護医療大学学則 第 1条 【資料 F-3】と同じ 

【資料 1-2-2】 四日市看護医療大学大学院学則 第 1条 【資料 F-3】と同じ 

【資料 1-2-3】 平成 24年度四日市看護医療大学学生便覧 p.1 【資料 F-5】と同じ 

【資料 1-2-4】 平成 24年度四日市看護医療大学学生便覧 p.9 【資料 F-5】と同じ 

1-3．使命・目的及び教育目的の有効性 

【資料 1-3-1】 四日市看護医療大学設置認可申請書 基本計画書（抜粋）  

【資料 1-3-2】 学校法人暁学園評議員会議事録（2006年 3月 23日）（写）  

【資料 1-3-3】 学校法人暁学園理事会議事録（2006年 3月 23日）（写）  

【資料 1-3-4】 学校法人暁学園評議員会議事録（2010年 3月 25日）（写）  

【資料 1-3-5】 学校法人暁学園理事会議事録（2010年 3月 25日）（写）  

【資料 1-3-6】 
四日市看護医療大学ホームページ（大学案内＞教育理念・目

的・目標等＞ポリシー） 
 

【資料 1-3-7】 四日市看護医療大学学則 第１条 【資料 F-3】と同じ 

【資料 1-3-8】 2012 年度四日市看護医療大学学生募集要項 p.1 【資料 F-4】と同じ 

【資料 1-3-9】 2012 年度四日市看護医療大学大学院学生募集要項 p.1 【資料 F-4】と同じ 

【資料 1-3-10】 四日市看護医療大学運営協議会設置要綱  

 

基準 2．学修と教授 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

2-1．学生の受入れ  

【資料 2-1-1】 
四日市看護医療大学ホームページ（大学案内＞教育理念・目

的・目標等＞ポリシー） 
【資料 1-3-4】と同じ 

【資料 2-1-2】 2012年度四日市看護医療大学学生募集要項 【資料 F-4】と同じ 

【資料 2-1-3】 2012年度社会人特別選抜学生募集要項 【資料 F-4】と同じ 

【資料 2-1-4】 2012年度四日市看護医療大学大学院学生募集要項 【資料 F-4】と同じ 

【資料 2-1-5】 四日市看護医療大学学則 第 58条 【資料 F-3】と同じ 
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【資料 2-1-6】 四日市看護医療大学入試委員会規程  

【資料 2-1-7】 四日市看護医療大学入試実施作業部会規則  

【資料 2-1-8】 四日市看護医療大学教授会規程 第 2条第 2号  

【資料 2-1-9】 
四日市看護医療大学大学院看護学研究科委員会規程 第 2条
第 2号 

 

【資料 2-1-10】 
エビデンス集データ編【表 2-1】学部、学科別の志願者数、
合格者数、入学者数の推移（過去 5年間） 

 

【資料 2-1-11】 
エビデンス集データ編【表 2-3】大学院研究科の入学者数の
内訳(過去 3年間) 

 

【資料 2-1-12】 2012四日市看護医療大学大学案内 【資料 F-2】と同じ 

【資料 2-1-13】 四日市看護医療大学大学院案内 【資料 F-2】と同じ 

【資料 2-1-14】 平成 24年度オープンキャンパス資料  

【資料 2-1-15】 四日市看護医療大学育成会会則等   

2-2．教育課程及び授業方法 

【資料 2-2-1】 
四日市看護医療大学ホームページ（大学案内＞教育理念・目

的・目標等＞ポリシー） 
【資料 1-3-4】と同じ 

【資料 2-2-2】 平成 24年度四日市看護医療大学学生便覧 【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-2-3】 平成 24年度四日市看護医療大学シラバス 【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-2-4】 平成 23年度四日市看護医療大学看護学実習要項<共通＞  

【資料 2-2-5】 平成 24年度四日市看護医療大学時間割  

【資料 2-2-6】 平成 24年度四日市看護医療大学大学院学生便覧 【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-2-7】 平成 24年度四日市看護医療大学大学院シラバス 【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-2-8】 平成 24年度四日市看護医療大学大学院時間割  

