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序 章 

 

１ 本学の自己点検・自己評価の基本方針 

 自己点検・自己評価の目的は、これまで本学が目指してきた教育研究の体制や内容を点検

し、実態や経緯を再確認するとともに、それぞれの結果を評価し、問題点や課題を明らかに

して、今後の本学の教育研究の一層の発展に資することである。この目的のもとに、年度ご

とに「全学自己点検・自己評価委員会」および「医療保健学部自己点検・自己評価委員会」

によって点検・評価を実施し、報告書を作成している。 

 

２ 自己点検・評価の体制と経緯 

 本学の自己点検・評価は、開学時の 1994(平成６)年４月に施行された「つくば国際大学

自己点検・評価規程」に則り、「自己点検・自己評価委員会」で行われている。2011(平成 23)

年度からは、学長を委員長とする全学自己点検・自己評価委員会の下部組織として学部別に

自己点検・自己評価委員会を設置して点検・評価の充実を図った。全学自己点検・自己評価

委員会の構成は、学長、学部長、教学部長、各学科から選出された教員各２名、事務局長で

ある。事務局の各課長・室長は委員会に出席し、報告書作成作業の補佐をしている。この全

学自己点検・自己評価委員会は全学ＦＤ委員会と連携をとり、それぞれ下部組織である学部

別の自己点検・自己評価委員会および学部別のＦＤ委員会と連携を図りながら点検・評価を

行う体制としてきた。その後、2018(平成 30)年度末をもって産業社会学部が廃止されたた

め、2019(令和元)年度からは全学の委員会の下に医療保健学部の委員会を置く体制で運用

している。 

以下に 2021(令和３)年度の全学および医療保健学部の自己点検・自己評価委員会委員を

示す。2021(令和３)年度は、医療保健学部の委員会を９回、全学の委員会を１回開催した。 

 

＜2021(令和３)年度 全学および学部の自己点検・自己評価委員会委員＞ 

    学長          髙塚 千史 

    医療保健学部長     幸田 幸直 

    医療保健学部教学部長  岸本  亨 

    図書館長        横山 博子 

    理学療法学科      林  隆司   縄井 清志 

    看護学科        大槻 優子   浅野 祐子 

    保健栄養学科      武  敏子   澤田 和彦 

    診療放射線学科     村中 博幸   根本 広文 

    臨床検査学科      當銘 良也   難波 俊二 

    医療技術学科      薬師寺 大二  篠田 俊雄 

    事務局長        椎名  晃 
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本学の 初の自己点検・自己評価報告書は 1998(平成 10)年度に作成された。2004(平成

16)年度には、開学の 1994(平成６)年度から 2003(平成 15)年度の 10 年間にわたる自己点

検・自己評価報告書を作成した。2005(平成 17)年度以降は、毎年過去５年間の点検・評価

の報告書を作成することとし、2011(平成 23)年１月には 2005(平成 17)年度から 2009(平成

21)年度を対象とした報告書を作成した。2010(平成 22)年度版からは、点検・評価の項目を

大学基準協会第２期大学評価の点検・評価項目と一致させることとした。2013(平成 25)年

度版の報告書からは、当該年度を中心に記述することとした。また、2013(平成 25)年度版

からは冊子体の自己点検・自己評価報告書とともに、ＰＤＦファイルとして大学ホームペー

ジで公表することとした。2020(令和２)年度版からは、点検・評価の項目を大学基準協会第

３期大学評価の点検・評価項目と一致させることとした。 

 

３ 第１期認証評価を受けての改善措置概要 

 本学は、2009(平成 21)年度に大学基準協会による第１期認証評価を受審した結果、大学

基準に適合しているか否かの判定は保留となった。その際、必ず実現すべき事項として、「在

籍学生数比率の改善、専任教員数、教授数の改善」が示された。各学部で定員充足のための

対応を進めている中で、産業社会学部では、産業情報学科のメディア社会学科への改組

(2010(平成 22)年４月)を行ったが、届出認可後に新学科の特徴を高校生に十分周知できな

かったこともあり、在籍学生数比率の改善には至らなかった。医療保健学部では、理学療法

学科と看護学科の入学者数は安定的に確保できているが、保健栄養学科の入学者数は増加

傾向にあるものの、未充足の状況が続いていた。2011(平成 23)年度からは、大学入試セン

ター試験利用入試の導入などによる入試方法の多様化や学生募集のあり方の改善に取り組

んだ。2013(平成 25)年度には、産業社会学部という体制では、学生募集状況の厳しさが増

すことから同学部の定員を削減し、医療保健学部に診療放射線学科を新設した。 

 専任教員数の不足については、2010(平成 22)年度中の人事委員会における審議を経て、

2011(平成 23)年４月１日付で補充が完了した。理学療法学科の教授数は 2010(平成 22)年４

月１日付で設置基準に達することができた。 

 また、一層の改善が期待される事項として、１．理念・目的、２．教育内容・方法、３．

教育研究交流、４．学生の受け入れ、５．学生生活、６．研究環境、７．事務組織等に関す

る事項などが指摘された。このため、大学の教育目標の大学案内や大学ホームページでの明

示、学生授業評価アンケート結果の学生に対する公表(産業社会学部は 2010(平成 22)年度

から、医療保健学部は 2011(平成 23)年度から、および産業社会学部における 2011(平成 23)

年度からの履修登録上限設定導入を行った。さらに、2011(平成 23)年度からは経済的に困

窮状況に陥った学生に対する緊急経済支援を行っている。国際性に関しては、2011(平成 23)

年度から大学の国際化に関するネットワーク形成で他大学との連携を模索した。さらに医

療保健学部では、2011(平成 23)年度から、教員の海外派遣制度を活用した国際交流の促進

および学生の短期海外派遣について、具体的に検討することにした。 

 以上を踏まえた改善報告書を 2011(平成 23)年６月末に大学基準協会へ提出し、審査の結

果、2013(平成 25)年３月８日付で「大学基準に適合していると認定する」との報告を受け

た。 

 その後、さらに在籍学生数比率の改善を推進するべく、2014(平成 26)年度から産業社会
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学部メディア社会学科の学生募集を停止した。医療保健学部でも同年度に保健栄養学科の

定員を削減し、医療保健学部に臨床検査学科を新設した。また、2016(平成 28)年度から産

業社会学部社会福祉学科の学生募集を停止し、医療保健学部に医療技術学科を新設した。 

 

４ 第２期認証評価を受けての改善措置概要 

 2016(平成 28)年度に大学基準協会による第２期認証評価を受け、「大学基準に適合してい

ると認定する」との認証評価を得た。認定の期間は 2024(令和６)年３月 31 日までとなって

いる。 

 

４.１ 評価結果の概要 

 評価結果には、<概評>として今後の本学の取り組みについての期待事項や要望事項など

が、<提言>として[努力課題]が２項目、[改善勧告]が１項目、[長所として特記すべき事項]

が２項目、それぞれ提示された。 

 各基準において提示された指摘のうち、「努力課題」についてはその対応状況を、「改 

善勧告」についてはその改善状況を、それぞれ「改善報告書」に取りまとめ、2020(令和２)

年７月末日までに大学基準協会に提出することが求められた。 

[努力課題] 

・ 医療保健学部の各学科の学位授与方針は、課程修了にあたって修得しておくべき学習 

成果が示されていないので改善が望まれる。 

・ 医療保健学部保健栄養学科では、１年間に履修登録できる単位数の上限が設定されて 

いないので、単位制度の趣旨に照らして改善が望まれる。 

[改善勧告] 

・ 医療保健学部保健栄養学科において、過去５年間の入学定員に対する入学者数比率の 

平均が 0.69、収容定員に対する在籍学生比率が 0.62 と低いので、是正されたい。 

[長所として特記すべき事項] 

・土浦市及び障がい者団体と三者協働で 2008(平成 20)年度に作成し、2011(平成 23)年度

に改定した「災害時に手助けが必要な人のための防災の手引き」は、東日本大震災後の

聞き取り調査結果を踏まえて、避難所や福祉避難所一覧の追記など内容が見直されてお

り、障害者手帳を持つ市民への配布などを通じて地域社会と連携していることは評価で

きる。 

・各学科の教育内容に基づいたボランティア・アウトリーチ活動が実施されており、その規

模、頻度とも拡大している。課外活動団体である医用画像サークルのピンクリボン活動及

び放射線展への参加やつくば国際トレーナー活動研究会のマラソン大会におけるコンデ

ィショニングボランティア活動など、貴大学の特性を生かしたさまざまな取組みが実施

され、年々ボランティア企画及び参加する学生数が大幅に伸びており、サークル活動主体

から教職員の支援を受けながら全学規模の取組みとなりつつあることは評価できる。 

 

上記の[努力課題]、[改善勧告]の他に、本学への要望・期待される事項として、①国際性・

学際性、②研究支援体制、③本学が求める教員像、④４年間の教育目標の達成度評価、⑤医

療保健学部でのキャリア支援、⑥教育研究環境、⑦社会連携・社会貢献、⑧事務組織、⑨内
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部質保証、等に関するいくつかの指摘があった。 

 

４.２ 大学評価結果に対する本学の対応 

[努力課題] 

・医療保健学部の各学科の学位授与方針については、改定案が第 111 回教務委員会(2017(平

成 29)年１月 10 日)で了承され、さらに第 113 回教授会(2017(平成 29)年１月 17 日)で承

認された。改定された学位授与方針は 2017(平成 29)年度及びそれ以降の学生便覧に掲載

した。 

・保健栄養学科の単位数の上限については、CAP 制として改定案を作成し、第 124 回教務委

員会(2017(平成 29)年３月６日)で承認され、さらに第 126 回教授会(2018(平成 30)年３

月 13 日)で審議し、承認された。保健栄養学科の CAP 制については、2018(平成 30)年度

及びそれ以降の学生便覧に掲載した。 

 

[改善勧告] 

 保健栄養学科の入学者数比率および在籍学生比率の改善については、2016(平成 28)年度

以降の入学者数は 2019(平成 31)年度まで低調であったが、保健栄養学科長をはじめとする

高校訪問等も含め、募集活動を積極的に行った。その結果、2020(令和２)年度の入学者数比

率が 0.83 まで回復することができ、今後の在籍学生数比率も上昇するものと考えている。 

 

[長所として特記すべき事項] 

 今後とも地域社会と連携を深め、本学のもつ知的資源を生かした地域貢献を積極的に進

めていく。 
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第１章 理念・目的 

 

１.１現状説明 

１.１.１大学の理念・目的を適切に設定しているか。また、それを踏まえ、学部・研究科の

目的を適切に設定しているか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的は適切に設定されているか。 

評価の視点２：学部の理念・目的は適切に設定されているか。 

 

