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本報告書は、令和 2（2020）年度（令和 2 年 5 月 1 日現在）の自己点検の結果をまと
めたものである。自己点検の基準項目や視点は、日本高等教育評価機構による大学機関
別認証評価の自己点検評価書の様式に準拠した。

四條畷学園大学

Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等
1．四條畷学園の建学の精神、教育理念、教育方針
（１）建学の精神

「報恩感謝」

四條畷学園は、牧田宗太郎、牧田環兄弟によって大正 15（1926）年に「四條畷高等女
学校」として創設された。
兄弟は、自分達が教育界・実業界で世の役に立つことができたのは、厳しい中にも慈
しみ深い愛情をそそぎ、教育してくれた母がいたからこそだと、母への感謝と敬愛の念
をつねに胸に深く抱いていた。兄、牧田宗太郎は、大正 8（1919）年に教育事情の視察
と研究のため欧米を訪問したが、その際、わが国においても高い教育に立脚した子女教
育が必要であることを痛感した。帰国後、母に対する報恩の一端として、将来妻として、
また母として社会の進歩に順応し得る子女を教育し、高い教養と優れた個性を備えた女
性を育成する目的で、弟、牧田環の協力を得て、四條畷高等女学校を設立した。すなわ
ち、ここに母に対する「報恩感謝」の念が具現化されたのであり、この至純なる精神「報
恩感謝」は、本学園建学の精神として後世に引き継がれ、今日の総合学園に至る発展の
歩みを支えるものとなっている。
（２）教育理念

「人をつくる」

本学園の基本理念は教育理念「人をつくる」であらわされている。教育の目的は人を
つくることであり、人をつくることは、徳、知、体三育の偏らざる実施とその上に立つ
品性人格の陶冶に依ってのみ可能である。
「人をつくる」ために、本学園では「実践躬行」
および「Manners makes man」という標語を掲げている。
「実践躬行」
品性人格は、単に知識を身につけるだけでなく、身をもって実際に行うことにより修
得される。
「Manners makes man」
礼儀正しい行いを身につけることが、人として成長し、品性人格の備わった人になる
ことにつながる。
（３）教育方針

「個性の尊重」「明朗と自主」「実行から学べ」「礼儀と品性」

「個性の尊重」
個々の人が持つ異なる性格と特色ある才能とを尊重し、これを画一化することなく、
それぞれの天賦の才能を探究し、発揮させる。
「明朗と自主」
自分達の未来を信じて、明るく朗らかで、何事にも自主的、積極的に取り組む人を育
てる。
「実行から学べ」
知識は実践を伴ってこそ価値があることを知り、
「知って行い、行って知った」という
過程を通じて学ぶ人を育てる。
「礼儀と品性」
礼儀と礼節を重んじ、自らの教養を磨く、品性豊かな人を育てる。
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2．四條畷学園大学の建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色
（１）建学の精神・基本理念
本学園の建学の精神および教育理念（基本理念）を踏まえ、四條畷学園大学の建学の
精神・基本理念もまた「報恩感謝」および「人をつくる」である。
（２）使命･目的
使命は、四條畷学園大学学則（理念・使命）第 1 条に「本学は、四條畷学園の建学の
精神「報恩感謝」ならびに教育理念「人をつくる」のもと、教育基本法および学校教育
法の規定するところに従い、広く一般教養を培うとともに、専門の学術技能を教授研究
し、知能の啓発と応用能力の涵養を図り、人間性豊かな高い職業倫理観を持ち、高度の
科学性と技術性を備えた医療専門職を世に送り出すことを使命とする」と定めている。
また、優れた医療専門職を育成して世に送り出すという上記の使命を完遂することが
「目的」であるが、その実現のために学則（目標）第 1 条 2 に下記の教育目標を掲げて
いる。
教育目標
リハビリテーション学部
①社会に貢献する人間性豊かな尊敬される人材を育成すること
②科学する力と旺盛な研究心を身に付けたセラピストを育成すること
③セラピストとしての実践力を育成すること
看護学部
①幅広い教養を身に付け、生命の尊厳と人権の尊重について深く理解し、人を思いやる
人間性豊かな人材を育成すること
②看護に必要な専門知識と技術を修得し、科学的根拠に基づく判断と、看護実践力を兼
ね備えた人材を育成すること
③保健・医療および福祉の総合的視野から、関係分野の職種と連携・協働し、チーム医
療の一員として活躍できる人材を育成すること
④看護専門職としての社会的責務に基づき、看護の専門性やケアの質の向上に向けて探
求できる人材を育成すること
3．大学の個性・特色
四條畷学園大学の建学の精神は、前項 2.に記したように「報恩感謝」である。本学で
は学生と教職員がともに建学の精神を共有し、教育理念である「人をつくる」のもと、
医療人としての識見、人格ともに優れた人材を世に送り出してきた。これがすなわち、
四條畷学園大学の「使命」である「人間性豊かな高い職業倫理観を持ち、高度の科学性
と技術性を備えた医療専門職を世に送り出すこと」であり、本学の個性・特色の根幹を
なしている。四條畷学園大学のこのような個性・特色の根幹を具体的に示すと、以下の
5 点となる。
①演習を含む体験型学習や臨地臨床実習の重視
②多様な病院・施設の協力による充実した実習施設の確保
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③医療現場で必須となるコミュニケーションスキルを高める授業の充実
④人間性豊かな医療人育成のために必要な多彩な教養科目の提供
⑤国家試験対策も含めた細やかなサポート体制
また、平成 30（2018）年 4 月 1 日には健康科学研究所と実践教育センターを設立し
た。健康科学研究所は、社会的要請の高い分野・学際的分野・先駆的分野等における研
究を推進・支援し、社会に貢献することを目的としている。一方、実践教育センターは、
時代の変化に対応できる自立した高度な医療・福祉の実践者を育成することを目的とし
ている。すなわち、一人一人が「人生の最期まで自分らしく生活していく」ことを手助
けする高い実践力を有する医療専門職の育成を目指している。
リハビリテーション学部、看護学部の個性･特色として次の点をあげることができる。
リハビリテーション学部
医療専門職としての国家資格取得を目指すが、病者、障害者、高齢者などを主な対象
とするため、単なる知識・技術の修得に偏重することなく、人間性の涵養のための教科、
コミュニケーション技法の習熟を図るための教科などの教養科目を一般教育科目として
多く取り入れている。また専門教育に必要な基礎知識をしっかり修められるように、専
門基礎科目を入学後早期からカリキュラムに編入し、基礎から応用へと体系的な学修が
可能になっている。このような体系により、臨床現場における対応力向上につながる知
識、技術を修得できる。
看護学部
1 年次から 4 年次までのそれぞれに、体験型・実践型学習を取り入れた学生の理解が
深まる学習サイクルを導入している。特に 1 年次 6 月は病院へ、2 年次 8 月にはデイサ
ービス等の利用者を通して、対象者のニーズや生活の実態を理解するための早期体験実
習を開講している。
また、具体的・実践的な学修を深めるために、一つの模擬家族を事例として家族が成
長する過程で生じる様々な看護を、演習を通して各専門領域（基礎、小児、成人、老年、
母性、精神、在宅看護学領域）で学ぶようにしている。
さらに医療の高度化や看護師の活動の場の多様化等により、学修すべき内容の質的お
よび量的な増大に伴い、社会的に看護師育成のみの教育課程の推進が叫ばれているとい
う現状認識のもと、看護師育成のみの教育課程に特化した。そして、卒業後のキャリア
支援体制として、他大学の大学院（専門看護師、保健師等）や助産学校への進学をはじ
め、様々な支援ができるように準備を進めている。
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Ⅱ．沿革と現況
1．本学の沿革
四條畷学園大学は、
「報恩感謝」を建学の精神とする保育園、幼稚園、小学校、中学校、
高等学校、短期大学、大学からなる総合学園の一角として平成 17（2005）年 4 月に設置
された。
大正 15（1926）年

四條畷高等女学校 創立

昭和 16（1941）年

四條畷学園幼稚園 開園

昭和 22（1947）年

新制四條畷学園中学校 開校

昭和 23（1948）年

新制四條畷学園高等学校 開校 / 四條畷学園小学校 開校

昭和 26（1951）年

学校法人四條畷学園に組織変更

昭和 39（1964）年

四條畷学園女子短期大学 開学

平成 12（2000）年

四條畷学園女子短期大学を四條畷学園短期大学に名称変更

平成 13（2001）年

四條畷学園短期大学にリハビリテーション学科 開設

平成 17（2005）年

四條畷学園大学開学

平成 27（2015）年

四條畷学園大学看護学部 開設

平成 28（2016）年

四條畷学園創設 90 周年

平成 30（2018）年

四條畷学園保育園

令和 2（2020）年

四條畷学園大学附属幼稚園を認定こども園に運営変更、開園

リハビリテーション学部 開設

開園

2．本学の現況
・大学名
四條畷学園大学

・学部所在地
リハビリテーション学部（大学本部）

看護学部

〒574-0011

〒574-0001

大阪府大東市北条 5 丁目 11 番 10 号

大阪府大東市学園町 6 番 45 号

電話

072-863-5043

電話

072-813-2601

Fax

072-863-5022

Fax

072-813-2602

・学部構成
リハビリテーション学部
看護学部
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・学生数、教員数、職員数
学生数（令和 2（2020）年 5 月 1 日現在）（単位：人）
定員
学部・学科

専攻

入学

収容

定員

定員

リハビリテーション 理学療法学
学部 専攻
リハビリテーション 作業療法学
学科 専攻
リハビリテーション学部

計

看護学部看護学科
合

現 員

計

1年

2年

3年

4年

合計

40

160

32

41

36

40

149

40

160

25

37

22

22

106

80

320

57

78

58

62

255

80

320

86

79

83

97

345

160

640

143

157

141

159

600

教員数（令和 2（2020）年 5 月 1 日現在）（単位：人）
専任教員*
学部・学科

教授

准教授

講師

助教

助手

合計

リハビリテーション

男

8

4

3

1

0

16

学部

女

2

1

2

0

0

5

小計

10

5

5

1

0

21

男

1

1

0

1

0

3

女

7

4

8

3

2

24

小計

8

5

8

4

2

27

女

1

0

0

0

0

1

男

9

5

3

2

0

19

女

10

5

10

3

2

30

合計

19

10

13

5

2

49

リハビリテーション
学科
看護学部
看護学科
実践教育センター

大学合計

*学長・特任教授・客員教授を含まず
職員数

（令和 2（2020）年 5 月 1 日現在）（単位：人）
パート
正職員

嘱託

（アルバイトを

派遣

合計

含む）
人数
％

10

6

1

4

21

47.6

28.6

4.8

19.0

100.0
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価
基準 1．使命・目的等
1－1

使命・目的及び教育目的の設定

1-1-①

意味・内容の具体性と明確性

1-1-②

簡潔な文章化

1-1-③

個性・特色の明示

1-1-④

変化への対応

（1）1－1 の自己判定
基準項目 1－1 を満たしている。
（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
1-1-①

意味・内容の具体性と明確性

本学は、建学の精神「報恩感謝」に則った大学の使命・目的および教育目的を明確に
するために、本学学則の第 1 条（理念・使命）に、四條畷学園の建学の精神「報恩感謝」、
使命ならびに教育理念「人をつくる」を明示し、第 1 条 2 項（教育目標）にリハビリテ
ーション学部では三つ、看護学部では四つの教育目標をわかりやすく掲げている。
使命･目的
使命は、学則に第 1 条（理念・使命）
：広く一般教養を培うとともに、専門の学術技能
を教授研究し、知能の啓発と応用能力の涵養を図り、人間性豊かな高い職業倫理観を持
ち、高度の科学性と技術性を備えた医療専門職を世に送り出すことと具体的かつ明確に
記されている。すなわち、本学の使命は優れた医療専門職を世に送り出すことにあり、
その使命を完遂することが目的である。
教育目的
優れた医療専門職を世に送り出すことが使命・目的であり、その目的に至るために必
要な具体的「教育目標」は、p2 に記したようにリハビリテーション学部では三つ、看護
学部では四つ掲げている。これら教育目標に到達した学生を育てあげることが教育目的
である。
なお、看護学部の教育目的として、大学の教育目的を踏まえ、生命の尊厳を守り、患
者・家族を中心とした看護を実践できる人間性豊かな看護専門職の育成、また看護専門
職として高い倫理観を持って、医療・保健・福祉の場で看護を実践できる人材を育成す
ることを掲げている。この目的をさらに具体的に明文化したものが四つの看護学部教育
目標である（p2）。
以上述べた通り、使命・目的および教育目的は具体的かつ明確である。
また、これらの使命・目的および教育目的の法令への適合性は次のとおりである。す
なわち、本学の理念・使命および目標は、以下のように学校教育法第 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、道徳的および応
用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、
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社会の発展に寄与するものとする。」としている。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、人材の育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。本学の理念・使命および目標は、下記
の学則に示すようにこれらの条項に適合するものとなっている。
すなわち、学則（理念・使命）第 1 条に「本学は、四條畷学園の建学の精神「報恩感
謝」ならびに教育理念「人をつくる」のもと、教育基本法および学校教育法の規定する
ところに従い、広く一般教養を培うとともに、専門の学術技能を教授研究し、知能の啓
発と応用能力の涵養を図り、人間性豊かな高い職業倫理観を持ち、高度の科学性と技術
性を備えた医療専門職を世に送り出すことを使命とする。」とある。
使命の完遂が「目的」であることは自明であり、本学では使命と目的はほぼ同義とみ
なしている。すなわち、使命を明確に掲げることは学校教育法第 83 条に適合している。
また、本学では使命を実現するために教育目標を掲げており、大学設置基準第 2 条にも
適合している。
1-1-②

簡潔な文章化

大学ホームページや「学生便覧」に建学の精神、使命、教育理念、教育方針、各学部
の教育目標を分かり易く提示している。また、創立 90 周年を機にまとめられた「四條畷
学園創立 90 周年記念誌」に創立の経緯を写真等の利用によりわかりやすく紹介してい
る。
1-1-③

個性・特色の明示

基準項目 1－1 に詳細に記したように、本学では「報恩感謝」の精神を学生･教職員が
共有し、「使命･目的」である高度な医療専門職を世に送り出すことに邁進している。す
なわち、最新の知識を有する医療専門職を育成するためには、単なる一方向の授業・実
習では不十分であり、体験型実習や臨床実習の体験、高度なコミュニケーション力、高
い教養などを修得できる教育体系が求められるため、以下のような特色ある教育を行っ
ている（p2）。
①演習を含む体験型学習や臨地臨床実習の重視
②多様な病院・施設の協力による充実した実習施設の確保
③医療現場で必須となるコミュニケーションスキルを高める授業の充実
④人間性豊かな医療人育成のために必要な多彩な教養科目の提供
⑤国家試験対策も含めた細やかなサポート体制
これらの特色は大学ホームページや「四條畷学園大学 CAMPUS GUIDE」でも詳細に
紹介している。また、個性・特色とそれを反映させることにより達成される使命･目的は、
本学学則の第 1 条（理念・使命）に、四條畷学園の建学の精神、使命ならびに教育理念
「人をつくる」として明示している。また目的にいたるために必要な具体的「教育目標」
は第 1 条 2 項（教育目標）にリハビリテーション学部では三つ、看護学部では四つをわ
かりやすく掲げている。
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1-1-④

変化への対応

優れた医療専門職を世に送り出すことが本学の使命であり、リハビリテーション学部
では多くの理学療法士、作業療法士を輩出してきた。一方、超高齢社会にあって、看護
専門職の育成が大きな社会的要請となっている。このような社会の変化に対応すべく、
平成 27（2015）年、新たに看護学部を開設し、平成 31（2019）年 3 月に初めての卒
業生を送り出すことができた。看護学部はさらに、「看護学教育モデル・コアカリキュ
ラム」ならびに「看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標」の
公表を受けて、更なる教育目標の到達を目指して教育課程を変更する予定である。
本学は設立以来 15 年を経過したが、設立時の使命・目的の重要性はますます高まっ
ている。特に人口の高齢化に伴って、介護保険法におけるリハビリテーション専門職に
対する役割や責任に変化が生じてきた。本学ではこれらに対応した講義内容の充実など
を図ることによって社会情勢の変化に対応した専門職の育成に努めている。また看護学
部の新設により、医療専門職の育成を目的とした大学の使命・目的によりかなう体制を
整備してきた。
（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画）
本学の学生および卒業生が建学の精神・使命と教育理念、目標を正しく理解し、在学
中から卒業後まで継続して自己の成長および社会貢献などにおいて、その基本を理解し
て力を発揮できるように、今後も上記に示したように、入学式をはじめとした式典やオ
リエンテーション、ホームページ、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。教職員も建学の精神や教育理念等を再認識して、教育
活動に従事していく必要性があることを FD（Faculty Development）、SD （Staff
Development） 等を通じさらに周知徹底する。
大学の使命・目的等は、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。また、大学の使命・目的等は、大学
の状況や社会情勢等に対応して、必要に応じて見直しを行う。
1－2

使命・目的及び教育目的の反映

1-2-①

役員、教職員の理解と支持

1-2-②

学内外への周知

1-2-③

中長期的な計画への反映

1-2-④

三つのポリシーへの反映

1-2-⑤

教育研究組織の構成との整合性

（1）1－2 の自己判定
基準項目 1－2 を満たしている。
（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
1-2-①

役員、教職員の理解と支持
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本学の使命・目的、教育目標は評議員会および理事会に諮られ、理事長以下全役員の
理解と支持を得ている。また、教職員は FD・SD 活動や委員会活動の中で大学の使命・
目的、教育目標を理解するよう努めており、これらを支持している。
1-2-②

学内外への周知

大学の使命・目的、教育目標は、四條畷学園大学学則、「学生便覧」に明示され、学
生、教職員、受験者、保護者・保証人、その他関係各位の理解が得られるようにしてい
る。周知のための具体的な取り組みは次の通りである。
すなわち、これら使命等の意味や内容の周知徹底のために、建学の精神「報恩感謝」
については、入学式における学長の式辞に始まり、学舎内には創始者 牧田宗太郎の直系
にあたる本学園 牧田朝美 の揮毫による「報恩感謝」の額を掲示するなど、日常的に学
生の目に直接触れるようにしている。また、前・後期それぞれの学年別オリエンテーシ
ョン並びに教育ガイダンスにて「学生便覧」を用いて説明している。このことは担当の
教職員が改めて大学の使命・目的、教育目標を認識できる機会ともなっている。
とりわけ新入生及びその保護者に対しては、学長が入学式式辞において四條畷学園大
学の果たすべき役割、大学で学ぶ意義等を含めて述べている。さらに、入学式後のそれ
ぞれの学部において、設置の理念・使命・育成したい人材像（教育目的）
・カリキュラム
の特徴などを中心に説明をしている。
また、外部に対しては、学生募集要項、オープンキャンパスや学園祭（樟葉祭）、市民
公開講座の開催時等において、これら建学の精神や教育理念、目標について丁寧に説明
を行っている。
特に受験生に対しては、ホームページの「大学紹介」欄にこれらの頭出しをしてわか
りやすく明記するのはもちろんのこと、オープンキャンパス来訪者、とりわけ個別相談
来訪者には「四條畷学園大学 CAMPUS GUIDE」を用いて教員が項目を一つ一つ明示し
来訪者の理解を確認しながら、丁寧な説明に努めている。
保護者・保証人に対しては入学式後のオリエンテーションで説明し、さらに、リハビ
リテーション学部においては前・後期それぞれの終了時に開催される（年 2 回、各学年
別）保護者懇談会でも説明している。令和元(2019)年度は COVID-19 の影響により開催
できなかったが、保護者への資料送付により代替した。看護学部においては、年 1 回実
施される教育懇談会で説明するなど、両学部において複数の説明機会を設けることでこ
れらの理解が得られるよう対応しており、学内外に対する周知は図られている。以上の
ように、教職員、学生、あるいは外部の第三者にも明確に伝わるように、複数の印刷物
ならびに説明の機会を最大限に活用している。
1-2-③

中長期的な計画への反映

学園ならびに大学の長期ビジョン・中期計画に大学の使命・目的および教育目標が反
映されている。すなわち、「優れた医療専門職を世に送り出す」という使命･目的を達成
するために、建学の精神・教育理念の浸透方策、および教学上、管理運営上の改善目標
を長期ビジョン・中期計画に掲げている。
1-2-④

三つのポリシーへの反映
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本学の使命は「優れた医療専門職を世に送り出す」ことであるが、三つのポリシー（デ
ィプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）は「優れ
た医療専門職」の育成という視点から構成されている。リハビリテーション学部および
看護学部の三つのポリシーはそれぞれの学部の使命・目的に沿うように制定され運用さ
れている。ディプロマ・ポリシーは 3-1-①、カリキュラム・ポリシーは 3-2-①、アドミ
ッション・ポリシーは 2-1-①に記載した。
なお、これらの方針は大学ホームページ、「四條畷学園大学 CAMPUS GUIDE」、「学
生便覧」、「学生募集要項」などで内外に広く公開している。
1-2-⑤

教育研究組織の構成との整合性

本学の使命・目的、教育目標は「優れた医療専門職を世に送り出す」ことである。超
高齢社会の現状と将来に鑑みて、この使命は極めて重要である。本学のリハビリテーシ
ョン学部では理学療法士および作業療法士、看護学部では看護師育成のための教育研究
組織を整え上記使命を全うできる体制になっている。
すなわち、リハビリテーション学部は、理学療法学専攻と作業療法学専攻の 2 専攻で
構成され、専門科目の教育には各専攻に籍を置く理学療法士、作業療法士の資格を有す
る教員が、それぞれの専攻に所属する学生を専門的に指導する体制をとっている。二つ
の専攻を設けることによって、専門性の高い高度な教育を行うことが可能となっている。
また、助教から教授までの学部構成員が専攻の枠を越えて参加する学部会議があり、教
学上の問題点について、共通理解とその解決をはかっている。
一方、看護学部では看護師のみの教育課程に特化した教育体制をとっている。近年看
護師として修得すべき内容は、医療の高度化、超高齢社会への突入、活動の場の広がり
等により、質量ともに増大している。このため、優れた看護師の育成には、看護師のみ
の資格取得に特化した教育課程の充実が喫緊であるとされる。本学の看護学部はこのよ
うな社会的要請に応えた組織であり、専門領域毎に看護師資格を有する教員を配置して
いる。看護学部でも使命達成における教学上の問題点、教育に関わる様々な学事につい
て解決するために、助教から教授にいたる専任教員が参加する学科会議を開催して対処
している。
また、高度な判断が必要な事項については、学部別の教授会で審議し学長の判断を受
ける体制が整っている。さらに、大学全体に関わる教学問題については、隔月に開催さ
れ、学長、副学長、学部長、学科長、専攻長、その他の幹部教職員が参加する運営協議
会があり、必要事項を審議して学長に意見を述べている。これらの会議、協議会での協
議事項あるいは学長による決定事項は各学部に周知徹底され、教員個人もしくは各種委
員会で具体的に実施されている。学園全体の運営にあたっている学園の法人本部とは毎
月大学・法人本部連携会議を開催している。この会議には法人本部からは理事長、本部
事務局長、担当部長が、大学からは運営協議会のメンバーが参加し、使命・目的の完遂
に必要とされる組織の在り方をはじめとする諸事について意見交換を行い、相互理解を
深めている。
このように、本学の教育研究組織は教授会のみならず、学部会議、学科会議、運営協
議会、さらには各種委員会など、使命目的達成に必要な体制は整っている。なお、これ
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らの会議や協議会には、大学事務室の担当職員も同席し、決定事項の円滑な実施にあた
っている。
平成 29（2017）4 月 1 日にリハビリテーション学部付属の「スポーツ活動相談・指導
室」を置いた。スポーツ活動・相談指導室は学部長を室長とし、リハビリテーション学
部の専任教員が運営スタッフとして参画している。スポーツ活動・相談指導室の目的は、
学園児童、生徒、学生ならびに学園のクラブ関係者が安全にスポーツ活動に取り組める
よう、リハビリテーション学部教員の専門的知識・技術を活用することによってスポー
ツ傷害の発生を予防することにある。また地域住民に対してスポーツ活動、その他の活
動を通じて健康維持・増進を図るための企画、相談事業などを行うこととしている。こ
れら地域との連携、学園構成員の活動への協力は、その経験を通じて教員の資質向上を
もたらし、ひいては使命達成に寄与するものと期待される。
さらに、平成 30（2018）4 月 1 日にはリハビリテーション学部と看護学部の協働のも
とに保健・医療・福祉領域における先端研究を行う新組織「四條畷学園大学健康科学研
究所」を発足させた。研究所における研究成果は、教員の資質向上に直結するばかりで
はなく、教育の現場に還元することにより最新の知識を教授することができ、使命達成
に寄与することが期待される。
（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画）
以下に掲げる方策をこれまでも続けてきたが、今後もこれらの活動をさらに活発化さ
せて継続する。
大学の使命・目的に対する役員の了解は、理事会や評議員会において得られている。
また、その実施状況と成果についても随時具体的に提示し理解と支持を得ている。教職
員にも FD・SD 活動、学科会議、各種委員会などの様々な機会を通じて、共通理解を得
ている。今後とも、上記の各種会議や活動を通じて一層の共通理解を図るようにする。
学内外への周知については、四條畷学園大学ホームページや学部案内等の印刷物のほ
か、オープンキャンパスや市民公開講座等を通じて広く情報を開示し、正確な情報の提
供に努めてきた。在学生に対しても、入学式や卒業式、オリエンテーション等とともに
通常の学生生活の中においても、使命・目的の理解を得るための機会を設けてきたが、
今後ともこれらのアクションを継続する。また、新設の「スポーツ活動相談・指導室」
の活動を通じ地域貢献を行い、同時に本学の使命目的に対する理解を広げる。使命目的
は長期ビジョン・中期計画に反映されており、年度毎の計画を履行し、両学部の連携を
深め大学力のアップを図っていく
教育研究組織については、特に設立 6 年目である看護学部と既存のリハビリテーショ
ン学部との連携を深め、使命・目的を達成するための教育の質を高める。
［基準１の自己評価］
大学の使命・目的は、「四條畷学園大学 CAMPUS GUIDE」、「学生便覧」等の印刷物
や四條畷学園大学ホームページに明確かつ簡潔に掲載されている。また、使命・目的と
それらの基盤となる建学の精神や教育理念は入学式や卒業式等の行事において、常に学
長等から伝えられ学生の理解も得ている。さらに、市民公開講座やオープンキャンパス
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等を通じても発信されている。これらのことから、大学の使命・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いえる。
一方、本学はリハビリテーション学部が設立以来 16 年目、看護学部は 6 年目であり、
歴史は浅く使命目的はもちろん大学そのものについても広く全国に知れ渡っているわけ
ではなく、その知名度は京阪神に限定されている。しかしながら、本学の使命目的は超
高齢社会にある我が国においてきわめて社会的要請の高いものであり、今後一層あらゆ
る機会をとらえて知名度の向上を図り、社会に貢献していく。
基準 2．学生
2－1

学生の受入れ

2-1-①

教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知

2-1-②

アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証

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）
2-1-①

教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と周知

本学のアドミッション・ポリシーは学生募集要項に明記して受験生に周知させている
だけではなく、本学ホームページ（入試情報）に掲載し、広く一般にも公表している。
リハビリテーション学部
リハビリテーション学部は、建学の精神「報恩感謝」と「人をつくる」という教育理
念のもとに、常に感謝の心を持ち、広く社会に貢献できる人材の育成を目指している。
このことは単に知識や技術を修得するだけでなく、常に他者の立場に立って最善の医療
を実践したいという信念を持ったセラピストを育成するということである。
この実現に向け次の三つを具体的な教育目標としている。
リハビリテーション学部の具体的教育目標
①社会に貢献する人間性豊かな尊敬される人材を育成する
②科学する力と旺盛な研究心を身につけたセラピストを育成する
③セラピストとしての実践力を育成する
そこで次のような受験生を求めている。
アドミッション・ポリシー
1．人への感謝を忘れず、人のために尽くそうという高い志を持っている人
2．自分の力を保健（健康増進、障害予防）、医療（障害治療、回復）、福祉（障害者福
祉、高齢者福祉）などの領域で生かしたいと思っている人
3．リハビリテーション専門職を目指す熱意とたゆまぬ向上心を兼ね備えた人
4．規律を重視し、多様な人々と主体性を持って協働することができる人
12

四條畷学園大学

5．リハビリテーション医学や隣接領域での最新の成果を生かした新しいリハビリテ
ーション医療の創造に挑戦したいと思っている人
また最新のリハビリテーション医学の知識や実践力を修得するために、次のような素
養および基礎学力を備えた人の受験を歓迎します。
1．人とのコミュニケーションが大切であると考えている人
2．文章の読解能力および表現能力を備えた人
3．基礎的な演算能力を備えた人
4．理数系の基礎科目に興味をもって学んだ人
5．生物系の基礎科目に興味をもって学んだ人
看護学部
大学の使命・目的を基に、看護学部は学部独自の教育目的を「生命の尊厳を守り、患
者・家族を中心とした看護を実践できる人間性豊かな看護専門職の育成、また看護専門
職として高い倫理観を持って医療・保健・福祉の場で看護を実践できる人材を育成する
と明文化し、具体的に次の四つの教育目標を掲げ、受験生に対してアドミッション・ポ
リシー5 項目を明示している。
看護学部の具体的教育目標
①幅広い教養を身に付け、生命の尊厳と人権の尊重について深く理解した、人を思い
やる人間性豊かな人材を育成する
②看護に必要な専門的知識と技術を修得し、科学的根拠に基づく判断と看護実践能力
を兼ね備えた人材を育成する
③保健・医療および福祉の総合的視野から、関係分野の職種と連携・協働し、チーム
医療の一員として活躍できる人材を育成する
④看護専門職としての社会的責務に基づき、看護の専門性やケアの質の向上に向けて
探求できる人材を育成する
アドミッション・ポリシー
1.

看護について関心を持ち、保健・医療・福祉に貢献したいと考えている人
（関心・意
欲）

2.

人に対するおもいやりを持ち、感謝できる人

3.

人と理解しあうコミュニケーション能力（聴く・伝える）が身についている人

（態度）
（技能・表
現）

4.

自ら考え、主体的に行動できる人

（思考・判

断）
5.