【資料 2-2-9】 カリキュラム区分の目標・学年別到達目標（新カリキュラム）  

【資料 2-2-10】 
四日市看護医療大学ファカルティ・ディベロップメント委員

会規程 
 

【資料 2-2-11】 
平成 23 年度四日市看護医療大学ファカルティ・ディベロッ
プメント活動報告書 

 

【資料 2-2-12】 平成 24年度四日市看護医療大学授業評価の実施要領  

2-3．学修及び授業の支援 

【資料 2-3-1】 平成 24年度四日市看護医療大学シラバス 【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-3-2】 平成 24年度四日市看護医療大学大学院シラバス 【資料 F-5】と同じ 

【資料 2-3-3】 平成 24年度四日市看護医療大学オリエンテーション資料  

【資料 2-3-4】 
平成 24 年度四日市看護医療大学大学院オリエンテーション
資料  

【資料 2-3-5】 アドバイザー制度－アドバイザーの手引き－  

【資料 2-3-6】 平成 23年度四日市看護医療大学アドバイザー研修会記録  

【資料 2-3-7】 2012年安全ハンドブック＜学生版＞  

2-4．単位認定、卒業・修了認定等 

【資料 2-4-1】 四日市看護医療大学学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 2-4-2】 四日市看護医療大学大学院学則 【資料 F-3】と同じ 
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【資料 2-4-3】 
四日市看護医療大学ホームページ（大学案内＞教育理念・目

的・目標等＞ポリシー） 
【資料 1-3-4】と同じ 

【資料 2-4-4】 四日市看護医療大学履修及び試験規則  

【資料 2-4-5】 四日市看護医療大学学位規程  

2-5．キャリアガイダンス 

【資料 2-5-1】 平成 22・23年度四日市看護医療大学就職進路状況   

【資料 2-5-2】 平成 24年度就職ガイダンス資料  

【資料 2-5-3】 平成 24年度プレ就職ガイダンス資料  

【資料 2-5-4】 2012就職の手引き 他就職関連資料   

【資料 2-5-5】 平成 22・23年度国家試験対策行事参加人数一覧  

【資料 2-5-6】 平成 24年度国家試験対策行事予定表  

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】 平成 23年度授業に関するアンケート(抜粋)  

【資料 2-6-2】 平成 23年度大学院授業評価調査結果  

【資料 2-6-3】 学生による自己評価リスト  

【資料 2-6-4】 教員による自己評価リスト  

2-7．学生サービス 

【資料 2-7-1】 アドバイザー制度－アドバイザーの手引き－ 【資料 2-3-5】と同じ 

【資料 2-7-2】 平成 24年度アドバイザー担当振り分け一覧  

【資料 2-7-3】 平成 23年度四日市看護医療大学アドバイザー研修会記録 【資料 2-3-6】と同じ 

【資料 2-7-4】 
平成 21 年度四日市看護医療大学学生生活支援満足度調査結
果報告  

【資料 2-7-5】 平成 23年度学生相談室 相談件数  

【資料 2-7-6】 平成 24年度第 2回学生委員会議事録（写）  

2-8．教員の配置・職能開発等 

【資料 2-8-1】 四日市看護医療大学教員人事審議会規程   

【資料 2-8-2】 四日市看護医療大学専任教員等採用選考規程  

【資料 2-8-3】 四日市看護医療大学専任教員等昇任審査規程  

【資料 2-8-4】 四日市看護医療大学看護学部専任教員等資格審査基準細則  

【資料 2-8-5】 
学校法人暁学園期限を付して採用された教職員及び嘱託勤務

規程 
 

【資料 2-8-6】 
四日市看護医療大学ファカルティ・ディベロップメント委員

会規程 
【資料 2-2-9】と同じ 

【資料 2-8-7】 
四日市看護医療大学大学院ファカルティ・ディベロップメン

ト担当者会議規則 
 

【資料 2-8-8】 
平成 23 年度四日市看護医療大学ファカルティ・ディベロッ
プメント活動報告書 

【資料 2-2-10】と同じ

【資料 2-8-9】 
平成 23 年度四日市看護医療大学大学院 FD セミナー実施結
果 

 

【資料 2-8-10】 
平成 24 年度第 2 回ファカルティ・ディベロップメント委員
会議事録（写） 

 