つくば国際大学学則第１条は、「本学は、国際理解に必要な知識、教養を授け、産業、福

祉及び医療保健に関する専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的、実践的能力を

備え、社会の発展と人類の福祉に貢献する人材を育成することを目的とする」とし、本学設

置の目的を明確に示している。また、同第２条は「本学は、前条の目的を達成するために、

次の５項目の理念を掲げ、その実現に向けて努力するものとする」とし、「国際性」、「社会

性」、「学際性」、「未来性」、「問題解決性」の５項目を提示している。これらの本学の掲げた

建学の理念・目的は、開設以来一貫しており、理念や方針は点検・評価の基盤を成すもので

ある。以下はその要約である。 

a．国際性   国際的知識と教養、そして国際感覚を身につけた人材を養成する。 

b．社会性   社会科学に関する知識と教養を身につけた人材を養成する。また社会に

開かれた大学を目指し、そのための施策を実行する。 

c．学際性   諸科学の統合によって真に社会の発展に貢献することを目的とした学際

的分野の研究・教育を行う。  

d．未来性   近未来の課題を研究し、未来に向って必要とされる人材の育成を目指す。 

e．問題解決性 常に問題解決に向って意欲的に取り組む人材を育成する。 

以上の本学の教育理念・目的は、教育基本法第７条、学校教育法第 83 条で示されている

高等教育機関としての大学が目指すべき目的を十分踏まえている。 

本学の理念・目的に沿った教育活動を実行した結果、産業社会学部(2018(平成 30)年度末

に廃部)では、産業・情報および福祉の専門教育を受けた計 3,377 名を社会に送り出してお

り、医療保健学部では、2021(令和３)年度終了時において、理学療法学科と看護学科の１期

から 12 期生の計 1,498 名、保健栄養学科１期から 10 期生の 257 名、診療放射線学科１期

から６期生の 416 名、臨床検査学科１期から５期生の 265 名、医療技術学科１期から３期

生 62 名の合計 2,498 名が卒業した。ほとんど全ての卒業生がその資格を活かした職場で活

躍している。 

これら、大学の理念・目的および以下に述べる学部の目的の適切性については、全学自己

点検・自己評価委員会および医療保健学部自己点検・自己評価委員会で毎年点検・評価され

ている。 

 

医療保健学部の目的は、本学の理念・目的および医療保健学部・学科新設に際して文部科

学省に提出した設置の趣旨を踏まえて、「高い倫理観・幅広い教養・体系的な専門知識・基
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本的臨床実践能力を備えた質の高い保健・医療専門職を育成するとともに、研究を通して保

健・医療分野の学術の発展に寄与する」と定め、体系的なカリキュラムを編成し、多様な授

業形態を導入して少人数教育・双方向型学習・視聴覚教材を多く取り入れた教育を行ってい

る。医療保健学部の理念・目的の適切性を判断する指標として、各学科で養成する専門職の

国家試験合格率と就職率をあげている。 

本学の理念の一つである「国際性」に関しては、教員の国際学会発表を積極的に支援し

ている。 

 

１.１.２大学の理念・目的及び学部・研究科の目的を学則又はこれに準ずる規則等に適切に

明示し、教職員及び学生に周知し、社会に対して公表しているか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的が大学構成員に周知され、社会に公表されているか。 

評価の視点２：学部の理念・目的が学部構成員に周知され、社会に公表されているか。 

 

本学の理念や目的については、学生便覧、大学ホームページ、全国の高校へ送付されるつ

くば国際大学の大学案内であるコンセプトブック、オープンキャンパス等で周知している。

また、高等学校の進路指導教諭を対象とした「つくば国際大学・つくば国際短期大学合同説

明会」、高等学校生徒の大学訪問、高等学校からの要請による出前授業、公開講座、茨城県

高大連携連絡協議会等で説明している。 

在学生に対しては、大学の理念・目的および学部の目的を掲載した学生便覧を配付し、入

学時のオリエンテーション等で周知している。教職員に対しても学生便覧やコンセプトブ

ック等の刊行物を配付している。両学部ともに、教員が学部の目的について十分理解した上

で、様々な業務を担当している。 

 各学科の理念・目的について、全学的な方針のもとに周知するとともに社会に公表されて

いる。医療技術学科の新設もあって、積極的に広報活動を行っている。新任の教員・助手に

対しては、入職時に、大学の理念・目的、学部の教育方針や法令遵守についてのオリエンテ

ーションを行い、周知徹底を図っている。 

 

１.１.３大学の理念・目的、各学部・研究科における目的等を実現していくため、大学とし

て将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策を設定しているか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

評価の視点２：学部の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っているか。 

 

全学自己点検・自己評価委員会および学部別の自己点検・自己評価委員会（2011(平成 23)

年度設置、産業社会学部は 2018(平成 30)年度末の廃部に伴い廃止）を開催し、定期的に検

証を行っている。学部役職者および各学科から選出された委員が中心となって毎年自己点

検・自己評価報告書を作成し、協議しながら理念・目的の適切性の検証を行ない、点検・評

価の充実を図っている。 

毎年、全学自己点検・自己評価委員会および学部自己点検・自己評価委員会を中心として、
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定期的に検証が行われている。2013(平成 25)年度に診療放射線学科が、2014(平成 26)年度

には臨床検査学科が、2016(平成 28)年度には医療技術学科がそれぞれ開設され、大学設置

基準を基に大学・学部の理念・目的の適切性についても検証している。 

 

１.２長所・特色 

「大学・学部の理念目的を定め、明示する」、「大学・学部の個性化を推し進める」、「大学

構成員に対して大学・学部の理念・目的を周知させる」、「社会に対して、大学・学部の理念・

目的を公表し、理解を図る」、「本学の理念・目的、および学部・学科開設時に文部科学省に

提出した設置の趣旨に準拠した、学部・学科の明確な目的を設定する」という到達目標につ

いては、実現している。 

国家試験合格者のほぼ 100％が保健・医療の分野に就職しており、この結果は評価できる。 

本学の理念である「国際性」に関連して、「つくば国際大学国際交流に関する内規」を踏

まえ、2019(令和元)年度まで（2020(令和２)～2021(令和３)年度は、新型コロナ感染症蔓延

に伴い海外出張は休止した）に教員 28 名に対して、海外学会出張のための経済的支援が行

われている。 

「教育実績では、全国平均以上の国家試験合格率と高い就職率を 低条件とする」という

到達目標のうちの高い就職率は維持されており、本学の取り組みの効果と言える。「医療保

健学部の目的と育成する専門職が、本学の個性として評価される」という到達目標は、国家

試験合格者のほぼ 100％が、専門職として関わる保健・医療の分野に就職していることから

実現できている。 

学生は将来の専門職業人として、学生の時から国際感覚の基盤を身に付けておく必要が

ある。また、医療保健学部教員の国外での学会出張の際の経済的支援を積極的に行っている。

このことは教育研究の成果を国外に発信するとともに、諸外国の研究者との交流を深める

などの「国際性」の向上に寄与している。 

各学科で育成する専門職の国家試験合格率を向上させるとともに高い就職率を維持して

いく。管理栄養士の国家試験合格率は、向上傾向にあるので、今後、さらに向上するように

授業改善を図っていく。また、高い就職率は維持していく。本学の所在する土浦市および近

隣のつくば地区との交流を深める中で、医療保健学部のこれまでの保健・医療領域での地域

貢献をさらに発展させていく。 

 

１.３問題点 

本学の理念の一つである「国際性」に関する取り組みは、さらに改善する必要がある。「学

際生」の一つの取り組みとして、「チーム医療」の促進があげられ、この点について検討す

る必要がある。 

専門職を養成する学科のうち、国家試験新卒者合格率が全国平均を下回っている学科に

ついては、国家試験対策を改善する必要がある。本学の理念の一つである「国際性」に関連

して、授業の在り方などについての検討が必要である。 

大学の理念・目的の適切性を示す指標である国家試験合格率を高めるための取り組みを

強化する。専門性を活かした分野での高い就職率を維持するために、低年次から動くことの

意義、卒業後の進路・専門職業人としての方向性などのキャリア教育を積極的に進める。 
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１-４全体のまとめ 

本学において大学・学部の理念・目的は適切に設定されており、大学構成員および社会に

対して周知、公表されている。その適切性について定期的な検証を行っている。大学・学部

の理念・目的の適切性の一つの指標として国家試験合格率がある。2021(令和３)年度の各学

科で養成する専門職国家試験の新卒学生合格率は、理学療法士 70.6％、看護師 85.1％、保

健師 80.0％、管理栄養士 33.3％、診療放射線技師 97.2％、臨床検査技師 76.1％、臨床工学

技士 66.7％であった。国家試験合格者のほぼ 100％がそれぞれの専門性を活かして就職し

ている。国家試験合格率については同基準を満たしているとは言い難い。 
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第２章 内部質保証 

 

２. １. 現状説明 

２．１．１ 内部質保証のための全学的な方針及び手続きを明示しているか。 

 

 

本学の内部質保証に関する取り組みは、「自己点検・自己評価委員会」および「ＦＤ委員

会」が中心となり行っている。「自己点検・自己評価委員会」は、学則第１条に定める目的

の達成、および学則第２条に定める理念の実現に向けた努力のため、学則第３条においてそ

の実施を明記された委員会である。 

  

（つくば国際大学学則 第１章 総則） 

 

自己点検・自己評価委員会の役割は、各組織からの報告を受け、規程に定める「大学の理

念、目的」「教育課程・学習成果」「学生支援」といった 10 項目について点検・評価を行

評価の視点１：下記の要件を備えた内部質保証のための全学的な方針及び手続の設

定とその明示 

・内部質保証に関する大学の基本的な考え方 

・内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織（全学内部質保証推

進組織）の権限と役割、当該組織と内部質保証に関わる学部・研

究科その他の組織との役割分担 

・教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上の指針（ＰＤＣＡ

サイクルの運用プロセスなど） 

第１条 本学は、国際理解に必要な知識、教養を授け、産業、福祉及び医療保健

に関する専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的、実践的能力を

備え、社会の発展と人類の福祉に貢献する人材を育成することを目的とする。 

第２条 本学は、前条の目的を達成するため、次の５項目の理念を掲げ、その実

現に向けて努力するものとする。 

国 際 性：国際的知識と教養、そして国際感覚を身に付けた人材を育成す

る。 

社 会 性：社会科学に関する知識と教養を身につけた人材育成する。 

学 際 性：諸科学の統合によって社会の発展に貢献する学際分野の研究教

育を行う。 

未 来 性：近未来の諸課題を研究し、未来に必要な人材を育成する。 

問題解決性：常に問題解決に向って意欲的に取組む人材を育成する。 

第３条 本学は、第１条の目的達成度及び前条に掲げる理念の実現努力に関して、

自己点検、自己評価を行うものとする。 

２ 前項の点検、評価の方法等については、別に定める。 
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うことである。自己点検・自己評価委員会内の組織として、学部別の自己点検・自己評価委

員会が設置されている。学部別の自己点検・自己評価委員会は、自己点検・自己評価報告書

を学部毎に実施するための委員会であり、学部長が委員長の任を担っている。なお、本学が

有する学部は 2011(平成 23)年度時点において産業社会学部と医療保健学部の２学部であっ

たが、2018(平成 30)年度末を以て産業社会学部を廃止したため、2019(令和元)年度以降は

医療保健学部のみでこの体制が維持されている。ＦＤ委員会は、ＦＤ活動の指導と調整にあ

たる組織である。2021（令和３）年度は教員相互の参観、学生による授業評価アンケート、

ＦＤ研修会の開催といった活動を通して教員の能力開発・教育の質の向上に努めた。 

当該年度の各種取り組みへの検証と次年度に向けた改善案をより端的に示すために、学

部（すなわち全学）および各学科においてＰＤＣＡサイクル表を活用している。ＰＤＣＡサ

イクル表は毎年度末に作成し、自己点検・自己評価委員会の場において報告され、全学で共

有している。また、ＦＤ委員会による教育の質向上のための取組は、新型コロナウイルス感

染症の影響を受けた年を除き例年行われている。 

医療保健学部（すなわち全学）における 2021（令和３）年度の内部質保証の方針は、前年

度から引き続き、「授業参観による授業改善」「初年次教育・補習教育」「チーム医療教育

の推進」「国際交流の促進としての国際学会演題発表助成と異文化交流イベント」の４つの

柱として設定した。 

 