高等学校で学ぶ主要科目（国語・英語・数学・理科・社会）および論理的文章力
について基礎学力を有している人

（知識・理

解）
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また、アドミッション・ポリシーは、特色あるオープンキャンパスの開催などを通じ
てその周知に努めている。すなわち、平成 28（2016）年度から土曜日午前の開催か
ら、日曜日午前の開催に変更し（高校の夏休み期間中を除く）、受験生、保護者が共に
参加しやすいように配慮した。
さらに、従来は一律の案内標記であったオープンキャンパスを、その開催時期に応じ
て「オープンキャンパス」、「ウィークデイキャンパスビジット」、「入試対策講座＆相談
会」に分けて標記・実施した。とりわけ「ウィークデイキャンパスビジット」は、通常
のオープンキャンパスで実施している「模擬授業」ではなく、実際の大学の授業を聴講
するものであり、アドミッション・ポリシーを念頭に踏まえたうえで高校生の参加目的
やニーズに適切に応えることができるよう配慮している。
また、学部特有の歴史、ロケーションの特徴などを生かして学部ごとに下記のような
多様な活動を行っている。
リハビリテーション学部
高等学校等に対する募集活動時において緻密に説明を実施している。すなわち、近畿
地区を中心として広報課職員や教員等による高等学校（看護学部の同時紹介も含めて合
計 115 校）の訪問、高等学校進路指導担当教員対象の説明会の実施、合同進学説明会へ
の参加など、さまざまな機会を通じて周知に努めている。
また、受験生やその保護者に対しては、資料請求者への資料発送、年 8 回開催するオ
ープンキャンパス、および学外の進学相談会などの機会を積極的に活用し説明を行って
いる。オープンキャンパスは主に日曜日午前に開催し（高校の夏休み期間中を除く）、ア
ドミッション・ポリシーの周知については受験生対象の入試説明に加え、保護者向け説
明会も同時に開催することで徹底を図っている。さらにオープンキャンパス当日は、参
加者に大変人気のある四條畷学園直営のレストラン「ビストロ北条」を利用して、デザ
ート付ランチを提供しながら、本学の教員や学生と参加者や同伴者が、ゆっくり何でも
話せる機会を設けることにより、情報周知に漏れの無い対応を心掛けている。高校生等
の実質参加者は平成 29（2017）年度 291 名、平成 30（2018）年度 255 名、令和元（2019）
年度 154 名であった。
看護学部
高等学校および高校生（受験生を含む）に対して、高校訪問、大学見学会、進学説明
会等を通じて丁寧に説明を行っている。また、合同進学説明会への参加、教員による模
擬授業、職業紹介、学部説明を実施している。1 年生から 3 年生を対象に、平成 27
（2015）年度は 129 会場、平成 28（2016）年度は 164 会場、平成 29（2017）年度は
250 会場、
平成 30（2018）年度は 337 会場に参加した。令和元(2019)年度は 581 会場に参加し
た。また、過去の受験生や入試データ分析より、近畿地区（大阪府、京都府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、滋賀県）の実績校に対する進学ガイダンス、大学見学会実施、高校
訪問（平成 27（2015）年度 183 校、平成 28 （2016）年度 51 校、平成 29（2017）年
14

四條畷学園大学

度 75 校、平成 30（2018）年度 29 校、令和元(2019)年度 67 校など様々な機会を通じ
て、アドミッション・ポリシーの周知に努めている。令和元（2019）年度は、看護学
部教員による模擬授業も 8 校に対して実施した。
受験生やその保護者に対しては資料請求者への資料発送、5～10 月に開催するオープ
ンキャンパス、および学外の進学相談会などの機会を積極的に活用し説明を行ってい
る。以上のように、両学部ともアドミッション・ポリシーを明確に掲げ、様々な機会を
通じて周知を図っており、受験生の理解を得ている。
2-1-②

アドミッション・ポリシーに沿った入学者受入れの実施とその検証

本学では、入学者受入れの方針に沿った学生を受け入れられるように、多様な入試制
度を設けている。本学園の建学の精神、教育理念に基づく教育を受けた学園高校卒業生
をはじめとし、本学の理念とアドミッション・ポリシーを十分に理解した学生の受け入
れを目的とした入試方法として、四條畷学園同窓会特別入試がある。また、出身高校の
推薦を受ける推薦入試、学力試験で合否を判定する一般入試、大学入試センター試験利
用入試、社会人入試、AO 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・ポリシーに沿う学生を幅広く求め、確保するように努めている。
さらに、入試問題の作成については、両学部の方針のもと、外部委託先との協業で行
い、前年度の入試結果を踏まえて科目間の難易度に顕著な差がないように努めている。
外部委託にあたって特に留意していることは、本学が医療専門職育成を目的とした実
学志向の大学であるということをアドミッション・ポリシーやカリキュラム・ポリシー
を通じて説明し理解を得ている。問題作成にあたっては、例えばリハビリテーションや
看護に携わる保健・医療・福祉の領域で必須となる指示理解や要旨把握、数学的リテラ
シーなど、医療専門職育成の基礎となる問題について配慮されるべく依頼し、問題作成
後、複数名により確認作業を行っている。学部ごとの特色は以下の通りである。
リハビリテーション学部
AO 入試では、平成 28（2016）年度から、従来オープンキャンパス時に実施していた
教員との予備相談を改め、事前相談、面接（本試験）に 1 日費やす方式に変更し、より
受験生の状況を把握できるようにした。これは、アドミッション・ポリシーをもとに本
学の教育内容、および理学療法士や作業療法士の職業をよく理解したうえ出願している
のか、一定の時間を費やし複数の教員で確認することで、適切な受験生を獲得する仕組
みとなっている。
また、平成 27（2015）年度から公募推薦入試では、国語総合、コミュニケーション英
語Ⅰ・Ⅱ、および英語表現Ⅰ、数学 I・数学 A、小論文の組み合わせにより、
「基礎学力
判定方式（1 型）」、
「小論文併用方式（2 型）」、
「1 型＋2 型方式」から自由に受験方式の
選択ができるようにした。また、評定平均値は全ての方式に採用することとした。これ
は理科系・文科系を問わず、医療専門職に適性を持つ幅広い学生を受け入れるためであ
る。一般入試においてもこれらと類似の方法で受験方式の選択が可能としていることに
加え、入試判定にセンター試験科目のうち最高点の 1 科目を採用できる方式も取り入れ
ている。
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さらに、前述の AO 入試、公募推薦入試はじめ同窓会特別入試、社会人入試に係る小
論文問題は、本学のアドミッション・ポリシーに鑑み、本学専任教員が健康・医療・リ
ハビリテーションに関連する小論文問題を作成している。
上記のように、受験生の適正な学力を評価するための機会確保や手法の工夫に努めて
いる。検証については、1 年生前期期間中に担任が全学生に対して個別面談を実施する
ことで、学生の意識や素養の把握、ならびにその改善に資する指導に努めている。
看護学部
内部推薦入試を含む指定校推薦、同窓会特別入試、社会人入試による特別選抜試験で
は、本学のアドミッション・ポリシーに鑑み、医療・看護に深く関連した小論文問題を、
本学専任教員により作成する等、入試問題に工夫をしている。公募推薦の基礎学力テス
ト、および一般選抜試験問題を外部業者と協業して作成する場合には、出題形式、出題
内容、難易度を複数名で検討、吟味するとともに、科目別の得点差を確認し、その都度、
改善に努めている。
学科試験科目については、公募推薦入試（専願、併願）では、評定平均値と基礎学力
による総合評価で判定している。基礎学力テストの英語を必須とし、国語あるいは数学
のうち 1 科目を選択としている。これは理科系・文科系を問わず、医療専門職に適性を
持つ幅広い学生を受け入れるためである。一般入試では、個別学力検査を課している。
英語を必須科目として、国語を選択するⅠ型、あるいは数学および理科のどちらかを選
択するⅡ型である。また、Ⅰ型およびⅡ型の両方が受験できるタイプも用意している。
また、平成 28（2016）年度より、大学入試センター試験利用の入試を採り入れ、外国語
（必須）に加え、国語、地理歴史・公民、数学、理科のうち得点上位 2 教科を合計に加
え、3 科目の総合で判定している。
2-1-③

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

過去 5 年間の入学定員と入学者受け入れ数は、以下の表 2-1-1 に示す通りである。
表 2-1-1

平成 29（2017）年度～令和 2（2020）年度の入学者受け入れ数

学部

専攻

学科

入学定員

平成 29

平成 30

平成 31

令和 2

（人）

年度

年度

年度

年度

リハビリテー

理学療法学専攻

40

33

41

41

32

ション学部

作業療法学専攻

40

18

24

38

25

リハビリテー

合計

80

51

65

79

57

63.8

81.3

98.8

71.3

87

90

79

86

108.8

112.5

98.8

107.5

ション学科

定員充足率

%
80

看護学部
看護学科

定員充足率

%

リハビリテーション学部
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入学者受け入れ人数は、試験実施後に教授会で審議し、最終的には学長の決定に委ね
ている。リハビリテーション学部の収容人員は 320 人である。現在の学生数 255 人であ
り、収容定員充足率は 80％である。これは、平成 29（2017）年度と令和 2（2020）年
度の入学定員充足率が低かったためである。平成 30（2018）年度、平成 31（2019）年
度と入学者数は改善傾向を示していたが令和 2（2020）年度は低くなり今後も充足率の
向上に努力する。また、選抜方法の違いによる入学者の割合は、平成 28（2016）年度は、
一般選抜 21.0%、特別選抜 79.0%、平成 29（2017）年度は、一般選抜 29.4%、特別選抜
70.6%、平成 30（2018）年度は、一般選抜 18.5%、特別選抜 81.5%、平成 31（2019）
年度は、一般選抜 22.8%、特別選抜 77.2%で、令和 2（2020）年度は、一般選抜 21.1%、
特別選抜 78.9%である。
一方、入学定員に対する入学者受け入れ数の比率（定員充足率）の年度別推移（表 21-1）に示したように、平成 28（2016）年度の充足率は 100％以上であったが、平成 29
（2017）度は 63.8％、平成 30（2018）年度は 81.3％、平成 31（2019）年度は 98.8％、
令和 2（2020）年度は 71.3％であった。
本学部は、優れた理学療法士と作業療法士を世に送り出すことを「使命」としており、
カリキュラム・ポリシーに従って充実した教育を行い、国家試験をクリアできるように
指導している。これらの教育効果を高めるためには、十分な学力と医療専門職への意欲
を強く有する学生の確保が重要である。このため、AO 入試では、事前相談と面接（本
試験）に 1 日費やす方式により、受験生の状況を把握できるようにしている。また、平
成 29（2017）年度の指定校推薦入試では、作業療法学専攻の評定平均値を、従来よりも
高く設定し、入学生の学力向上を図っている。さらに成績優秀者の入学インセンティブ
である「特待生制度」を充実させ、「入学金免除」のみならず、「授業料減免」の対象を
大幅に拡大した。
この方針をさらに周知徹底させて定員充足に努める。これら多様な方策により、充足
率の向上を図ることができる。
看護学部
入学者受け入れ人数は、試験実施後に教授会で検討し、最終的には学長の決定に委ね
ている。入学定員の内訳は、一般選抜、特別選抜共に、入学定員の 50%である。学生
受け入れ数の実績は、平成 28（2016）年度は、一般選抜 46.8%、特別選抜 53.1%、平
成 29（2017）年度は、一般選抜 37.9%、特別選抜 62.1%、平成 30（2018）年度は、
一般選抜 43.3%、特別選抜 56.7%、平成 31（2019）年度は、一般選抜 45.5%、特別選
抜 54.4%、令和 2（2019）年度は、一般選抜 37.2%、特別選抜 62.8%であった。過去 5
年間の学生受け入れ数は、入学定員の 98.8%（平成 28（2016）年度）、108.8％（平
成 29（2017）年度）、112.5％（平成 30（2018）年度）、98.8%（平成 31（2019）
年度）、令和 2（2019）年度は 107.5%であった。つまり、＋12.5～－1.2%の間で推移
しており、適切な定員の確保ができていると判断できる。上記のことから、入学者受入
れの方針は明確に定められ、それらの周知についても適切に行われていると判断する。
また、上記のような工夫された入試を実施することで、入学者受入れの方針に沿った多
様な学生を受け入れられる工夫がなされていると判断する。
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（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画）
前述のように平成 29（2017）年度入学生はリハビリテーション学部の定員充足率が
63.8％となったが、この改善・向上方策として平成 29（2017）度のリハビリテーション
学部事業計画に以下の 5 点を掲げ、大学のみならず全学園的に取り組んだ。①本学ホー
ムページ、ダイレクトメール等の媒体をすべて活用し、オープンキャンパスの開催日や
内容を高校生に周知徹底する。②本学ホームページは週 1 件以上のニュース掲載を原則
とし、閲覧頻度が高まるように誘導する。③アサーティブ手法の導入により、オープン
キャンパス参加の出願歩留まり率を向上させる。④ウィークデイキャンパスビジットを
継続開催し、受験希望者の要望に沿うような情報提供を強化する。⑤受験生の利便性の
観点から「ネット出願」の採用を検討する。
これらの結果、平成 30（2018）年度入学生の定員充足率は 81.3％（理学療法学専攻
は 102.5％、作業療法学専攻は 60％）と改善傾向を示し、平成 31（2019）年度入学生の
定員充足率は 98.8％（理学療法学専攻は 102.5％、作業療法学専攻は 95％）であった。
平成 29（2017）年度、平成 30（2018）年度入学生の定員充足率と比較して、平成 31
（2019）年度は作業療法学専攻で改善傾向を示した。令和 2（2020）年度は理学療法学
専攻、作業療法学専攻ともに入学定員を満たさなかった。2-1-①で記述のように令和元
（2019）年度のオープンキャンパスでの高校生等の実質参加者数の低下も関連があると
推察できる。入学者受入方針の周知については、引き続き学生募集要項をはじめ様々な
機会を通じて広く一般にも公開する。また、受入方針に沿った学生を受入れることがで
きるように、入試制度の多様性を維持する。
2－2

学修支援

2-2-①

教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備

2-2-②

TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実

（1）2－2 の自己判定
基準項目 2－2 を満たしている。
（2）2－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-2-①

教員と職員等の協働をはじめとする学修支援体制の整備

教務委員会、教務課、学生委員会、学生課、学年担任、アドバイザーが協業し、学生
支援および授業支援に全学的に取り組んでいる。担任・アドバイザーが中心となり学生
の状況把握や学生の意見の収集を行い、必要に応じて日常における学習状況の把握や生
活上の問題などの対応を行っている。全専任教員が週２回のオフィスアワーを設けてお
り、学生が授業や勉学、生活上の問題に対する相談ができる体制が取られている。
また、四條畷学園臨床心理研究所（The Institute of Clinical Psychology 以下 ICP）
にはカウンセラーが常駐し、学生や保護者からの各種の不安などの相談に応じる体制を
とっている。また、ICP の本室は看護学部と同じく学園町キャンパスの学園総合ホール
にあるが、リハビリテーション学部の学生のためには北条キャンパスにある四條畷学園
短期大学北条学舎に ICP 北条室を開設している。これらが協業し学生の学修支援体制を
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とっている。さらに、これまでの単位取得困難学生・休学/単位未修得学生・退学する学
生の修学状況に鑑み、平成 27（2015）年度入学生から ICP の協力のもと 了解を得られ
た全学生に対して（全員が了解）
「 大学生活支援カード」によるアンケート調査を実施し、
修学上の学力不安・精神的不安・生活不安などに関する調査を学生および保護者に対し
て行っている。これにより学生の心理的な不安の払拭・修学に対する意欲の向上など良
好な結果を得ている。具体的な支援体制は以下のようである。
1）シラバスの充実
シラバスには「授業目的」、「到達目標」、「授業概要」、「授業計画」、「準備学習」、「評
価基準」、
「テキスト」、
「参考書」、
「その他」
（教員からのメッセージ）を掲載し、インタ
ーネットでいつでも確認できるようにしている。各学部の教務委員会がシラバスチェッ
クを行い、各教員に修正、加筆を依頼している。
2）入学前教育
AO 入試や指定校推薦入試および公募推薦入試の合格者に対し、入学時までの間に学
生生活で必要な事項について入学前教育を実施し、大学生活へのスムーズな移行を図っ
ている。
また、看護学部では 2 月初めに指定校推薦入試および公募推薦入試の合格者を対象に
した「入学生の集い」を開催している。すなわち、教員や学生同士の交流を通して仲間
作りを行うことで、入学への不安を軽減し、入学前の心構えについて確認する機会とし
ている。入学後は、
「集い」に参加した学生間の連携を基に仲間作りが広がり効果が得ら
れている。
3）新入生オリエンテーション
入学生の大学生活へのスムーズな移行の支援を行うため、新入生オリエンテーション
を実施している。新入生オリエンテーションでは学生生活全般、図書館の利用方法など
の学習支援施設や生活の安全に関する事項についての情報提供や指導を行っている。リ
ハビリテーション学部では新入生オリエンテーションの中で専攻別交流会を実施し、担
任を中心として専攻の教員と学生の交流を実施している。また、学生自治会が主催する
新入生歓迎会でも全教員が参加して交流する機会を作り大学生活へのスムーズな移行を
図っている。また、看護学部では、アドバイザーグループによる教員と学生の交流の実
施やリハビリテーション学部と同様に学生自治会主催の新入生歓迎会も教員が参加し、
大学生活へのスムーズな移行を図っている。
4）履修ガイダンス
新入生には大学の授業や単位の仕組み、履修登録の方法などのオリエンテーションを、
他の学年の学生に対しては、学年ごとの授業の流れ、履修の方法など学修に関する情報
提供を教務委員会が中心となって行っている。
履修単位の詳細は「学生便覧」（リハビリテーション学部）（p33）（看護学部）（p29）
にある「教育課程表」に明記されており、毎期の履修ガイダンス時に繰り返し説明し、
周知徹底を図っている。リハビリテーション学部では、履修申請にあたり各自が成績表
で修得単位の確認をするよう指導している。また、履修漏れがないよう担任と学生によ
る再確認の機会を設けている。看護学部ではアドバイザー教員が修得科目の確認を学生
とともに行っている。
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5）履修個別相談
個別での履修内容、履修登録など履修に関する各種相談を履修登録期間中にリハビリ
テーション学部では教務委員会の教員、看護学部ではアドバイザー教員が中心となって
実施し、卒業までの履修科目についての計画修正を各学期に行っている。また、1 年生
の履修をサポートするため、アドバイザー教員とともにアドバイザーグループの上級生
による相談や支援の機会を設けている。
6）試験ガイダンス
毎学期の定期試験前に試験についてのガイダンスを学年ごとに実施している。看護学
部では、特に 1 年生に対して重点的に試験前のガイダンスを行っている。
7）学年担任あるいはアドバイザー教員による学修支援
リハビリテーション学部では、専攻および学年ごとに 2 名から 3 名の専任教員を担任
として配置している。学年ごとに固定している固定担任、入学時より卒業まで持ち上が
る持ち上がり担任とし、固定担任は主に学生の 1 年間の学事等に関する連絡や調整を、
持ち上がり担任は主に学生生活や学修状況の把握・指導、各種相談などを行っている。
看護学部では、各学年学生 9～11 名に対し専任教員 2 名によるアドバイザー制を取り
入れている。入学時より卒業まで担当する持ち上がり制とし、各学年 2 回以上の個人面
談を行ない、主に学生生活や学修状況の把握・指導、各種相談を行っている。また、ア
ドバイザー教員の相談役として教授を 2 グループに 1 名配置し、バックアップしている。
8）学修支援室による学修支援
リハビリテーション学部では、平成 29（2017）4 月 24 日よりこれまでの自習室を学
修支援室として改修し、運用を開始した。支援室には各教員週 2 コマのオフィスアワー
のうち 1 コマを支援室における学修支援活動に充て、1 日平均 3 コマ分を支援室に配置
し、学生の個別的学習支援が可能な体制とした。具体的な支援内容については支援室に
設置した PC によって指定のホルダーに記録を残すことにしている。
9）休学者・退学者への対応
リハビリテーション学部の専攻別の休学・退学の直近 5 年の状況を表 2-2-1 に示す。
表 2-2-1

リハビリテーション学部における休学・退学状況
入学年度

理
学
療
法
学
専
攻

攻 専 学 法 療 業 作

入学者

退学者

うち 4 年
以内

在籍者

4 年以内

うち
休学者

退学率
（%）

平成 28 年度

43

7

7

6

2

16.3

平成 29 年度

33

3

3

30

0

9.1

平成 30 年度

41

5

5

36

2

12.2

平成 31 年度

41

0

0

41

1

0.0

令和 2 年度

32

0

0

32

0

0.0

平成 28 年度

38

17

17

5

1

44.7
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平成 29 年度

18

4

4

14

3

22.2

平成 30 年度

24

2

2

22

0

8.3

平成 31 年度

38

1

1

37

0

2.6

令和 2 年度

25

0

0

25

0

0.0

令和 2 年（2020 年）5 月 1 日現在
休学・復学・退学に関する相談・対応は担任が中心となって行い、休学・退学につい
ては届けを出す前に必ず担任が個別面接し理由の確認、および保護者への連絡や状況の
確認を行っている。退学理由は三つに分類できる。
「授業についていけない」という理由
に対しては学生に学習習慣がない場合が多く、基本的な生活リズムや学習習慣を確立す
るように、また勉強方法などを時間をかけて指導をしている。
「経済上の問題」では、ア
ルバイトを夜遅くまで行っていることが多く、結果として学習時間の不足や授業に集中
できず成績低下に結びついている。経済的補助が得られるよう、病院や様々な団体が提
供している各種奨学金などを紹介している。
「やりたい仕事ではなかった」という場合の
多くは大学入学前に十分調べずに入学した場合や保護者等周りの勧めで入学した場合な
どが多く、専門職としてイメージができるよう早期から授業内容の工夫をしている。
保護者との連携のもとで対応策を進めているがやむを得ず休学になった場合も、担任
とのコンタクトや図書館利用などの大学設備利用は在学時と同様に実施できるように配
慮されており、よりスムーズな復学に繋がるよう努めている。
また、必要単位未修得のまま進級した学生に対しては、未修得科目の再履修ができる
ように時間割の編成に配慮するなど丁寧な支援を継続している。これらの支援には、主
に学年固定の担任が卒業まで一貫して同じ学生を指導する体制をとっている。
看護学部の休学・退学の状況を表 2-2-2 に示す。
表 2-2-2

看護学部における休学・退学状況

入学年度

入学者

退学者

うち 4

在籍者

年以内

4 年以内

うち
休学者

退学率（%）

平成 28 年度

79

12

12

13

3

15.2

平成 29 年度

87

6

6

81

3

6.9

平成 30 年度

90

7

7

83

2

7.8

平成 31 年度

79

0

0

79

0

0

令和 2 年度

86

0

0

86

0

0

令和 2 年（2020）5 月 1 日現在
看護学部では、休学・復学・退学に関する相談・対応をアドバイザー教員が中心とな
って行っている。欠席日数を事務室およびアドバイザーが把握しており、時期を見て呼
び出し、学習が滞る理由等の確認のため、個人面談を行い、対処している。休学・退学
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については、届出を提出する前にアドバイザー教員が個別に面接し理由の確認、必要に
応じて保護者への連絡や状況の確認を行い、その後学科長・学部長の面談を行っている。
10）オフィスアワー
週 2 コマのオフィスアワーを教員ごとに設定し、掲示板等で学生への周知を行ってい
る。小規模な大学であり、オフィスアワーを設定しているが、専任教員が同一建物に研
究室を持っているという物理的環境もあり、オフィスアワーに関わらず学生は頻繁に研
究室を訪れており、気楽に疑問を確認や相談ができる環境となっている。
以上のように学生が効率的に学修を進めることができるよう、多くの支援体制が整っ
ており、成果を挙げている。また、授業評価アンケートや学生生活実態調査により学生
の声を把握し、支援改善に役立てている。
2-2-②

TA(Teaching Assistant)等の活用をはじめとする学修支援の充実

本学は学部のみからなる大学のため TA 制度は無いが、各学部において TA 制度に準
ずる取り組みを行っている。
1）実習授業における学生の活用（リハビリテーション学部）
TA に代るものとして全ての実習科目ではないが、理学療法学専攻や作業療法学専攻
において評価技術・治療技術の修得のため、上級生による技術指導やアドバイス、授業
への参加などの協力を得ており、きめ細かく指導できる体制をとっている。また、協力
した学生にとっても技術の復習となる良い機会となっている。このような点から様々な
場で学生の協力を得ている。
2）教育ボランティアの活用（看護学部）
看護学部は地域による研究・教育ボランティアの登録制を導入している。コミュニケ
ーション技術や援助技術の確認・修得のため、地域の教育ボランティアの協力を得て、
それまでに修得した技術の演習を行っている。参加した学生にとって技術の確認・修得
だけではなく、地域の人の励ましや初対面の人に対する技術の実施は自信へと繋がって
いる。
（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画）
教員と職員は、各種委員会活動を中心に協働で学修支援を実施している。リハビリテ
ーション学部では担任制をとっており、学生の変化に気づきやすく、きめ細かく学生に
対応してきたが、担任だけではなく、必要に応じて専攻全体または学部全体で対応して
いく。また、看護学部でも卒業まで継続したアドバイザー制により、学生の変化に気づ
きやすく、細やかな対応ができており、支援内容は必要に応じて学科長へ連絡・報告を
行っている。また、対応する内容により、学科会議において対応している。今後は大学
全体として問題点を共有し、学生支援の効果をより高めていく。
2－3
2-3-①

キャリア支援
教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備

（1）2－3 の自己判定
基準項目 2－3 を満たしている。
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（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-3-①

教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する支援体制の整備

本学は医療専門職の育成を使命としている点ではリハビリテーション学部、看護学部
とも同様である。しかし、医療専門職として学ぶべき内容は異なる部分も多く、両学部
それぞれが特色あるガイダンスを行っている。
リハビリテーション学部
卒業生はほとんどが理学療法士および作業療法士として活躍している。卒業後に専門
的なキャリアを得るため、実践的な学びを重視したカリキュラムを編成している。特に、
学生一人一人が医療人としてどのようでありたいか、社会における役割とは何かなど、
単に知識の教授だけでなく高度な医療専門職としての自身の位置づけができるようキャ
リアガイダンスを行っている。
本学にはインターンシップという制度は無いがそれに代わる制度として 1 年次から 4
年次までの教育課程の中で臨床実習を取り入れている（2-2-②）。臨床実習は臨床現場に
おける教育であり同時にキャリア教育の役割を果たしている。学年ごとの臨床実習は表
2-3-1 の通りである。
表 2-3-1

学年別臨床実習
時期

理学療法学専攻

臨地見学実習Ⅰ（前期）

1 年次
2 年次
3 年次

臨地見学実習Ⅱ（後期）
基礎臨床実習（後期）

臨地見学実習Ⅲ（前期）

臨床評価実習（後期）

臨床評価実習Ⅰ（後期）
臨床評価実習Ⅱ（後期）

総合臨床実習Ⅰ（前期）
4 年次

作業療法学専攻

総合臨床実習（通年）

総合臨床実習Ⅱ（前期）
総合臨床実習Ⅲ（後期）

臨床実習は、臨床実習指導者と教員との密接な連携の下に進めている。学内において
は、
「特論」科目を設定し、卒業後の専門職としての自己研鑽や社会的役割の理解等を目
的に先駆的取り組みやトピックを取り上げて各領域で活躍しているゲストを迎えキャリ
ア教育に繋がるように授業を設定している。就職指導については就職委員会が中心とな
り就職活動ガイドブックを用いてガイダンスを行っている。4 年次すぐに開始する総合
臨床実習時から就職活動に取り組める対策として、3 年次末に人材広告企業のマイナビ
によるセミナー受講を実施している。受講セミナーの内容はエントリーシート、履歴書
の書き方、面接対策セミナーである。4 年次夏季には興味のある病院や施設等の説明を
聞き、疑問点を解決したうえで希望する施設への就職活動ができるよう、リハビリテー
ション学部において理学療法学専攻および作業療法学専攻合同の就職説明会を開催して
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いる。学生が就職活動をおこなう前に就職委員が窓口となり相談を受ける。その際、各
専攻の就職委員が随時窓口となり学生から相談内容を聞き取り、病院の事情に詳しい教
員に相談できるような支援体制をとっており、適切に指導が行われている。求人票等の
就職に関する資料については、学生が自由に閲覧できるようにしている。また、実習中
の学生に対する情報提供として学外からもインターネットを通じて就職情報が閲覧でき
るようにしている。就職試験前には、就職委員が学生に面接や論文などの指導を実施し
ている。
看護学部
看護学部は、豊かな人間性と高い倫理観を兼ね備えた看護専門職を育成するために、
幅広い教養科目の提供とともに、専門科目は看護師資格取得に特化したカリキュラムを
組んでいる。看護師としての基礎教育を充実させることで、看護実践能力の向上を図っ
ている。
臨地実習は看護実践場面における科学的根拠に基づく実践教育であると同時にキャリ
ア教育の役割を果たしている。学年ごとの臨地実習は表 2-3-2 の通りである。4 年次の
総合実習は、既修得科目の知識・技術を統合し、多重課題に取り組む実習であるため、
改めてのインターシップ制度は設けていない。
表 2-3-2