四日市看護医療大学 

107 
 

2-9．教育環境の整備 

【資料 2-9-1】 四日市看護医療大学図書館規程  

【資料 2-9-2】 四日市看護医療大学図書館利用規則  

【資料 2-9-3】 四日市看護医療大学図書館利用案内（学内用）  

【資料 2-9-4】 四日市看護医療大学図書館利用案内（学外用）  

【資料 2-9-5】 四日市看護医療大学施設等管理規程  

【資料 2-9-6】 四日市看護医療大学体育施設使用規則  

【資料 2-9-7】 四日市看護医療大学課外活動共用施設規則  

【資料 2-9-8】 委託業務明細書  

 

基準 3．経営・管理と財務 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

3-1．経営の規律と誠実性  

【資料 3-1-1】 学校法人暁学園寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 3-1-2】 学校法人暁学園寄附行為施行規則 【資料 F-1】と同じ 

【資料 3-1-3】 学校法人暁学園組織規程  

【資料 3-1-4】 学校法人暁学園事務分掌規程  

【資料 3-1-5】 学校法人暁学園公益通報者保護規程  

【資料 3-1-6】 四日市看護医療大学学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 3-1-7】 四日市看護医療大学大学院学則 【資料 F-3】と同じ 

【資料 3-1-8】 学校法人暁学園理事及び監事名簿  

【資料 3-1-9】 学校法人暁学園評議員名簿  

【資料 3-1-10】 第 5次暁学園中期経営計画  

【資料 3-1-11】 暁学園財政改善計画書  

【資料 3-1-12】 暁学園財政評価検討委員会設置要綱  

【資料 3-1-13】 四日市看護医療大学ホームページ（情報公開＞財務情報）  

【資料 3-1-14】 
四日市看護医療大学環境方針 四日市看護医療大学学生便覧

ｐ.4 
【資料 F-5】と同じ 

【資料 3-1-15】 四日市看護医療大学ハラスメント対策ガイドライン  

【資料 3-1-16】 四日市看護医療大学ハラスメント対策委員会規程  

【資料 3-1-17】 四日市看護医療大学安全衛生委員会規程  

【資料 3-1-18】 学校法人暁学園安全管理・危機管理に関する指針  

【資料 3-1-19】 学校法人暁学園防犯・防災等対策規程  

【資料 3-1-20】 四日市看護医療大学危機管理規程  

【資料 3-1-21】 四日市看護医療大学安全衛生管理規則  

3-2．理事会の機能   

【資料 3-2-1】 学校法人暁学園寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 3-2-2】 学校法人暁学園寄附行為施行規則 【資料 F-1】と同じ 
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【資料 3-2-3】 学校法人暁学園理事及び監事名簿 【資料 3-1-8】と同じ 