 

２．１．２ 内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制を整備しているか。 

 

 

「つくば国際大学自己点検・評価規程」は 1994(平成６)年４月、開学と同時に施行され、

この規程に基づき自己点検・自己評価委員会としての活動が開始された。この時点から、内

部質保証体制の構築が始まっている。2011(平成 23)年度からは、自己点検・自己評価委員

会の内部組織として、学部別に自己点検・自己評価委員会を設置し、当該活動の一層の充実

を図った。なお、本学が有する学部は 2011(平成 23)年度時点において産業社会学部と医療

保健学部の２学部であったが、2018(平成 30)年度末を以て産業社会学部が廃止されたため、

2019(令和元)年度以降は医療保健学部のみでこの体制が維持されている。大学の体制変化

に対応した組織の再構築の途中であり、内部質保証推進体制も同様に整備途中であると認

識している。 

「つくば国際大学自己点検・評価規程」は必要に応じて内容の見直しを行っており、これ

までに 2015(平成 27)年度と 2021(令和３)年度に改定している。本報告書は令和 3年度の内

容についての報告であるため、改訂後の規定に従い記述していることを付記しておく。 

自己点検・評価委員会の構成は、学長、学部長、教学部長、各学科から選出された教員（各

学科から２名）、事務局長となっており、2021(令和３)年度における委員は 16 名であった。

学長が委員長としての責務を負い、委員会の運営にあたっている．また、事務局の各課長・

室長は委員会に出席し、報告書作成作業の補佐を行っている。「つくば国際大学自己点検・

評価の視点１：全学内部質保証推進組織・学内体制の整備 

評価の視点２：全学内部質保証推進組織のメンバー構成 
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評価規程」に定める点検・評価項目は、「大学の理念、目的」「教育課程・学習成果」「学生

支援」といった項目を含む全 10 項目である。自己点検・自己評価委員会に与えられる権限

については明確な規定が無いため、今後改善が必要であると考えている。 

自己点検・自己評価委員会の学内における位置付けは、他の委員会とは一線を画し、独立

した立場で他会議との連携を図ることになっている。2021(令和３)年度の自己点検・自己評

価委員会は、計１回の会議を開催し、「自己点検・自己評価報告書」の作成をとおして令和

２年度の活動についての振り返りと総括を行った。 

 

 

２．１．３ 方針及び手続きに基づき、内部質保証システムは有効に機能しているか。 

 

 

学位授与方針（ディプロマポリシー）、教育課程の変性・実施方針（カリキュラムポリシ

ー）及び学生の受け入れ方針（アドミッションポリシー）は、それぞれ医療保健学部の方針

のもと各学科で策定し、必要に応じて適宜見直しを行っている。直近の３つの方針の見直し

実績としては、2019(令和元)年度に看護学科のカリキュラム改定が行われたのに合わせて、

2021(令和３)年度に全学科の３方針について一斉見直しを行った。この見直し作業におい

ては、自己点検・自己評価委員会の指導管轄のもと、教務委員会内に「ポリシー検討ワーキ

ング・グループ」を立ち上げて内容を検討し、2021(令和３)年 11 月の教授会において３方

針の改定について承認された。 

当該年度の各種取り組みへの検証と次年度に向けた改善案を端的に示すために、学部お

よび各学科においてＰＤＣＡサイクル表を活用している。ＰＤＣＡサイクル表は毎年度末

に作成し、自己点検・自己評価委員会の場において報告、全学で共有している。本学の体制

では，ＰＤＣＡサイクル表を作成し学部・学科の取組を検証するのは自己点検・自己評価委

員会であり、委員相互の情報共有は遅滞なく行えている状況である。2021（令和３）年度の

報告をみると、学部および学科毎に目標の達成状況を考察できており、次年度に改善すべき

事項の抽出に役立っている。 

内部質保証の客観性を高めるための工夫として、後援会組織との情報交換を積極的に行

うなど、一部ではあるが学外者からの意見を取り入れている。また、第三者評価としては公

評価の視点１：学位授与方針、教育課程の変性・実施方針及び学生の受け入れ方針

の策定のための全学としての基本的な考え方の設定 

評価の視点２：方針及び手続に従った内部質保証活動の実施 

評価の視点３：全学内部質保証推進組織による学部・研究科その他の組織における

教育の PDCA サイクルを機能させる取り組み 

評価の視点４：学部・研究科その他の組織における点検・評価結果の定期的な実施 

評価の視点５：学部・研究科その他の組織における点検・評価結果に基づく改善・

向上の計画的な実施 

評価の視点６：行政機関、認証評価機関等からの指摘事項（設置計画履行状況等調

査等）に対する適切な対応 

評価の視点７：点検・評価における客観性・妥当性の確保 



12 
 

益財団法人大学基準協会による大学評価の他に、公益社団法人日本実験動物学会による「動

物実験に関する外部検証」（2017(平成 29)年度審査）、一般社団法人リハビリテーション教

育評価機構による「大学評価」（2020(令和２年)度審査），理学療法学科対象）を受けている。

一般社団法人リハビリテーション教育評価機構による「大学評価」において改善を勧告され

た項目は無かったが、その他の機関から得られた指摘については真摯に対応し、大学の改善

に役立てている。 

本学の場合、内部質保証推進組織に関する規定は「自己点検・自己評価委員会を設置する」

という内容にとどまっており、組織の権限や役割に関する規定はなく、体制図・プロセス図

についても現状では整備されていない。 

 

 

２．１．４  教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等を 

適切に公表し、社会に対する説明責任を果たしているか。 

 

 

情報の公開については、本学ウェブサイトにて随時公開しており、外部から自由に閲覧で

きるようになっている。必要な情報を得やすいように、ウェブサイトのトップページに「情

報公開」「つくば国際大学は公益財団法人大学基準協会の大学基準に適合されていると認定

されています」「学校法人霞ヶ浦学園の情報公開」の各バナーがあり、そこから教員の研究

業績、３つのポリシーとそれに関わる情報、自己点検・自己評価報告書、財務状況資料等の

ページへ容易にたどり着けるようになっている。公開する情報は複数の担当者で内容を確

認することで正確性を担保している。内容の更新は随時行っており、常に 新の情報が掲載

されている。これらのことから、情報公開は適切に行えており、社会に対する説明責任も果

たせているものと考えている。 

 

 

２．１．５  内部質保証システムの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。

また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

 

当該年度の各種取り組みへの検証と次年度に向けた改善案をより端的に示すために、学

部（すなわち全学）および各学科においてＰＤＣＡサイクル表を活用している。ＰＤＣＡサ

評価の視点１：教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況

等の公表 

評価の視点２：公表する情報の正確性、信頼性 

評価の視点３：広報する情報の適切な更新 

評価の視点１：全学的なＰＤＣＡサイクル等の適切性、有効性の定期的な点検・評

価  

評価の視点２：点検・評価における適切な根拠（資料、情報）の使用 

評価の視点３：点検・評価結果に基づく改善・向上 
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イクル表は毎年度末に作成し、自己点検・自己評価委員会の場において報告している。2020

（令和２）年度においては、コロナ禍において、ＦＤ活動の一環である授業参観の実施が危

ぶまれたが、工夫を凝らして実施できたこと、初年次教育及び補習教育において成果が上が

っていること、チーム医療に関する教育において学習効果が上がっていること、といった改

善点を認めている。 

 

 

２．２ 長所・特色 

内部質保証の方針として掲げていた項目のうち、「授業参観による授業改善」「初年次教

育・補習教育」「チーム医療教育の推進」については、2021(令和３)年度時点で一定の成果

が得られている。「授業参観」については毎年の実施が標準化されており、参観を通して教

員相互の意見交換が行われている。「初年次教育・補習教育」については、高校で修めてい

ない内容や、大学での講義を受けるにあたっての基礎知識が身に付いていない学生に対し、

正規授業の入っていない空き時間を利用しての補習授業を行い、一定の成果を得ている。ま

た「チーム医療教育の推進」については、正規の授業科目にチーム医療を中心的に扱う科目

を設けており、６学科が協力した授業を提供できている。 

 

 

２．３ 問題点 

内部質保証の方針として掲げていた項目のうち、「国際交流の促進としての国際学会演題

発表助成と異文化交流イベント」については、2020(令和２)年度はコロナ禍の影響を受けた

こともあり、まったく実績を挙げられなかった。この項目については、引き続き世の中の情

勢を見ながら、迅速かつ適切に対応していく。 

また、内部質保証の推進組織に関する規定及び各種根拠資料の不備が散見されるため、可

能な限り早急に対応していく。 

 

 

２．４ 全体のまとめ 

「現状説明」として記述したように、自己点検・自己評価委員会の指導的役割のもと、す

べての学位過程において概ね適切な教育が実施されているといえる。長所として、初年次

教育に成果が出ていること、大学の特徴を活かしたチーム医療の教育体制が整備されてい

ることが挙げられる。一方で問題点もあり、学則でも謳っている「国際性」に関する活動

が十分に行えていない状況にあることや、内部質保証推進組織に関する規定や必要資料が

整備しきれていない部分があるため、大学として迅速な改善に取り組んでいく。 
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第３章 教育研究組織 

 

３．１ 現状説明 

３．１．１ 大学の理念・目的に照らして、学部・研究科、附置研究所、センターそ

の他の組織の設置状況は適切であるか。 

評価の視点１：大学の理念・目的と学部（学科又は課程）構成及び研究科（研究科又は専

攻）構成との適合性 

評価の視点２：教育研究組織と学問の動向、社会的要請、大学を取り巻く国際的環境等へ

の配慮 

現代社会では、国際化、情報化、少子高齢化への対応が求められている中で、本学は、医

療関係分野の学科で構成される医療保健学部を設置している。医療の分野における人材育

成では、少子高齢化を迎えたわが国に必要な、質の高い保健･医療の専門職を育成するため

の教員体制を整備し、カリキュラムの編成を行っている。さらに、研究を通じて、保健･医

療の分野での学術の発展に寄与できる組織となっている。これらは、学術の進展や社会の要

請との高い適合性を示している。 

医療保健学部では「高い倫理観･幅広い教養･体系的な専門知識･基本的臨床実践能力を備

えた質の高い保健･医療専門職を育成するとともに、研究を通して保健･医療分野の学術の

発展に寄与する」として、前述した大学の理念･目的に適合させている。 

大学の理念･目的を達成するための教育研究組織として、医療保健学部を置いている。

医療保健学部は、少子高齢社会を迎えたわが国において、社会の要請に見合った保健医療

の専門職を養成し、社会に貢献することを目的に、理学療法学科、看護学科、保健栄養学

科、診療放射線学科、臨床検査学科、医療技術学科の６学科から構成されている。それぞ

れの学科が、教育研究組織の単位となっている。 

学部の目的を達成するための教育研究組織は、大学の理念･目的に適合している。 

研究を推進していくための組織として、研究関連の各種委員会が設置されている（資料 3-

2）。共同研究委員会、研究紀要委員会、動物実験委員会、倫理委員会等の設置は、医療

保健分野の研究、さらには異なる分野の共同研究を推進することに寄与しており、本学の

理念･目的の実現化につながっている。なお、2021(令和３)年度の共同研究費の採択は３

件、動物実験委員会による倫理審査は５件(新規０件；継続５件)、倫理委員会による倫理

審査件数は 15 件である。 

 