看護学部臨地実習計画
時期

前 期

後 期

1 年次

基礎看護学実習Ⅰ

2 年次

在宅看護学実習Ⅰ

基礎看護学実習Ⅱ
成人看護学実習Ⅰ・Ⅱ
老年看護学実習Ⅰ

3 年次

母性看護学実習
小児看護学実習
精神看護学実習
老年看護学実習Ⅱ

4 年次

在宅看護学実習Ⅱ
総合実習

このようなカリキュラムをふまえ、学生が理想とする看護師像を描いて卒業していく
ことができるようにキャリアサポートを実施している。学年全体のプログラムは就職委
員会および国家試験対策委員会が担い、個々の学生に応じたキャリアサポートはアドバ
イザー教員が担っている。
1 年次は理想とする看護師像の具体化を促す「私が目指す看護師像」、2 年次は社会
人基礎力である「タイムマネジメント」の特別講義を後期オリエンテーション時に実施
しており、このプロセスで学生は、理想に向けて自己の課題を明確にし、3 年次の看護
学実習に取り組んでいる。
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3 年次 7 月には「就職活動準備講座」として、看護師の就職状況と就職活動の実際に
ついて知り、希望の就職先をマッチングさせていく方法を演習を通して学んでいる。そ
の上で就職説明会や各病院施設が開催しているインターンシップへの参加を促してい
る。さらに 3 月には応募に向けたエントリーシート・小論文の書き方、面接の受け方
など具体的な内容を専門の講師を招き指導している。病院施設からのパンフレットや求
人情報は、学生がいつでも自由に閲覧できるように、ラウンジに専用コーナーを設けて
資料を整理している。
4 年次には、就職希望施設を決定し受験準備を整え、4 月以降計画的に就職試験を受
験する。就職試験の準備が本格的となる 4 月から 6 月は看護に特化したキャリア支援
相談員が常駐し、受験準備一般の支援をお願いしている。大学キャリアセンターと就職
委員、アドバイザーが連携しながら随時、相談・指導を行ない、就職・進学活動をサポ
ートし、学生が目指す看護が実践できる就職や進学の実現を図っている。10 月初めに
は 1 名を除き就職内定した（令和元（2019）年度）。卒業年次 2 月に実施した学生ア
ンケート（回答者 54 名）では、在学中の（４年間）の就職支援について、非常に満足
している（12 名：22.2％）、どちらかというと満足している（24 名：44.4％）、どちら
かというと満足していない（14 名：25.9％）、非常に満足していない（3 名：5.6％）、
無回答（1 名：1.9％）という結果であった。就職ガイダンスを 3 年次の 7 月から始め
るなど早期からの支援を加えたことで作年よりも満足度がやや向上した。
また、近年、看護師国家試験は、幅広い知識はもちろん、臨地での判断能力を問う思
考型の問題が増加している。すなわち、看護師として就業した際に求められる能力が国
家試験で確実に問われている。従って、4 年間のカリキュラムにおいて考える力や判断
力を養う教育のさらなる充実を図り、低学年から模擬試験で自己の学習状況を評価し、
学習方法の見直しや学習への動機づけを行っている。4 年次には、模擬試験、集中セミ
ナー、小グループ補講、学生による自主学習会など、国試対策支援教員と連携した計画
的な国家試験対策スケジュールに基づき試験対策を実施した。結果は、受験者 64 名
（現役：62 名、既卒：2 名）、合格者 56 名（現役 55 名、既卒：1 名）、不合格者 8 名
（現役：7 名、既卒：1 名）、合格率 87.5％（新卒：88.7%、既卒：50%）であった。
全国合格率（全体：89.2%、新卒：94.7%）を下回った。
また、卒業後、ほとんどの学生は看護師としてのキャリアを積んでいき、さらに保健
師や助産師を目指して大学院などに進学する学生もいると思われる。これら保健師や助
産師を希望する学生は、それぞれの専門領域の教員のサポートも受けることができる。
以上のように、医療専門職としての社会における役割を自覚し、高度な知識技術を修得
して社会で活躍できるよう、丁寧なキャリアガイダンスを行っている。
このようなカリキュラムをふまえ、学生が理想とする看護師像を描いて卒業していく
ことができるようにキャリアサポートを実施している。
（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画）
上述のように、現行のキャリアガイダンスは充実しているが、さらに向上をはかるた
めに、第三者の意見を聴取した。すなわち、リハビリテーション学部では、学生の就職
先アンケートを実施した。今後はこれらの結果を参考にガイダンスの一層の充実を図っ
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ていく。また、教職員はキャリアガイダンスが単なる就職支援ではないことを再確認し、
1 年次から４年次を通じて本学の使命である「優れた医療専門職を育成」するにはどう
すべきか、また高度な医療専門職として社会で活躍する学生に自ら考える力を涵養せし
めるにはどうすべきかなど SD 活動や FD 活動を通じて研鑽を図っていく。
看護学部においても、理想の看護師像を描きながら専門職業人としての自覚をもてる
よう 1 年次から段階的なキャリア教育を進めていく。また、就職支援についても引き続
き学生が早期から卒業後の進路について情報収集し、十分に考えて就職先の決定と受験
準備ができるよう支援計画していく。
さらに、国家試験合格に向けて、学生のモチベーションの向上、教職員全体で支援す
るという意識改革と、個々の学生の状況に応じた支援対策を検討し、役割を明確にした
支援体制を整える。
2－4

学生サービス

2-4-①

学生生活の安定のための支援

（1）2－4 の自己判定
基準項目 2－4 を満たしている。
（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-4-①

学生生活の安定のための支援

本学は小規模大学であり、その最大の利点は学生に対してきめ細かなサービスを提供
できることである。両学部それぞれが特徴ある支援を行っている。
リハビリテーション学部
学生生活安定のための支援は学生委員会が中心となって実施している。学生相談の場
として、担任、ICP、オフィスアワーを設置し、新学期のガイダンスで「学生便覧」
（リ
ハビリテーション学部）（p10）に基づき紹介し、学内にポスター掲示をしている。
令和元（2019）年度の主な相談内容は、①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、学習方法に関する相談、学籍異動に
関する相談）②学生生活に関すること（日常生活に関する相談・助言、事故に関する相
談・指導・助言、経済的な問題に関する相談・助言、その他学生生活に関すること）③
進路に関すること（進路に関する相談・指導・助言）④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、メンタルヘルスに関する相談・助言）⑤国家試験受験に
関すること（国家試験対策に関する相談・指導・助言）⑥保護者への対応（学修状況に
関すること、学籍異動に関する相談）である。
担任は、各学年固定の「学年担任」と、入学時から卒業まで継続して担当する「持上
り担任」の複数担任からなる。相談の内容・頻度と保護者への対応、担任が受けた相談
を必要に応じ教員間で共有し、学生へのより良い支援を行う体制になっている。また集
計表を作成し、毎月の件数と相談内容を集計し実態把握に努めている。令和元（2019）
年度の集計結果を表 2-4-1 に示す。
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表 2-4-1

学生面談件数
件数(件)

時間(時間)

5040

1316

就職・進路

909

232

その他

373

100

6229

1557(＊)

学習

合計

＊教員一人当た 75 時間

心身の健康に関することは、担任・学生相談室が対応し、必要に応じ ICP の利用を勧
めている。ICP での相談内容は成績に対する不安、学習のストレス、対人関係など多岐
にわたるが、これら心身の負担の軽減に専門家のアドバイスが役立っている。
体調が悪くなった学生のために、保健室が設置されており、保健室運営要綱と保健室
運用申し合わせに従い利用されている。エビデンス集（データ編）表 2-7 に記したよう
に、本学園および大学独自の奨学金は充実しており、的確に運用されている。また、経
済的な問題を抱えている学生には、外部の各種奨学金制度について適切な助言をしてい
る。表 2-4-2 に令和元（2019）年度の外部奨学金の実績を示す。
表 2-4-2

令和元（2019）年度奨学金受給者
小野奨学会

給付・貸与

月額（円）

人数（人）

40,000

給付奨学金

5

日本学生支援機構
給付・貸与
給付奨学金

種類

月額（円）

人数(人）

自宅

30,000

7

自宅外

40,000

0

20,000

0
4
1
0
63
4
0
15
2
22
1
4
26

30,000
第1種

40,000

奨学金

（自宅外のみ） 50,000
（自宅最高月額）

54,000

（自宅外最高月額） 64,000

20,000

貸与奨学金

30,000
40,000

第2種

50,000

奨学金

60,000
70,000
80,000
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90,000
100,000
110,000
120,000

1
25
2
38

学生の課外活動支援は、学生委員が自治会顧問となり年間計画を立て、自治会活動を
支援している。令和元（2019）年度自治会活動は、学生総会・新入生歓迎会・樟葉祭（学
園祭）
・謝恩会であった。また各クラブ活動も教員が顧問となり、学生の仲間づくりの一
助となるよう、支援している。クラブは野球部・フットサル部・バトミントン部・バス
ケットボール部・バレーボール部・テニス部・軽音楽部・手話歌部、Student of Physio
の 9 つある。
健康管理の支援は、臨床実習における感染予防対策を主として実施している。本学部
における臨床実習において、麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘などの抗体検査や検便・
検尿などの報告が必要とされる実習施設は約 30 施設である。これらの実習施設に配属
される学生に対し、各々の施設から要請されている感染予防対策について個別に対応・
指導している。また、同様に臨床実習に臨む全ての学生に対して、実習ガイダンスを通
じて担任からインフルエンザを含めた基本的な感染予防対策の指導を行っている。
看護学部
学生生活安定のために、学生委員会が学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握
と学生生活向上のための支援を実施している。
学生サービスおよび厚生補導のための組織的な取り組みとしては、まず責任体制を明
確化し、①担任アドバイザー体制の確立、②学舎環境整備のための学生による環境委員
会の支援、③健康管理（感染予防対策、保健室の運営を含む）支援、④奨学金など学生
に対する経済支援、⑤学生の課外活動支援、⑥学生の声をくみ上げるシステムが整備さ
れている。「学生便覧」（看護学部）には学生支援の項目にアドバイザー制度、ICP を明
記し学生に周知している。尚、学生相談については、後述の担任アドバイザー体制をと
り運営している。相談室としては、看護学舎内には配置はない。メンタルヘルスに関す
る相談は、アドバイザーが担当の学生の状況に応じて、ICP と連携しながら対応してい
る。
1）アドバイザー体制の確立
アドバイザーの役割は、学生生活全般にわたって学生をサポートするものである。平
成 27（2015）年度から、学生委員会がアドバイザーの原則的な役割を明文化し、体制
の確立に向けた活動を実施した。アドバイザーは、1 グループ 9～11 名の学生につき 2
～3 名の教員を配置し、担当学生数に偏りがないようにしている。各教員は申し合わせ
事項に則り、臨機応変に対応している。
平成 29（2017）年度から、それまでの 2 年間のアドバイザーの活動状況を把握し、
完成年次に向けてアドバイザー制度が円滑に機能するようバックアップ方法を検討し
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た。その結果、アドバイザーグループの 2 グループ毎に教授 1 名がサポートを行う体
制とした。完成年次を迎えた令和元（2019）年度の年度末の集計結果は、修学に関す
る相談、進路、生活全般にわたる相談等が、延べ回数 331 回、約 170 時間、保護者へ
の対応がのべ 62 回、37 時間であり、前年度より少ない傾向が見られた。バックアップ
方法の影響の有無等を今後も評価して必要時、修正を重ねる必要がある。
初年度から令和元（2019）年までの各年度の活動報告の集計結果を表 2-4-3 に示し
た。

表 2-4-3

相
談
面
談

学
習
指
導

アドバイザー活動報告
平成 27
年度
延べ回数
306
・個別面談
279
・その他
27
総時間
延べ回数
・個別指導
・グループ学習
・その他
総時間
延べ回数

保
護
者
対
応

・教育懇談会
・面談
・電話/メール対
応
総時間

学
生
交
流

平成 28
年度
368

平成 29
年度
487

平成 30
年度
337

令和元
年度
331

361
7

452
35
206 時
間
50 分
52
39
0
13

303
34

277
54

174 時間
3分
27

170 時間
45 分
15

27
0
0

15
0
0

42 時間
00 分
129

17 時間
12 分
67

7 時間
40 分
62

61
25
43

47
11

32
8
22

24 時
間
40 分
10
10

55 時間
40 分
7
7

44 時間
30 分
6
6

37 時間
15 分
7
7

12 時間
10 分

10 時間
00 分

13 時間
00 分

14 時間
30 分

165 時間
10 分
85

159 時間
33 分
62

55
30
0

57

60
2
0
52 時
間
30 分
48

39
7

35
5

11

8

49 時間
20 分

33 時間
10 分

延べ回数
・交流会
総時間

9

令和元（2019）年度の主な相談内容は、リハビリテーション学部と同様に①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、
学習方法に関する相談、学籍異動に関する相談、臨地実習に関する相談） ②学生生活
に関すること（日常生活に関する相談・助言、事故に関する相談・指導・助言、経済的
な問題に関する相談・助言、その他学生生活に関すること）③進路に関すること（進路
に関する相談・指導・助言）④心身の健康に関すること（身体的な健康に関する相談・
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助言、メンタルヘルスに関する相談・助言）⑤国家試験受験に関すること（国家試験対
策に関する相談・指導・助言）⑥保護者への対応（学修状況に関すること、学籍異動に
関する相談）である。
メンタルヘルスに関する相談については、アドバイザーが担当の学生の状況に応じ
て、ICP と連携しながら対応している。また、ICP における学生相談については、入
学時ガイダンス時にカウンセラーから直接オリエンテーションを受けている。また、保
護者にも郵送で入学までに周知している。相談内容は成績に対する不安、学習のストレ
ス、対人関係など多岐にわたるが、これら心身の負担の軽減に専門家のアドバイスが役
立っている。
保護者への対応の内容は、学修状況に関すること、学籍異動等に関する相談などであ
る。平成 29 年度から教育懇談会を年 2 回実施することとした。それまで同様に 1、2
年生対象は 8 月、新たに 3 年生対象を 3 月に実施した。令和元（2019）年度の 1、2 年
生の出席は、全体会 55 名、個人面談 37 名であった。個別面談はアドバイザーが担当
し、学修状況だけではなく、多岐に渡る内容であった。3 年次の出席は、COVID-19 感
染拡大のため、中止となった。そのため、令和 2（2020）年度の 9 月に、3、4 年次の
教育懇談会を開催予定にしている。なお懇談会を通して、保護者間の交流も図られてい
くよう工夫を重ねる必要がある。
2）学舎環境整備のための学生による環境委員会を含めた支援
学舎環境を学生自身が主体的に整備していく委員会として学生委員会の支援のもと、
学部開設初年度から発足し、各アドバイザーグループから 1 名ずつ環境委員を選出し
ている。現在の運営は、1 年生が中心で 2 年生がサポートするという形で行っている。
平成 30 年度より清風学舎 5 階の大学フロアを使用することになったが、学生生活実態
調査では、看護学舎の自習室の満足度が低い状況は変わっていない。パソコンが使用可
の部屋や、飲食時のスペースの確保など課題が残る。ハード面だけでなく、ソフト面に
おいても学生環境委員と共に、自習室の使い方、静穏に学習したいと思っている学生の
声などを周知し、学生一人ひとりが責任をもって活用できるように働きかける必要があ
る。
3）健康管理（感染予防対策、保健室の整備を含む）を支援する体制の整備
看護学部は、病院実習時に報告義務があるため、学生全員に入学時健康診断および感
染予防対策として、麻疹・風疹・流行性耳下腺炎・水痘、およびＢ型肝炎について血液
検査を実施している。その結果に基づいて予防接種に関する全体および個別指導を実施
し、各自が自覚をもって管理できるよう個人管理用のファイルを配布し、感染予防に対
する認識を高めるよう支援している。
保健室については、平成 29（2017）年度からは、大学として「四條畷学園大学保健
室運営要項」を定め、業務担当者を配置し「四條畷学園大学保健室運用申し合わせ」に
基づいて運営していくこととなった。スムーズに引き継がれるように、従来の「保健室
運用についての申し合わせ」との新旧対比表、および対応チャートを作成し、保健室に
掲示するようにした。「3.収容除外項目」が明確化され、医療機関等との連携が明ら
かになった。今後保護者への対応など事例を重ね検討する必要がある。引き続き学生委
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員会の教員を 1 名保健室担当とし、物品管理や利用者への理解が得られるような工夫
をしている。
4）奨学金など学生に対する経済支援
学園独自の奨学金については、四條畷学園大学奨学金規程に基づき、学生委員会で定
めた奨学金規程看護学部施行細則の奨学金支給者選考基準に則り給付対象学生を推薦し
ている。実績はエビデンス集（データ編）表 2-7 に記した通りである。各種外部奨学金
の受給者の種別と内訳は以下の表 2-4-4 の通りである。
5）学生の課外活動への支援
学生の課外活動支援は、学生委員が自治会顧問となり年間計画を立て、自治会活動を支
援している。令和元（2019）年度自治会活動は、学生総会・新入生歓迎会・樟葉祭・謝
恩会であった。また各クラブ活動も教員が顧問となり、学生の仲間づくりの一助となる
よう支援した。しかし、
「バトミントンクラブ」は複数学年が参加しているものの授業と
の関係で、活動自体は学年ごとであった。また「ナース eggs 同好会」、「ハンドメイド
表 2-4-4

令和元（2019）年度奨学金受給者
小野奨学会

給付・貸与

月額（円）

給付

人数（人）

40,000

5

日本学生支援機構
給付・貸与
給付奨学金

種類

月額（円）

人数（人）

自宅

30,000

5

自宅外

40,000

0

20,000

0
2
3
0
69
2
3
11
2
23
3
8
23
0
36
4

30,000
第1種

40,000

奨学金

（自宅外のみ） 50,000

54,000

（自宅最高月額）

（自宅外最高月額） 64,000

20,000
30,000

貸与奨学金

40,000
50,000
第2種

60,000

奨学金

70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
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120,000

59

同好会」も中心となっていた 4 年生の卒業や授業との関係で活動が休止している状態で
ある。クラブ活動に加入していない学生が 2 年生では 73％、3 年生は 95％である。
6）学生の声をくみ上げるシステム
学年ごとの各アドバイザーグループから代表 1 名と学部長、学科長懇談会を年度末に
行っている。学生からは、学習環境改善（図書館の温度管理、プライベートスペース、
グループ学習室の利用方法など）の要望が上がり、天井にファンを設置、グループスペ
ースの確保、グループ学習室の運営方法等を変更した。また、学生の声投書箱を設置し、
学生の個人の意見をくみ上げて、その都度検討し回答している。
（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画）
学生生活安定のための支援は、主として各学部が独自に関連委員会や担任、アドバイ
ザーを中心にその確立を目指し展開してきた。学生の反応等を「学生の声（常設アンケ
ート」と学生生活実態調査（年 1 回、両学部）で把握し、各委員会とも協力して学生へ
の返答と具体的な対応を行っているが、今後も一層の充実を図る。また、両学部に共通
する支援については、学部共同体制を確立して充実を図ることを継続する。
2－5

学修環境の整備

2-5-①

校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理

2-5-②

実習施設、図書館等の有効活用

2-5-③

バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性

2-5-④

授業を行う学生数の適切な管理

（1）2－5 の自己判定
基準項目 2－5 を満たしている。
（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-5-①

校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理

校地、校舎、設備等の教育環境の整備と適切な運営・管理に関しては以下のように対
応している。
＜校地、校舎＞
校地、校舎（学舎）の詳細な数値については、エビデンス集（データ編）「共通基礎」
に掲げた。
【校地】
本学は、JR 学研都市線四条畷駅から徒歩 13 分の飯盛山麓に位置する主にリハビリテ
ーション学部が使用する北条エリアキャンパスと、同駅からは徒歩 1 分の至便な距離に
ある主に看護学部が使用する学園町キャンパスから成っている。学舎の配置については
ホームページにわかりやすく表示している。
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北条キャンパスは、リハビリテーション学舎のある専用キャンパスに加え、図書館や
体育館、学生食堂などに関しては、駐車場などを挟んで徒歩 2 分の距離の四條畷学園短
期大学北条キャンパスとその一部を共用しており、これらを合せた形で、キャンパスを
形成している。
一方、看護学部は、主に学園町にある専用の看護学舎を使用しているが、加えて、看
護学舎と市道を挟んで徒歩 1 分の距離にある四條畷学園短期大学清風学舎の一部を両学
部が共用しており、これらを合せた形で、学園町キャンパスを形成している。
本学の校地面積は 22,722.3 ㎡（うち、専用面積：7,913.0 ㎡）で、専用校地だけでも
大学設置基準（6,400.0 ㎡）を満たしている。

【校舎】
大学の学舎面積は 22,474.2 ㎡（うち、専用面積：10,232.4 ㎡）で、専用学舎だけで大
学設置基準（8,527.2 ㎡）を満たしている。施設利用時間は表 2-5-1 の通りである。
表 2-5-1

学舎及び図書館の開館時間
施設

平日

土曜日

8:40~21:00

8:40~17:00

北条図書館

9:00~21:00

9:00~17:00

清風図書室

9:00~17:00

学園町図書館

9:00~21:00

リハビリテーション学舎
看護学舎
清風学舎
北条学舎

9:00~17:00

【リハビリテーション学部の学舎】
北条エリアキャンパスにあるリハビリテーション学舎には、大学設置基準第 36 条に
定めている「学長室」、「会議室」（教授会、学部会議、各種委員会等に活用）、「事務室」
（学舎 1F 正面入口に位置し学生窓口を設置）をはじめ、「副学長室」、「学部長室」、研
究室（教員が授業準備や研究活動、学生相談等を行う）20 室、教室（座学形式の講義を
行う「講義室」8 室、義肢の使用方法を具体的に学ぶための「義肢装具学実習室」1 室、
主として作業療法学専攻が使用する「日常生活活動実習室」1 室、理学・作業両専攻が
臨床に向けた適切な評価方法を学ぶ「評価実習室」1 室、多様な実習に活用できる「多
目的実習室」1 室、解剖学標本模型を活用し解剖学等の基礎医学を学ぶ「基礎医学実習
室」1 室、主として理学療法専攻で、具体的な手技や方法を学ぶための機器や基本動作
の測定や分析を行う機器を備えた「物理療法学/運動療法学/実習室」1 室、作業療法専攻
が身体機能を正しく把握する検査技術等を学ぶための「作業活動実習室」1 室、
「 保健室」、
「学修支援室」
（個人またはグループによる学修、学修スキル向上のための支援活動、個
人の学修指導・相談の場として活用）、
「学生控室」
（学生ラウンジ）、
「パソコン室 2 室」
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（うち 1 室はパソコン自習室）のほかに、「ゼミ室」4 室や、「学生ロッカー室」、「学生
相談室」などが配置してある。また、学生の勉学向上に資するため、一定のルールのも
と、「実習室」「パソコン室」「講義室」「学修支援室」等を自習用に利用可としている。
北条キャンパスで、四條畷学園短期大学と共用する北条学舎には、大学設置基準第 36
条に定めている「研究室」
（本学専用 4 室）、
「図書館」、
「学生控室（食堂兼休憩室 2 室）」、
体育の授業と学生がクラブ活動で利用できる「体育館」のほかに、近隣にレストランや
コンビニエンスストアがない点を補完する学生食堂（ビストロ北条）等を配置してある。
また、平成 30（2018）年 3 月に四條畷学園短期大学ライフデザイン総合学科総合福
祉コースが廃止となったことから、学園施設有効活用の一環として、平成 30（2018）年
4 月より、学園町キャンパス清風学舎 5 階（講義室 3 室、家政実習室、介護実習室、浴
室実習室、教員控室）を四條畷学園短期大学と共用し、リハビリテーション学部 1 年生
一般教養科目の一部授業を行っている。
【看護学部の学舎】
学園町キャンパスにある看護学舎には、大学設置基準第 36 条に定めている「会議室」
（教授会、学部会議、各種委員会等に活用）、
「事務室」
（学舎３F 中央に位置し学生窓口
を設置）をはじめ、「学部長室」、「学科長室」、「研究室」（教員が授業準備や研究活動、
学生相談等を行う）をあわせて 26 室、「教室」（座学形式の講義を行う大講義室 1 室を
含む「講義室」3 室、模擬患者実習等を行う「基礎看護学実習室」1 室、新生児の抱き方
等の練習を行う「母性･小児看護学実習室」1 室、模擬家族を柱とした授業を行う「成人･
老年看護学実習室」1 室、日常生活を支える援助を学ぶ「精神･在宅看護学実習室」1 室）、
「図書館」、
「保健室」、
「学生自習室」
（学生が予習・復習や国家試験の勉強を行う）、
「学
生控室（学生ラウンジ）」のほかに、「学生ロッカー室」（男女別に設置）、「面談室」（学
生相談等に活用）などが配置してある。
学園町キャンパス清風学舎では、従来の四條畷学園短期大学と共用部分に、平成 30
（2018）年 4 月から 5 階部分を追加しており、大学設置基準第 36 条に定めている「学
長室」や、「講義」室 11 室、「小児保健実習室）、
「小児栄養実習室」
（調理実習室）、「家
政実習室」、「介護実習室」、「浴室実習室」、「教員控室」、「パソコン教室」、「学生控室」
（学生ラウンジ）が配置してある。また清風学舎にある「介護実習室」及び「浴室実習
室」は環境整備中であるが、「老年・在宅看護学実習室」として配置している。
＜体育施設＞
北条キャンパスにある体育館（452 ㎡）およびテニスコート（2,889 ㎡）は、四條畷学
園短期大学と共用で、授業での利用のほかに、クラブ・同好会活動等でも使用している。
授業では、体育館を一般教育科目（リハビリテーション学部）あるいは教養科目（看護
学部）で利用している。リハビリテーション学部では「健康科学入門」の授業で理学療
法学専攻と作業療法学専攻の 2 クラス、看護学部では「健康・スポーツ科学演習」の 1
クラスで利用している。
＜学生食堂＞
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北条キャンパスにある学生食堂「ビストロ北条」は四條畷学園の直営施設である。食
堂としては 11:30~13:30 まで、デザートなどの利用では 11:30~15:00 まで営業している。
ビストロ北条の利用状況を表 2-5-2 に示した。
表 2-5-2 ビストロ北条の利用状況

利用件数（年間/件）
営業日数（日）
一日平均利用者（人）

平成 27

平成 28

平成 29

平成 30

令和元

年度

年度

年度

年度

年度

15,426

14,706

14,235

13,013

13,541

193

190

202

197

200

80

77

71

66

68

＜安全性への配慮＞
北条キャンパスにあるリハビリテーション学舎は、平成 13（2001）年に建設されたも
ので、現在の耐震基準を満たしているものと考えられる。北条キャンパスにある北条学
舎の A 棟は、平成 5（1993）年に改修されており、現在の耐震基準を満たしている。他
方、北条学舎 B 棟は昭和 44（1969）年の建物であるため、平成 24（2012）年 8 月に耐
震診断を実施した結果、建物の耐震性能を表す指標である構造耐震指標（Is 値）最低値
が 0.36 であった（1 階 0.65、2 階 0.43、3 階 0.36）ため、平成 27（2015）年 8 月に、
ブレース増設と耐震スリットによる耐震補強工事を実施した。その結果、最低の Is 値は
0.78 となり、文部科学省が示している学校基準（0.7 以上）をクリアした。
学園町キャンパスの看護学部学舎は、平成 27（2015）年に竣工したものであり、清風
学舎も平成 18（2007）年に竣工した建物である。いずれも、現在の耐震基準を基に建て
られていることから、耐震性能面に問題は無い。
アスベストについては、法人本部事務局が専門業者に依頼し、全ての建物で調査を実
施した結果、使用は確認されなかった。
平成 25（2013）年度には、リハビリテーション学舎が竣工後 10 年を経過したことか
ら、リハビリテーション学舎の外装タイルについて、テストハンマーの打診による剥離
チェックを全面的に実施するとともに、補修を行った。
学内の警備については、北条エリアキャンパスも学園町キャンパスも、各所に防犯カ
メラを設置して、安全面の配慮をしている。夜間・休日については、北条キャンパスで
は、警備保障会社への委託契約により、機械警備を導入している一方、学園町キャンパ
スでは、学園本部に常駐する警備員が、見回りの巡回を行うなど、法人本部事務局にお
いて 24 時間監視する体制となっている。
防災対策についても、四條畷学園危機管理マニュアルを制定し緊急災害時の対応・対
策や、備蓄品の整備などを順次進めている。
＜その他の施設＞
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リハビリテーション学部のある北条キャンパスから徒歩 10 分の距離にある学園町キ
ャンパスに、リハビリテーション学部付属のスポーツ活動相談・指導室を設置している。
同施設には、健康相談と体力測定、健康増進に必要な機器が配備されており、リハビリ
テーション学部の教員が専門的知識を生かして相談・指導に当たっている。また、同指
導室の活動は旧リハビリテーション総合研究所の業務の一部として従前より行われてき
ており、学生、生徒の健康管理に役立ってきた。
＜運営・管理＞
講義室、実習室、研究室などの施設や設備は、リハビリテーション学部、看護学部と
もに、学舎内の大学事務室が維持管理、保守点検を行っている。建物、電気設備、エレ
ベ－タ、給排水設備等については、四條畷学園の法人本部事務局と連携して法令に基づ
いた検査・点検を実施するなど、適切に維持・管理が行われている。夜間および休日の
警備は、外部の警備保障会社に委託している。情報関係機器類については、パソコン教
室で執務している職員が、大学事務室との連携を取りながら維持管理を行っている。北
条エリアキャンパスの体育館や図書館、学生食堂の運営・管理については、短期大学の
北条事務室が主に管理･運営を担当している。
以上のように校地、校舎等の施設や設備等の教育環境は、大学設置基準を上回って整
備されている。安全性に関しての法令に基づくチェックや、障害者への配慮などもして
おり、小規模ながら適切に運営されている。今後とも学生、教職員の要望や時代の要請
に配慮した改善と充実を図りたい。
2-5-②