【資料 3-2-4】 学校法人暁学園理事会開催状況表   

【資料 3-2-5】 学校法人暁学園常任理事会開催状況表  

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】 四日市看護医療大学運営委員会規程  

【資料 3-3-2】 四日市看護医療大学教授会規程 【資料 2-1-8】と同じ 

【資料 3-3-3】 
平成 24 年度四日市看護医療大学各種委員会の任期及び構成
一覧表  

【資料 3-3-4】 四日市看護医療大学学長に関する規程  

【資料 3-3-5】 四日市看護医療大学副学長に関する規程  

【資料 3-3-6】 四日市看護医療大学学則 第 54条第 2項 【資料 F-3】と同じ 

3-4．コミュニケーションとガバナンス 

【資料 3-4-1】 学校法人暁学園寄附行為 【資料 F-1】と同じ 

【資料 3-4-2】 学校法人暁学園寄附行為施行規則 【資料 F-1】と同じ 

【資料 3-4-3】 四日市看護医療大学運営委員会規程 【資料 3-3-1】と同じ 

【資料 3-4-4】 四日市看護医療大学教授会規程 【資料 2-1-8】と同じ 

【資料 3-4-5】 四日市看護医療大学看護学科会議規程  

【資料 3-4-6】 四日市看護医療大学大学院看護学研究科委員会規程 【資料 2-1-9】と同じ 

【資料 3-4-7】 学校法人暁学園理事会開催状況表 【資料 3-2-4】と同じ 

【資料 3-4-8】 学校法人暁学園評議員会開催状況表  

【資料 3-4-9】 四日市看護医療大学事務連絡会議規則  

3-5．業務執行体制の機能性 

【資料 3-5-1】 学校法人暁学園事務分掌規程 【資料 3-1-4】と同じ 

【資料 3-5-2】 学校法人暁学園就業規則   

【資料 3-5-3】 四日市看護医療大学事務職員研修規程  

3-6．財務基盤と収支 

【資料 3-6-1】 平成 24年度学校法人暁学園事業計画書 【資料 F-6】と同じ 

【資料 3-6-2】 平成 24年度学校法人暁学園予算編成方針  

【資料 3-6-3】 第 5 次暁学園中期経営計画 【資料 3-1-10】と同じ

【資料 3-6-4】 暁学園財政改善計画書 【資料 3-1-11】と同じ

【資料 3-6-5】 平成 23年度第 1回暁学園財政評価検討委員会配布資料  

【資料 3-6-6】 
暁学園財政評価検討委員会議事録（平成 21年度～平成 23年
度）（写）  

【資料 3-6-7】 
エビデンス集データ編【表 3-5】消費収支計算書関係比率（法
人全体のもの）（過去 5年間）  

【資料 3-6-8】 
エビデンス集データ編【表 3-6】消費収支計算書関係比率（大
学単独）（過去 5年間）  

【資料 3-6-9】 
エビデンス集データ編【表 3-7】貸借対照表関係比率（法人
全体）（過去 5年間）  

【資料 3-6-10】 決算等の計算書類（平成 19年度～平成 23年度）  
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【資料 3-6-11】 平成 23年度学校法人暁学園財産目録  

【資料 3-6-12】 平成 24年度学校法人暁学園予算書  

【資料 3-6-13】 
エビデンス集データ編【表 3-8】要積立額に対する金融資産
の状況（法人全体のもの）（過去 5年間）  

3-7．会計 

【資料 3-7-1】 平成 24年度学校法人暁学園事業計画書 【資料 F-6】と同じ 

【資料 3-7-2】 平成 24年度学校法人暁学園予算編成方針 【資料 3-6-2】と同じ 

【資料 3-7-3】 暁学園財政改善計画書 【資料 3-1-11】と同じ

【資料 3-7-4】 平成 23年度監事による監査報告書（写）  

【資料 3-7-5】 平成 23年度独立監査人の監査報告書（写）  

【資料 3-7-6】 学校法人暁学園評議員会議事録（2012年 3月 26日）（写）  

【資料 3-7-7】 学校法人暁学園理事会議事録（2012年 3月 26日）（写）  

【資料 3-7-8】 学校法人暁学園資金運用管理規程  

【資料 3-7-9】 学校法人暁学園経理規程  

 