３．１．２ 教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。ま

た、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく教育研究組織の構成の定期的な点検・

評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

本学では、各年度、医療保健学部役職者および各学科で選ばれた委員によって構成される

全学自己点検･自己評価委員会および学部自己点検･自己評価委員会において協議しながら

点検･評価報告書を作成し、教育研究組織の適切性の検証を行っている。 
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医療保健学部では、既設の５学科に加え、2016(平成 28)年度より医療技術学科を開設（資

料 3-）し、６学科となった。 

2010(平成 22)年度に理学療法学科と看護学科が、2012(平成 24)年度に保健栄養学科が、

2016(平成 28)年度に診療放射線学科が、2017（平成 29 年）年度に臨床検査学科が、そして、

2019(平成 31)年度には医療技術学科が完成年度を迎えたことから、それぞれ完成年度を迎

え、必要に応じて教育研究組織に関するカリキュラムの変更を行った。 

理学療法学科では、2012(平成 24)年４月に第１回目のカリキュラム変更を行い、2015(平

成 27)年４月には第２回目のカリキュラム変更を行った。また、2020(令和２)年４月の理学

療法士作業療法士学校養成施設指定規則の改正にむけて、第３回目のカリキュラム変更の

検討を 2019(平成 31)年４月より行ない、2020(令和２)年３月に茨城県を通して文部科学省

より変更承認された。 

看護学科では、2017(平成 29)年に公表された「看護学教育モデル･コア･カリキュラム（文

部科学省）」および「看護学学士課程におけるコアコンピテンシー（日本看護系大学協議会）」

をうけ、2019(平成 31)年４月、さらなる教育水準の向上に向けてカリキュラム変更を行っ

た。さらに、2022(令和４)年４月１日の保健師助産師看護師学校養成施設指定規則の改正に

伴いカリキュラム変更を申請し、2022(令和４)年３月に茨城県を通して文部科学省より変

更承認された。 

保健栄養学科では、2009(平成 21)年度に新設され、新設の目的を「国民の健康に貢献す

る高度な能力を持ち、専門職としての自覚をもつ栄養士･管理栄養士を育成する」とし、教

育研究に取り組んできた。しかし、大学として、今後も質の高い人材を輩出していくために

も、さらなる教育研究の充実を図ることを目的に、2014(平成 26)年４月１日に入学定員の

減員を行った。 

診療放射線学科は、2016(平成 28)年４月に第１回目のカリキュラム変更を行った。さら

に、診療放射線学科では、2022(令和４)年４月１日の診療放射線技師学校養成所指定規則改

正に伴い、カリキュラムの変更を申請し、2022(令和４)年３月に茨城県を通して文部科学省

より変更承認された。 

臨床検査学科は、2016(平成 28)年４月に第１回目のカリキュラム変更、2018(平成 30)年

には第２回目のカリキュラム変更を行った。 

医療技術学科は、さらなる教育水準の向上に向けて、教育に力をそそいでいる。 

医療保健学部の教育研究組織が効果的であることを示す指標として、国家試験合格率お

よび就職率がある。本年度、国家試験新卒学生合格率が全国平均を上回っていたのは診療放

射線技師国家試験であり、この結果からは、医療保健学部の教育研究組織が功を奏している

とは言えない。就職率については、専門性を活かした分野への高い就職率が維持されている。 

 

３．２ 長所・特色 

2019(令和元)年９月に理学療法学科１年生を対象に、学部･学科の目的について学生へ

の周知を図るとともに、学生相互の交流を深め、入学後の大学生活および学習を見直すこ

とを目的とした「宿泊研修」を行っていた。しかし、2020(令和２)年度および 2021（令和

３）年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により中止とした。理学療法学科１年生を対

象に、授業科目「英語Ⅰ」について「習熟度別授業」を設定し、英語力の高い学生にはよ
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り高いレベルでの学習機会を提供し、英語力の低い学生には基礎からやり直す学習機会を

設けるなどの取り組みを継続して行っていたが、2020(令和２)年度および 2021（令和３）

年度の講義は新型コロナウイルス感染症の拡大により、オンラインによる授業形式とした

ことから「習熟度別授業」を中止した。 

 

３．３  問題点 

各学科が養成する専門職の国家試験新卒学生合格率は、１職種は向上しているが、新型

コロナウイルス感染症の拡大により大学での学習が十分でなかったこともあり、コロナ禍

における今後の国家試験対策を検討する必要がある。 

 

３．４  全体のまとめ 

本学の学部･学科の教育研究組織は、社会に貢献できる専門職を育成する大学としての

理念･目的に照らして適切に設置されている。また、組織の適切性についても適宜検証を

行っており、同基準を概ね充足している。 

本学の特色である、学生の入学動機を維持し大学生活に適応させるための「宿泊研

修」、自己学習能力を高めるための初年次教育の充実は今後も継続していく。また、国家

資格を取得するために国家試験受験を要する各学科は、学科の教員会議や学部の国家試験

対策委員会で検証を行い、強化を図っていく。 

学力向上や国家試験合格率の向上という結果にはいまだ到達していないことが問題点で

はあるが、学部 FD 委員会による検討、各学科の取り組みの検証結果についての情報交換を

通して、大学として取り組んでいく。 
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第４章 教育課程・学習成果 

 

４.１ 現状説明 

４.１.１ 授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。 

 

評価の視点１：全学的な基本方針の設定 

評価の視点２：課程修了にあたって、学生が習得することが求められる知識、技能、態度

等、当該が職位にふさわしい学習成果を明示した学位授与方針の適切な設定及び公表 

本学の理念・目的を実現するために学部・学科ごとに教育目標を定めている。また、学部・

学科の目的と整合させて学部の学位授与方針（ディプロマポリシー）を定め、学生便覧及び

ガイドブック）に記載している。大学 HP でも公開している。 

学科の教育目標(目的)については、学生便覧に記述している。各学科の目的を達成するた

めの学位授与方針については、2016(平成 28)年度の大学基準協会による第２期の認証評価

において、「医療保健学部の各学科の学位授与方針は、課程修了にあたって修得しておくべ

き学習成果が示されていないので、改善が望まれる（認証評価）結果（委員会案）」との指

摘を受けた。そこで、学部・学科の教育目的、及びカリキュラムポリシーと整合させること

を前提に各学科の学位授与方針（ディプロマポリシー）の改定案を作成した。この改定案は、

2016(平成 28)年度の教務委員会（2017(平成 29)年１月 10 日）及び教授会（2017(平成 29)

年１月 17 日）で承認されている。看護学科では、2017(平成 29)年度に日本看護系大学協議

会より公表された「看護学学士過程におけるコアコンピテンシー」を受け、学位授与指針を

改正した。この改定案は、2018(平成 30)年度の教務委員会（2018(平成 30)年６月 12 日）及

び教授会（2018(平成 30)年７月 17 日）で承認されている。このことによって、学部・学科

の教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針の一貫性がより向上した。 

学位授与指針は、教務委員会（2021(令和３年)10 月 14 日）で新規改定案を定め、教授会

（令和３年 11 月 18 日）にて協議・承認され、以降の学生便覧に明示するとともに、これま

で同様入学時の学部・学科のオリエンテーションで詳しく説明している。また、大学ＨＰで

公開している。 

改定した学部・学科の学位授与方針は、次の通りである。 

「医療保健学部は、高い倫理観、幅広い教養、体系的な専門知識、基本的実践能力、及び職

能としてのコミュニケーション能力を備えた、社会に貢献できる保健・医療の専門職を育成

することを教育の目的とする。卒業認定は、学部の教育目的及び各学科の教育目的を踏まえ

て教授会の議を経て、学長が行う。卒業の要件は、学科ごとに定めている所定の単位を修得

していることである。各学科の教育目的と卒業に当たって授与される学位の名称は以下の

とおりである。学位に付記する専門分野の名称は、国際的通用性に配慮して定めている。」 

［理学療法学科］ 

学位：Bachelor of Science in Physical Therapy（理学療法学） 

１.多様な文化的背景や価値観を理解し、他社に共感できる豊かな感受性を持ち、チーム医

療の中で主体的な役割を担うことができる。 

２.高い使命感と倫理観を身に付け、状況に応じた人間関係を築くためのコミュニケーショ
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ン能力を発揮することができる。 

３.様々な学問に興味を持ち、幅広い教養を身につけ、医療人として社会に貢献することが

できる。 

４.新たな課題に対して、既存技術を応用する創造性と柔軟性を身につけ、進歩する技術を

受入発展させることができる。 

５.医療保健分野の様々なニーズに対応するために、専門的知識と技術を生かしながら、理

学療法士として活躍することができる。 

［看護学科］ 

学位：Bachelor of Science in Nursing（看護学） 

１.人への深い関心を持ち、その尊厳と権利の擁護に向け、倫理観に基づき、看護職者とし

て責任ある行動をとることができる。 

２.多様な文化的背景や価値観を理解し、看護の対象者に共感できる感性を持ち、状況に相

応した人間関係を築くためのコミュニケーションを図ることができる。 

３.看護専門職として必要な知識・技術を修得し、科学的根拠に基づき、安全で質の高い看

護を主体的に実践できる。 

４.保健・医療・福祉の分野における看護専門職の役割と機能を認識し、チームの一員とし

て多職種と連携・協同できる。 

５.人々の暮らしを取り巻く環境や社会の動向に関して情報を組織化し、地域社会、国際社

会から求められる役割や責任を見出し、社会に貢献できる。 

６.常に問題意識を持ち、課題解決能力の向上に努め、生涯にわたって研鑽し続ける姿勢を

持つことができる 

［保健栄養学科］ 

学位：Bachelor of Science in Nutrition（栄養学） 

１.様々な国の食文化を理解し、食に関する基礎的な知識と技術を習得して、社会における

これらを国際的・学際的な視点から実践・応用することができる。 

２.栄養士、管理栄養士として専門的知識を基盤に、高度化する社会において食と栄養とい

う側面からチームの一員として、様々な健康問題に取り組み、医学・栄養学の発展に貢献す

ることができる。 

３.豊かな教養と人間性、高い倫理観とコミュニケーション能力を持ち、他の医療系専門職

と連携し、国内外において食と栄養のプロフェッショナルとして人々の健康増進を先導す

ることができる。 

［診療放射線学科］ 

学位：Bachelor of Science in Radiological Technology（診療放射線学） 

１.人体に関する正確な医学知識と理工学などの専門知識や技術、応用能力を身につけ、診

療放射線技師として活躍することができる。 

２.豊かな人間性、適切なコミュニケーション力を有し、医療現場において他の医療職種と

協調しながら業務を行い、チーム医療に貢献できる。 

３.情報画像技術を用いて 新の診療画像情報を国際的基準で分析し、効果的かつ正しく活

用することができる。 

４.自ら問題・課題を見つけ、医学、理工学、社会科学などの学際的な視点から物事を思考
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し、問題を解決することができる。 