実習施設、図書館等の有効活用

＜図書館＞
北条図書館は北条学舎 1F にあり、四條畷学園短期大学ライフデザイン総合学科との
共用となっている。図書館施設の専有面積は 472.99 ㎡で、図書の収容能力は 25,000 冊
である。また、北条学舎 2F には書庫（12.72 ㎡）がある。蔵書数は令和 2（2020）年 3
月 31 日時点で 35,954 冊（雑誌、視聴覚資料を除く）であり、収容能力を大幅に超えて
いる。図書の除籍による蔵書数の抑制、収容能力のある書庫の設置などの対応が必要と
なる。
館内の閲覧座席数は 80 席（うち 16 席は PC 利用席）あり、ほかに視聴覚用の閲覧席
が 3 席ある。本学内の PC（図書館内も含む）からは図書館用ページへアクセス出来る
ようになっており、図書館資料の検索・論文情報の検索・電子書籍（令和 2（2020）年
3 月 31 日時点で 160 点、うちリハビリテーション学部予算での購入分は 144 点）
・電子
ジャーナル（令和 2（2020）年 3 月 31 日時点で 19 誌）などを閲覧することが出来る。
電子書籍、および電子ジャーナルの一部は、希望者が申請することで学外からアクセス
できる体制を整えている。今後は申請数の増加のため、利用者へ学外アクセスが可能で
ある旨を広報していく必要がある。所蔵している定期刊行物は 149 誌あり、うち洋雑誌
は 12 誌である。電子ジャーナルは 19 誌あり、うち洋雑誌は 11 誌である。
学園町図書館は看護学舎 3 階にあり、専有面積は 332.96 ㎡、閲覧座席数は 81 席、グ
ループ学習室が 2 室ある。パソコン台数は 35 台（個別用 31 台、グループ学習室 2 台、
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蔵書検索用 2 台）である。
令和 2 年（2020）年 3 月 31 日現在、図書 30,845 冊、電子書籍 106 冊、視聴覚資料
676 巻、学術雑誌は、内国雑誌 40 誌、外国雑誌 126 誌（うち電子ジャーナル 126 誌）
を所蔵している。2019 年度購入数は、図書 386 点、電子書籍 26 点である。
また、国家資格や卒業研究に向けて図書館利用者の増加が見込まれたため、図書の充
実を計ることは元より環境整備やグループ学習室におけるアクティブラーニングの活性
化を計った。グループ学習室の利用は、時間予約制とした。このことにより、利用の効
率化と活性化がはかれ円滑に利用運営が行われている。
2019 年度は、1）清風図書館との合併、2）学生のパーソナルスペースの充実、3）図
書ガイダンスの充実、4）図書館利用状況の促進を目標として活動を行った。
清風図書館閉鎖に伴う合併により 9 月から学園町図書館に書籍類を移動し、短期大学
保育学科学生の活用のため絵本架を設置した。絵本架設置のため、カウンター横にパソ
コンを移動した。パソコン環境を改善するためパーテーションを設置し、パーソナルス
ペースの確保を行い、学生の利便性を高めている。
図書ガイダンスは毎年 4 月に看護学生と教員に実施しているが、今年度は短期大学生
も対象としてそれぞれのニーズに沿ったガイダンスを実施した。ガイダンス内容は、①
図書ガイダンス、②看護学科 1、2 年生は図書ガイダンス、3 年生は研究方法論にて文献
検索方法の説明を行い、③短大保育 1 年生は図書ガイダンス にて図書館の利用方法を
説明した。④新任教員にむけ、研究図書などの購入方法、リモートアクセスについて説
明を行った。
図書館の利用促進については、短期大学学生の利用者数が増えている割には、前年度
と比較して利用者数は減少している。図書貸出者数は、2018 年 2,947 件であったが、
2019 年度は 2,813 件であった。看護学部学生の利用者数の減少がみられる。反面、図書
貸出数は 2018 年 4,277 で、2019 年度は 5,238 と大きく増加しており、利用者ひとりあ
たりの貸出し件数が増加しているといえる。利用者総数の内、夜間利用者数は 1 日あた
り 438 人であり、土曜日利用者数は 1 日あたり 76.1 人であった。1 日あたりの図書利
用者数は学生と教員で 38.7 人であり、図書貸出冊数 1 ヶ月あたり 462.6 冊であった。
今後の課題として以下の 5 点がある。1）e-book やデータベースの利用状況に学生間
で差がみられるため、1 年次、2 年次のガイダンスでより多くの学生が個別にパソコン
を利用できるようにする、2）国家試験対策のため、夏季休暇中の開館時間延長の検討、
3）短大学生を含めた利用者全員のための図書の配架や学習環境の改善、4）e-book の利
用、普及を図るため教員による学生の啓発機会の確保、5）e-book 閲覧時の登録切れ（3
か月ごとに登録更新が必要）を防止するため対応策として、登録を促す定期通知の配信
などの検討。
両館とも教員・学生の文献調査のため、論文データベースを図書館用ページに掲載し、
アクセス可能な体制を整えている。
「CiNii」
「医学中央雑誌 Web」
「メディカルオンライ
ン」「PubMed」などが利用可能である。また両図書館の開館時間は、平日 9 時から 21
時、土曜日は 9 時から 17 時としている（表 2-5-1）。
運営は四條畷学園大学・短期大学図書館管理規程に従って行われている。また、図書
館利用状況は表 2-5-3 及び表 2-5-4 の通りである。
37

四條畷学園大学

表 2-5-3

北条図書館利用状況（本学生）
平成 27

平成 28

平成 29

平成 30

令和元

年度

年度

年度

年度

年度

貸出者数
（リハビリテーション学部

2,039

2,280

2,254

1,501

1,100

3,743

4,306

4,028

3,139

1,904

利用人数）[単位：人]
貸出冊数
（リハビリテーション学部
利用冊数）[単位：冊]

表 2-5-4

学園町図書館利用状況（本学生）
平成 27

平成 28

平成 29

平成 30

令和元

年度

年度

年度

年度

年度

貸出者数
（看護学部利用人数）

502

1,258

2,377

2,947

2,813

834

2,024

4,277

5,214

5,238

[単位：人]
貸出冊数
（看護学部利用冊数）
[単位：冊]
＜情報サ－ビス施設＞
リハビリテーション学舎には、パソコン教室 1（設置パソコン＝28 台）と、パソコン
教室 2（設置パソコン＝54 台）の 2 室があり、パソコン教室 1 は、パソコン自習室とし
て学生が自由に利用している。パソコン教室 2 についても、授業で使用していないとき
は、学生がレポ－ト作成等に使用しており、事務室内の IT サポート可能な職員 1 名が、
学生からのレポート作成時の質問等に対応している。リハビリテーション学舎内の評価
実習室や学生ラウンジ、自習室には無線 LAN ルーターが設置され、学生がパソコンを
持ち込んで自由にインタ－ネット等を使用できるようにしている。また、リハビリテー
ション学舎 1 階、2 階、4 階にも無線 LAN ルーターを設置し、パソコン、スマートフォ
ン、タブレット端末等の使用環境を整えている。
看護学部では、清風学舎においてパソコン教室（設置パソコン＝46 台）を四條畷学園
短期大学と共有しているほか、看護学舎の自習室には、パソコン 36 台を配置し、図書室
にはパソコン（個別利用）31 台を配置し、どちらも学内 LAN への接続を可能としてい
る。図書室に設置しているパソコン 2 台は話し合いを行いながらグループ学習できるよ
うに、図書室内の二つの小部屋にそれぞれ配置し、利便性を図っている。また、看護学
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舎の講義室、実習室、研究室等の各室からは、情報コンセントにより、学内 LAN への接
続を可能としている。また、看護学舎の 5 階学生ラウンジ、図書館、会議室には、無線
LAN ルーターを設置し、学生や教職員が自由にインターネットを利用できるようにして
いる。加えて、講義室と実習室には、パソコン対応のマルチメディア装置を設置して、
視聴覚資料を活用しながら、実践的な学習の場を提供できるように整備することで、教
育効果を上げている。
2-5-③

バリアフリーをはじめとする施設・設備の利便性

リハビリテーション学舎、看護学舎、清風学舎、北条学舎は、障害者用トイレの設置
を含め、概ねバリアフリーな造りとなっており、難聴者のための補助器具として FM 機
器も用意されている。
2-5-④

授業を行う学生数の適切な管理

本学は、リハビリテーション学部、看護学部ともに、入学定員が 80 名と、比較的少人
数であり、授業を行う学生数の管理については、問題となるようなことはない。
リハビリテーション学部では、専攻別に管理している。1 学年当りの学生数が理学療
法学専攻、作業療法学専攻ともに 40 人前後であり、学年全員が同時に受講する両専攻
共通の講義科目でも、リハビリテーション学舎に二つある大講義室（定員 100 人）、学
園町キャンパス清風学舎 5 階の大教室（定員 121 名）の何れかで行うことが出来る。万
一、再履修者等のために、講義受講者が 100 名を超えることが想定される場合は、クラ
ス分けをして講義を行うなど、教室からオーバーフローしないように対応している。
看護学部も、学年全員が受講する講義科目の場合でも、三つの講義室（定員 90～180
人）の何れかで、行うことができる。教育効果を考えて、必修科目である「接遇技術演
習」や語学科目の「英語」、「英会話」およびコンピュータを使用する「情報リテラシー
Ⅰ」、「保健統計学」は、1 学年 2 クラスの編成による講義を行っている。選択科目であ
る「統計学」、「情報リテラシーⅡ」、「家事援助論」、「身体表現法」、「医療英語Ⅰ」につ
いては、人数制限を課している。
リハビリテーション学部においては、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、グループに分けての講義を行っており、ゼミナール形式による指導では、1 教
員に 3～5 人の学生という体制で実施しているものもある。
看護学部においても、少人数の方が望ましい演習科目などのグループ学習形式による
指導では、学生をグループに分けて、1 教員に 5～10 人の学生という体制で教授してい
る。
以上のように授業科目によっては、クラス分割を実施するなどして、きめ細かい指導
体制で運営を行っている。
（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画）
平成 27（2015）年 4 月に、看護学部が新たに開設され、学舎の相互利用、教職員・学
生の交流など、二つのキャンパスのシナジー効果が期待出来ると考えている。例えば、
カリキュラム検討委員会では、両学部の学生が教養を育む科目を合同で受講することに
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より、人的資源の有効活用、講義室の効率的運用、学生間交流の深化等につなげること
を検討している。
また、看護学部で人数制限を課している選択科目については、履修希望者が上限を超
えた場合の対応等について、学生に不利益が生じない様に公正に行うとともに、履修希
望者が全員履修できる様に担当教員と協議を行ないつつ、適切な対応を図っていく。
情報通信技術活用の観点では、無線 LAN ルーターの増設やマルチメディア装置の設
置などハード面を充実させてきた。今後は、現在リハビリテーション学部の「解剖学」
に留まっている「オンデマンド」授業をその他の授業にも拡大する等、ソフト面の充実
も検討する。
図書館は、24 時間アクセス可能な電子書籍（Maruzen-e-book Library）の増加や IT
環境の整備を進めてきたが、今後は、ラーニングコモンズ環境を整備し、主体性を持ち
協働して学ぶ力の育成の場とする。
また、本学の施設を、卒業生向けの「学術講演会」や「ホームカミングデー」の場と
して活用し、現役学生と卒業生の「縦のつながり」、卒業生同志の「横のつながり」を深
め、相互の情報交換を活発に行う場を提供したい。
2－6

学生の意見・要望への対応

2-6-①

学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用

2-6-②

心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意
見・要望の把握・分析と検討結果の活用

2-6-③

学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用

（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）
平成 28（2016）年 8 月から両学部の学生委員会、自己点検・自己評価委員会が連携し
て学生生活実態調査を実施している。その実態調査の結果をもとに学修支援、学生生活、
学修環境について、意見・要望の把握と検討した対応状況についてまとめた。
2-6-①

学修支援に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用

リハビリテーション学部
令和元（2020）年 2 月から 3 月にかけて、在学生を対象に学生生活実態調査を行った。
そのうち、学習支援に関する事項に関して課題を抽出し検討した。
「現在、学生生活に関する悩みや不安はありますか。」の問いに対し、約 65％の学生
が悩みを持っていると回答し、その主な悩みは「学業や成績について」
（41％）、
「就職や
将来の進路について」
（14％）であった。他方、
「授業以外で自己学習をしていますか。」
の問いに対して、「1 日 1 時間程度」が 41％程度、「していない」が 20％程度選択され
た。勉強時間が多い層は、授業が少なく国家試験勉強をしている 4 年生であると考えら
れる。4 年生は全体の 25%程度であるため、3 年生以下の学生の多くが 1 時間以下の学
習時間であり、必要量に達していない可能性が高いことが推察された。
学習支援のための環境とシステムとして「学習支援室」、
「オフィスアワー」、
「担任制」
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を整えているが、それらに関する回答も分析した。まずオフィスアワーについては、70％
程度の学生が「利用したことがない」と回答した。学習支援室については、
「ほとんど利
用したことがない」と回答した学生は 30％程度であった。担任制については、50％程度
が「相談などしたことがない」と回答した。ただし、全学生は必ず担任と個別面談を行
っていることから、担任制に関するアンケートの趣旨を理解していない可能性が考えら
れた。以上より、学習支援の環境およびシステムを十分に活用できていない可能性があ
るため、学習の質と量の向上を図るべく、周知と活用方法を指導するところから行う必
要があると考えられた。
「国家試験に向けての支援は適切ですか」の問いに対して、約 80％の学生が適切である
と回答した。その結果として、令和元（2019）年度合格率は、理学療法学専攻で 94％（全
国合格率 86.4％）、作業療法学専攻 100％（全国合格率 87.3％）の結果が得られた。
看護学部
看護学部では、学生生活実態調査を令和元(2019)年 7 月に 2 年生、3 年生に実施し
た。また、調査結果に対する回答と対応について関係各所に依頼し一覧表を作成した。
これらの結果に基づき学生にガイダンスでフィードバックを行った。さらに、学生の声
をくみ上げる目的で、平成 27（2015）年度から各アドバイザーグループの代表 1 名と
学部長、学科長懇談会を年度末に実施していた。しかし、令和元年度は、2 月まで臨地
実習を行っていた 3 年生については、3 月より新型コロナウイルス感染症拡大予防対策
のため登校を自粛しており実施できていない。
本学部では、修学に関する支援は、教務委員会、学生委員会が中心になって行って
いる。教務委員会では、新入生のガイダンスやオリエンテーションにて、カリキュラ
ムの特徴や修学にあたり学生便覧やシラバス、UNIPA の活用がいかに重要であるかを
説明している。実態調査の結果では、2 年生及び 3 年生のいずれもカリキュラムの特徴
を 7 割が知っていると回答し、カリキュラムに満足していると回答したものは 2 年生
においては 75％、3 年生では 46％であった。利用していないと回答した学生の割合
は、2 年生では学生便覧 15 人（18％）、シラバス 9 人（11％）、UNIPA4 人（5％）
である。3 年生においては、学生便覧 14 人（18％）、シラバス 13 人（16％）、
UNIPA10 人（13％）であり、さらに周知を図り、習慣化するよう指導する必要があ
る。
学生生活に悩みを持つ学生は、2 年生 56 人（66％）のうち 44 人（52％）が学業や
成績に関する悩みであり、次いで 9 人(11％)が就職・将来の進路であった。3 年生も同
様に 69 人(86％)のうち 40 人(50％)が学業や成績に関する悩み、次いで 29 人(36％)が
就職・将来の進路であった。
看護学部の場合、学修に関する個別の支援は、アドバイザー制度によるところが大き
い。アドバイザー制度についての回答では、2 年生では「相談したことがない」51 人
（60％）、相談しているが「あまり良くなかった」4 人（5％）、「まあまあ良かっ
た」14 人（16％）、「とても良かった」12 人（14％）であった。3 年生では「相談し
たことがない」38 人（48％）、相談しているが、「あまり良くなかった」5 人
（6％）、「まあまあ良かった」21 人（26％）、「とても良かった」15 人（19％）で
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あった。オフィスアワーで全教員が対応するようにしているが、「利用したことがな
い」が 2 年生、3 年生いずれも 59 人（2 年次：69％・3 年次：74％）である。入学時
やガイダンス時に周知を図っているが、さらに浸透させていく必要がある。また、アド
バイザーのバックアップ体制についても周知を図り、「相談したことがない」学生への
支援の充実を図っていく必要がある。
国家試験に向けての支援については、3 年生においては「適切である」以上が 53 人
（67％）であった。しかし、本学の国家試験の合格率は、今年度は 87.5％（新卒：88.7％・既
卒：50％）であり、全国合格率 89.2％（新卒 94.7％）を下回った。今後は現役生並びに卒
業生に対するサポート体制の在り方について評価していくことが重要になる。
2-6-②

心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意
見・要望の把握・分析と検討結果の活用

リハビリテーション学部
前述した通り、学生生活に関する悩みや不安を抱えている学生は約 65％に上るが、約
4％の学生が「友人などの対人関係」、約 5％の学生が「経済問題」と回答している。
学生および保護者の心理的な問題に対する相談体制として ICP を設けているが、ICP
を利用したことのある者は全体の 3％で、
「利用したが良かった」と「利用したがよくな
かった」とそれぞれ半数が回答した。したがって、利用したことのある者の 50％は満足
を得られているが、それ以外は問題や課題の解決に至っていない可能性がある。また、
その他の相談体制として「学習支援室」、
「オフィスアワー」、
「担任制」を設けているが、
前述した通り多くの学生は利用できていないため、利用率向上に努める必要がある。
経済問題を軽減するべく、内外の奨学金制度を学生に紹介している。
「奨学金制度は役
に立っていますか」の問いに対して、65％が「利用しており役に立っている」と回答し
ている。他方、奨学金制度に関する情報提供も行っているが、
「奨学金制度の情報提供は
適切ですか」の問いに対して約 20％が「情報提供を受けたことがない」、約 10％が「受
けたが分からなかった」、もしくは「分かりにくかった」と回答している。現行の奨学金
制度は情報提供から利用まで概ね役に立っていることが推測されるが、理解を促す工夫
も必要であると考えられた。他方、「アルバイトをしていますか」の問いに、約 60％が
「している」、と回答しており、アルバイトによって経済問題軽減を図る学生が一定数い
ることが推測された。
看護学部
学生生活に対する悩みや不安に関しては、2 年生では「大いにある」20 人（24％）「ま
あまあある」36 人（42%）であった。主な悩みは、学業や成績 9 人（11％）、就職･将
来進路 44 人（52％）、友人などの対人関係 3 人（4％）、経済問題 6 人（7％）であっ
た。3 年生では「大いにある」28 人（35％）「まあまあある」40 人（50%）であった。
主な悩みは、学業や成績 29 人（36％）、就職･将来進路 40 人（50％）、友人などの対
人関係 5 人（6％）、経済問題 4 人（5％）であった。また、ICP の利用は 2 年生では 68
人（80%）が、3 年生では 72 人(90)％が利用したことがないと答えている。
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健康診断、予防接種など健康に関する支援については、2 年生は「とても適切」35
人（41%）、「まあまあ適切」43 人（51%）、3 年生では「とても適切」20 人
（25%）、「まあまあ適切」51 人（64%）であった。4 年間のスケジュールを評価修
正し、周知の工夫を図った効果が見られていると考える。
経済状況に関することとしてアルバイトをしている学生は、2 年生は 66 人（78％）であり、その
内、週 12 時間以上が 20 人（24％）であった。3 年生は 65 人（81％）の学生がアルバイトを行
いその内、週 12 時間以上が 23 人（29％）であった。奨学金制度を利用している 2 年生は 56
人（ 66％）であり、「利用しているが、あまり役立っていない」1 人（1％）、「まったく役立たない」1
人（1％）であった。3 年生は、利用しているが 49 人（61％）であり、「利用しているが、あまり役立
っていない」1 人（1％）であった。経済状況に鑑みた学修支援も重要となる。また、奨学金に関
する情報提供については、「あまりわかりやすくなかった」が 2 年生、3 年生とも 10 人～14 人
（12～14％）であったことから、各種説明会時の配布資料の工夫、改善にさらに努める必要があ
る。
2-6-③

学修環境に関する学生の意見・要望の把握・分析と検討結果の活用

リハビリテーション学部
学修環境に関する意見としては、「図書館は利用しやすいですか」の問いに対して、約
70％が利用しており、利用しやすいと回答している。ロッカーについては、約 50％が満足で
ないと回答したが、その多くは狭さが問題であると考えられた。また Wi-Fi 環境改善に
毎年設備投資をしているが、通信量増大に十分対応できていない可能性がある。
その他アメニティに関しては、自治会と学部長の面談や学生からの要望、その他を通じ
て適宜対応している。
看護学部
学修環境に関する意見では、図書館利用に対する満足度は、2 年生は「とても利用しやす
い」35 人（41％）、「まあまあ利用しやすい」22 人（26％）であった。3 年生は「とても利用しやす
い」39 人（49％）、「まあまあ利用しやすい」29 人（36％）であり、いずれも８割が満足していた。
今年度は特に広い図書館にファンを取り付けるなど環境調整を行ったことから満足度が高かっ
たといえる。蔵書については増やしてほしいなどの要望から学生の希望も取り入れた図書の充
実を行っている。ロッカーについては、2 年生は「全く満足でない」8 人（9％）「あま
り満足でない」22 人（26％）であり、3 年生は「全く満足でない」9 人（11％）「あ
まり満足でない」33 人（41％）であり、その理由として学生個々が整理整頓できてい
なことが要因の一つであり、環境委員や学生生活委員会が巡回を行うようにしている。
自習室については、2 年生は「利用しているが、あまり十分でない」26 人（31％）、「利用してい
るが、まったく十分でない」7 人（8％）であり、3 年生は「利用しているが、あまり十分でない」30
人（38％）、「利用しているが、まったく十分でない」7 人（9％）であり、その多くは騒がしく学習で
きない、数が限られているなどが影響していた。その為学習委員を中心に学生によるルールつ
くりを行い、環境調整を行っている。
さらに、学生の声をくみ上げる目的で、各学年のアドバイザーグループの代表 1 名
ずつとの学部長、学科長懇談会や、学生の声ボックスに寄せられた要望に応える形で充
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実させてきたため、今後も内容を検討し即応していく取り組みを続けていく予定であ
る。
（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画）
学生生活実態調査は、学生の意見を様々な視点から収集するために役立っている。そ
のため、今後も引き続き両学部で連携して実施して意見要望に対応する。

［基準 2 の自己評価］
本学は「人間性豊かな高い職業倫理観を持ち、高度の科学性と技術性を備えた職業人
を世に送り出すこと」を使命として明示しており、アドミッション・ポリシーはこの使
命に基づいている。アドミッション・ポリシーは CAMPUS GUIDE、ホームページ、オ
ープンキャンパス等のあらゆる機会を通して紹介している。この結果、受験生や保護者
に対する周知は十分である。
本学は小規模大学であるので教員と事務職員の協働はスムーズである。現在大学院は
未設置であるので、TA の活用は行われていないが、リハビリテーション学部では上級生
による下級生への技術指導などの機会をもうけている。教えることは学ぶことでもあり、
適切なシステムである。看護学部では教育ボランティア制度を設けており、これも看護
師としての自覚を促すよい機会を提供していると考えている。
学修環境の整備は様々な機会を捉えて学生の意見を取り入れてきており、充実度は増
している。看護学部設置による 2 学部体制になって令和 2 年（2020）年度で 6 年目であ
り、今後も両学部の相互交流を深め、一層の環境整備を図る予定である。
基準 3．教育課程
3－1

単位認定、卒業認定、修了認定

3-1-①

教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知

3-1-②

ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修
了認定基準等の策定と周知

3-1-③

単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用

（1）3－1 の自己判定
基準項目 3－1 を満たしている。
（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-1-①

教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーの策定と周知

本学のディプロマ・ポリシーは以下のようである。
リハビリテーション学部
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リハビリテーション学部は、建学の精神「報恩感謝」ならびに「人をつくる」という教育
理念のもとに多様化する社会のニーズに応えることのできる医療専門職としての理学療

法士および作業療法士を育成することが責務とされている。
医療・保健・福祉の領域におけるリハビリテーション専門職は、知識や技術の修得に
止まらず他者の立場に立って最善の医療を実践しようとする熱意と誠意が求められ、さ
らにこれらを基盤とした専門的技術の実践力と応用力が必要とされる。
本学部では、このような責務を果たすために三つの教育目標（p2 参照）を掲げ、これ
を具現化するためのディプロマ・ポリシーを定め、以下の三つの領域にわたる内容を修
得した者に対して学士（リハビリテーション学）号を授与している。
【 ディプロマ・ポリシー 】
情意領域
・人への感謝を忘れず、人のために尽くそうという高い志を備えている。
・リハビリテーション専門職として人間性豊かな倫理観と責任感を兼ね備えている。
・リハビリテーション専門職としての熱意とたゆまぬ向上心を備えている。
認知領域
・リハビリテーションの社会的意義、責任について理解している。
・リハビリテーション専門職として必要な教養を備えている。
・リハビリテーション専門職として必要な基礎医学の知識を修得している。
・リハビリテーション専門職に必要な幅広い臨床医学の知識を修得している。
・理学療法士・作業療法士として必要な専門的知識・技術を修得している。
・事象を科学的に捉え、客観的な判断が出来る能力を備えている。
精神運動領域
・チーム医療の一員としての役割を認識し、責任ある行動がとれる。
・リハビリテーション専門職としてのコミュニケーション能力を備えている。
・対象者に対してインフォームドコンセントが実践できる。
・リハビリテーション医療を実践するにあたって必要な安全性に対する配慮が出来る。
・専門的知識や技術を目的に応じて正確に選択し、実践できる。
・臨床場面で指導的役割を果たすための基礎力を備えている。
上記の 3 領域にまとめた基本的意図は次のようである。
１．社会に貢献する人間性豊かな尊敬される人材を育成すること
リハビリテーション学部で養成する理学療法士や作業療法士は主として障害者や高
齢者などの社会的弱者と向き合う。したがって、理学療法士、作業療法士は人のため
に尽くそうとする高い志を備え、人間性豊かな倫理観と責任感を兼ね備えた専門職で
あること、さらに専門職に求められる熱意と向上心を備えていることなどが要求され
る。これらをディプロマ・ポリシーの情意領域としてまとめた。
2．科学する力と旺盛な研究心を身に着けたセラピストを育成すること
医療職の業務は多岐にわたり、それぞれの職種によって社会的役割や責任の範囲が
異なっている。とりわけチームワークが大切だといわれているリハビリテーション医
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療に携わる専門職としての理学療法士や作業療法士は、その職分をよく理解すると同
時に協調性を重んじ、職責を果たすことが重要とされる。そのためには専門職として
の基本的教養と基礎医学、臨床医学さらにリハビリテーション医学における専門的知
識が求められる。これらを知識として修得することが不可欠でありディプロマ・ポリ
シーの認知領域としてまとめた。
3．セラピストとしての実践力を育成すること
理学療法士や作業療法士はセラピストとしてチーム医療の一翼を担い、その職責を
果たさなければならない。そこで求められるのは専門職としてのコミュニケーション
能力、安全に対する配慮、質の高い技術を提供するための実践力である。これらを集
約する目的でまとめたものがディプロマ・ポリシーの精神運動領域である。
看護学部
大学としての使命を受けて、看護学部では学部独自の教育目的を、
「 生命の尊厳を守り、
患者・家族を中心とした看護を実践できる人間性豊かな看護専門職の育成、また看護専
門職としての高い倫理観を持って、医療・保健・福祉の場で看護を実践できる人材を育
成する」と明文化し、ディプロマ・ポリシーを定め、これらの内容を修得した者に対し
て学士（看護学）号を授与している。
【ディプロマ・ポリシー】
1. 豊かな人間性と幅広い教養を持った社会性のある医療人として基礎的能力を修得し
ている。
2. 生命の尊厳と人権の尊重への深い理解を有し、専門職として倫理観を身につけている。
3. 人々の健康に関わる専門的知識を修得し、多面的に物事を分析・判断する能力を身に
つけている。
4. 人々の生活の質（QOL）の向上をめざし、対象に合わせて看護実践する能力を身につ
けている。
5. 様々な療養の場で生活する人々とその家族のニーズを理解し、必要に応じた看護を実
践する能力を身につけている。
6. 保健・医療・福祉チームの一員として、多職種と連携・協働に向けて行動する能力を
身につけている。
7. 看護を通して社会に貢献するため、自らの課題を見出し生涯にわたって研鑽する姿勢
を身につけている。
上記の教育目的は四つの目標として具体的に示されているが（p2）、これらをディプロ
マ・ポリシーにどのように反映させているかについては、次の通りである。
1．幅広い教養を身に付け、生命の尊厳と人権の尊重について深く理解した、人を思いや
る人間性豊かな人材を育成する
本学の使命の一つに、学生が人として成長し、豊かな人生を送ることができるため
の教育がある。看護学部でも、学生が幅広い知識と教養を身につけ、豊かな情操と道
徳心を養うこと、命を尊ぶ態度を養うことを重視し、自分自身の人間性を磨き、感性
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を養い、多様な価値観を持つ人と向き合う素地を育む必要があると考えている。これ
らが育まれるような科目を設定している。そこで、ディプロマ・ポリシーとして、上
記の「1」および「2」を制定した。
2．看護に必要な専門的知識と技術を修得し、科学的根拠に基づく判断と看護実践能力を
兼ね備えた人材を育成する
看護の対象は、あらゆる世代の個人・家族・集団・そして地域である。これらの多
様な対象の特性や状態を理解した上で、科学的な知識・技術を用いて、必要とされる
看護を判断する能力が求められる。また、対象が生活者として存在していることを前
提に、対象者との信頼関係を築きながら健康の保持増進、疾病予防、健康回復、苦痛
緩和等、生涯を最期までその人らしく人生を全うできるようにニーズに応じた援助を
行う能力が求められる。さらに、医療技術の進歩や超高齢社会等により、様々な療養
の場で生活する人々とその家族の支援ニーズが高まっている。そのため、本学の臨床
実習では、高度医療を担う病院をはじめ、老人保健施設や障害者施設、地域リハビリ
テーション施設、訪問看護ステーション、地域包括支援センターなど、地域の多様な
場を実習場として設定している。そこで、ディプロマ・ポリシーとして、上記の「3」
「4」および「5」を制定した。
3．保健・医療および福祉の総合的視野から、関係分野の職種と連携・協働し、チーム医
療の一員として活躍できる人材を育成する
現代の医療は高度に専門分化しており、患者・家族を中心とした医療を提供するた
めには、多職種による連携・協働が必須である。また、多種多様な価値観に対応する
ために、他者との相互理解と関係性を構築する力が必要となることから、授業方法に
グループワークやディスカッション、プレゼンテーション等を取り入れている。さら
に、本学のリハビリテーション学部教員をはじめ、看護系以外の医療専門職が兼任教
員として担当する科目を設け、関係分野との相互連携の具体がイメージできるように
している。そこで、ディプロマ・ポリシーとして、上記の「6」を制定した。
4．看護専門職としての社会的責務に基づき、看護の専門性やケアの質の向上に向けて探
求できる人材を育成する
医療を取り巻く環境は大きく変化し、今後、看護専門職に求められる能力はますま
す多様化するため、看護専門職は生涯に渡ってより質の高い看護が提供できるように
自己研鑽に努める義務がある。そのために、モデルとなる臨床現場で活躍する看護専
門職や、実際の患者・家族をゲストとして招く等、学生の関心を高め、課題を発見す
る力を育むようにした。また、より総合的な課題探求能力を育むことをねらいとして、
臨地実習での受持事例を対象とした卒業研究（事例研究）を設けた。そこで、ディプ
ロマ・ポリシーとして、上記の「7」を制定した。
3-1-②

ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修
了認定基準等の策定と周知

シラバスには、
「授業目的」、
「到達目標」、
「授業概要」、
「授業計画」、
「準備学習」、
「評
価基準」、
「テキスト」、
「参考書」、
「その他」
（教員からのメッセージや授業に関する実務
経験）を掲載し、インターネットでいつでも確認できるようにしている。平成 29（2017）
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年度から「到達目標」の欄を増やすことで、ディプロマ・ポリシーとの関連を明確に示
している。また、教務委員会が、シラバス記載のすべての項目について適切に書かれて
いるかチェックを行い、非常勤講師を含む各教員に修正、加筆を依頼している。
3-1-③