基準 4．自己点検・評価 
基準項目 

備考 
コード 該当する資料名及び該当ページ 

4-1．自己点検・評価の適切性 

【資料 4-1-1】 四日市看護医療大学学則 第 2条、第 60条 【資料 F-3】と同じ 

【資料 4-1-2】 四日市看護医療大学大学院学則 第 2条 【資料 F-3】と同じ 

【資料 4-1-3】 平成 23年度第 2回自己点検・評価委員会議事録（写）  

【資料 4-1-4】 四日市看護医療大学自己点検・評価報告書（2012年 3月）  

【資料 4-1-5】 四日市看護医療大学自己点検・評価委員会規程  

【資料 4-1-6】 四日市看護医療大学自己点検・評価作業部会規則  

4-2．自己点検・評価の誠実性 

【資料 4-2-1】 四日市看護医療大学自己点検・評価報告書（2012年 3月） 【資料 4-1-4】と同じ 

【資料 4-2-2】 
四日市看護医療大学ホームページ（大学案内＞情報公開＞自

己点検・評価報告書） 
 

4-3．自己点検・評価の有効性 

【資料 4-3-1】 四日市看護医療大学自己点検・評価報告書（2012年 3月） 【資料 4-1-4】と同じ 

【資料 4-3-2】 四日市看護医療大学自己点検・評価委員会規程 【資料 4-1-5】と同じ 

【資料 4-3-3】 四日市看護医療大学自己点検・評価作業部会規則 【資料 4-1-6】と同じ 

基準 A．産業看護分野の研究 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

A-1．産業看護の研究 

【資料 A-1-1】 四日市看護医療大学紀要第 1巻第 1号 p.61  

【資料 A-1-2】 四日市看護医療大学紀要第 2巻第 1号 p129  

【資料 A-1-3】 産業看護研究センター事業報告書(平成 19年度)p.19  
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【資料 A-1-4】 産業看護研究センター事業報告書(平成 20年度)p.29  

【資料 A-1-5】 産業看護研究センター事業・活動報告書(平成 21年度)  

【資料 A-1-6】 平成 22年産業看護活動実態調査報告書  

【資料 A-1-7】 四日市市総合計画 2011年度→2020年度 p.92  

【資料 A-1-8】 四日市地域研究機構報 vol.１～5  

【資料 A-1-9】 第 21回三重産業看護研究会議事録（写）  

A-2．産業看護発展への貢献 

【資料 A-2-1】 産業看護研究センター運営委員会議事録(平成 24年度第 1回)  

【資料 A-2-2】 第 3回地域の知の拠点シンポジウムチラシ(写）  

【資料 A-2-3】 第 6回地域の知の拠点シンポジウムチラシ(写）  

【資料 A-2-4】 第 9回地域の知の拠点シンポジウムチラシ  

【資料 A-2-5】 平成 23年度産業看護研究センター公開講座チラシ  

【資料 A-2-6】 平成 19年度産業看護研究センター公開講座チラシ  

【資料 A-2-7】 
みえメディカル研究会 
 （http://www.mvp.pref.mie.lg.jp/kenkyu/） 

 

【資料 A-2-8】 
産業看護研究センター出前講座 
（http://www.y-nm.ac.jp/yrro/demaekouza2011.pdf） 

 

【資料 A-2-9】 
四日市大学産学同友会 
（http://www.yokkaichi-u.ac.jp/cooperation/doyukai.html）

 

【資料 A-2-10】 四日市地域研究機構報 vol.１～5 【資料 A-1-8】と同じ

 

基準 B．地域社会への貢献 

基準項目 
備考 

コード 該当する資料名及び該当ページ 

B-1．地域社会との協力体制 

【資料 B-1-1】 四日市看護医療大学育成会会則等 【資料 2-1-14】と同じ

【資料 B-1-2】 2012 年度四日市看護医療大学学生募集要項 【資料 F-4】と同じ 

【資料 B-1-3】 
四日市看護医療大学ホームページ（入試情報＞四日市看護医

療大学育成会について） 
 

【資料 B-1-4】 平成 24 年度四日市看護医療大学シラバス 【資料 F-5】と同じ 
【資料 B-1-5】 広報よっかいち(2011年 10月 5日発行)p.16（写）  

【資料 B-1-6】 
安心の地域医療検討委員会安全検討委員会事項書（2011年 6
月 13日） 

 

【資料 B-1-7】 訪問看護師養成事業に関する資料  
【資料 B-1-8】 平成 22・23年度四日市看護医療大学就職進路状況 【資料 2-5-1】と同じ 
B-2．生涯学習機会の拠点 
【資料 B-2-1】 平成 21年度四日市看護医療大学公開講座チラシ（写）  
【資料 B-2-2】 平成 22年度四日市看護医療大学公開講座チラシ（写）  
【資料 B-2-3】 平成 23年度四日市看護医療大学公開講座チラシ（写）  
【資料 B-2-4】 四日市看護医療大学公開講座委員会規程  
【資料 B-2-5】 訪問看護師養成事業に関する資料 【資料 B-1-7】と同じ 
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B-3．人的・物的資源の提供 
【資料 B-3-1】 四日市看護医療大学施設等管理規程 【資料 2-9-5】と同じ 
【資料 B-3-2】 ボランティア活動新聞記事  
【資料 B-3-3】 四日市看護医療大学図書館利用案内（学外用） 【資料 2-9-4】と同じ 

 