５.放射線を取扱う者として医療被ばくに関与する社会的責任を自覚し、医療人としての正

しい価値観や倫理観を身につけ、社会に貢献することができる。 

６.診療放射線技術の専門職として将来のキャリアプランを構築し、生涯にわたり学び続け

ることができる。 

［臨床検査学科］ 

学位：Bachelor of Science in Medical Technology（臨床検査学） 

１.基礎知識・専門知識および社会人としての教養を身につけ、医療専門職として活躍する

ことができる。 

２.高い使命感と倫理観を身につけ、医療人として社会に貢献することができる。 

３.実践能力を身につけ、専門分野の基本的技術を提供することができる。 

４.知識と技術を統合して問題を解決することができる。 

５.コミュニケーション能力を身につけ、チーム医療を実践することができる。 

６.既存技術を応用する創造性と柔軟性を身につけ、進歩する技術を受け入れ発展させるこ

とができる。 

［医療技術学科］ 

学位：Bachelor of Science in Medical Care Technology（医療技術学） 

１.社会生活に必要な幅広い教養とコミュニケーション能力を身に付け、患者中心のチーム

医療の中で高い倫理観をもって責任ある行動をとることができる。 

２.臨床工学技士に必要な基礎医学と臨床医学に関する基礎的知識を実践的な医療の環境

下で活用することができる。 

３.生命維持管理装置を中心とした各種医療機器の安全性と信頼性を確保しながら、その専

門的知識を活用し、機器操作に関する実践的運用能力を発揮することができる。 

４.将来の専門技術者に必要な客観的データに基づく定量的な議論ができ、かつ主体的な問

題解決能力が備わっていると共に創造性開発ができる。 

 

４.１.２ 授与する学位ごとに、教育課程の編成・実施方針を定め、公表しているか。 

 

評価の視点１：教育課程の編成・実施方針の設定及び公表 

評価の視点２：教育課程の編成・実施方針と学位授与方針との適切な関連性 

教育目標・学位授与方針と整合性のある教育課程の編成・実施方針について、本学では

2010(平成 22)年９月に、学部、学科の教育目標、学位授与方針に基づき、学部の教育課程

の編成・実施方針を定めている。また、本学では学則と学生便覧に科目区分、必修・選択の

別、単位数を記述するとともに、新任教員や新入生に対して、オリエンテーションで説明し

ている。さらに、教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を学生便覧、大学

HP、ガイドブックに掲載している。社会のニーズを踏まえて、学部・学科で教育目標、学位

授与方針及び教育課程の編成・実施方針の見直しを組織的に行っている。 

教育目標・学位授与方針と整合性のある教育課程の編成・実施方針については、以下のよ

うな方針に基づいてカリキュラムを編成している。 

各学科の教育目標(目的)を達成するために、学科ごとに体系化された教育課程を編成す
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る。この教育課程による教育を以下のように実施するとともに、学生の成績評価を適正に行

っている。学部・学科の教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針について、一

貫性を高めている。 

•教育課程は、基礎科目、専門基礎科目、専門科目から構成し、体系的に編成される。 

•基礎科目による教養教育により、専門分野の枠を超えて共通に求められている知識・思

考方法等の知的な技法を修得させるとともに、人間としての在り方・生き方に関する洞

察力や現実を正しく理解する力を涵養する。 

•各学科の専門基礎科目・専門科目による教育により、理学療法士、看護師・保健師、管

理栄養士・栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士に必要な専門的知識

と基本的臨床実践能力を修得させる。専門基礎科目・専門科目は、文部科学省・厚生労

働省の指定規則に準拠して開設する。 

•必修科目は、学生が段階的・体系的に専門的知識・技術を修得できるように、また、１

年間の単位数が多くなりすぎないように、１年次から４年次まで適切に配置する。時間

割は前期・後期のセメスター制を採用して組む。 

•教育は、講義、演習、学内実習、学外実習（臨床実習・臨地実習）を適切に組み合わせ

て行う。また、少人数教育・双方向型学習をできるだけ多く取り入れる。 

•教育の質の維持・向上のために次の方針を定める。すなわち、２年次後期までに履修す

べき必修科目の単位を全て取得していることを、２年次から３年次への進級の要件と

する。また、原則として当該実習開始までに履修すべき必修科目の単位を全て取得して

いることを、臨地実習・臨床実習を履修できる要件とする。さらに、４年次に統合科目

を必修科目として開設し、専門的知識を統合し応用する能力の育成を図る。 

•評価は授業内容・授業形態に対応した評価方法を用いて適正に行う。理学療法学科では

臨床技能の評価に、客観的臨床能力試験 (ＯＳＣＥ：Objective Structured Clinical 

Examination)を導入する。 

•単位制度の実質化、教育方法、成績評価の方法・基準、シラバスについては今後一層の

改善を図る。また、６学科の科目区分、必修・選択の別、単位数についても学生便覧に

明示している。 

医療保健学部の教育目標は学生便覧に掲載されている。また、学位授与方針と教育課程の

編成・実施方針について学生便覧に掲載され、全教員に周知されている。新任教員に対する

ガイダンスの際に、教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針について説明して

いる。新入生及び在校生に対しても同様に説明している。また、その概要について、大学 HP

に掲載し、オープンキャンパスでも説明している。 

 

 

４.１.３ 教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、

教育課程を体系的に編成しているか。 

 

評価の視点１：各学科において適切に教育課程を編成するための措置 

評価の視点２：学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成する教育の

適切な実施 
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４.１.２に記述したように、本学の学部・学科の教育目標を達成するのに必要な授業科

目を開設している。 

学部・学科の教育目標に基づく教育課程の編成・実施方針に則って、概ね年次進行に対

応している。医療保健学部６学科では、基礎科目、専門基礎科目、専門科目を体系的に配

置している。基礎科目を教養教育科目として位置づけている。専門基礎科目、専門科目、

により、各学科で育成する専門職に必要な専門知識と基本的臨床実践能力を修得させる。

これらについて、教務委員会や学部 FD 委員会で「授業評価アンケート」、「授業参観」を

基に検証している。 

本学では、全学科の授業が、シラバスに基づいて行われている。毎年、教務委員会を中心

にシラバスを充実させるため、シラバスの記入様式について点検し、必要に応じて、記入事

項やその内容の修正を行っている。授業内容・方法とシラバスの整合性については、「授業

評価アンケート」の結果や「授業参観」の報告書を基に学部の教務委員会で検討している。 

教育課程の編成・実施方針に基づき、基礎科目、専門基礎科目、専門科目は順次性をもっ

て適切に配置されている。初年次教育にも積極的に取り組んでいる。 

各学科は、国家資格をもつ専門職を養成する教育を行っている。そのため、国の指定規則

に準拠した授業科目を開設している。医療保健学部の教育課程の編成・実施方針は、基本的

には全学科共通であり、この方針に基づいてカリキュラムを編成している。学科間でほぼ共

通の基礎科目に加えて、学士課程教育に相応しい専門職の育成に不可欠な専門科目・専門基

礎科目を開設し、全国標準レベルの教育を行っている。 

基礎科目による教育により、専門分野の枠を超えて共通に求められる知的な技法を修得

させ、人間としてのあり方・生き方に関する洞察力及び現実を正しく理解する力を涵養する。

基礎科目は６学科共通科目を 26 科目開設し、保健栄養学科では加えて保健学概論と地域保

健福祉論の２科目を必修科目として開講している。 

専門基礎科目、専門科目により、各学科で育成する専門職に必要な専門知識と基本的臨床

実践能力を修得させる。専門基礎科目は学科間で共通した科目が少なくない。例えば、解剖

学（人体の構造）、生理学（人体の機能）は、どの学科でも開設している基幹専門基礎科目

で、医療保健学部専任の教授を中心に教育されている。また、各学科では本学の教育の特色

を出すための授業科目も開設している。進級要件及び履修要件を定め、段階的に科目履修が

進行するようにしている。 

学外臨床(地)実習の開設状況は学科によって異なる。 

理学療法学科では、２年次の見学実習に始まり、３年次に評価実習、４年次に総合臨床実

習を開設し、学年進行に対応して履修できるようにしている。 

看護学科では、領域別に学年進行に対応して段階的に開設している。さらに、看護基礎教

育の 終段階として、看護の統合的継続的実践能力を養うことを目的として、総合実習を開

設している。 

保健栄養学科では、医療・保健・福祉の実践現場で、他職種との連携のあり方を体験し、

情報共有の重要性や守秘義務等の倫理の実践、及び専門職としてのコミュニケーション能

力を修得するために臨地実習Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの 4科目を開設している。４科目の内、必修科

目の臨地実習Ⅰ（給食の運営）、臨地実習Ⅱ（給食経営管理）、臨地実習Ⅲ（臨床栄養）の

３科目を３年次に開設し、選択科目の臨地実習Ⅳ（公衆栄養）を４年次に開設している。 
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診療放射線学科では、３年次に臨床実習Ⅰで学内での臨床実習前講義と実習に加え、２日

間の施設見学を行い、臨床実習ⅡではＸ線撮影技術学の実習を 15 日間行う。４年次に臨床

実習Ⅲで診療画像技術学の実習を 20 日間行い、臨床実習Ⅳで核医学・治療医学の実習を 15

日間することになっている。 

臨床検査学科では、２～３年次に７科目（臨床検査総論実習、病理検査学実習、生理機能

検査学実習、臨床化学実習、血液検査学実習、微生物学実習、免疫検査学実習）の学内実習

を履修した後に、これら７科目について病院施設で実習を行う体制をとっている。 

医療技術学科では、２～３年次に７科目（医用計測工学実習、生体機能代行装置学基礎実

習、医用治療機器学実習、体外循環機器学実習、血液浄化機器学実習、呼吸関連機器学実習、

医用機器安全管理学実習）の学内実習を履修した後に、４年次の臨床実習ではこれら７科目

についての実習体制をとっている。 

卒業に必要な単位数は、全学科共通の 124 単位で、看護学科の保健師養成コースでは 138

単位となっている。 

基礎科目・専門基礎科目・専門科目別の必要単位数の内訳は、理学療法学科では基礎科目

20 単位（必修 14、選択６）・専門基礎科目 38 単位（必修 36、選択２）・専門科目 66 単位（必

修 64、選択２）、看護学科では基礎科目 20 単位（必修 14、選択６）・専門基礎科目 30 単位

（必修 26、選択４）・専門科目 74 単位（必修 72、選択２）、保健栄養学科では基礎科目 20

単位（必修 18、選択２）・専門基礎科目 50 単位（必修 48、選択２）・専門科目 54 単位（必

修 51、選択３）、診療放射線学科では基礎科目 20 単位（必修 14、選択６）・専門基礎科目 39

単位（必修 37、選択２）・専門科目 65 単位（必修 63、選択２）、臨床検査学科では基礎科目

20 単位（必修 14、選択６）・専門基礎科目 29 単位（必修 28、選択１）・専門科目 75 単位（必

修 67、選択８）、医療技術学科では基礎科目 20 単位（必修 14 単位、選択６単位）・専門基

礎科目 49 単位（必修 45 単位、選択４単位）・専門科目 55 単位（必修 50 単位、選択５単位）

となっている。 

教務委員会が中心になって、シラバスの様式について毎年検討するとともに、全科目につ

いてシラバスを作成し、学生・教員全員に配付している。シラバスには、科目番号、準備学

習、各授業回での学習内容・到達目標、教科書・参考書、担当教員からのメッセージ、オフ

ィスアワーを記載し、学生の授業準備や他の教員の授業概要の理解に役立てている。 

基礎科目、専門基礎科目、専門科目は各学科の教育に必要な系統的な専門知識・技能と臨

床実践能力を培う科目が開設されている。また、学内教育と学外臨床(地)実習についても、

それぞれが順次性をもって体系的に編成されており、かつ双方が関連づけられてカリキュ

ラム編成されている。 

理学療法学科の理学療法セミナーⅡ（３年次必修科目）では、検査・測定、中枢神経疾患、

骨・関節疾患、内部障害の４ステーションを設けて、客観的臨床能力試験（ＯＳＣＥ）を実

施する予定であったが、オンライン授業での対応となったため、内容の変更を余儀なくされ

た。 

看護学科の専門科目の領域内では、毎年授業内容を振り返り、学生への知識の定着やスキ

ルの向上に努めており、成果が現れつつあり、自ら学ぶ力のある学生が増加している。 

保健栄養学科では、４年次開講の「保健栄養学特講Ⅲ」を必修科目から選択科目へと変更

することで、授業内容や成績評価を国家試験合格水準に上げることとした。その上で、専門
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基礎科目から専門科目に跨る幅広い分野について学生からの授業評価アンケートを参考に、