単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等の厳正な適用

単位認定、進級および卒業・修了認定については、学則や「学生便覧」に記載してい
る内容に則り、厳正に運用している。
単位認定については、学則第 22 条に「授業科目を履修し、その科目の試験に合格した
ものには、所定の単位を与える」と規定している。また、第 23 条で学生の成績評価は秀
（100〜90 点）、優（89〜80 点）、良（79〜70 点）、可（69〜60 点）、不可（59 点以下）
をもって表し、可以上を合格としている。また、前記 5 段階評価（秀、優、良、可、不
可）に 4、3、2、1、0 の GP（グレードポイント）を与え、単位数あたりの平均値を学
期ごとに算出し、GPA（Grade Point Average）評価として成績表にも記載している。
GPA の結果は年間履修登録単位数の制限や退学勧告、定期的な学生面談時における学生
指導や各種奨学金、卒業時の各種表彰の選考に用いている。
1 単位当り 45 時間の学習時間を確保する単位制度の実質化を図る目的で CAP 制度を
導入し、登録できる単位数の上限を定めている。リハビリテーション学部では各年度 50
単位までの履修登録を基準として、GPA に応じて制限を超えることを認めている。看護
学部では 1 セメスターあたり 22 単位を基準とし、GPA に応じて増減設定している。
入学前の既修得単位について、学則の第 24 条により「他の大学又は短期大学（外国の
大学および短期大学を含む）における既修得単位について、教育上有益であると認める
ときは本学において修得したものとして認定することができる。ただし、学則の第 4 条
に定める修業年限を短縮することはできない。」と明記されており、認定できる単位数の
上限は 30 単位を超えない範囲と定めている。
定期試験の受験について、リハビリテーション学部および看護学部の「学生便覧」に
おいて、①試験を受けようとする科目の履修登録をしていない場合、②欠席が授業回数
の 1/3 を超えた場合等、定期試験を受験することができないことを明記している
本学の卒業要件は、学則第 27 条にリハビリテーション学部では「4 年以上在籍し 128
単位以上を修得しなければならない」、また看護学部では「4 年以上在籍し 130 単位以上
を修得しなければならない」と規定している。履修単位の詳細は、「学生便覧」（リハビ
リテーション学部）
（p33～）および「学生便覧」
（看護学部）
（p29～）の「教育課程表」
に明記している。卒業判定は、両学部とも毎年 2 月の教授会で審議を行って決定される。
とりわけ、未修得単位があるため卒業要件を満たせず卒業を許可されない学生について
は、個別に十分な検討ならびに指導を行っている。
特定の科目を履修するための規程は、リハビリテーション学部と看護学部では異なっ
ている。
リハビリテーション学部では、
「学生便覧」
（リハビリテーション学部）
（p47）に明示
しているように、唯一、臨床実習に関する先修条件を設けている。平成 23（2011）年度
から平成 26（2014）年度の入学生について、理学療法学専攻では、2 年次臨床実習を履
修するための条件を、①2 年次前期までに開講された必修専門基礎科目および必修専門
48

四條畷学園大学

科目の全てを履修し、成績評定を受けていること（履修登録を行っていても、出席日数
が授業回数の 2/3 を下回る等で失格となった場合はこれに当てはまらない）、②2 年次後
期に開講されている必修専門基礎科目および必修専門科目の全ての単位を修得見込みで
あること、と規定している。理学療法学専攻および作業療法学専攻共通の規程として、
3 年次に開講される臨床実習を履修するための条件として、①3 年次前期までに開講さ
れている必修専門基礎科目および必修専門科目の全ての単位を修得していること、②3
年次後期に開講される必修専門基礎科目および必修専門科目の全ての単位を修得見込み
であることのいずれの条件も満たしていること、としている。4 年次の臨床実習を履修
するためには、3 年次後期までに開講された必修専門基礎科目および必修専門科目の単
位を全て修得済みであることと規定している。
平成 27（2015）年度以降の入学生について、理学療法学専攻では 2 年次の臨床実習
を履修するための条件を、①2 年次までに開講された必修専門科目および必修専門科目
の全てを履修し、成績評定を受けていること（履修登録を行っていても、出席日数が授
業回数の 2/3 を下回る等で失格となった場合はこれに当てはまらない）、②1 年次に開講
される｢解剖学Ⅰ｣または 2 年次前期に開講される｢理学療法評価学実習Ⅰ｣の単位を修得
していること、③2 年次後期に開講される必修専門基礎科目および必修専門科目のすべ
ての単位を修得見込みであることと変更している。
4 年次の臨床実習はインターンシップに相当する実習であり、厚生労働省指定規則に
定められた基本的科目を全て修得していることが必須である。受講については教授会に
て先修条件に照らし合わせて受講資格を判定している。
看護学部では進級に関する規程はないが、体系的に学習を進めるために、学習の順序
性が重要となる科目を学生に示し、専門科目については履修条件を設けている（「学生
便覧」（看護学部）（p26））。履修条件を設けている科目は、2 年次開講の「基礎看
護学実習Ⅱ」、「在宅看護学実習Ⅰ」、「成人看護学方法論Ⅰ・Ⅱ」、「老年看護学方
法論」、「母性看護学方法論」、「小児看護学方法論」、「精神看護学方法論」、そし
て 3 年次前期開講科目を履修するためには、2 年までの必修科目をすべて履修している
こととした。3 年次後期開講の実習については「領域の実践論」の単位を修得してお
り、かつ他の領域の実践論の失格者でないこととしている。4 年次前期開講の「在宅看
護学実践論」、「老年看護学実習Ⅱ」、「在宅看護学実習Ⅱ」も同様に領域科目の単位
を修得していることが条件である。実習の総まとめとしての「総合実習」は 3 年後期
の実習を履修していること、「卒業研究（事例研究）」は 3 年までの実習と「研究方
法論」を修得していることとしている。
以上のように、科目の履修条件、単位認定、卒業・修了認定等の基準は、学則や「学
生便覧」で明確化されており、厳正に適用されている。
（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画）
学修に関わる基準は明確かつ厳正に適用されているが、リハビリテーション学部と看
護学部では単位認定方法に若干の相違がある。例えば、選択科目の単位認定において、
定期試験で 60 点に達しなかった場合、リハビリテーション学部では再試験を認めてい
るが、看護学部では教養科目については原則認めていない。それぞれ長所短所があり、
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学部間で情報を交換し、最善の方式を探っていく。GPA を成績評価に導入し、成績不
良者の早期発見と、その後の履修指導に活用している。また、GPA による基準を用い
て、四條畷学園奨学金等の給付に活用している。このように学生指導や学習促進に有効
な手段となるよう今後も活用方法の検討を行っていく。CAP の上限単位については、
今後も検討を重ねていく。CAP 制は履修指導で学生の理解を促しているが、余力のあ
る学生が最低限の科目しか履修しないケースもあり、その趣旨を徹底していく。
3－2

教育課程及び教授方法

3-2-①

カリキュラム・ポリシーの策定と周知

3-2-②

カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性

3-2-③

カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成

3-2-④

教養教育の実施

3-2-⑤

教授方法の工夫・開発と効果的な実施

（1）3－2 の自己判定
基準項目 3－2 を満たしている。
（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-2-①

カリキュラム・ポリシーの策定と周知

本学の教育の目標は、中央教育審議会の答申「我が国の高等教育の将来像」（平成 17
年 1 月）の提言などを踏まえて設定している。また、教育目標を踏まえた教育課程の編
成方針はカリキュラム・ポリシーとして両学部ともに明確に示している。教育目標は p2
で詳細に記載したが、カリキュラム・ポリシーは以下のようである。
リハビリテーション学部
カリキュラム・ポリシーは六つである。
1.

幅広い教養、豊かな人間性および高い倫理観を兼ね備えた人材育成を目指したカリ
キュラムとする。

2．初年度の基礎教育から専門教育への円滑なつながりを考慮したカリキュラムとする。
3．専門的知識、技術の修得に必要な基礎医学、臨床医学を配慮したカリキュラムとする。
4．医療専門職に求められる最新の知識、技術を修得し、実践力を育成するためのカリキ
ュラムとする。
5．社会のニーズに対応した保健・医療・福祉を推進するためのカリキュラムとする。
6．地域社会だけでなくグローバル社会においても活躍することのできるコミュニケー
ション能力を涵養するためのカリキュラムとする。
看護学部
カリキュラム・ポリシーは四つである。
1.

多様化した対象者のニーズに対応するべく、豊かな人間性と高い倫理観を兼ね備え
た看護専門職を育成するため、資格取得を看護師資格に絞り、看護師に特化したカ
リキュラムを構成している。

2.

教養科目、専門基礎科目、専門科目の三つの科目群から構成し、看護専門職として
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基礎的な内容から専門的・応用的な内容へと段階的に学修を積めるように配置して
いる。
① 教養科目は、幅広い教養を身につけ、生命の尊厳と人権の尊重について理解し、
人を思いやる人間性を育むことを目的とした科目群である。導入基礎科目、教養
基礎科目と科学的思考の基礎、語学から構成している。この科目は、1・2 年次で
学修する科目に加えて、4 年次にも配置、これまでの学修経験を基に洞察と倫理
観を深めるよう配置している。
② 専門基礎科目は、人体や疾病のメカニズム、倫理や社会保障制度など、看護の専
門知識を学ぶ上で基礎となる知識を身につけることを目的とした科目群である。
人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進・健康支援と社会保障制度から
構成している。
③ 専門科目は、看護学の専門的知識・技術を基礎から応用へと段階的に学修するた
めの科目群である。基礎看護学・成人看護学・老年看護学・母性看護学・小児看
護学・精神看護学・在宅看護学、看護の探求と発展から構成している。
3.

様々な療養の場で生活する人々と家族のニーズに対応できる力を看護実践力の中核
とし、一つの模擬家族を事例として各専門領域で看護過程を展開するなど、自らが
体験する演習や実習を多く設定している。

4.

1 から 3 において実践的に看護を学修できるよう、講義・演習・実習というサイク
ルを繰り返しながら、各専門科目が相乗し、らせん状で学問を展開する。知識を身
につけ、体験し、そして振り返りというプロセスが深い理解につながるように科目
を配置している。
このように、カリキュラム・ポリシーは両学部とも明確に示され、
「学生便覧」やホー

ムページに掲載して、広く周知を図っている。
3-2-②

カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性

両学部では次のようにカリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの一貫性を
担保している
リハビリテーション学部
表 3-2-1 および表 3-2-2 にディプロマ・ポリシーに対するカリキュラムの貢献度をま
とめて示した。これは「学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）と教育課程（カリキ
ュラム）の関係」を集計したものである。科目担当者によって示された科目内容がディ
プロマ・ポリシーの認知領域、情意領域、精神運動領域のうちどの領域と関係が深いか
を示したものである。また、理学療法学専攻および作業療法学専攻ではカリキュラムマ
ップを作成し、4 年間を通じたカリキュラムの流れを学生が容易に理解できるようにし
ている。
看護学部
大学の使命・目的および教育目的に則って看護学部の教育目的を決定した。さらに、
教育目標並びにディプロマ・ポリシーを策定し、具現化するためのカリキュラム・ポリ
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シーのもとで教養科目（導入基礎科目、教養基礎科目、科学的思考の基礎科目、語学）
表 3-2-1 理学療法学専攻

ディプロマ・ポリシーに対するカリキュラムの貢献度

ディプロマ・ポリシー
の領域

情意領域

認知領域

科目区分

精神運動

科目数合計

領域

（％）

基礎分野

6

28

12

46（25.8）

専門基礎分野

5

34

1

40（22.5）

15

38

39

92（51.7）

26

100

52

（14.6）

（56.2）

（29.2）

専門分野
科目数合計（％）

178（100）

（科目数：選択科目および重複してディプロマ・ポリシーに関与する科目を含む）

表 3-2-2 作業療法学専攻

ディプロマ・ポリシーに対するカリキュラムの貢献度

ディプロマ・ポリシー
の領域

情意領域

認知領域

科目区分

精神運動

科目数合計

領域

（％）

基礎分野

6

28

12

46（24.9）

専門基礎分野

5

33

1

39（21.1）

16

46

38

100（54.0）

27

107

51

（14.6）

（57.8）

（28.1）

専門分野
科目数合計（％）

185（100）

（科目数：選択科目および重複してディプロマ・ポリシーに関与する科目を含む）
38 科目、専門基礎科目（人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と
社会保障制度）26 科目、専門科目（基礎看護学、成人看護学、老年看護学、母性看護学、
小児看護学、精神看護学、在宅看護学、看護の探求と発展）56 科目を開講している。
1．豊かな人間性と幅広い教養を身につけ、自己の品性と人格の陶冶を図る教養教育の展
開
ディプロマ・ポリシーの「1」、
「2」、
「4」を達成するためには、幅広い教養を身につけ、
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人間と社会への理解を深め、人権を涵養する意識に繋がる人間教育が重要である。
そこで、教養科目を「導入基礎科目」
「教養基礎科目」
「科学的思考の基礎科目」
「語学」
の 4 区分とし、特に「教養基礎科目」と「語学」は、1 年次・2 年次・4 年次に配置し、
大学教育の 4 年間を通して社会人および看護専門職としての基盤が育まれるようにした。
本学は 2 学部の小規模大学であるため、多種多様な教養科目の開講には限界がある。そ
のため、情操教育の一環となる文学や社会学等の科目選定に加え、多職種との交流を視
野にボランティア関連科目、倫理的な考えの基盤となる哲学や死生学、豊かな人間性を
培うねらいで感性と芸術論、笑い学、身体表現演習等を選定した。
2．看護の心と実践力を併せ持つ看護師の育成を図る専門科目の展開
ディプロマ・ポリシー「1」、
「2」、
「3」、
「4」、
「5」全ての観点を網羅した専門科目を、
1 年次から 4 年次までに配置した。専門科目の展開を、講義⇒演習⇒実習を効果的に配
置する構成とし、知識と技術の定着とともにコミュニケーションおよびソーシャルスキ
ルを獲得できることをねらいとした。学生が自身の学習進捗を判断し、課題を抽出し、
対応策の取れるような学習活動力を身につけることを意図したものである。すなわち、
看護学実習を 1 年次 6 月に基礎看護学実習Ⅰ、2 年次 8 月に在宅看護学実習Ⅰと 2 月に
基礎看護学実習Ⅱ、3 年次後期に各専門領域の臨地実習、4 年次前期に在宅看護学実習
Ⅱ・老年看護学実習Ⅱおよび総合実習を配置し、講義⇒演習⇒実習の学習サイクルを基
本としている。さらに、演習科目として看護援助論や看護学方法論の他に、看護実践論
を開講した。看護実践基礎論から始まり、各専門領域の看護学実践論（小児・成人Ⅰ・
成人Ⅱ・老年・母性・精神・在宅看護学）から成り立つが、特徴的な点は「畷家」とい
う同一の模擬家族事例で看護過程を展開することである。同一事例家族を用いることに
より、看護学における各専門領域の横断的つながりを意識することがねらいである。
3．在宅での生活に焦点をあてた科目内容
年々高齢化が進み、一人暮らしや高齢者のみ世帯が増加する一方で、医療施設におけ
る在院日数が短縮し在宅での療養者が増加している状況の中で、看護の観点も家で暮ら
すことを視座に入れる必要がある。そこでディプロマ・ポリシー「3」、「4」、「5」、「6」
を達成するために、本学部は、専門領域の柱を基礎看護学、小児看護学、成人看護学、
老年看護学、母性看護学、精神看護学、在宅看護学とし、在宅看護学を一領域として独
立させた。在宅看護学領域を中核に、他の専門領域においても退院後の生活に着目した
看護実践が学習できる内容としている。特に、2 年次 8 月に配置した在宅看護学実習Ⅰ
により、保健・医療・福祉サービスが、施設提供型から地域支援型に変化している視点
を学習できるようにしている。
4．既設学部と連携した教育・研究の展開
ディプロマ・ポリシーの「4」、
「5」、
「6」を達成するために、本学のリハビリテーショ
ン学部と連携した科目を展開している。リハビリテーション学部教員が兼担教員として
看護学部の専門基礎科目および専門科目を担当する。専門基礎科目では、
「リハビリテー
ション概説」
「福祉用具論」
「福祉用具論演習」、専門科目では、看護学部教員とのオムニ
バスによる「リハビリテーション看護学」
「チーム医療論」である。2 学部合同授業は実
施に至っていないが、現在、教養科目群について実施の方向で検討を始めている。
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3-2-③

カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程の体系的編成

リハビリテーション学部
リハビリテーション学部のカリキュラムは医療専門職としての教養を育む教養科目を
一般教育科目系として『人文・社会科学系』、
『自然科学系』、
『保健』、
『外国語』の 4 系、
専門科目系として『専門基礎科目』と『専門科目』の 2 系からなっている。
『専門科目』
はさらに【基礎理学療法学・基礎作業療法学】、
【理学療法評価学・作業療法評価学】、
【理
学療法治療学・作業療法治療学】、【地域理学療法学・地域作業療法学】、【臨床実習】に
区分している。リハビリテーション学部のカリキュラムの特長は、履修科目の学修成果
を評価し、その結果に応じてより高度なあるいは実践的な科目の履修が可能となるシス
テムを採用していることである。
これは一定の基礎的科目の単位認定を受けることによりはじめて専門的、応用的科目
の履修ができる先修科目制度である。特に専門基礎科目と専門科目は認知領域の科目と
して、単位取得を学年ごとに実施している臨床実習履修のための先修条件としている。
また本学部では演習や実習系科目および臨床実習に多くの時間を割いているが、そこ
では学生の積極的な取り組みが求められる。これらの科目では自ら学ぶ姿勢が身につく
ように能動的学修法を積極的に取り入れ、医療専門職に必要な責任感、向上心そして倫
理観など情意領域での学修効果をあげるよう努めている。
これら情意領域や認知領域学修の過程を通じて最終的に医療専門職の理学療法士およ
び作業療法士に必要な精神運動領域としての実践力修得を目指している。
このように、学修とその評価、それを踏まえてより高度な学修というステップを明確
にし、自己の学修の筋道やレベルを容易に把握できる体系的カリキュラムとなっている。
リハビリテーション学部の三つのポリシーを簡略化して、その相互関係を図 3-2-1 に
示した。教育目標とディプロマ・ポリシーに基づき、カリキュラム・ポリシーとアドミ
ッション・ポリシーが構築されている。図からも教育課程が三つのポリシーを基に体系
的に構築されていることが明確である。
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教育目標

DP

CP
1. 幅広い教養、豊かな人間性および高い倫理観を
兼ね備えた人材育成を目指したカリキュラムとする

1.社会に貢献する人間性豊かな尊敬
される人材を育成すること

1．情意領域
2．初年度の基礎教育から専門教育への円滑なつな
がりを考慮したカリキュラムとする

3．専門的知識、技術の修得に必要な基礎医学、臨
床医学を配慮したカリキュラムとする
2．科学する力と旺盛な研究心を身に
付けたセラピストを育成すること

3．セラピストとしての実践力を育成す
ること

2．認知領域

4．医療専門職に求められる最新の知識、技術を修
得し、実践力を育成するためのカリキュラムとする

3．精神運動領域

5．社会のニーズに対応した保健・医療・福祉を推進
するためのカリキュラムとする
6．地域社会だけでなくグローバル社会においても活
躍することのできるコミュニケーション能力を涵養す
るためのカリキュラムとする

AP

1．人への感謝を忘れず、人のために尽くそうという高い志を持っている人
2．自分の力を保健、医療、福祉などの領域で生かしたいと思っている人
3．リハビリテーション専門職を目指す熱意とたゆまぬ向上心を兼ね備えた人
4．規律を重視し、多様な人々と主体性を持って協働することができる人
5．リハビリテーション医学や隣接領域での最新の成果を生かした新しいリハビリ
テーション医療の創造に挑戦したいと思っている人

図 3-2-1

リハビリテーション学部における三つのポリシーの相関図

看護学部
カリキュラム構成は以下のようである。
教育課程の科目区分は「教養科目」、「専門基礎科目」、「専門科目」で構成した。
1）教養科目
教養科目は、主に幅広い教養を身に着け、生命の尊厳と人権の尊重について深く理解
した、人を思いやる人間性豊かな人材養成を目的とした科目を配している。また、この
科目は 1 年次前期から 2 年次前期、4 年次後期にかけて配置した。看護専門職は様々な
健康問題を抱え、多様な価値観を持つあらゆる年齢の人間を対象に看護活動を展開する。
そのため、多様な価値観や立場の違いを認め、生命の尊厳と人権の尊重を基調とした、
視野の広い柔軟な思考力、深い洞察力と高い倫理観が求められる。本学部においても、
「教養科目」では人間と社会への理解を深め、人権を尊重する意識を養成するとともに、
「専門基礎科目」では生命倫理を学び、
「専門科目」の講義・演習・実習を積み重ねて省
察することで、看護専門職としての倫理観を醸成するねらいにしている。
2）専門基礎科目
専門基礎科目は、「人体の構造と機能・疾病の成り立ちと回復の促進」「健康支援と社
会保障制度」の 2 区分とした。看護に必要な専門的知識と技術を習得し、科学的根拠に
基づく判断と看護実践力を兼ね備えた人材、ならびに保健・医療・福祉の総合的視野か
ら、関係分野の職種と連携・協働し、チーム医療の一員として活躍できる人材の育成を
目的としている。幅広い視野を身につけるともに、次に続く看護学の専門科目を学ぶ動
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機付け、また社会人としての就業力を高めるための科目を配置した。さらに、学生が看
護学を学習する中で、公衆衛生看護学や助産学に興味を抱き、卒業後の進路の可能性を
広げることをねらいとした科目も選定した。
3）専門科目
専門科目は、主に看護に必要な専門的知識と技術を習得し、科学的根拠に基づく判断
と看護実践を兼ね備えた人材を養成する目的を中核とし、「基礎看護学」「成人看護学」
「老年看護学」「母性看護学」「小児看護学」「精神看護学」「在宅看護学」の各専門領域
と、
「看護の探求と発展」の 8 区分とした。科目区分を各領域にした理由は、学生が何を
学習するのか一目瞭然に分かることをねらいとした。専門領域以外の「看護の探求と発
展」は、教養科目、専門基礎科目、専門科目で学習した基礎的な内容を、より臨床実践
に近い知識や技術の応用について学び、看護の専門性を深めるための科目で選定した。
原則として、各専門領域の概論は 2 年次前期、方法論は 2 年次後期、実践論は 3 年次前
期、実習は 3 年次後期という順序で配置することにより、看護学の知織、技術、態度が
体系的につながり、学生が自己の成長を確認しながら、確実に実践力を獲得できるよう
に構成している。
「看護の探求と発展」は、看護専門職としての社会的責務に基づき、看
護の専門やケアの質の向上に向けて探求できるために有益な科目で構成されている。科
目は 18 科目で、そのうち 7 科目は、学生の興味と関心に基づいて、選択性である。
看護学部における三つのポリシーの相互関係を図 3-2-2 に示した。リハビリテーショ
ン学部同様に教育目標とディプロマ・ポリシーに基づき、カリキュラム・ポリシーとア
ドミッション・ポリシーが構築されていることが明確に示されている。教育課程が体系
的に構築されていることも明確である。また、カリキュラムの流れを容易に理解できる
ように、学習サイクルの仕組みを簡潔なマップにまとめ、「四條畷学園大学 CAMPUS
GUIDE」の中で紹介している。
以上のように、両学部とも明確な教育課程編成方針の下、CAP 制も活用して無理の
ない効率的な教育を行っている。
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図 3-2-2
3-2-④

看護学部における三つのポリシーの相関図

教養教育の実施

教養教育のあり方について検討するため、平成 28（2016）年度に大学共通の教養教育
検討会議を発足させ、図 3−2−3 に示すような教養教育のモデルを作成し、各学部におけ
る教養教育関連科目の位置づけを明確にしている。

図 3-2-3

教養教育と専門教育とのつながり

リハビリテーション学部
教育全般を推進する組織として教務委員会を設置しており、教養教育についてもこの
委員会が責任をもって具体的な実施科目の選定、教養教育のあり方、今後の方向などを
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検討している。これまではリハビリテーション学部の教務委員会として理学療法士・作
業療法士に必要な教養教育のあり方を検討してきたが、教養教育検討会議が発足したこ
とにより、そこで提案されたモデルを基に、専門教育への橋渡しを行えるような教養内
容を教授していくこととした。カリキュラム検討委員会では、教務委員会と連絡を密に
し、スムーズに専門科目の履修に移行できるように初年次には教養を培うための一般教
育科目を重点的に、年次が上がるにつれて専門科目を多く履修できるように科目編成し
ている。なお、教養科目には選択科目と必修科目がある。選択科目は、学生が自ら考え、
自ら方向を決める力を養う助けとなるよう、多様な選択肢を提供している。一方、医
療専門職養成課程の特殊性に鑑み、厚生労働省の指定規則に則り必修科目を設定してい
る。また、専門基礎科目や専門科目の理解につながる基礎となる科目や専門職として将
来特に必要となる教養科目を必修科目として提供している。また、教養教育は外部から
の講師に依存している科目があるが、例年定期的に講師会を開催し（令和元（2019）年
度は COVID-19 感染予防対策のため中止）、本学の教育方針の理解を深めてもらうと同
時に、その方針が授業内容へ反映されるよう図っている。また、科目の教授上の問題な
どを専任教員と共有する目的で、教務委員会がコーディネーター（担当者）を配置して
外部講師との連携にあたる体制をとっている。
看護学部
看護学部は設置認可申請時に、教養科目の科目構成の意図についてそれぞれ明記して
いる。申請に伴う留意事項として、教育目標にある幅広い教養と豊かな人間性を実現す
るためには教養科目を増加するようにとの指摘があった。それを受けて、教養的側面の
強い 5 科目を専門基礎科目から教養科目に配置修正を行い了承された。これに伴い教
養科目の選択幅が広がり、看護学部の教育目標の達成に大きく寄与することとなった。
その上で、入学後、学生が主体的・能動的な学習活動に必要な学習技能ならびに社会性
を身につけるために構成した、導入基礎科目「アカデミックスキルズ」「文章表現法」
「接遇技術演習」を必修科目とした。また、基礎的能力のひとつである情報処理能力を
獲得するための「情報リテラシー入門Ⅰ」、「英語」を必修科目とした。そして、教育
目標にある幅広い教養と人間性豊かな看護師の育成を実現するため、学生自身が自己決
定できるように、その他は選択科目としている「学生便覧」（看護学部）（p29）。な
お、非常勤講師との連絡、調整は教務委員長を中心に担当者を配置し、密なコミュニケ
ーションをとっている。
3-2-⑤

教授方法の工夫・開発と効果的な実施

教育目的の完遂のためにカリキュラム・ポリシーを掲げている。これらに基づき教育
課程編成方針を決めている。具体的教育課程はカリキュラム検討委員会で議論決定して
いるが教育課程の体系的編成および教授方法の工夫・開発は以下の通りである。
リハビリテーション学部
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教育目標の達成のため、教養科目と専門科目の分断を避け、段階的に専門科目の配分
を多くすることで、基礎科目と専門科目との結びつきを明確にし、早期から専門教育の
土台づくりを行うようカリキュラム（教育課程表）を編成している。
本学部では、最近の医学の進歩・科学技術の進歩・高齢社会の進展の中で、教養およ
び専門知識に加え専門分野ごとに必要な保健学系知識・技術を精選して確実に理解させ
る仕組みを整備している。教育目標を実現するために大学設置基準である 124 単位を超
えた 128 単位を卒業要件としている。
教養科目に位置づけられる一般教育科目では、高等学校教育の多様化に対応し、高等
学校での科目履修の内容に関わらず、リハビリテーションに関心を持つ学生を広く受け
入れ、入学後に必要な基礎知識を修得できる機会を保証するため、個々の学生が自身の
必要性に応じて履修できるようカリキュラムを配置した。理学療法入門や作業療法入門
はアカデミックスキルズに該当し、理学療法や作業療法を学ぶにあたってのノートの取
り方や勉強の仕方など大学生活への導入科目としての役割を持たせている。
また、授業終了時には学生からの授業評価アンケートを、また、教員間の授業参観も
行い、教授方法の工夫に役立てている。
看護学部
授業方法については、概論・方法論・実践論・実習という授業科目内容から、講義形
式、個人およびグループ演習、実技チェック等の工夫がなされている。また、授業終了
時には学生からの授業評価アンケートを、また、FD・SD 研修や教員間で、教授方法を
工夫している。看護学部では、看護師資格取得に特化して、教養および専門知識に加え
専門分野ごとに必要な知識と技術を精選し実践的な学びとともに、理解が深まる学習サ
イクルの仕組みを整備している。教育目標を実現するために大学設置基準である 124 単
位を超えた 130 単位を卒業要件としている。
（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画）
現在、AO 入試や指定校推薦入試など学力試験を経ないで入学してくる新入生が増え
ている。入学生の学力低下とともに学修方法が分からない学生もおり、授業についてい
けず単位未修得や中途退学する学生が一定数みられる。そこで、平成 27（2015）年度よ
り、推薦入試などの早い段階で入学が決定している新入生に対し、入学前教育として高
校までの知識の復習に特化した通信制の教材を受講させることで基礎学力の底上げを目
指している。また、カリキュラムについてはカリキュラム検討委員会で継続的に改善を
図っていく。
特にリハビリテーション学部では令和 2（2020）年度より理学療法士作業療法士学校
養成施設指定規則の一部が改定される予定であり、この改定に適合したカリキュラムを
検討している。これに合わせて三つのポリシーと新指定規則との整合性も検討しなおす
必要がある。看護学部では、完成年度までの 4 年間のカリキュラムを評価し、平成 29 年
10 月に策定された看護学教育モデル・コアカリキュラムの内容も踏襲した形で、2020
年度改正に向けて準備を行なっている。
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3－3

学修成果の点検・評価

3-3-①

三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用

3-3-②

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の
フィードバック

（1）3－3 の自己判定
基準項目 3－3 を満たしている。
（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-3-①

三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価方法の確立とその運用

本学の使命目的は優れた医療専門職を育成することであり、このために以下の活動お
よび結果から達成状況を評価している。
個々の科目の達成状況は、主として両学部共通の授業評価アンケートで行っている。
授業改善の重要な工夫として、両学部とも教員相互の授業参観を行っている。
また、リハビリテーション学部では 12 回の卒業生を送り出しているが、理学療法学
専攻および作業療法学専攻ともに全国全受験生の合格率を概ね上回っており、良好であ
る。国家試験対策委員会の適切な対応の結果である。また、ディプロマ・ポリシーに合
致した医療専門職を育成している結果として、国家試験合格者の就職率は 100％を誇っ
ている。
看護学部は、学部全体としての教育目標の達成状況について、現在自己評価・自己点
検委員会が主に作業している。授業科目毎に到達目標、ディプロマ・ポリシーの関連
性をチェックするためのリストを作成し、各専門領域の担当科目毎に記載を依頼し、
委員会で整合性を確認している。配当年次が 4 年次の科目、「教養科目」6 科目、「専
門基礎科目」2 科目、専門科目 13 科目の到達目標、ディプロマ・ポリシーの関連性を
見直し一覧表を作成した。また、教育目標の達成状況については、今後卒業時アンケ
ートを実施していく予定である。さらに卒業生に対し就職状況や在学時の教育内容、
学生生活の満足度やその学修効果、今後の大学教育や学生支援の要望など、臨床経験
を踏まえたアンケートを作成する予定である。国家試験対策は、模擬試験等を一年生
から行っており、その結果の評価およびフィードバックについては 3-3-②で詳述す
る。
3-3-②

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果の
フィードバック

改善へ向けての評価結果のフィードバックは学部により若干異なっている。本学の使
命は、高い職業倫理観を有する「高度な医療専門職を育成する」ことにあり、その原点
が国家試験合格にあることは言をまたない。すなわち、学修指導結果は、国家試験の合
格率によって客観的に評価される。したがって、国家試験対策として模擬試験の実施、
個別指導など両学部が独自に様々な支援を行っており、成果を上げている。学部別の具
体的な活動は以下の通りである
リハビリテーション学部
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リハビリテーション学部では国家試験対策委員会を中心に、国家試験の受験指導を計
画的に進めてきた。解剖学、生理学、運動学といった基礎科目講座や専門科目の実力ア
ップ講座、集中講座などを実施している。平成 29（2017）年度から令和元（2019）年度
は理学療法学専攻、作業療法学専攻ともに国家試験合格率は全国全受験生の合格率を概
ね上回っているが、平成 30 年度は作業療法学専攻の合格率が全国合格率を下回った。
これに対し、計画的な学生指導や個々の学生を熟知した担任教員による個別指導をおこ
なった結果、令和元（2019）年度には全国合格率を上回る合格率となった。
就職状況も学修指導の結果の一つであり、過去 3 年の就職率は表 3-3-1 の通りである。
卒業生に対して求人数は近畿圏を中心に全国から 70 倍から 180 倍の求人数がある。表
中の就職率が 100％を下回っているのは、国家試験が不合格となり就職できなかった卒
業生がいるためである。国家試験合格者の就職率は 100%であり、全員が理学療法士・
作業療法士として第一線で活躍している。
表 3-3-1 平成 29（2017）年度から令和元（2019）年度の求人数と就職率
求人数（人）

卒業生

就職者数

就職率

（人）

（人）

（％）

年度

専攻

平成

理学療法学

3063

43

39

90.6

29 年

作業療法学

2965

28

24

85.7

平成

理学療法学

3216

32

32

100

30 年

作業療法学

3262

25

15

60.0

令和

理学療法学

3025

36

34

94.5

元年度

作業療法学

2851

20

20

100

度

度

FD・SD 委員会では、各教員の授業を年 2 回「公開授業」として他教員に公開してい
る。他の教員の授業を見学し授業方法や内容を評価したり参考にしたりすることによっ
て自らを高めている。また、見学者は授業のコメントやアドバイスを所定の用紙に記入
し、記入内容に対して授業公開者はコメントを記載することとしている。
授業最終時には学生による授業評価アンケートを実施している。その結果は次年度の
授業に活かせるよう科目担当教員へフィードバックを行い、また全教員も閲覧できるよ
うに学内共通ホルダーに保存している。科目担当教員は授業評価の結果を受け、①学生
による授業評価調査の集計結果について、②学生の自由記載について、③昨年度と比較
して、④授業評価・調査の結果を受けて、今後の具体的改善計画の 4 点について記載す
ることとしている。これらの内容については学生に公開している。
看護学部
授業評価アンケート結果は、学部全体の学生評価からみて「教員による授業の取り組
み」に関しては 4.0 以上の評価が大半であったことから概ね良好であった。
「学生の満足
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度や理解度」に関しては、科目別にやや差を認めたが 3.5 以上が大半であったことから
概ね良好と考えられる。
「学生の取り組み」に関しては、予習復習、質問をするなどの学
習行動に対して全体的に 2 から 3 点の間であり大変低い得点であったことから自己学習
行動の家政科や時間の確保に関して課題となった。
結果の集計ならびに自由記述内容に関して各授業担当者に返却し、セメスター別に自
己評価ならびに次年度の方策をまとめ、UNIPA、HP 上で学生に公表し、コメントを学
生にフィードバックを行い、授業評価アンケートにおける学生の意見を踏まえ授業改善
に努めている。
看護師国家試験の全員合格を目指し、1 年次より国家試験模擬試験の受験を計画して
いる。1 年生から 3 年生では基本的な知識の定着を確認することを狙いとし、4 年次に
は各種模擬試験の特徴に配慮した受験計画と学外模擬試験、集中セミナー、少人数制ゼ
ミなど詳細なプログラムの基に実施している。さらに、個々の学生に応じた学習相談・
指導は卒業研究担当教員が担っている。全国合格率が 89.2％（新卒 94.7％）に対して、
本学の国家試験の合格率は 87.5％（8 名が不合格）であり、全国合格率には至らなかっ
た。
就職状況については、国家試験不合格者を除くと 100％の就職率である。大学病院や
公立病院や企業系病院など応募の多い病院では、不合格となるケースもあるが、概ね希
望の就職先で内定を得ている。大阪府を中心に兵庫、奈良、京都などすべて関西圏への
就職である。62 名中 60 名が総合病院への就職で訪問看護ステーションが 1 名、一般職
での就職が 1 名であった。
（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画）
授業評価アンケートについて、学生全員の意見を吸い上げられるよう平成 28（2016）
年度前期からマークシートに変更し、回答率は大いに向上した。多くの学生の意見を吸
い上げられるようになり、今後一層授業等への反映ができるようにしたい。
リハビリテーション学部では国家試験の合格率において理学療法学専攻および作業療
法学専攻とも全国の全受験生の合格率を概ね上回っていることから教育目的の達成状況
については概ね達成できていると考えている。今後は両専攻とも国家試験の合格率
100％を目指し、早期より正規カリキュラムの他に対策講座や模擬試験を実施して国家
試験対策を行う体制を一層充実させる。また、GPA による成績評価を元に学習指導を行
っているが、さらに指導を徹底させたい。
看護学部では、保健師助産師看護師学校指定規則の改正に伴いカリキュラムを 2021
年度改正に向けて検討中である。また、国家試験 100%の合格を目指し、模擬試験等を
充実させ、今後とも丁寧な指導を行っていく。
教養教育については、その重要性に鑑み、両学部合同の検討組織、教養教育検討会議
を立ち上げているので、さらに検討を続ける。
［基準 3 の自己評価］
教育課程を自己評価するにあたって重要なポイントは四條畷学園大学の使命・目的に
適ったカリキュラム編成がなされているか否かである。この点、ディプロマ・ポリシー、
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教育目標、カリキュラム・ポリシーともにリハビリテーション学部および看護学部にお
いてともに明確に記述され、相互に整合性が確保されている。
医療専門職の養成にあたっては、厚生労働省によって専門職ごとに指定規則が定めら
れており、したがってリハビリテーション学部と看護学部でカリキュラム・ポリシーに
多少の差が生じるのはやむを得ない。しかし同じ医療専門職として共有しなければなら
ない基本的部分の教育については、両学部のカリキュラムを整備することによってより
有効なカリキュラム編成の可能性が考えられることから、検討を続ける。
基準 4
4－1

教員・職員
教学マネジメントの機能性

4-1-①

大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの
確立・発揮

4-1-②

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築

4-1-③

職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性

（1）4－1 の自己判定
基準項目 4－1 を満たしている。
（2）4－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
4-1-①

大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップの確
立・発揮

学長が校務をつかさどり、所属教職員を統督するために適切なリーダーシップを発揮
できるよう、学長が指示する副学長以下の教職員の役割を学則第 36 条「教職員組織」に
以下の通り規定している。なお、
「校務をつかさどる」とは、学長が校務に関する最終的
な決定権を有すること、
「所属職員を統督する」とは、学長が所属職員に対して高い立場
から指揮命令する権限を有することを意味する。
（文部科学省「学校教育法および国立大
学法人法等の改正に関する Q&A＝平成 26（2014）年 10 月 8 日更新」）
副学長は、学長の指示あるときは学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
学部長は、学長の指示の下、命を受けて学部の校務をつかさどる。
学科長は、学長および学部長の指示の下、命を受けて学科の校務をつかさどる。
専攻長は、学長および学部長並びに学科長の指示の下、命を受けて専攻の校務
をつかさどる。
なお、学長が最終決定するに際し、意見を述べる会議体を設置している。大学運営協
議会（学則第 37 条）は、大学全体に関する重要事項として定めた事項について、学長に
対して意見を述べる（学則第 40 条）、学部教授会（学則第 41 条）は、学部に関して定
められた事項について意見を述べる（学則第 44 条）。
さらに、休業日（学則第 7 条 2 項）、休学（第 14 条）、復学（第 16 条）、退学（第 17
条）、転学（第 18 条）、除籍（第 19 条）、卒業（第 28 条）、学位の授与（第 29 条）は、
従来から学長が決定する事項になっていたが、平成 27（2015）年 4 月 1 日の学則改定
で、学期（第 6 条 2 項）、入学許可（第 12 条 2 項）、大学運営協議会の審議事項（第 40
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条）、学部協議会の審議事項（第 44 条）、表彰（第 49 条）、懲戒（第 50 条）の条文を改
定・追加し、いずれも学長が決定することを学則上明確にした。
以上により、本学学則において「大学の意思決定と業務執行における学長のリーダー
シップの発揮」がなされることが明記され、担保されているものと考えており、実際の
大学の意思決定と業務執行も、全てこれに基づいて行なわれている。
また、学園規程である職務権限規程（平成 26（2014）年 10 月 20 日制定、施行）第
2 条には、
「学長、校長、園長、事務局長および事務長（以下｢所属長｣という）は、学園
の定められた方針、諸規程、および承認された計画に従ってそれぞれの業務を最も効果
的に遂行する管理責任があり、その遂行に必要な権限を有する。」と記載されており、学
長は大学の業務に関して、管理責任と権限を持って執行する立場にあることが規定され
ている。
これらに加え、学校法人四條畷学園寄附行為において、1 号理事として選任される学
長は、四條畷学園大学の最高責任者であると同時に、学長が理事会や常任理事会に出席
することで、学園本部の管理部門と、本学との連携を図っており、本学の意思が理事会
に反映され、理事会の考え方も学長を通じて本学に伝達されることで、本学の意思決定
や業務執行への学長による適切なリーダーシップが発揮されている。
本学は、大学の意思決定と業務執行において、小規模な大学の特徴を生かしながら、
学長の適切なリーダーシップが発揮されていると判断する。
4-1-②

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した教学マネジメントの構築

教職員の採用手続きは、教職員採用規程に明文化している。ただし、これは採用時に
おける最低限のルールを定めたもので、採用の可否判断は、“人物本位”である。
人事評価制度では、事務職員の評価方法を四條畷学園事務職員人事評価規程に定め、
給与制度と併せ平成 28（ 2016）年度から運用を開始している。大学教員も平成 28（2016）
年度から評価制度の運用を開始した。
学園内、大学内の事務執行の組織、職制、職務分掌については、それぞれ事務組織・
事務分掌規程、大学事務室運営規程に規定している。
その組織は、事務組織・事務分掌規程の「別図 1」事務組織図の通りで、責任と権限
は、事務組織・事務分掌規程の第 2 条および同規程の「別図 1」に記載の通りである。
採用、昇給昇格、組織、職制、職務分掌は、各種規程に明記され、その権限や責任も
明確になっている。大学事務室は、両学部とも、学生数相応のコンパクトな体制で運営
されており、職員一人ひとりが幅広いスキルを身につけ、多様な業務を行っている。組
織の編制、事務職員の配置など、執行体制は適切である。
4-1-③

職員の配置と役割の明確化などによる教学マネジメントの機能性

職員の採用は教職員採用規程、昇任は四條畷学園事務職員人事評価規程に基づく。法
人全体および本学の管理体制を組織図で示すと、
「別図 1」のようになる。事務長が大学
に係る所管業務一切を主管し、部長、次長、および主査が分掌事務を主管することにな
っている。
また、大学事務室の 6 課 1 係の職務分掌については、以下の通りである。
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教務課は、大学の教務に関する次の事務を分掌する。
（1）

教育課程、時間割の編成および教室の配置等に関すること。

（2）

実習等に関すること。

（3）

入学、卒業、休学、復学、退学、除籍、転学等学籍に関すること。

（4）

試験、成績、単位取得等に関すること。

（5）

各種証明書（在学、卒業見込、卒業証明書等）の発行等に関すること。

（6）

聴講生、研究生に関すること。

（7）

その他教育の企画に関すること。

学生課は、大学の学生に関する次の事務を分掌する。
（1）

各種証明書（学生証、学割証明書等）の発行に関すること。

（2）

育英資金、奨学金の取扱いに関すること。

（3） 学生教育災害傷害保険の取扱い、学生の健康管理、下宿の紹介等に関すること。
（4）

学生の掲示、出版物等に関すること。

（5）

その他学生の福利に関すること。

入試課は、大学の入試に関する次の事務を分掌する。
（1）

学生の募集、入学試験等に関すること。

（2）

学生の募集情報収集、渉外等に関すること。

就職課は、大学の就職に関する次の事務を分掌する。
（1）

学生の就職相談、就職先の斡旋等に関すること。

（2）

学生の就職情報収集、渉外等に関すること。

庶務課は、大学の庶務に関する次の事務を分掌する。
（1）

大学の諸行事に関すること。

（2）

教授会、その他の会議に関すること。

（3）

官公庁に対する申請、届出、報告等に関すること。

（4）

文書の接受、送達、保管に関すること。

（5）

固定資産・物品の購入、補修、管理等に関すること。

（6）

教職員の研修、福利厚生等に関すること。

（7）

人事、経費その他の学内申請等に関すること。

（8）

学校納付金、各種証明書手数料、諸費の徴収等に関すること。

（9）

学校納付金の減免、および徴収猶予等に関すること。

（10）

IR（インスティテューショナル・リサーチ）に関すること

（11） その他、各課の分掌に属しない事項に関すること。
広報課は、大学の学生募集等の広報に関する次の事務を分掌する。
（1）

学生募集広報に関すること。

（2）

その他学生募集活動等に関すること。
65

四條畷学園大学

図書館事務係は、図書館の管理運営に関する事務を分掌する。
管理職は、規模相応の少人数ながら、職務分掌その他の規程でその役割を明確化する
ことにより、有効な管理体制を構築している。両学部が離れた立地にあることも、隔月
で開催する大学運営協議会において課題を共有しながら、緊密な連携を図ることで克服
している。総じて、大学における管理体制およびその機能に問題はないことが認められ
る。
（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画）
改正された学校教育法等が平成 27（2015）年 4 月 1 日に施行されたことと、平成 27
（2015）年度に本学に二つめの学部となる看護学部が新たに設置されたことで、本学で
も、学長のリーダーシップに基づくガバナンス体制の整備と、それを明確にする学内規
程等の見直しや改定を行なった。これらの整備をさらに徹底する。大学としての最終意
思決定は、学長が行うことが明確になり、学長のリーダーシップが発揮されている。平
成 28（2016）年度には学長のリーダーシップを一層強固にすべく、新たに副学長を置い
た。以上の体制整備を基本に、今後大学の一層のブランド化など、事業計画を効率的に
推進する。
4－2

教員の配置・職能開発等

4-2-①

教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置

4-2-②

FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開
発と効果的な実施

（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）
本学はリハビリテーション学部、看護学部の医療系 2 学部からなる。必要とされる教
育内容、単位数は学部ごとに文部科学省の大学設置基準に加えて、厚生労働省の教育指
定規則により定められている。このため、一部の科目を除き、多くの専門科目の構成、
教員の専門・確保は学部独自のものとなっている。
4-2-①

教育目的及び教育課程に即した教員の採用・昇任等による教員の確保と配置

教員の採用・昇任については、教職員採用規程、教員任用規程（大学）に基づき適材
適所の人事が行われている。教員評価を平成 28（2016）年度より行っており、学長、学
部長による適切な指導あるいは昇任等における参考資料として活用している。教育課程
は学部ごとに異なっているので、以下学部別に記述する。
リハビリテーション学部
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リハビリテーション学部の教育目的および教育課程に即した教員の確保と配置は、理
学療法士および作業療法士を育成することを目的としたものであり、文部科学省の大学
設置基準に加えて、厚生労働省の｢理学療法士および作業療法士法｣に基づいた理学療法
士作業療法士学校養成施設指定規則による教育内容と単位数を教授しなければならない
こととなっている。
リハビリテーション学部の特徴として、教員は、一般教育科目担当、専門基礎科目担
当にかかわらずそれぞれ理学療法学専攻および作業療法学専攻に配置されている。令和
2（2020）年 5 月 1 日現在、リハビリテーション学部の専任教員は 21 名である（7 月か
ら 22 名予定。以下理学療法学専攻参照）。理学療法学専攻は助教を含む 12 名によって
構成され、このうち専門科目担当教員には、理学療法士免許所有者 11 名 （教授 4 名、
准教授 3 名、講師 3 名、助教 1 名）が配置されている（2020 年 7 月に助教 1 名着任）。
さらに専門基礎科目担当教員として教授 1 名が配置されている。作業療法学専攻は助教
を含む 12 名（特任教授 2 名を含む）によって構成され、このうち作業療法士免許所有
者 9 名（教授４名、准教授 2 名、講師 2 名、助教 1 名）が配置されている。
理学療法学専攻ならびに作業療法学専攻ともに大学設置基準第 13 条に係る別表第一
のイおよび別表第二に規定される必要教員数および理学療法士作業療法士学校養成施設
指定規則に定められた基準を満たしている。
専門基礎科目ならびに専門科目は、専任教授および専任准教授が担当している。理学
療法学や作業療法学の対象となる領域は内科学から外科学領域、小児科学から老年科学、
作業療法学専攻単独ではこれらに加えて精神医学があり、広範な領域にわたる。比較的
特殊な専門領域における科目では、それらを専門研究領域とする講師や助教、あるいは
非常勤講師が担当している。
看護学部
看護学部の教員数は、令和 2（2020）年 5 月 1 日現在 27 名であり、内助手が 2 名で
ある。開設年度の平成 27（2015）年度は専任教員数 26 名で認可申請している。申請
時の教員組織は、学部長、学科長を配置し、専任教員の専門領域別内訳は、基礎看護学
5 名、小児看護学 3 名、成人看護学 6 名、老年看護学 3 名、母性看護学 3 名、精神看
護学 3 名、在宅看護学 3 名である。職位の内訳は、教授 8 名、准教授 4 名、講師 6
名、助教 8 名であった。現在の職位の内訳は、教授 8 名、准教授 3 名、講師 11 名、助
教 3 名、助手 2 名である。
開設初年度の平成 27（2015）年度は、専任教員 21 名と助手 1 名であり、平成 28
（2016）年度に 5 名が着任し 26 名となった。これは、大学設置基準第 13 条に係る別
表第一のイおよび別表第二に規定される必要教員数および保健師助産師看護師学校養成
所指定規則に定められた基準を満たしている。以後、現在に至るまでに教員の異動はあ
ったが、完成年度まではその都度、文部科学省の専任教員採用等設置計画変更書を提出
し、大学設置・学校法人審議会の教員審査に従って確保した。平成 31 年 4 月着任教員
からは人事委員会を設置し教員審査を行い、教員を確保している。看護学部の教員は全
員が看護師免許の所有者であり、教育課程の専門科目の担当以外に教養科目も一部担当
している。
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教員評価に基づき学部長面談ならびに、フィードバックを行っている。令和元
（2019）年度末に、助教から講師への昇任 1 名の昇任人事を実施している。
4-2-②

FD(Faculty Development)をはじめとする教育内容・方法等の改善の工夫・開発
と効果的な実施

教員の資質・能力向上への取組みでは、大学 FD・SD 委員会規程に基づき、リハビリ
テーション学部では専任教員 5 名および事務職員 1 名によるリハビリテーション学部
FD・SD 委員会を設置している。看護学部では専任教員 4 名および事務職員による看護
学部 FD・SD 委員会を設置している。また、両学部が共同して活動を行えるように、大
学 FD・SD 委員会規程を設け、それに基づき専任教員 10 名および事務職員による大学
の FD・SD 委員会を設置している。2019 年度は、活動目的を「教員が授業内容・方法
を改善し向上させるため、教員相互の授業参観の実施、授業方法についての研修会の企
画開催、新任教員のための研修会の開催を実施する」とした。それに基づく活動目標は、
①教員の教育技法（学習理論、授業法、討論法、学業評価法、教育機器利用法、メディ
ア・リテラシーの習熟）を改善するための支援プログラムを企画開催する、②アセスメ
ント（学生による授業評価、同僚教員による教授法評価、教員の諸活動の定期的評価）
を定期的に行う、③大学教員の倫理規定と社会的責任の周知を図るの 3 つとし、研修会
を計画し実施した。第 1 回 FD・SD 研修会として、看護学部主催で「学生の倫理観を育
成するための教員の役割」というテーマで外部講師を招いた。第 2 回 FD・SD 研修会の
テーマは「学習効果を高めるシラバス作成法」でリハビリテーション学部主催により実
施した。第 3 回 FD・SD 研修会として、看護学部主催で「発達障害の学生支援-看護学
生への支援を中心に」をテーマに外部講師を招き 2020 年 3 月に研修会を計画していた
が、COVID-19 感染予防対策のため 2020 年度の 9 月開催に延期とした。第 1 回ならび
に第 2 回の研修会は活動目標①～③の達成を目標とした活動である。
その他の活動として、①自己啓発ための情報提供として、関西地区 FD 連絡協議会に
大学と短大が加入し、全教員に講演会、情報交換会の開催情報を提供している。また各
種研修会、勉強会、セミナーなどの情報を随時提供した。さらに、学生による授業評価
の充実のため②授業、実習評価アンケートの見直しを行い次年度からの実施に向け検討
を行った。すなわち、授業、実習評価アンケート実施スケジュールを作成し、教職員間
の認識の共有を図り、また、両学部共通内容とするため、各種アンケート内容の再検討
を行った。学生が回答しやすいように文言と内容の見直しもおこなった。見直しに際し、
各教職員から意見を募り、反映させた。また、外部講師に学生評価内容を集計データと
ともに自由記述を含めて配布することとした。
以上の活動結果から、第 1 回研修会において、講義や演習、実習を通して、学生に倫
理観を植え付けるための効果的な授業の必要性を認識し、また、学生の倫理観育成能力
の向上を図ることができた。また、第 2 回研修会は、シラバス作成に関わる基礎的知識
の確認と実践的に活用できるスキルを強化することに繋がった。両研修会には、ほぼ全
員の教員が参加し、研修は有意義であった。授業・実習評価アンケート項目の再検討を
実施したことで、学生評価の意義や認識が高められたと考える。両学部の合同会議を開
催したことで活動方針の共通認識が図れ、それぞれの特性を踏まえた活動が展開できた。
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今後の課題は、①授業内容および方法の改善を図るために教職員組織的な研修などを
企画・運営する、②若手教員（教育経験の少ない教員）への教育力向上のための支援を
実施する、③授業・実習評価アンケートの効果的活用に向けて、両学部で協働する、④
職員の職能開発推進のための支援を実施する、⑤教育優秀教員の表彰、教員の研究支援、
授業参観の実施などが挙げられる。
SD 活動は、関連業務の改善向上を目的に対外的研修会やセミナーに各自参加してい
る。その他 Web を活用し情報収集に努めている。研修会やその他で得た情報は、報告会
や報告書により随時情報と知識の共有に努めている。
（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画）
教育の充実には優れた教員の確保が重要である。多様な媒体を利用してこれまで以上
に広く内外に人材を求めていく。また、内部昇格においては「教員任用規程（大学）の
適切な運用により有能な人材の登用をはかる。
平成 27（2015）年度に看護学部が設置された。このため、現況では両学部で同様な教
養科目がそれぞれ別個に提供されている。両学部の人的資源を有効に活用するため、あ
るいは教員・学生の学部間交流を促すために両学部共同の教養教育検討会議を設置し、
学部の垣根を越えた教養教育の在り方を検討している。この検討結果を踏まえ、基礎力
はもちろん、医療専門職として優れた適性を有する人材育成をはかる。文部科学省に対
する学部認可申請に明記しているように、大学の使命・目的等を達成するためには教員
組織をさらに充実させる。教員評価は平成 28（2016）年度に初めて行い、令和 2 年度に
評価表を部分的に改定しているが、教員自己評価票の内容を含めて教員のへのフィード
バック方法を検討していく。
FD 活動については、今後とも積極的に実施していく。特に COVID-19 の感染対策の
ため延期となっている「発達障害の学生支援-看護学生への支援を中心に」を開催する予
定である。これは、合理的配慮を要する学生への教育的支援を充足するため、学生理解
と組織的な配慮の必要性が高まっているからである。
さらに、看護学部では、教員の自己啓発に向け、教員の諸活動の定期的評価への提案
として、マザーマップによる自己評価を促し,次年度の活動計画に反映させることを目標
としている。
4－3
4-3-①

職員の研修
SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向
上への取組み

（1）4－3 の自己判定
基準項目 4－3 を満たしている。
（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
4-3-①

SD(Staff Development)をはじめとする大学運営に関わる職員の資質・能力向
上への取組み
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新規採用の教職員に対しては、毎年 4 月の入園式後、理事長から本学園の建学の精神
や新人職員に期待することについて説明があり、法人本部事務局の人事担当者から、就
業規則を始めとする規則やルールについて説明されている。
実務担当者には、日本私立大学協会や日本私立大学振興･共済事業団など、外部主催の
研修に積極的に参加させることで、実務知識の修得による能力向上に努めている。また、
大学主催の公開講座や学校法人傘下の各校園が主催する講演会も開催されており、教職
員に出席を推奨している。また、本学では、独自の自己研鑽奨励手当を設け、教職員が
積極的に自己啓発に取り組むことを促進している。
平成 27（2015）年度には、四條畷学園大学 FD・SD 委員会規程を策定し、SD の企
画、情報収集など、事務職員を中心とした職能開発について計画的・組織的に進めてい
くことを定めている。外部の研修会参加や研修会実施記録を学内ネットワーク上にファ
イルとして保管し、職員個々人が必要に応じてアクセスすることで、内容を確認し、学
習もできる仕組みにしている。
また、平成 28（2016）年度には、課長職以下の本務事務職員に対し人事評価制度を導
入している。被評価者が設定する目標には、資格取得や研修会参加など自己啓発項目を
必須としており、職員個々人の能力向上には、積極的に取り組んでいる。
大学の事務組織は、学生数相応の少人数体制で運営している。事務室では、両学部の
重要ポストに他大学の実務経験者を採用・配置することで、募集広報や教務管理など、
体制の革新と強化を図っている。大学が、将来とも質の高い教育機関として発展してい
くために、職員の職能開発に向けた SD 計画の実施・管理体制は、整えられつつある。
併せて、給与制度とリンクする人事評価制度の創設により、職員の職能向上に計画的・
組織的に取り組んでいる。
（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画）
SD の重要性の認識は教職員の間に浸透している。今後も教職員が一体となってレベ
ルアップを図って行くが、特に教員の FD に関する意識をさらに高めて円滑な大学運営
をはかる。
4－4

研究支援

4-4-①

研究環境の整備と適切な運営・管理

4-4-②

研究倫理の確立と厳正な運用

4-4-③

研究活動への資源の配分

（1）4－3 の自己判定
基準項目 4－4 を満たしている。
（2）4－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
4-4-①

研究環境の整備と適切な運営・管理

本学では、各教員別に研究室が整備されており（2 名共用の研究室がひとつある）、
集中的に思考をめぐらし、またデータの整理や論文執筆等ができる環境がある。実験器
具・装置も各学部で一定の設備が整っており、各種の実験を行うことができる。大部分
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の器具・装置は教員の研究室ではなく、学部毎に共同利用している実験室、実習室に配
置されていることから、高額な装置であっても効率的な使用が可能になっている。
一方、研究環境をより整備し、また研究の深化・奨励をはかることを目的に、平成 30
（2018）年 4 月に四條畷学園大学健康科学研究所を新たに発足した。また、平成 29
（ 2017）
年度にはその規程の策定、従前の研究費配分方法の見直しを行った。健康科学研究所設
立に至った経緯は以下のようである。
すなわち、保健・医療・福祉領域においては、社会的要請の高い分野、学際的分野、
先駆的分野等の研究の一層の進展が望まれている。本学は医療系専門大学としてこれら
社会的要請に対応していくことは責務であると考え、リハビリテーション学部と看護学
部の協働のもとに保健・医療・福祉領域における研究推進を目的として研究所を新たに
設立することとした。
健康科学研究所は学長を所長とし、学内公募によって選ばれた研究員が下記の四條畷
学園大学健康科学研究所規程第 5 条に基づいた活動を行っており、その内容は以下のよ
うである。
(1)

学術研究及び調査並びに当該成果の公表

(2)

研究会・講演会・講習会等の企画及び開催

(3)

大学研究生の研究支援

(4)