横断的・統括的理解を促せるようにした。 

診療放射線学科では、指定規則改正で新設された３年次科目の授業を実施した。専門基礎

科目「造影検査技術学」と専門科目の「医療安全管理学」である。造影検査技術学について

は、経験豊富な外部講師を招聘し、注腸手技と抜針手技の実習も充実した。 

臨床検査学科では、臨床検査技師等に関する法律の一部改正による臨床検査技師の業務

拡大に対応するためと、授業で重複する内容を解消するために、2018(平成 30)年度より実

施した新カリキュラムにより、学生の学習効率の向上を図った。 

医療技術学科では、基礎科目から専門科目まで順次性をもって実施しており、その過程で

専門科目の習熟度を評価するために第２種 ME技術実力検定試験の模擬試験を定期的に実施

するなど、そのために必要な補習教育を適切に配置しながら学生の理解度を測定するよう

にした。また、３年次と４年次には全国統一模擬試験を受験させるなどして、国家試験に必

要な知識とモチベーションの向上に努めた。 

初年次教育に関して、理学療法学科では、「理学療法セミナーⅠ」にて教材や時事問題を

扱い、論理的な考え方・書き方について学習した。 

看護学科では学生支援としてのアドバイサー制を導入し全学年において学生１人に対し

て２名のアドバイザーが学生を支援している。授業などの出席状況や態度、成績を科目担当

者と共有し、定期的に面談をしている。また、国家試験対策委員と連携し低学年のうちから

国家試験対策に向けた学習支援を行っている。学生の抱えている課題を早めに把握でき、ア

ドバイスが可能となっている。 

保健栄養学科では、学習習慣の確立が不十分と思われる学生に対してはアドバイザーが

定期面談以外にも適宜複数回の面談を行うなど、丁寧な個別指導に心がけている。学生の面

談・指導は原則として対面で行っているが、ＣＯＶＩＤ-19 感染防止など状況に応じて一部

オンラインで実施した。 

診療放射線学科では、アドバイザー制を導入し、１年次生に６名の教員で 18 名程度の学

生を担当し、２年次生に４名の教員で 25 名程度の学生を担当し、学習や生活面での相談を

受けている。また、学習状況を把握し定期的な面談も行っている。１年次のチーム医療論や

医療保健学セミナーではグループワークを取り入れ、学生間のコミュニケーション向上に

も取り組んでいる。従来、４年次のみ行っていた担任制（主担任、副担任）を２年次、３年

次も導入し、学生の状況把握が出来るように組織編成した。また、３年次、４年次に国家試

験担当教員を１名配置し３年次から、授業以外の時間帯で国家試験学習を計画し、課題学習

やカリキュラム外の補習等を実施した。 

臨床検査学科では、定期的に個人面接を実施し、学生の勉学だけでなく生活面についても

把握・指導をしている。また、新入生に対しては高校時代の理科系科目（生物、化学、物理）

の修得度を試験により確認し、大学での専門教育にとって十分でない者については補講を

実施し、学生が学習意欲を継続できるようにしている。さらに、４年生の成績不振者に対し

ては各教員が特定の科目ごとに５～６名の学生を受け持ち、補習を行い学力向上を図って

いる。 

医療技術学科では、アドバイザー制度を導入し、各教員は各学年３～４名の学生を受け持

ち、学生の学習や生活面での相談を受けている。さらに、欠席状況に応じ、適宜学生と面談
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を行い、授業への出席を促すとともに、保護者への連絡を行って、保護者の協力も仰いでい

る。前期と後期の初めには定期的な面談も実施している。また、新入生に対しては、高校の

理科系科目の習熟度を入学後の試験により確認し、専門科目の履修に支障の生じる可能性

のある学生の早期発見と早期対応を行っている。さらに１年次の「医療保健学セミナー」に

おいては、学内の実習室の施設見学を実施し、学生の職業観の涵養を図っている。 

 

４.１.４ 学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じている

か。 

 

評価の視点１：各学科において授業内外の学生の学習を活性化し効果的に教育を行うた

めの措置 

本学では、各学科の教育目標の達成に必要な教育を行うために、多様な授業形態を取り

入れ、シラバスに基づき授業を展開し、成績評価と単位認定を適切に行うことによって効

果的な教育を行っている。これらについて、教務委員会や学部 FD 委員会で「授業評価ア

ンケート」「国家試験合格率」「就職率」を基に検証している。 

毎年、教務委員会を中心にシラバスを充実させるため、シラバスの記入様式について点検

し、必要に応じて、記入事項やその内容の修正を行っている。授業内容・方法とシラバスの

整合性については、「授業評価アンケート」の結果や「授業参観」の報告書を基に学部の教

務委員会で検討している。 

全学科が連携を深め、授業改善のために「授業評価アンケート」、「授業参観」等の有効

活用を進めていく必要がある。そのための研修会を開催し、積極的に授業改善に取り組ん

でいく。「授業評価アンケート」から、学科によって学生の自己学習時間に改善が見られ

たが十分でない。この点について全学自己点検・自己評価委員会及び学部自己点検・自己

評価委員会で検討する。 

各学科では、少人数教育、双方向型・実習型教育を取り入れ、体系化されたカリキュラ

ムを基に講義、演習、学内実験・実習、臨床(地)実習をバランスよく組み合わせて教育を

行っている。基礎科目のほとんどは講義によって教育し、専門基礎科目については講義中

心の科目が多いが、講義と実習を併せて教育する科目もある。授業形態については各年度

の学生便覧に記載している。各授業は、毎回の学習内容・到達目標及び準備学習を明示し

たシラバスに則って行っている。 

ＦＤ活動として、前述した「授業評価アンケート」「授業参観」「ＦＤフォーラム」を取り

入れている。 

本学の「授業評価アンケート」は、授業形態に応じて『授業(講義)に関するアンケート』

と『授業(実験・実習)に関するアンケート』の２種がある。両者とも『学生の取り組み』、

『教員の授業展開』及び『自由記述』より構成されている。『学生の取り組み』及び『教員

の授業展開』の各項目については、評価値の高い順に５・４・３・２・１を与え、加重平均

を求めている。各学科では「授業評価アンケート」結果を基に、それぞれの授業について、

「前年度からの工夫」、「その結果」及び「次年度に向けての改善策」を検討し、単純集計結

果とともに大学 HP に掲載している。教育改善に大きく影響する 2020(令和２)年度の『教員

の授業展開(講義用 12 項目、実験・実習用 13 項目)』では、ほとんどの科目で ４以上の高
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い評価を得ていた。「授業評価アンケート」での高い評価は、さらなる授業改善に取り組む

ための示唆を得る上で有用である。 

医療保健学部では、毎年、「授業参観」を実施している。参観教員から提出された報告書

(『授業の視点から』、『教員の視点から』、『学生の視点から』、『その他』)について、医療保

健学部自己点検・自己評価委員会、全学自己点検・自己評価委員会で検討し、授業改善に役

立てている。 

2021(令和３)年度の「ＦＤフォーラム」には、６名の教員が参加した。参加教員からの報

告を冊子にまとめ、『ＦＤフォーラム報告会』を開催し、質疑応答を通して授業改善に役立

てている。 

教務委員会が中心になって、シラバスの様式について毎年検討するとともに、全科目につ

いてシラバスを作成し、学生・教員全員に配付している。シラバスには、科目番号、準備学

習、各授業回での学習内容・到達目標、教科書・参考書、担当教員からのメッセージ、オフ

ィスアワーを記載し、学生の授業準備や他の教員の授業概要の理解に役立てている。 

2020（令和２）年度の「授業評価アンケート」の質問項目「７：授業はシラバスに基づい

てなされましたか」の評価値は、講義・実験実習科目ともに４以上であり、また、自由記述

から否定的な意見は見られず、授業は概ねシラバスに基づいて行われている。 

視聴覚教材やマルチメディアを用いた授業方法が増えているが、あまりにも詳しい視聴

覚教材の活用は学生参加型授業の展開の妨げになるとの意見もあり、その有効活用につい

て検討する。 

学科別にみると、理学療法学科では、初年次教育の一環として学生相互及び学生と教員の

交流を深め、大学での生活及び学習を見直す機会とすることを目標として「宿泊研修」の実

施を予定していたが、コロナ禍の拡大のため本年度は中止となった。授業の工夫としては、

コロナ禍での授業として Google Meet での双方向学習の導入や Google Classroom を活用し

た授業資料の事前配布による反転学習の取り組みなどが試行された。 

看護学科では、授業評価アンケートの結果を、各担当教員がシラバスに反映させ、シミュ

レーション教育を多く取り入れ、授業後のリアクションペーパーにより、学生の授業に対す

る理解度や反応を確認し、質問についての対応を迅速に行っている。 

保健栄養学科では、４年次の国試対策において 2017(平成 29)年度から成績別個別指導を

取り入れた。その結果、成績が低く指導対象となった学生の中から管理栄養士国家試験の合

格者を出すことができた。 

診療放射線学科では、少人数制の教育を主体としているが、合同形態授業や一斉試験には、

既存の大教室の有効利用を図っていく。国家試験に向けた少人数の担任制を導入したこと

で、学生の学習状況の把握に努める。 

臨床検査学科では、臨地実習先の病院で適切に実習が行えるよう、事前実習教育に力を注

いだ結果、臨地実習の現場における立ち振る舞いや傾聴態度において、良好な評価を受ける

学生が多かった。しかしながら、知識不足やコミュニケーション能力不足により不良な評価

を受ける学生が少数ながらいたことから、医療現場で適切に実習ができるよう、次年度はさ

らなる事前実習教育の充実を図ることが課題である。また、将来の国家試験対策に関連する

学会認定試験である第２種 ME 実力検定試験を受験させた。国家試験に対するモチベーショ

ンの高揚に役立てることができ、次年度も引き続き実施していく。 
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医療技術学科では、総合型選抜・学校推薦型選抜で入学を許可された学生を対象にした入