その他研究所の目的達成に必要な事項

4-4-②

研究倫理の確立と厳正な運用

本学では、平成 28 （2016） 年 10 月 1 日 に 「学校法人四條畷学園

行動規範」を

定めた。これは、建学の精神である「報恩感謝」のもと、教育理念・教育方針に基づき、
社会的責任を積極的に果たしていくために、役員、評議員及び教職員一人ひとりが遵守
すべき基本的な行動の指針をまとめたものである。この行動規範をもとに次のような規
程・基準・要領を設け、研究倫理の確立とその厳正な運用に取り組んでいる。
教員の研究活動ならびに研究倫理に関する規程
四條畷学園大学研究倫理審査委員会規程
四條畷学園大学研究倫理基準
四條畷学園大学「人を対象とする」研究倫理要領
四條畷学園大学研究倫理委員会規程
これらには、研究費の適正な使用、人を対象とする研究を行う時に留意すべき倫理的
配慮など幅広い内容を含んでいる。
また、これら倫理観の確立と身に着けた倫理観を厳正に運用しているかについては、
一般財団法人公正研究推進協会（APRIN）による研究倫理教育 e-learning の受講を義務
化し、適正さを確認している。
両学部における具体的な研究倫理審査委員会（以下、倫理委員会）の取り組みは以下
のようである。
リハビリテーション学部
リハビリテーション学部の倫理委員会のメンバーは、理学療法学専攻から 2 名、作業
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療法学専攻から 2 名、事務室から 1 名、外部委員 2 名の計 7 名で構成している。委員会
は平成 29（2017）年度以降、新たに申請書類のフォーマットを決め、委員会の開催は月
1 回とし、申請のない月は不開催とした。原則として各月の第 3 火曜日を開催日とし、
倫理審査の受付はその 1 週間前を締め切り日とした。申請のあった内容をコピーして委
員全員に配布し、事前に目を通してもらうことによって審査が円滑に進行できるように
配慮した。審査では、フォーマットに従って記載されているか、研究方法において倫理
的な問題はないかなどに重点を置いて審査した。特に「人を対象とする」研究に対して
倫理規程に反する内容がないか審査した。平成 30（2018）年 4 月以降では 10 件の承認
を出している。委員会には事務職員も必ず出席し、議事を記録している。
看護学部
倫理委員会委員は、学内委員を 4 名、外部委員を 3 名、外部委員の中には一般の立
場から意見を述べる委員を 1 名依頼し、記録は事務室としている。委員会の開催は、
月 1 回とし、申請締切日を学内 LAN にて周知し、申請のない月は流会とした。平成
28 年度からは、内部委員が申請書類一式の事前レビューを行い、そのコメントに基づ
いて修正したものを審議している。本審査では、申請者によるプレゼンテーション、質
疑応答をもとに審議し、平成 27（2015）年度 3 件（7 回開催）、平成 28（2016）年
度 6 件（6 回開催）、平成 29（2017）年度 6 件（7 回開催）、平成 30（2018）年度 5
件（5 回開催）、令和元 (2019) 年度 6 件（5 回開催）を承認した。申請書類一式は事
務室保管としている。また、研究計画書の変更、共同研究者の変更などにも、変更申請
を提出のうえ、議題として検討している。平成 29 年大学の研究倫理委員会発足に当た
り、学部内の委員会は、研究倫理審査委員会と名称変更した。
4-4-③

研究活動への資源の配分

研究活動を支える学園からの原資は研究費と旅費からなる。旅費は一律配分とし、研
究費は旅費とは別に職階に基づいて傾斜配分している。一方、近年の科学、技術の進歩
は著しく、また極めて多様化してきており、職階に基づく配分方法では円滑な研究活動
に支障をきたすケースが散見されるようになっている。そこで、平成 30（2018）年度に
職階別の傾斜配分額を大幅に減額し、研究計画の申請に基づいて配分額を決定する方式
に改めた。申請研究の決定と配分額の決定は、各学部から学長によって任命された研究
審査委員が審査し、その結果を健康科学研究所運営委員会において審議し、学長が決定
している。なお、選定された研究を行う教員は健康科学研究所の研究員を兼任すること
としている。
（3）4－4 の改善・向上方策（将来計画）
平成 30（2018）年度より新たに健康科学研究所を発足させ、一層の研究推進を図って
いる。研究費の職階別傾斜配分額を大幅に見直し、申請研究計画に基づいて配分を行う
ように改めている。このように研究環境の整備と支援体制は整っている。
また、研究倫理については各種の規程、基準、要領を定めるだけでなく、それらが厳
正に運用されているかどうか、教職員全員が個別に確認できるよう、APRIN による研究
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倫理教育 e-learning の受講を義務付けている。この自己診断テストは各教職員が必ず受
検しているかどうか、その結果はどうであったかについて、研究倫理委員会委員がチェ
ックしており、運用は適切に行われている。今後も関係規程の整備を進めるとともに、
講習会等により全教職員の研究倫理に対する理解を深化させる。
［基準 4 の自己評価］
平成 30（2018）年度に健康科学研究所を発足させ、研究の一層の促進を図るための体
制が整えられた。また、これに伴い研究費の配分方法を職位に基づく均等配分から研究
テーマに応じた配分に変更した。これによって、研究に対する全体のモチベーションも
高まり、一層の成果が期待される。また、研究倫理に対する意識の向上が一層求められ
るが、各種倫理関連委員会において慎重に検討する体制も整えており、問題ない。
基準 5

経営・管理と財務

5－1 経営の規律と誠実性
5-1-①

経営の規律と誠実性の維持

5-1-②

使命・目的の実現への継続的努力

5-1-③

環境保全、人権、安全への配慮

（1）5－1 の自己判定
基準項目 5－1 を満たしている。
（2）5－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
5-1-①

経営の規律と誠実性の維持

四條畷学園大学の設置者である学校法人四條畷学園は、学校法人四條畷学園寄附行為
第 3 条において、
「この法人は、教育基本法、学校教育法に従い、学校教育を行い「創立
の趣旨」を尊重し、「人をつくる」を教育理念とし、「徳、知、体三育の偏らざる実施と
その上に立つ品性人格の陶冶に依る人材育成」を「目的」に掲げている。また教育基本
法、学校教育法を始めとする法令遵守を明記するとともに、就業規則により、法人の管
理、運営に関する基本的事項を定め、法人の経営規律と誠実性の維持を表明している。
本学は、学則第 1 条において、
「本学は、四條畷学園の建学の精神「報恩感謝」ならび
に教育理念「人をつくる」のもと、教育基本法および学校教育法の規定するところに従
い、広く一般教養を培うとともに、専門の学術技能を教授研究し、知能の啓発と応用能
力の涵養を図り、人間性豊かな高い職業倫理観を持ち、高度の科学性と技術性を備えた
医療専門職を世に送り出すことを使命とする」と、その理念・使命を掲げている。
第 1 条の 2 で、第 1 条の具体化のため、以下の目標を定めると明記している。
リハビリテーション学部では、①社会に貢献する人間性豊かな尊敬される人材を育成
すること ②科学する力と旺盛な研究心を身に付けたセラピストを育成すること ③セラ
ピストとしての実践力を育成すること
看護学部では、①幅広い教養を身に付け、生命の尊厳と人権の尊重について深く理解
し、人を思いやる人間性豊かな人材を育成すること

②看護に必要な専門知識と技術を

修得し、科学的根拠に基づく判断と看護実践力を兼ね備えた人材を育成すること
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健・医療および福祉の総合的視野から、関係分野の職種と連携・協働し、チーム医療の
一員として活躍できる人材を育成すること

④看護専門職としての社会的責務に基づき、

看護の専門性やケアの質の向上に向けて探求できる人材を育成すること
また、第 2 条においては、
「本学は、教育水準の向上を図り、前条の目的および社会的
使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自己点検および評価を実施し、そ
の改善・充実に努める」と「自己評価等」の実施を明記して、経営規律と誠実性の維持
を表明している。
また、経営規律は、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により維持されている。
学校法人が定める学校法人四條畷学園寄附行為や大学の学則には、学校教育法、私立
学校法に従うことが明記されており、学園諸規程も、大学設置基準、私立学校振興助成
法、学校法人会計基準等の関係法令に従うことを前提に制定されている。学園ならびに
大学に勤務する全ての教職員は、これらの学園諸規程（就業規則、事務組織・事務分掌
規程、大学事務室運営規程等）や関係法令を遵守しなければならない。各法令等が定め
る申請や届出事項、報告等も計画的に行われており、大学の設置、運営は法令遵守のも
とに行われている。学校法人が、法令や寄附行為および学園の諸規程に違反する行為、
またはその危険性がある行為（「法令違反行為」）を行わないよう、その端緒となる事象
の早期発見と是正のために、内部監査チームによる監査と監事監査を計画的に行ってい
る。加えて、外部の法律事務所を窓口とする公益通報等に関する規程を定めている。
平成 27（2015）年 4 月に新設した看護学部は、当初の計画どおり平成 30（2018）年
度に完成年度を迎えた。同時に、リハビリテーション学部においても、看護学部設置の
相乗効果を目指し、授業科目を追加するカリキュラム変更を文部科学大臣に申請し承認
を得ている。
更に、平成 27（2015）年 4 月 1 日から施行された「学校教育法および国立大学法人
法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 88 号。平成 26 年 6 月 27 日公布）ならび
に「学校教育法施行規則および国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令」
（ 平成 26
年文部科学省令第 25 号。平成 26 年 8 月 29 日公布）に基づく、
「副学長の職務」や「教
授会の役割」を明確化するために、本学も、これに対応した学則変更を行った。
また、学校教育法施行規則改定で、学生に対する懲戒の手続を定めることが求められ
たため、新たに大学の内部規則である四條畷学園大学学生懲戒規程と四條畷学園大学学
生表彰規程を制定した。加えて、文部科学省から、大学の全ての規程・規則について、
平成 27（2015）年 4 月 1 日までに総点検・見直しすることが要請されたため、四條畷
学園大学運営協議会規程、四條畷学園大学学部教授会規程、委員会規程など、本学の規
程類を総点検し、整理を行った。
学校法人と大学では、法令遵守に向けた体制強化が進められている。
監査部門としては内部監査や監事監査に関する規程として四條畷学園内部監査規程等
が整備され、法人本部事務局内に配置された内部監査担当部長を擁する内部監査チーム
により、監事の監査をサポートできる体制を整えている。また有限責任あずさ監査法人
による監査計画に基づく監査を受けると共に、監査結果について意見交換を行い改善す
べき点の把握と改善に努めている。理事長および学長の指導の下、設置管理運営面にお
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けるコンプライアンスの充実が図られており、法令等遵守体制は適切であると認められ
る。
また、経営の規律と誠実性は以下に記すように情報公開によっても担保されている。
本学では、学校法人の公共性に鑑み、広く社会に対する説明責任を果たすため、大学
の基本情報、学校法人の財務情報、大学の自己点検報告書、大学の授業評価、大学の公
的研究費の不正使用防止の取り組みと通報窓口、大学の動物実験の実施に関する基本指
針などについて、ホームページで公開している。
大学のホームページでは、学校教育法施行規則第 172 条の 2 に基づき、建学の精神・
教育理念・教育方針（第 1 号関連）、大学の機構（第 2 号関連）、教員に関する情報、教
員紹介（第 3 号関連）、三つのポリシー、学生に関する情報、卒業者数、就職情報（第 4
号関連）、シラバス検索（第 5 号関連）、学則、必要単位数（第 6 号関連）、交通アクセ
ス、施設紹介（第 7 号関連）、学費・奨学金（第 8 号関連）、学生サポート（第 9 号関連）
を掲載。学校法人のホームページでは、資金収支計算書、資金収支内訳表、事業活動収
支計算書、事業活動収支内訳書、事業活動収支計算書の財務分析、貸借対照表、財産目
録などの財務情報を開示しており、学校法人の事業報告書と監査報告書も、同じページ
で掲載している。この財務情報は、5 年分以上を掲載しており、経年比較も含めて、閲
覧や印刷が出来るようにしている。 財務情報については、事業活動収支計算書関係諸比
率を添付するとともに、事業活動報告書において、各年度の財務状況を解説している。
また本学は、平成 26（2014）年 10 月に稼働した日本私立学校振興・共済事業団の「大
学ポートレート」に参加している。
「大学ポートレート」において本学の特色や学びにつ
いて分かりやすく説明し、本学に関心を寄せている受験生・保護者などに情報提供して
いる。
教育研究成果については、毎年リハビリテーション学部紀要を発行し公開に努めると
ともに、平成 28（2016）年 3 月、
「四條畷学園大学・四條畷学園短期大学学術機関リポ
ジトリ」を構築し、これら情報を広く提供している。看護学部においても平成 29（2017）
年 9 月に看護ジャーナル創刊号を発行し、リポジトリでも公開している。
以上、教育情報と財務情報は、ホームページへの掲示を中心として、適切に公開され
ていることが認められる。
以上のように、学校法人ならびに大学の経営は、教育基本法、学校教育法を遵守し、
規律に従って運営することが明記されている。本学園の建学の精神である「報恩感謝」
や教育理念「人をつくる」を尊重し、学則に理念や使命を掲げ、教育目標の実現と充実
のために自己点検、自己評価することなど、高等教育機関として社会の要請に応えるこ
とが明記されており、適切であることが認められる。
5-1-②

使命・目的の実現への継続的努力

学校法人四條畷学園寄附行為で規定されている学園の使命・目的の実現に向けて、学
園の最高意思決定機関である理事会と、その諮問機関である評議員会を設置し、学校法
人四條畷学園寄附行為に記載された権能に従って意思決定することが定められている。
寄附行為は文部科学大臣の認可を受け、役員の職務及び責任の明確化、情報公開の充
実、中期的な計画の作成を明記した内容に改定し、令和 2 年 4 月 1 日から施行した。
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その執行に当たっては、理事会で承認された単年度ごとの事業計画書と予算に基づい
て、学園の管理運営組織である法人本部事務局と大学の運営組織である大学事務室が、
日常的に緊密に連携しながら、本学の運営を行っている。さらに、定期的に開かれる理
事会や評議員会の席上で、事業計画の進捗状況の報告と検証が続けられている。
四條畷学園の建学の精神である「報恩感謝」は、学園に勤務する教職員が日常的に意
識するよう、携行する職員証裏面に表示されている。また、本学の教育理念・使命・目
標は、大学教職員に毎年配布される「学生便覧」に明示されており、本学の教職員が折
にふれて意識するようになっている。
また、これからの教育ビジョンを一層明確化するために学校法人四條畷学園

長期ビ

ジョン・第二次中期計画 SG 90-100 Plan を取り纏め、今後の経営計画に反映させてい
る。
このように、大学の使命と目的を意識できる仕組みが整えられ、その実現のために法
令等に従って意思決定機関が整備されていることから、使命・目的の実現に向けたプロ
セスは適切であると認められる。
5-1-③

環境保全、人権、安全への配慮

環境問題については、緑に恵まれた現在のキャンパスを長く維持存続できるように、
法人全体でエコ意識を持って、節電、省エネルギー対策に取り組むようにしている。具
体的には、毎年 5 月 1 日から 10 月 31 日の属する週末までを夏期節電期間として、軽装
での勤務や、空調、電灯、エレベータ、自動ドア、OA 機器等の停止・使用制限等、そ
れぞれにルールを定め教職員や学生に徹底することで、電力消費を抑えるようにしてい
る。また教職員と学生の自覚や協力を促すべく、法人本部事務局からイントラネット掲
示板で注意喚起や、学内にポスター掲示等をすることで、啓発活動を行っている。
人権問題については、学園の人権教育実践のために組織された四條畷学園人権教育推
進委員会が活動しており、大学からも 5 名の教職員が委員として参画している。学園の
全職員は、四條畷学園人権教育基本方針の趣旨を正しく理解し、理想とされる社会の実
現のために、人権教育推進活動について絶えず努力を続けなければならないが、この趣
旨の理解を深めるため毎年夏期に学園に勤務する教職員を対象とした全学人権研修会を
開催するほか、年 3 回行う定例会議で、各校園の活動報告をしている。また、大学では
上記とは別に、大学人権委員会が短期大学と共同で毎年冬期に「人権セミナー」を開催
し、人権に関する相互の啓発を図っている。
セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント
等のハラスメントについては、その適切な予防および措置を行うことを目的に、学園全
体でハラスメント防止等に関する規程を定め、
「ハラスメント防止委員会」や「ハラスメ
ント調査委員会」の設置等について規定している。大学ではハラスメント防止委員とし
て各学部 2 名がハラスメント相談員を兼ねた活動をしている。これらのことをわかりや
すく解説したハラスメント防止ガイドラインは、教職員と学生の全員に毎年必ず配布さ
れる「学生便覧」に掲載されている。また本学は、リハビリテーション学部で、機能解
剖学と生理学実習を必修科目としており、学内でラットとウシガエルの解剖を行ってい
るため、文部科学省が所管する動物実験施設になっている。動物実験と実験動物の管理
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については、動物のストレス・苦痛の軽減や、遺伝子組替え、感染等の公衆衛生上の問
題など、様々な観点から十分な注意が必要であり、リハビリテーション学部では、平成
26（2014）年 10 月の学部会議と教授会において、倫理委員会と動物実験委員会の委員
長を中心に、動物実験の安全かつ適切な実施を図ることを目的として制定された四條畷
学園大学動物実験委員会規程、四條畷学園大学動物実験規程、実験動物の飼育および保
管並びに苦痛の軽減に関する基準や動物の愛護および管理に関する施策を総合的に推進
するための基本的な指針についての説明会を教職員に対して実施し、動物実験が科学的、
教育的観点、動物愛護の観点ならびに実験等に携わる教職員・学生等の安全確保の観点
から、適正に行われるために必要な事項を周知するとともに、その徹底を図った。また、
平成 26（2014）年 11 月に行われた、文部科学省ライフサイエンス課主催の動物実験に
関する説明会（「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」等に関する説
明会）に基づき、実験動物の逃亡などを防ぐ設備を設け、学内で必要とされる対応を図
ってきている。加えて、実験動物の管理や動物実験に関する外部検証（第三者評価）の
必要性に鑑み、平成 26（2014）年 12 月には、公私立大学実験動物施設協議会へ加盟し、
情報収集や指導を受けられる体制を整えた。
本学では、学術研究上の不正行為を防止することを目的とする研究機関における公的
研究費の管理･監査のガイドライン（実施基準）（平成 19 年 2 月文部科学大臣決定）を
受け、四條畷学園大学公的研究費の適正な取扱に関する規程、四條畷学園大学科学研究
費補助金事務等取扱規程、四條畷学園大学公的研究費の使用に関する行動規範を制定し、
適正な研究活動が行われるよう組織的に取り組んできた。平成 26（2014）年度は、これ
らに加えて、平成 26（2014）年 2 月 18 日に文部科学大臣決定で改正された「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）」に沿って、四條畷学園大
学公的研究費の適正な取扱に関する規程を全面改定し、不正防止対策の基本方針を作成・
周知・実施するために必要な措置を講じる「最高管理責任者」として学長を置き、最高
管理責任者を補佐し公的研究費の運営・管理について本学全体を統括する実務上の責任
と権限を持つ統括管理責任者として事務長、さらに各学部に公的研究費の運営・管理に
ついて実務上の責任と権限を持つ「コンプライアンス推進責任者」を配置することで公
的研究費の不正防止に関する責任体系を明確化するとともに、コンプライアンス教育と
誓約書提出、告発等の取扱い、懲戒処分、情報公開などを新たに条文で追加した。また、
これに関連して、公的研究費における間接経費の使用方針や使途を明確化すべく、四條
畷学園大学公的研究費に係る間接経費の取扱規程を新たに定めた。
さらに、平成 26（2014）年 8 月 26 日に文部科学大臣決定がなされた「研究活動にお
ける不正行為への対応等に関するガイドライン」が、平成 27（2015）年 4 月から適用さ
れるに当たり、リハビリテーション学部では同年 9 月の学部会議と定例教授会において、
看護学部では同年 7 月の学科会議において、担当者から全教職員に対して、文部科学省
等の資料の内容についての理解を深めるための説明会を行った。平成 28
（2016）年 3 月、
リハビリテーション学部は学部会議と定例教授会、看護学部は学科会議において、本学
の公的研究費関係規程の改定や新設に合わせて、上記の二つのガイドラインについても
改めて説明するとともに、公的研究費に関わる教職員全員から「公的研究費についての
誓約書」を徴収した。また、公的研究費に関わる可能性の高い取引業者についても、
「誓
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約書」の徴収を行った。さらに四條畷学園大学研究活動における不正行為への対応等に
関する規程を制定した。
個人情報保護については、平成 15（2003）年に成立し平成 17（2005）年に全面施行
された「個人情報の保護に関する法律」に従い、本学でも平成 17（2005）年 4 月に四條
畷学園大学個人情報保護規程、個人情報保護管理マニュアルを制定して個人情報の適正
な保護に努めており、この規程については本学のプライバシーポリシーとともに、学生
全員に渡している「学生便覧」に掲載されている。併せて、本学の情報システムの安全
性と信頼性を維持・確保することを目的に、情報システム運営の基本である四條畷学園
情報システム運用管理規程を定め、平成 28（2016）年度から施行している。同時に学生
向けにはパソコン利用のルール（学生用）を定め、学内ホームページで周知している。
また、平成 18 年に施行の「公益通報者保護法」に伴い、本学園でも公益通報等に関
する規程を制定し、外部の法律事務所に公益通報等を受け付ける窓口を設けて、公益通
報者の保護、公益通報への対応等にあたっている。
安全への配慮・管理に関しては、発生する可能性がある自然災害、火災、重大事故、
重大事件などから、教職員や学生の生命、本学の組織、財産等を守るため、迅速かつ的
確に対処すべく、学校法人四條畷学園 危機管理マニュアル（以下「学園危機管理マニュ
アル」という。）が定められている。さらに、大学固有の危機に対応するため、大学内に
学長を委員長とする四條畷学園大学危機管理委員会を置き、学園危機管理マニュアルに
則り、四條畷学園危機管理委員会と連携して本学個別の危機管理マニュアルとして「リ
ハビリテーション学部火災地震土砂災害の緊急時対応」を策定した。防災用品や災害時
の備蓄についても、必要な物から順次実施されてきている。防犯については、防犯カメ
ラの設置や警備員の巡回警備、夜間･休日の機械警備の導入など、強化を図っている。
AED（自動体外式除細動器）はリハビリテーション学舎の 1 階ロビーおよび看護学舎 3
階の事務室前に設置している。
また、教職員の安全と健康を確保し快適な職場環境を形成することを目的とし、安全
衛生委員会 を置き、教職員の危険および健康障害防止や健康の維持増進の対策等を調査・審
議している。
以上のように、環境保全、人権、安全への配慮に関しては、それぞれに定められた法

令に従い、本学として、あるいは学園全体として、規程やガイドライン、マニュアルな
どを定めて、時代の要請に応じた対応を整えてきている。
（3）5－1 の改善・向上方策（将来計画）
公共性の高い学校法人として社会への責務を果たすために、財務情報は、理事会の決
算承認後、速やかに本学園のホームページに掲載している。引き続き積極的かつスピー
ディな情報公開に努める方針である。現在公開している財務情報は、学園全体の財務状
況を判断するための資料として、すべての項目を網羅しており、公開の内容・方法とも
適切なものであるが、今後は、より一層“分りやすさ”に配慮したものに改善して行く
方針である。
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5－2
5-2-①

理事会の機能
使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性

（1）5－2 の自己判定
基準項目 5－2 を満たしている。
（2）5－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
5-2-①

使命・目的の達成に向けて意思決定ができる体制の整備とその機能性

大学運営の根幹となる学校法人四條畷学園は、学校法人四條畷学園寄附行為（以下、
「寄附行為」という）と寄附行為施行細則に基づいて運営される。理事会、評議員会、
常任理事会、校園長会議、教頭会議が設置され、それぞれに審議や決定、伝達、執行な
どの権限を付与する一方で、2 名の監事に業務および財産の状況、理事の業務執行の状
況を監査する役割が与えられている。
常任理事会は、理事会機能を補佐する機能を持ち、主に理事会への付議事項を事前に
協議する場となっている。
隔月で開催される理事会への出欠確認は、毎回、事前に議題等を添え、外部理事、お
よび監事全員に郵便で送付されている。各理事の理事会欠席は稀である。
学校法人四條畷学園では、寄附行為 第 11 条および第 13 条において、理事長が学校
法人を代表してその業務を総理することを規定しており、管理運営に関する諸規則は、
事務組織・事務分掌規程、大学事務室運営規程等で定めている。
法人の使命・目的の達成に向けて、重要度に応じて階層的に審議体と決定機関が整備
されている。創立 90 周年を迎え、法人全体の長期ビジョンと中期計画は、全校園の今後
の課題やアクションプランとともに取り纏めを完了し、第二次中期計画は令和元（2019）
年度より具体的な施策が実施されている。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は、適切であると認められる。
（3）5－2 の改善・向上方策（将来計画）
意思決定の体制整備とその機能に大きな課題はない。大学の長期ビジョンと第二次中
期計画についても、全校園の今後の課題やアクションプランとともに取り纏めを完了し、
令和元（2019）年度より具体的な施策が実施されている。ただし、これらのビジョンや
計画を完遂するためには、不断の PDCA 活動が必要不可欠であり、今後も全教職員の参
画により改善活動を進めて行く。
5－3

管理運営の円滑化と相互チェック

5-3-①

法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化

5-3-②

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性

（1）5－3 の自己判定
基準項目 5－3 を満たしている。
（2）5－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
5-3-①

法人及び大学の各管理運営機関の意思決定の円滑化
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学校法人四條畷学園の管理運営体制の詳細を示すと、以下の通りとなる。
①

理事会（学校法人四條畷学園寄附行為第 11 条）
学校法人四條畷学園寄附行為に基づいて、学校法人の最高議決機関としての理事会が

置かれている。理事会は 9 人の理事で構成されている。理事会は、学校法人の業務を決
し、理事の職務の執行を監督する。同じく、寄附行為に基づき、非常勤監事 2 名が置か
れている。監事は、学校法人の業務および法人財産の状況、及び理事の業務執行の状況
を監査する。理事会は、毎年 6 回定期的に招集開催されるほか、必要に応じて適宜開催
されることがある。大学関係者では、学長が必ず理事となる（学校法人四條畷学園寄附
行為第 6 条 1 項一）。 理事会における審議内容や理事の出欠状況は、理事会議事録によ
り、適切であることが確認できる。
理事会が審議・決定する事項で、大学に係わる主なものは次の通りである。
・寄附行為の変更
・学部、学科等の設置、廃止
・学則の制定、改廃
・学校の設置、廃止
・予算および決算の承認
・重要な規程・制度の制定、改廃
・学長の任免
・土地、建物等不動産および重要な設備の購入、取得並びに変更
②

評議員会（学校法人四條畷学園寄附行為第 18 条）

学校法人四條畷学園寄附行為に基づき、理事会の諮問機関として評議員会が置かれる。
評議員会は 24 名の評議員で構成されている。評議員会は、事業計画、予算、決算、寄附
行為の変更、学則の制定および変更に関する事項、役員に対する報酬等の支給基準に関す
る事項、その他法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めた事項を審議
し、理事会に意見具申する。評議員会は毎年度 5 回定期的に召集開催されるほか、必要に
応じて適宜召集開催される。評議員会の審議内容や出欠状況は評議員会議事録により、適
切であることが確認できる。
③ 常任理事会（寄附行為施行細則第 6 条）
学園の経営および業務の運営に関する重要方針を協議するため、寄附行為施行細則に
基づき常任理事会が置かれている。常任理事会は、理事長および理事会で選任された常
任理事（現在 6 名）で構成され、必要に応じて他の理事や監事も出席する。原則、８月
を除き毎月 1 回以上開催されている。 大学関係者では、学長が常任理事である。常任理
事会における審議内容や常任理事の出欠状況は常任理事会議事録により、適切であるこ
とが確認できる。
常任理事会における審議の内容は次の通りである。
（協議事項）
・理事会に付議する事項
・理事会から付託された事項
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・緊急に処理することを要する学園の業務に関する事項
・その他常任理事会において必要と認めた事項
（議決事項）
・法令および寄附行為において理事会の専決事項とされるものを除く、理事会からの付
託事項および職務権限規程等学内諸規程で定める事項
④

監事（学校法人四條畷学園寄附行為第 7 条）
監事は、理事、職員又は評議員以外の者であって理事会において選出した候補者のう

ちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任している。
監事は、次の職務を行う。
一、業務の監査
二、財産状況の監査
三、理事の業務執行状況の監査
四、業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報
告書を作成し、当該会計年度終了後二月以内に理事会および評議員会に提出するこ
と
五、第一号から第三号までの規程による監査の結果、この法人の業務若しくは財産、又
は理事の業務執行に関し不正の行為又は法令もしくは寄附行為に違反する重大な事
実があることを発見したときは、これを文部科学大臣に報告し、又は理事会および
評議員会に報告すること
六、前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求
すること
七、業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会に出席して意
見を述べること
なお、監事の職務・義務・権限等は学校法人四條畷学園監事監査規程に詳細を規定し
ている。監事の選任は、令和元（2019）年 5 月の理事会議事録により適切であることが
確認できる。また、監事の常任理事会や理事会への出欠状況は、常任理事会、理事会及
び評議員会議事録により適切であることが確認できる。
⑤

校園長会議（寄附行為施行細則第 7 条）
寄附行為施行細則に基づき、学園の運営に関する重要方針の協議および各校園間の調

整・連絡を行う目的で校園長会議が置かれている。同会議は、校園長会議規程に従い、
理事長、副理事長、常務理事、各校園長、法人本部事務局長、その他議長が必要と認め
た者から構成され、原則月 1 回以上、定期的に開催されている。 大学関係者では、学
長、副学長、学部長、事務長が出席している。 会議の議題、出欠状況は、校園長会議議
事録により、適切であることが確認できる。
校園長会議の審議事項等は、校園長会議規程に次の通り定められている。
・学園の基本方針の下に、学園運営の全般的な施策について協議・分析・立案に係る事
項
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・円滑な学園運営の実施に関して、各校園間の調整・連絡に係る事項
・学園運営に関する情報提供に係る事項
教頭会議（寄附行為施行細則第 8 条）

⑥

寄附行為施行細則に基づき、学園の運営に関して実務上の課題の協議および各校園間
の調整・連絡を行う目的で教頭会議が置かれている。同会議は、教頭会議規程に従い、
理事長、副理事長、常務理事、各校園の副学長、教頭、法人本部事務局長、その他議長
が必要と認めた者から構成され、原則月 1 回以上定期的に開催している。大学関係者で
は、課長が出席している。
教頭会議の審議事項等は、教頭会議規程に次の通り定められている。
・理事長指示事項、校園長会議協議事項等の円滑なる実施について各校園間の調整・連
絡に係る事項
・学園運営の実務上の諸問題について協議・分析・立案を行い、別途定める校園長会議
への諮問に係る事項
・学園運営に関する情報提供に係る事項
このほか、法人本部事務局の主催で各校園所属の役職事務員をメンバーに、毎月 1 回
事務連絡会議を行っており、情報の共有とコミュニケーションの円滑化を図っている
本学は保育園から大学までを擁する総合学園の一端を担う小規模な大学で、理事長と
学長、法人本部事務局と大学事務室がコミュニケーションを密にして管理・運営全般を
行っている。組織の各レベルにおいて、円滑かつ効果的に会議や打ち合わせが実施され
ていることが、各種規程や議事録で確認できる。大学の運営に関する意思決定や、その
伝達・執行は適切であることが認められる。
5-3-②

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックの機能性

法人および本学の管理運営については、事務組織・事務分掌規程と大学事務室運営規
程に基づいて行われる。
「学校法人四條畷学園寄附行為」で 1 号理事として選任される学長は、四條畷学園大
学の教学部門の最高責任者であると同時に、理事会および常任理事会に出席することで、
管理部門と教学部門との連携を図る役割を担う。理事会および常任理事会で審議、決定
された重要決定事項については、学長を通じて教授会に伝達され、学部長、学科長、お
よび専攻長から各々の会議を通じて大学の全教員に速やかに周知される。
一方、法人本部事務局主催の校園長会議、教頭会議を通じて、事業計画や事業報告、
予算、決算等管理運営に関する重要事項についての協議が行われるが、会議の参加者で
ある事務長もしくは部長、次長は、教授会や学部会議等において内容を報告することで、
管理部門と教学部門の意思疎通と連携を図る仕組みになっている。
さらに、平成 28（2016）年 2 月には、大学の教学部門と法人本部事務局の管理・運営
部門の意思疎通、および連携を一層強化するために大学・法人本部連携会議を設置して
いる。平成 28（2016）年 4 月からは、原則として毎月 1 回、定例会議を開催している。
このように、各種管理規程および議事録の確認により、法人および大学の管理運営機
関の相互チェックと、ガバナンスは適切に機能していることが認められる。
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（3）5－3 の改善・向上方策（将来計画）
本学は小規模大学である。その利点は、ガバナンスの浸透や相互チェック、リーダー
シップとボトムアップなど、学長と教職員の関係はもちろん法人本部事務局との連携も
難しくないことにある。ただし、キャンパスが二ヶ所に分かれている点で、相互のコミ
ュニケーションに時間がかかる場合もある。今後は、電子会議システム等の一層の活用
により、連携力の強化を図っていく。
5－4

財務基盤と収支

5-4-①

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

5-4-②

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

（1）5－4 の自己判定
基準項目 5－4 を満たしている。
（2）5－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
5-4-①

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

学校法人四條畷学園は、平成 28（2016）年度に創立 90 周年を迎え、四條畷学園

長

期ビジョン・中期計画 SG 90-100 Plan および四條畷学園第一次中期計画を策定した。
その後、平成 30（2018）年度の看護学部の完成年度をもって、令和 8 年度に迎える創立
100 周年に向けた持続発展可能な経営基盤の確立を目的とした長期ビジョン・第二次中
期計画を策定した。第二次中期計画は当初策定した中期計画および平成 30（2018）年度
の財務情報を基本に、募集力の維持・強化および管理体制・財務基盤の強化を図るため
の道筋を立て、また、校園別教育改革として教育ビジョンの徹底による教育の特色づく
りをまとめている。
年度予算は、当初策定した中期計画を基本に、計画後に発生した特殊要因を加味して
編成している。令和 2（2020）年度予算は、令和元（2019）年 12 月迄に各校園と法人
本部事務局が協議した結果をベースに、事業計画と予算案を策定する。事業計画と予算
案は、令和 2（2020）年 3 月の評議員会に諮問、理事会の承認を経て最終的に決定され
ている。大学もこのルールに従って、毎年の事業計画を立てる。 全ての支出事項は、イ
ントラネット上の経費管理システムを通じて、法人本部事務局の事務局長を経由して理
事長まで回付、承認される仕組みになっているため、安易な臨時支出は出来ない仕組み
になっている。また定例の支出以外で 20 万円を超える出費については、事前に理事長
宛稟議し、決裁承認を得るルールがあり、個々の予算執行も厳正にチェックされている。
予算策定時には予測されなかった状況が発生した場合には、補正予算を組み、評議員会
に諮問し、理事会の承認を得ることで、予算執行の透明性を確保している。
学校法人四條畷学園の年度予算は、長期ビジョン・中期計画 SG 90-100 Plan、中期計
数計画およびこれに基づく「アクションプラン」をベースに策定されている。予算策定
には、適切なステップを踏むことが明確化され、その執行も適切に管理されている。
5-4-②

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保
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法人全体の平成 30（2018）年度末現金預金は 950 百万円であり、令和元（2019）年度
は 979 百万円となり、30 百万円の増加となる。金融資産全体では、4,438 百万円を確保してい
る。
金融資産運用は、資産運用規程に基づいて運営している。運用対象は、この規程により、信
用リスクや為替リスクを排除した安全性の高いものに限定されており、高格付の円建社債や元
本確保型の投資信託、円預金等になっている。学校法人における過去数年間の貸借対照表
関係比率は、看護学部と幼稚園学舎の新築に伴い諸比率とも低下傾向にあったが、平成
28（2016）年度決算以降、金融資産残高も増加に転じ、前受金保有率は改善に転じてい
る。学校法人・大学単体とも、看護学部新設に伴い、経常収支差額は、複数期に亘って
マイナスになっているものの、その額は減価償却額の範囲に留まり、看護学部の完成年
度となる平成 30（2018）年度を迎え縮小し続けている。借入金等の外部負債は無く、低
下傾向にあった前受金保有率、積立率とも回復基調に戻っており、貸借対照表の諸比率
は経営に懸念のある状況にはない。大学の規模が小さく、学部開設間もない本学におい
ては、同系統大学法人に比べ教育研究経費率も抑制的に運営している。学校法人を取り
巻く厳しい環境を見据え、来年度以降も収支の改善状況を注視する必要はあるものの、
学校法人の長期運営に懸念が生じる状況にはない。また、外部資金の導入については、
経常費経費補助としての「一般補助」および「特別補助」への取組みはもとより、毎年
実施される、私立大学改革総合支援事業による経常費、設備費および施設費の重点的支
援が獲得できるよう、特にタイプ 1「教育の質的転換」の諸条件に対応すべく学内改革
を推進させている。
以上のように、本学の財務基盤、収支バランスは確保されている。
（3）5－4 の改善・向上方策（将来計画）
本学の財務基盤及び収支バランスは確保されているが、少子化の進行や私学に対する
補助金の減額など、今後は経営環境が一段と厳しさを増すと認識している。本学も人員
構成や配分方法の見直し等により、人件費を中心とした経費の見直しを更に進めつつ、
経営改善による補助金の増額、競争的研究資金の獲得などにより、財務基盤のさらなる
強化に努める方針である。
5－5

会計

5-5-①

会計処理の適正な実施

5-5-②

会計監査の体制整備と厳正な実施

（1）5－5 の自己判定
基準項目 5－5 を満たしている。
（2）5－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
5-5-①

会計処理の適正な実施

本学園の会計処理は、私立学校振興助成法第十四条第一項に定めるところに従い、文
部科学省令で定める学校法人会計基準に従って行われている。学校法人では、学校法人
四條畷学園寄附行為第 30 条に基づく、経理規程や経理規程施行細則に従って、適切な
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会計処理を行ない、貸借対照表、収支計算書、およびその他の財務計算に関する書類、
すなわち計算書類を作成している。予算の執行は、文書取扱規程、および職務権限規程
に基づき、支出額が 20 万円以上の物品購入について、稟議書を起案して理事長の承認
を得ることになっている。また、毎月、法人本部事務局から各校園に予算実績対比表を
送付し、進捗状況を確認させている。
計算書類、理事会議事録、評議員会議事録の記載内容から、学校法人会計基準に基づ
いて、適切な会計処理を行っていることが認められる。
5-5-②

会計監査の体制整備と厳正な実施

本学園の会計監査は、私立学校振興助成法第十四条第三項に定めるところに従い、
「計
算書類」について、監査法人による会計監査を受けている。
また、寄附行為第 7 条に記載の通り、私立学校法第三十七条第三項に定めるところに
従い、監事による業務監査若しくは財産状況の監査又は理事の業務執行状況の監査を受
けている。会計年度終了後には、監査法人と監事、理事長以下、法人事務局関係者によ
り、監査報告会を開催している。監査報告書に基づいて意見を取り交わすことで、監査
で指摘された問題等をより的確に把握する場として、監査の有効性を高めている。また、
法人本部事務局内に配置された内部監査担当部長により、監事の監査をサポートできる
体制が整えられている。
以上のように、監査結果概要報告書、監査報告書、学校法人の会計監査は適切な方法
で、厳正に実施されていることが認められる。
（3）5－5 の改善・向上方策（将来計画）
前述の体制から、会計処理とその監査体制は適切であると判断している。今後ともこ
れらの体制を維持・向上していく。また同時に講習会、研修会への参加等により、関連
する職員の能力向上を図っていく。
［基準 5 の自己評価］
経営の規律と誠実性は、各種規程や公表されている財務情報により、適切であること
が確認できる。理事会の機能や学長のリーダーシップ、大学および学園内のコミュニケ
ーションとガバナンスも、各種規程や議事録の確認により、大きな問題はないことが確
認できる。業務執行体制は、大学の規模相応のコンパクトな陣容ながら、SD への取組も
含めて、有効に機能している。財務基盤では、総人件費率など、今後の見直しを必要と
する部分を残しているが、教職員の期末手当水準の見直しなど、適正化を進めている。
これらの結果、財務諸表の諸比率は直ちに経営の持続に懸念が生じるレベルにはない。
また、各種帳票・報告書等により、会計処理や監査は、適切であることが確認できる。
これらのことから、基準 5 について大きな問題はないと評価できる。
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基準 6
6－1
6-1-①

内部質保証
内部質保証の組織体制
内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立

（1）6－1 の自己判定
基準項目 6－1 を満たしている。
（2）6－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
6-1-①

内部質保証のための組織の整備、責任体制の確立

本学の使命・目的を果たし、教育目標を達成するための組織・体制は基準 1-2-⑤で詳
細に述べている。要約すると、①各学部内においては、適切な教職員配置を実施した上
で、学部別の教授会、学部会議、学科会議等を定期的に開催して運営、②大学全体に関
わる教学問題については、学長をはじめ幹部教員が参加する運営協議会にて協議し、決
定事項は各学部に周知し、教員個人もしくは各種委員会にて実施、③法人本部とは定期
的に大学・法人本部連携会議を開催し、運営課題等の情報共有や意見交換を実施する、
という内容である。
内部質保証の観点では、これらの組織・体制で実施された教育及び研究の成果や大学
及び学部の運営ならびに施設及び設備の状況について、継続的に点検・評価を行う大学
内の自律的な組織を設けることが必須であり、これらが一定水準にあるかどうかを検証
し、水準を下回る部分の改善につなげることが重要である。また、この点検・評価活動
をサポートするために、エビデンスとしての各種データを提供する役割として IR の組
織も必要である。これらを実現するために、本学は以下のような取組を行ってきた。
まず、点検・評価を行う組織としては、現在、自己点検・自己評価委員会がある。こ
の組織の根拠となる規程としては次の通りである。本学学則は第 1 条（理念・使命）1 項
に、四條畷学園の建学の精神、使命ならびに教育理念を明示し、2 項（目標）には各学
部の具体的な教育目標を箇条書きで掲げている。この第 1 条に対して、第 2 条（自己評
価等）で自己点検･評価に関する規程を設け、｢本学は、教育水準の向上を図り、前条の
目的および社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自己点検および
評価を実施し、その改善・充実に努める。｣と記載している。このように本学固有の使命･
目的に即した自己点検･評価を行うことを学則上も明確に定めており、実際の活動も当
規程に従って、自主的･自律的な活動として、継続的に実施されている。なお、具体的な
組織整備の経緯や内容、責任体制は以下に述べるとおりである。
大学創設と同時に開設したリハビリテーション学部においては、自己点検・評価の実
務に関して、平成 21（2009）年度に設置した自己点検・自己評価委員会を中心として点
検・評価活動を実施してきた。なお、令和 2（2020）年度のリハビリテーション学部に
おける委員会体制は、理学療法学・作業療法学双方を含む 4 名の教員と 1 名の事務職員
によって構成されており、委員長と副委員長は教員の中から各 1 名を選んでいる。一方、
平成 27（2015）年 4 月に開設した看護学部においても、前述の学則第 2 条に基づいて、
開設と同時に看護学部としての自己点検・自己評価委員会を発足させている。なお、令
和 2（2020）年度の委員会は 5 名の教員と 1 名の事務職員により構成されており、委員
長及び副委員長は教員の中の各 1 名が務めている。いずれの学部も日本高等教育評価機
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構が定める評価基準を準用し、各学部における教育、研究および運営に亘る全般を点検・
評価の対象としている。
各学部単位での自己点検・自己評価委員会の組織は前述のとおりであるが、これらの
上部組織として、大学全体としての自己点検･自己評価委員会があり、当委員会は学長、
副学長、リハビリテーション学部の学部長（学科長を兼務）、理学療法学専攻長、作業療
法学専攻長、看護学部の学部長、学科長と大学事務長で構成されている。なお、当委員
会の委員長は学長、副委員長は副学長が務めている。これら各学部の委員会と大学全体
としての委員会の三つの委員会で運営するという組織・体制は平成 29（2017）年度に整
備された。
各学部の委員会は大学全体の委員会が策定した基本方針及び実施計画に基づき、当該
年度の各学部の具体的な事業活動結果を反映した直近の状況で自己点検･評価の審議を
行い、大学全体の委員会は、両学部での点検･評価結果と財務状況等法人本部が主体とな
る部分を含めて大学全体としての整合性をはかり、最終的に内容を確認し、外部に公表
する報告書を纏めるとともに、点検・評価に基づく改善策の推進を行うという役割分担
である。各学部の委員会に学部長は参加していないが、大学全体としての委員会で各学
部長が内容確認を行い、学長及び副学長が最終的に確認及び承認をしており、学長をト
ップとした責任体制は確立している。
次に、IR の組織については、平成 28（2016）年度より設置しているが、根拠の規程
としては、｢四條畷学園大学 IR 運営要領｣があり、その中で責任者として｢IR チーム担
当｣を置いている。なお、｢IR チーム担当｣は学長直属で特定の学部に所属しない立場と
なっている。
（3）6－1 の改善・向上方策（将来計画）
自己点検･評価の組織については、看護学部が新設されてから 3 年目の平成 29
（2017）
年度に、各学部単位の委員会と上部組織としての大学全体の委員会で運営するという前
述の組織･体制が確立したところであり、年度により委員数の増減はあるが、当面この体
制で効率的・効果的な運営を目指す。
6－2

内部質保証のための自己点検・評価

6-2-①

内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有

6-2-②

IR(Institutional Research)などを活用した十分な調査・データの収集と分析

（1）6－2 の自己判定
基準項目 6－2 を満たしている。
（2）6－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
6-2-①

内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価の実施とその結果の共有

本学において特徴的であるのは、自己点検･評価を年度事業計画の遂行とサイクルを
合わせて、毎年実施している点である。すなわち、各年度の事業計画の実施状況を年度
末に確認して事業報告を纏める際、当該年度の実施結果を反映した内容で、自己点検･評
価の基準からもチェックを行っており、問題があれば、翌年度の事業計画へ反映させる
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ことが可能である。各年度における事業計画の遂行結果確認及び翌年度計画の策定と自
己点検･評価の実施がリンクしており、内部質保証のために有効な仕組みであると考え
ている。この点を踏まえて、6-1 で述べた各組織は以下のような内容で自己点検・評価
を実施しており、また、その結果の共有は以下のとおりである。
まず、リハビリテーション学部においては、学部の管理運営方法として、原則週次で
専攻長を中心とした専攻会議を開催し、さらに、専攻会議に続いて同一日に学部長を中
心に理学療法学専攻、作業療法学専攻の助教から教授まで参加する学部会議を開催し、
それぞれの専攻会議から上がってきた課題のうち、学部単位で対応しなければならない
課題について検討している。その中で、学部の各種委員会からの報告事項も当会議にて
適宜報告が行われており、学部の自己点検・自己評価委員会の活動に関する事項も当会
議の議題の一つとして取り扱っている。委員会を学部会議から独立して別の日時に委員
会メンバーのみで開催することは、運営効率面を考慮して行っていないが、自己点検・
自己評価委員会の委員は全員学部会議のメンバーであり、委員が自己点検･評価に関連
する様々な事項の報告内容をタイムリーに把握できることや、委員以外の教職員に必要
な情報の確認を迅速に行えるなどのメリットがあり、点検･評価の実務を行う前提とし
て委員の学部会議への出席は効率的かつ効果的に機能している。なお、年度末にはこの
ように年間を通じて報告・議論をされてきた事項を踏まえ、評価基準に照らし合わせて、
委員主導で当学部に関する自己点検･自己評価に関する結果をまとめている。
一方、看護学部においては、学部長・学科長を含む全教員が出席する月次の学科会議
で学部･学科における課題や各種委員会が担当する内容が報告され、議論されている。加
えて、学部長、学科長と学部付の主要事務職員の間で週次に定例の打合せを実施し、数々
の課題について教職員間での情報共有･意思疎通を行い、迅速性が要求される課題等へ
の対応を行っている。自己点検･自己評価委員は、これらの会議や打合せの内容を踏まえ
つつ、委員会を別途開催して、点検･評価の観点で計画の策定、進捗の管理および点検内
容の検討や確認を実施している。このようなプロセスにより当学部においても、年間を
通じて自己点検･評価に関する活動が、実質的、効率的、効果的に実施されている。また、
年度末にはリハビリテーション学部同様、委員主導で評価基準に照らし合わせて、看護
学部としての自己点検･自己評価の結果をまとめている。
以上のとおり、具体的な運営方法には違いがあるものの、両学部とも自己点検･自己評
価委員会の活動については、委員が年間を通した週次や月次の会議等での報告･議論に
頻繁に関わっており、具体的で詳細な内容を把握していること、及び認証評価を念頭に
設置された評価基準に従い、点検･評価の観点で客観的に評価していることで、実効性を
持って効率よく実施されている。また、最終的な報告書は大学全体の自己点検･自己評価
委員会において、各学部で点検･評価された結果が、学長を始めとする学内幹部教職員に
最終的に確認された上で纏められており、責任体制も明確である。さらに毎年 5 月 1 日
基準で纏められるこの報告書は、大学のホームページに掲載することによって内外に情
報公開されており、これらの理由から本学の自己点検･評価活動は実効性を持って適切
に運営されていると評価している。
次に評価結果の共有という観点では以下のとおりである。前述の繰り返しになるが、
本学においては、自己点検・評価活動を大学及び各学部における各年度の事業計画の遂
88

四條畷学園大学

行とサイクルを合わせて年次で実施しているため、点検･評価結果で問題がある場合は
翌年度の事業計画に反映することが可能である。小規模の大学でもあり、リハビリテー
ション学部の学部会議並びに看護学部の学科会議という学部の全教員が参加する場で、
事業計画における具体的な課題が共有されており、一つ一つの課題は自己点検･評価基
準に照らし合わせてどうなのかという観点でも認識を共有できている。また、原則月次
で開催している大学･法人本部連携会議の場において、理事長を始めとする法人本部幹
部とも評価結果に関連する情報を共有している。なお、先に述べたように、大学ホーム
ページに毎年度報告書を掲載しているので、誰でもいつでも点検結果の情報を確認する
ことが可能である。
6-2-②

IR（Institutional Research）などを活用した十分な調査・データの収集と分析

自己点検･評価は、正確なエビデンスに基づいて実施することが重要である。先に述べ
たとおり、本学の自己点検･評価は、毎年度の事業計画の遂行確認とサイクルを合わせて
実施しているため、点検･評価に使用するエビデンス（データ）は、毎年度の事業報告書
に記載される数字や活動実績等さらに記載の根拠となったより詳細な数字や活動実績等
のデータが基本となっている。これらデータの調査･収集は、従来、リハビリテーション、
看護の各学部の各種委員会を主体として、教員並びに当該学部を専任で担当する事務職
員を中心に各学部で実施（一部は法人本部主体で実施）しており、本学では IR 部門より
提供する仕組みにはなっていない。しかしながら、これらの事実をあらわすオリジナル
なデータに加えて、IR 部門設置後は、両学部のデータを統合し、それらのデータを様々
な切り口で分析した情報を IR 部門から還元し、自己点検･評価の一助としている。還元
方法としては、年 2 回発行している IR 定期レポートと個別課題に特化して分析し、随
時発行している IR 個別レポートが主であるが、これらの報告を大学と法人本部の幹部
に学内イントラネットで還元するとともに、学内の共有ホルダーに格納して、いつでも
遡って参照できるようにしている。組織設置以降の具体的な事例としては、就職先への
アンケート調査、学生生活実態調査の集計･分析結果、学生募集に関するレポート、競合
校との比較レポート等を作成し報告した活動実績がある。
以上を踏まえ、本学全体としての、現状把握力・データ分析力は以前に比べて向上し
ていると自己評価している。
（3）6－2 の改善・向上方策（将来計画）
IR の主要活動である現状把握のための調査、データの収集と分析に関しては、さらな
る充実を目指して、データ収集対象範囲の拡大、分析レポートの継続的な発行を行う。
6－3
6-3-①

内部質保証の機能性
内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組
みの確立とその機能性

（1）6－3 の自己判定
基準項目 6－3 を満たしている。

89

四條畷学園大学

（2）6－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
6-3-①

内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体の PDCA サイクルの仕組
みの確立とその機能性

既に 6-2 で詳しく述べた通り、本学においては、各学部単位で毎年度の事業報告の作
成に合わせて、大学機関別認証評価に準じた評価基準で自己点検・評価を実施している。
この結果、評価基準の観点から当該年度に取り残された課題が明確になり、その課題と
解決策あるいは改善策を次年度の事業計画へ反映させることによって各学部・学科・専
攻における PDCA サイクルの基本的な部分は形成されている。また、大学全体としての
事業計画策定の具体的なプロセスとしては、各学部の教授会やテーマ別の各種委員会で
の検証・検討を踏まえ、最終的に学長、副学長、学部長、学科長、専攻長で構成される
四條畷学園大学運営協議会にて内容が確認されているが、運営協議会の全てのメンバー
は大学全体の自己点検･自己評価委員会のメンバーでもあり、評価基準に基づいた有効
で適切な確認が行われている。さらに、平成 28（2016）年度からは、教員に加えて、事
務長を始めとする大学幹部事務職員、理事長を始めとする法人本部幹部が一同に会す前
述の大学･法人本部連携会議においても情報共有をしている。なお、これらの会議は月次
あるいは隔月にて開催し、年間を通じて課題解決・改善のための進捗実績の確認や期限
内目標達成に向けての議論等を実施しており、各部署に対して改善アクションの実施を
促す役割として有効に機能している。このように、事業報告・自己点検、翌年度の事業
計画とも、各学部単位で実施された結果を踏まえて毎年大学全体として纏め、確認して
いくというプロセスであり、大学全体と各学部単位の PDCA サイクルは整合性を持って
回転している。以上のことから、内部質保証のための PDCA サイクルの仕組みは本学全
体として確立しており、有効に機能していると評価できる。
さらに、各年度の事業計画・事業報告は平成 28（2016）年度に本学 90 周年を機に策
定された学園全体の長期ビジョンとそれに基づく 3 年毎の中期計画に基づいているが、
直近の第二次中期計画は平成 31（2019）年度よりスタートしており、この中期計画も学
園ホームページに公開している。各年度の事業計画書、事業報告書、自己点検報告書の
三つの年次資料もホームページに公開しており、中期計画達成に向け、透明性をもって
年度単位の PDCA サイクルを回して行くことが出来ると考えている。
（3）6－3 の改善・向上方策（将来計画）
基本的な PDCA サイクルの仕組みは出来ているので、今年度にスタートした第二次中
期計画の達成に向けて、毎年度の進捗管理を着実に実施していく。
［基準 6 の自己評価］
昨今の大学における教育環境の目まぐるしい変化の中で、将来にわたって大学の使命、
目的を果たしていくためには、現状の把握と将来動向の正確な予測が必要である。その
ためにも適切な自己点検・評価を誠実に実施し、内部質保証を着実に行う必要がある。
また、IR 機能を充実させることによって、内部質保証の有効性を高める必要がある。
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本学では、平成 27（2015）年度における看護学部の開設により複数学部を有する大学
となったことが大きな変革であったため、それ以降組織や運営形態の見直しを行い、事
務要員の補充や事務体制の変更、新たな会議の創設などを含む体制の整備を実施した。
その結果、内部質保証に関する組織体制や基本的な仕組みは整備されたと考えており、
今後もこの仕組みに基づいて毎年度の活動を着実に実施していくことができると認識し
ている。
Ⅳ．大学が独自に設定した基準による自己評価
基準 A．地域・社会貢献
A－1 地域・社会貢献
≪A－1 の視点≫
A-1-①

市民講座や公開講座の開催

A-1-②

国際大会へのスタッフ派遣

A-1-③

実習施設への講師派遣

A-1-④

各種委員等による社会貢献

（1）A－1 の自己判定
基準項目 A-1 を満たしている。
（2）A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
A-1-①

市民講座や公開講座の開催

令和元（2019）年 7 月 6 日リハビリテーション学部、看護学部の共催による市民公開
講座「いきいき生きる」を実施した。内容は看護学部教員による「‘子育て支援’で心い
きいき」およびリハビリテーション学部教員による「いきいき生きるための筋力トレ
ーニング」がテーマであった。事前の広報活動として、市民広報誌（四條畷市）、ポスタ
ー作成と掲示、大東市役所、四條畷市役所、四條畷商店街、学園内掲示版、新聞折込み
ちらし（12,000 枚）を配布した。参加者数は 82 名（一般 49 名、学園関係者含む）であ
った。
リハビリテーション学部では、平成 31（2019）年度四條畷市地域福祉基金助成事業
【介助犬ひろば 2019】に、作業療法学専攻学生 20 名、教員 1 名が参加した。この事業
は「障害者、高齢者、お子様連れに優しい街になってほしい」という思いから始まった
プロジェクトであり、2019 年 12 月 1 日に補助犬啓発イベントとしてアクティブ・スク
ウェア・大東にて開催した。
学部開設以来、四條畷市との連携の一環として「なわてふれあい商工祭り」に参加し
てきた。これまでは主としてリハビリテーションに関する啓発活動と作業療法学専攻の
学生による革細工の体験を通じて作業療法に対する理解を深めるための取り組みがなさ
れてきた。令和元（2019）年度は、樟葉際と日程が重なったため不参加となった。
看護学部では、地域住民からのニーズに応える社会連携を目指し、地域のニーズ･要望
を把握し、地域の住民がいきいき生活するための健康の維持･増進を目的に「畷学ラポー
ル」を実施し、地域貢献活動を行っている。具体的には高齢者総合福祉施設四條畷荘「い
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っぷくステーション」において、月１回程度の健康講座や個別相談を行っている。令和
元（2019）年の活動は表 A-1-1 の通りである。
また、大阪府下の高校を対象にリハビリテーション学部 17 校、看護学部 9 校で模擬
授業を実施した。
表 A-1-1

令和元（2019）年度畷学ラポール実施内容および参加者数
健康チェック

実施日

参加人数

テーマ

4 月 24 日

20

5 月 22 日

22

6 月 26 日

24

8 月 28 日

19

9 月 25 日

20

10 月 23 日

20

11 月 27 日

16

12 月 18 日

24

気軽に楽しく転倒予防！

1 月 22 日

21

冬場の健康管理法

2 月 26 日

-

参加総人数

186

手から若返ろう！美容効果が期
待できるマッサージのすすめ
初夏の脱水に注意
暑い季節を乗り切ろう！
アロマでリラックス
・血圧測定
夏だから、美しく、活き活き！

・握力測定
・肌水分チェック

感染予防を目的とした手洗い

・健康相談
・必要時パンフレッ

A-1-②

食べるは百薬の長

トの配布

養生訓に学ぶ健康法
－秋の養生編

COVID-19 感染対策の
ため中止

“触れる”力

国際大会へのスタッフ派遣

令和元（2019）年 12 月 5 日から 21 日にイタリアのヴァルテッリーナで実施された
第 19 回冬季デフリンピック競技大会に日本選手団（メディカルトレーナー）としてリ
ハビリテーション学部の教員が同行し、選手の体調管理に貢献した。
A-1-③

実習施設への講師派遣

リハビリテーション学部では、
「臨床実習施設サポートセンター」を設け、臨床実習施
設からの講師依頼に対し、本学の教員を無償で派遣している。その主な内容は、1）院内
で行う勉強会への講師派遣、2）院内職員が行う研究・学会発表等への相談・指導である。
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また、臨床実習施設の新人職員教育およびその指導者のスキルアップに資するべく、
年度初めに大阪府立男女共同参画・青少年センターに於いて「臨床理学療法セミナー」
を開催・講師派遣し、臨床実習施設職員の多くの参加があり好評を得ている。これらの
ことは臨床実習施設と「顔の見える関係」を築き、学生指導についてもより一層の連携
を深めることに寄与している。看護学部では、 大阪府看護協会および主な実習施設より
依頼をうけ、リカレント教育を題材に講師を派遣することで実習施設との連携を強めて
いる。
また、大阪府看護協会との連携もできている。
A-1-④ 各種委員等による社会貢献
リハビリテーション学部では理学療法士・作業療法士の専門職教員に対する社会的要
請に基づいた各種の取り組みがなされている。とりわけ介護保険法に基づいた介護認定
審査会への委員派遣、障害者・障害児施設などにおける講演や指導、介助犬や動物リハ
ビリテーションに関する派遣などは他大学にはあまり例のない本学の特徴的活動といえ
る。その主なものを列挙すると、天理市、交野市介護認定審査会委員、兵庫県身体障碍
者補助犬貸付委員、公益社団法人日本理学療法士協会代議員、公益社団法人大阪府理学
療法士会災害時支援特別委員会委員、公益社団法人大阪府理学療法士会代議員、大東コ
スモス福祉協議会評議委員、日本身体障害者補助犬学会理事、日本理学療法士協会動物
の理学療法運営幹事などがある
看護学部では専門職教員に対する社会的要請に基づいた取り組みがなされている。日
本精神保健社会学会理事、日本医学看護学教育学会評議員、日本保健医療行動科学会代
議員、日本看護学会（看護教育）論文査読委員、日本看護研究学会査読委員などである。
（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画）
リハビリテーション学部は、超高齢社会におけるリハビリテーション需要の高まりに
よって病院・施設からの講師派遣などの要請が多い。臨床教育の場を拡大する意味もあ
って、出来る範囲の需要に応えていきたい。
看護学部は、四条畷駅のすぐ近くに立地する学部として、地域連携を推進し、社会に
評価される大学を目指すため、本学の物的・人的資源を社会に広く活用する努力は今後
とも継続していく。また、実習病院との連携を図る意味も含め、施設や職能団体からの
需要にはできるだけ応えていく。
［基準 A の自己評価］
大学の基本的使命は教育・研究であるが、近年、社会に対する直接的な貢献が期待さ
れている。本学は、公開講座開催、講師派遣、公的委員受託などの活動を通じて社会と
連携し、地域社会のニーズにこたえてきた。いずれの活動も継続が期待されており、地
域社会において高い評価を受けている。今後も多様な連携を推進していく予定である。
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