学前教育において数学・物理に関する学習教材を作成して学生個々のスマートフォンに配

信し、双方向教育を実施した。また２年次と３年次の学生に対して、国試対策の一環として

第２種 ME 試験に合格することを目標とした試験対策を実施することで、国家試験に対する

学生のモチベーションの高揚に役立てている。 

医療保健学部では、多様な授業形態を導入して教育を行っている。中でも演習、実験、学

内実習、臨床(地)実習について、教育効果を上げる妨げになっている要因はないか、また、

より効果を上げる要因は何かについて分析し、改善する。推薦入学試験合格者に対して学科

毎に入学前課題を提示し実施しているが、その効果の判定や結果の活用は不充分であり、検

討する必要がある。自己学習時間については、学科・科目によって相違があることから、そ

の要因について検討する。 

以下に、「授業評価アンケート」「国家試験合格率」「就職率」の向上をはかるための具体

的な取り組み例をあげる。 

理学療法に関する基本的な検査・測定項目に関する知識・技術の向上を図るために、初年

次から理学療法セミナーⅠや各教員の授業を通して「理学療法士になるための意欲」を引き

出す。また、基本的な検査・測定項目の実習の意義についての理解を深めるとともに関連領

域での繰り返し授業を強化する。さらに国家試験への対策として、４年次の学習指導体制の

見直しを行う。４年次の理学療法総合セミナーにおいては、コロナ禍のため対面での指導が

行えないことの補完として、Google Meet による個別面談を取り入れて学生の学習支援をお

こなった。 

看護学科では、課題解決に向けた自己学習力を身に付けるため、事前学習課題や国家試験

に向けた学習習慣確立のための Google Forms を用いた国家試験問題の発信を、定期的に行

い学習環境を整えている。 

保健栄養学科では特に４年次の授業時間外学習における成績別個別指導を強化している。

その中で、学科のＣＯＶＩＤ-19 対応・対策については、2020(令和２)年度に学科の全学生

(71 名)にオンライン授業に関するアンケート調査を実施し、その結果および内容を学科教

員間で共有した。2020(令和２)年度以降はＣＯＶＩＤ-19 感染拡大防止対策を受けて、国試

対策指導は一部オンラインで行った。また、模擬試験についても状況に応じて一部、自宅受

験で対応した。 

診療放射線学科では、自主学習を習慣付けるための課題学習の導入やそれらの課題に対

する学生個人の学習状況の把握等が課題である。ＣＯＶＩＤ-19 の対応・対策としてはオン

ライン授業に向け、学生各学年に対して Web 環境の現状を把握するためにアンケート調査

を行った。教員に対してはオンライン授業に向けた研修会を開催し Google Classroom、

Google Meet、Google Forms などの操作方法やオンライン授業で使用する資料の提示方法や

作成について確認を行った。診療放射線学科遠隔授業実施ガイドラインを作成し、授業配信

方法として課題・資料配布型、オンデマンド型、同時双方型及びハイブリッド型（複合型）

で行うこととした。学生の体調不良や通信障害で受講困難になった場合に備え、必ず授業内

容を録画することとした。また、出席管理、授業で使用する資料作成の統一化、学生の視点

での受講環境体験、情報倫理教育などを行った。 
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臨床検査学科では、臨地実習先の病院で適切に実習が行えるよう、事前実習教育に力を注

いできたが、知識不足やコミュニケーション能力不足により不良な評価を受ける学生が少

数ながらいたことから、医療現場で適切に実習ができるよう、さらなる事前実習教育の充実

を図っている。ＣＯＶＩＤ-19 の対応・対策としてはオンライン授業に向けて、当科の全学

生に対して Web 環境の状況を把握するために、アンケート調査を実施した。また、教員（非

常勤講師も含む）についてはオンライン授業に向けた研修として Google Classroom、Google 

Meet、Google Forms などの操作方法や授業で使用する資料の作成及び提示方法について一

部マニュアル化し周知した。オンライン授業における学生の出席確認は統一したフォーマ

ットとし、全教員が確認出来るように一元化した。また、配布資料、課題などは教員により

オンデマンド型、同時双方向型及びハイブリット型で行うこととした。毎回の授業では学生

の体調不良や通信障害により受講が出来なかった場合に備え、必ず授業内容を録画する措

置を講じた。 

医療技術学科では、学生の自己学習時間やオフィスアワーの活用などの改善については

次年度より第２種 ME実力試験向け補習授業の充実とアドバイザー制度による個別相談など

を併用しながら緊張感を持って努めていく。ＣＯＶＩＤ-19 の対応・対策としてはオンライ

ン授業の実施に向けて、学生の通信環境とパソコン環境のアンケートを Google Forms を使

って実施した。その結果をもとに、オンラインで安定して授業を受けられる環境にないと思

われる学生については、教員が個別に対応してインターネット環境の改善や周辺機器（web

カメラやマイクなど）の購入などのアドバイスを行った。さらに、授業を模した事前の接続

テストを実施し、実際に学生にも参加してもらうことで運用上の問題点についてもオンラ

イン授業開始前に確認することができた。 

 

４.１.５ 成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。 

 

評価の視点１：成績評価及び単位認定を適切に行うための措置 

評価の視点２：学位授与を適切に行うための措置 

本学の成績評価と単位認定においては、学則 25 条を基に「成績の評価と基準」を定め、

学科、さらに学部教務委員会で検討し、学部教授会で審議し、学長が決定している。所定の

授業科目を履修し、規定単位数以上を修得した者について、教授会の審議を経て、学長が卒

業を認定するとともに、学位を授与している。したがって、学位授与（卒業・修了認定）は

適切に行われていると判断している。 

教育成果を表す評価指標として、「授業評価アンケート」「国家試験合格率」、「就職率」の

結果をあげている。「授業評価アンケート」「就職率」の結果は概ね良好であり、国家試験合

格率も全国平均に到達している専門職種もあることから、同基準は概ね充足していると言

える。しかし、国家試験合格率の低かった職種を養成する学科については、学科の特性を踏

まえ入学年次の学生の学力や高校生活での学習状況の把握を含めて対応する必要がある。 

教育成果を評価する視点としての「国家試験合格率」について多くの職種で全国平均に到

達していない。教育方法及び学習指導を見直し、継続的な授業改善に取り組む必要がある。

また、教育成果を評価する指標として、「国家試験合格率」、「就職率」、「授業評価アンケー

ト」以外の総合的な評価指標について検討する必要がある。 



28 
 

医療保健学部の講義及び演習は、毎週１時間 15 週を１単位としている。但し、授業科目

によっては、毎週２時間 15 週を１単位とする科目もある。一方、実験・実習は、原則とし

て毎週３時間 15 週を１単位として行われている。 

シラバスには成績評価の方法・基準を明記しており、学生には入学時のガイダンス及び初

回授業で説明している。教員はこの成績評価の方法・基準に基づいて成績評価を行い、教務

委員会、教授会で審議し、単位認定を行っている。 

他大学での既修単位の認定については、医療保健学部では体系的なカリキュラムによる

教育が特に重要であることから、基礎科目(教養科目)のみ、教授会で審議のうえ 10 単位以

内で認めている。専門基礎科目と専門科目の既修得単位の認定については、学生に学部・学

科の教育目標の一つである体系的な専門知識と技術を修得させるために、原則として認め

ないこととしている。 

以上より、学位授与（卒業・修了認定）は適切に行われていると判断している。 

学生の「授業評価アンケート」の結果から見ると、教育目標に見合った学習内容が提供でき

ていると判断できる。2021 年度(令和３)年度の各学科で養成する専門職国家試験の新卒合

格率は、７職種中１職種(診療放射線学科)のみ全国平均を上回った。また、卒業生の就職希

望者の就職率はほぼ 100％であり、就職指導が適切に行われていた。 

各学科の国家試験対策委員を中心に、模擬試験の分野別理解度の変化、精神面での傾向、

学習環境等を把握し、国家試験対策を行っているが、国家試験合格率の向上には繋がってい

ない。国家試対策のさらなる強化が必要である。４年間の教育目標の達成度を評価するため

の評価指標の開発に取り組む必要がある。 

医療保健学部の 2021(令和３)年度のＣＯＶＩＤ-19 対応・対策として、基礎科目の一部を

オンライン授業としたが、ほぼ対面授業で行うことができた。しかし、茨城県のコロナ NEXT

判断指標(stage)が stage４となり、臨床実習や後期授業の期末試験など一部を対面で行え

なかった。 

看護学科では、ＣＯＶＩＤ-19 感染者数が増加したため、基礎看護学実習やその他の一部

の臨地実習で学内実習に変更をするなどの対応を実施した。実習目標が到達するよう具体

的な事例の提示、ロールプレイ、シミュレーション教育を取り入れるなど実習方法を調整し、

目標達成にむけて単位認定できるよう配慮した。特に国家試験対策では、Google Forms を

使用した問題への取り組み、成績低迷者に対する強化対策として、対面による個別指導を実

施したが、85.1％（新卒者）と全国平均点を下回る結果から、今後さらなる指導方法の改善

について検討する必要がある。 

保健栄養学科では、実験実習のレポート課題や、一部の講義科目の課題提出を除いてオン

ラインで期末試験、追試験、再試験を行った。 

診療放射線学科では臨床実習ⅡについてＣＯＶＩＤ-19 感染者数が増加したため実習期

間を後半へ移動するなどの対応をしたが、茨城県、東京都、千葉県、埼玉県の一部の施設で

学生の受入れが中止となり、急遽実習先を変更することとなった。学生には実習施設の変更

に伴い、環境の変化や交通費の面で負担となったが、全員が臨床実習を終了することができ

た。また、期末試験や追再試験の一部がオンラインとなったがトラブルもなく、試験結果も

例年と比較してそれほど低下していたとは言えなかった。卒業年度を迎えた学生には

Google Forms を用いた確認テストを複数回行い、知識の定着を図った。このテストはいつ
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でも解き直せる仕様であり、繰返し復習にも使うことが可能である。国家試験対策、放射線

取扱主任者対策として基礎科目ドリル（放射線物理学、放射化学、放射線生物学、放射線計

測学、安全管理、放射線取扱主任者用発展ドリル）を作成し指導をした。その結果、診療放

射線技師国家試験の合格率は 97.2%であり全国平均を上回った。 

臨床検査学科では３年次の後期（10 月～12 月）に履修する臨地実習については茨城県、

東京都、千葉県、埼玉県のＣＯＶＩＤ-19 感染者数が減少傾向を示したため、実習先が受入

れ可能となり予定通り終了することができた。 

また、期末試験や追再試験も一部がオンラインとなったがトラブルもなく、試験結果も例

年と同等であり低下したとは言えなかった。 

卒業年度を迎えた学生には国家試験対策として頻回の補習授業を行い知識の定着を図っ

た。その結果、臨床検査技師国家試験の合格率（新卒者と既卒者）は 76.8%であり、全国平

均をやや下回った。これは、学力が中間層から下の学生で成績が伸び悩んだためと考えられ

るため、今後、更なる国家試験対策や指導方法の改善について検討が必要である。 

医療技術学科では、ＣＯＶＩＤ-19 感染拡大の影響により一部の期末試験においてオンラ

イン試験またはレポート課題による成績評価を実施したが、大きなトラブルもなく実施す

ることができた。一方、国家試験対策については、一部の内容について対面からオンライン

に切り替えるなどの対応をおこなったが、従来の国家試験対策の内容を十分に実施するこ

とができず、これまでと同様の学習効果を上げることは難しかった。 

 

４.１.６ 学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価しているか。 

 

評価の視点１：各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定するための指標の適切

な設定 

評価の視点２：学位授与方針に明示した学生の学習成果を把握及び評価するための方法

の開発 

評価の視点３：学習成果の把握及び評価の取り組みに対する全学内部質保証推進組織等

の関わり 

教育成果をみる指標として「授業評価アンケート」については、『教員の授業展開』に関

する質問について全ての項目で高い評価を示す 3.9 以上の評価を得ていた。国家試験合格

率、就職率については、国家試験対策委員会、就職対策ワーキンググループで検証している。

2020(令和２)年度の医療保健学部・学科のＦＤ活動のまとめは、医療保健学部ＦＤ委員会で

報告され、検証されている。2021(令和３)年度の医療保健学部のＦＤ活動方針は、１.授業

参観をいかに授業改善につなげるか、２.初年次教育・補習教育の充実、３.「チーム医療」

教育の推進、４.国際交流の促進とした。ＦＤ活動結果については 2021(令和３)年度全学自

己点検・自己評価委員会でも報告し、検討している。 

国家試験合格率、就職率などの教育成果の検証は、主に国家試験対策委員会や、就職対策

ワーキンググループで行われている。国家試験の結果については、各学科で分析し、教育内

容・方法の改善を図っている。就職率については、教授会で適時報告され、就職担当職員と

教員との連携を深める中で就職率の向上に取り組んでいる。学習の到達度に関連する教員

の授業内容や授業方法及び学生自身の授業への取り組みについては、「授業評価アンケート」
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や「授業参観」を行い、分析している。 

各学科の教育目標に応じて講義・演習・実験等の多様な授業形態をとり入れ、学生の授業

理解の向上を図るとともに、学生の主体的授業参加を促している。学生の「授業評価アンケ

ート」を見ると、概ね髙評価を得ている。 

「国家試験合格率」、「就職率」、「授業評価アンケート」を高い水準で維持する。 

改善すべき事項として、各学科の養成する国家試験合格率が全国平均に到達できるよう国

家試験対策をこれまで以上に強化する。2019(令和元)年度は、ＦＤ活動の中で教育目標の達

成度を評価するための評価指標について検討する。 

医療保健学部では少人数教育・双方向授業(演習、実験、学内実習、臨床・臨地実習)を多

く取り入れるとともに、視聴覚教材やマルチメディアを活用している。これらの取り組みは、

学生の主体的授業参加を促すとともに教員の積極的な授業工夫の表れでもあり、学生の自

己学習時間の増加や教員の授業展開についての高評価につながったものと考えられる。 

また、初年次教育・補習教育の充実に積極的に取り組んでいる。ここ数年、年度末に当該

年度のＦＤ活動報告を行い医療保健学部のＦＤ活動方針を検証するとともに、次年度のＦ

Ｄ活動方針を明確にし、組織的・計画的に授業改善に取り組んでいる。これらは教員の授業

改善への取り組みを活性化させており、効果的と言える。 

初年次教育・補習教育ワーキンググループの活動と学部ＦＤ活動との連携を強化し、授業

改善を図る。また、「授業評価アンケート」結果の見直しを行う。特に、「この科目の自己学

習時間は１週間に平均何時間でしたか」について、評価の高かった科目の担当教員の協力の

もとに、自己学習能力を高めるための方策を検討する。国家試験の合格率を高めるために、

学生の精神面での傾向を踏まえた対策を強化する。 

６学科で養成する７職種（理学療法士、看護師・保健師、管理栄養士、診療放射線技師、

臨床検査技師、臨床工学技士）の 2021(令和３)年度実施の国家試験新卒学生合格率につい

ては、診療放射線技師において、高い合格率であった。国家試験合格者のほぼ 100％が保健・

医療の分野に就職している。 

医療保健学部各学科の国家試験合格率が全国平均以上及び専門職としての高い就職率の

維持を目指す。国家試験合格率を高める要因について詳細に分析し、対策を講じる。同時に、

初年次教育の改善を図り、学生が１年次からカリキュラムに沿った学習を主体的に行うこ

とによって、結果的に学習成果の各指標が向上するようにする。就職については、就職指導

ワーキンググループを中心に教職員が一体となって学生の就職活動を支援する。 

学習成果の把握及び評価の当該年度の各種取り組みへの検証と次年度に向けた改善案を

示すために、学部および各学科においてＰＤＣＡサイクル表を活用している。ＰＤＣＡサイ

クル表は毎年度末に作成し、自己点検・自己評価委員会の場において報告、全学で共有して

いる。本学の体制では，ＰＤＣＡサイクル表を作成し学部・学科の取組を検証するのは自己

点検・自己評価委員会であり、委員相互の情報共有は遅滞なく行えている状況である。

2021(令和３)年度の報告をみると、学部および学科毎に目標の達成状況を考察できており、

次年度に改善すべき事項の抽出に役立っている。 

 

４.１.７ 教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を行っている

か。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取組みを行っているか。 
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評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

毎年、全学自己点検・評価委員会と下部組織である医療保健学部の自己点検・自己評価委

員会及び教務委員会で教育方針、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針についての検

討を加え、「つくば国際大学自己点検・自己評価報告書」としてまとめている。 

国家試験合格率、就職率などの教育成果の検証は、主に国家試験対策委員会や、就職対策

ワーキンググループで行われている。国家試験の結果については、各学科で分析し、教育内

容・方法の改善を図っている。就職率については、教授会で適時報告され、就職担当職員と

教員との連携を深める中で就職率の向上に取り組んでいる。学習の到達度に関連する教員

の授業内容や授業方法及び学生自身の授業への取り組みについては、「授業評価アンケート」

や「授業参観」を行い、分析している。 

全学科の教員が初年次教育、補習教育の重要性についての理解を深め、その対策に取り組

んでいる。また、指定規則の改定に備え、教育課程の編成・実施方針、さらに初年次教育・

補習教育について検討する必要がある。 

医療保健学部の各学科の目的を達成するための学位授与方針については、大学基準協会

の大学評価（認証評価）結果（委員会案）（2016(平成 28)年 12 月 19 日）の指摘を受けて、

前述したように十分検討した上で改定を行っている。理学療法学科では、2020(令和２)年４

月の理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の改正を視野に、カリキュラムの見直し

の検討を開始した。看護学科では「看護学教育モデル・コア・カリキュラム（文部科学省）」

及び「看護学学士課程におけるコアコンピテンシー（日本看護系大学協議会）」をうけて教

育方針、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針の検証を行い、カリキュラムを変更し

た。医療技術学科が完成年度を迎えたことから、教育編成の実施状況を検討し、医療保健学

部全体としての検証を順次行っていく。 

教育成果をみる指標として「授業評価アンケート」については、『教員の授業展開』に関

する質問について全ての項目で高い評価を示す３.９以上の評価を得ていた。国家試験合格

率、就職率については、前述の国家試験対策委員会、就職対策ワーキンググループで検証し

ている。2020(令和２)年度の医療保健学部・学科のＦＤ活動のまとめは、医療保健学部ＦＤ

委員会で報告され、検証されている。2021(令和３)年度の医療保健学部のＦＤ活動方針は、

１.授業参観をいかに授業改善につなげるか、２.初年次教育・補習教育の充実、３.「チー

ム医療」教育の推進、４.国際交流の促進とした。ＦＤ活動結果については 2021(令和３)年

度全学自己点検・自己評価委員会でも報告し、検討している。 

改善・向上に向けた取組みとして、理学療法学科では、臨床実習Ⅱの実施前に「実習指導

者会議」（実習指導者への実習に関する説明や、実習指導者と学生との面談等を行う会議）

を、Ｗｅｂ会議方式で開催することができた。この会議は、以前は対面で、一堂に会して実

施していたものであるが、昨年度はＣＯＶＩＤ-19 感染拡大の影響で実施できなかった。こ

の会議を実施することで、以前と同じように実習指導者との情報共有を図ることができ、臨

床実習の円滑な実施に繋げることができた。 

看護学科では、「学修低迷者の支援について」焦点を当てた教員間の研修会を開催し教員

間の教育の質に対する共通理解が得られた。また、教員自身による教授法の自己点検を実施
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したことにより、オンライン授業の効果、課題が明確になり、更なる教育課程における教育

内容の充実に向けて検討を行っている。 

保健栄養学科の新カリキュラムでは、１・２年次に「大学での学習に円滑に移行するため

の基礎学力の確保」と「入学後の意欲を高めるための導入教育」に向けた初年次教育の充実、

３・４年次では「学んだ知識を実践するための知識・技術の統合」と「卒業後に希望する分

野への進路の実現」を図るための臨地実習関連科目の充実があげられる。特に４年次生に対

しては個別指導による教育の充実が図られ、国家試験合格率の上昇につながった。 

診療放射線学科では、例年実施している臨床実習前のＯＳＣＥ（実技と知識）を取り入れ

ることにより、学生の臨床実習で役立つ知識と学習意欲向上が認められた。また、授業以外

の時間帯で国家試験学習を計画し、４年生の国家試験対策の準備を早めに行っている。３年

次から国家試験対策を開始することで、将来に対する学生の意識に変化が見られ、学習意欲

が向上した。今後は、継続的に学習を進めるための取り組みを検討する。 

臨床検査学科では、開設初年度より医療保健学セミナーにおいて病院見学を実施し、学生

のモチベーション高揚を図ってきたが、さらに病院見学の内容を充実させるために実施時

期や期間について検討していく。また、理科系科目の基礎知識の底上げを行うための補習講

義に関しては、その量だけでなく内容について、学生の理解度に沿いつつ、さらなる充実を

図る必要がある。 

医療技術学科では、１年次の医療保健学セミナーにおいて、例年、病院見学を実施してい

るが、コロナ禍の影響により学内実習室の見学に切り替えて実施した。病院見学は学生のモ

チベーション高揚の効果が期待されるため、次年度は病院見学を再開できるよう受入れ施

設側と調整し、内容の充実を含めた、新たな見学部署、実施時期及び期間について検討して

行きたい。また理科系科目の基礎知識の底上げを目的とした補習授業に関しても次年度は

対面での実施を検討し、臨床工学技士として必要と思われる基礎的な知識を中心として充

実を図っていく。 

各学科で行われている初年次教育・補習教育が各学科に見合ったものであるか検討する

必要がある。 

理学療法学科では、2020(令和２)年度から新カリキュラムとなっていることや、新型コロ

ナウイルス感染症による授業形態の変更等が予想されることから、有効性について検証を

行うことが必要である。 

看護学科では、初年次教育として、高校までに習う数学と国語の学習を専任教員が行い、

専門科目につなげる論理的思考、課題解決能力の育成を行っている。しかし、学生個々の学

習レベルに差があり、学修に遅れを来たしている学生が存在する。現行のアドバイザー制を

うまく活用すると同時に、アドバイザー以外の活用についても検討していく必要がある。 

保健栄養学科では、総合型選抜入試及び学校推薦型入試の合格者に対して、入学前に基本

的な数的処理能力を確認するための計算課題を課している。しかし、入学後の補習教育の対

象者は少なくない。学生の数的処理能力の向上を図るため、課題の内容を見直す必要がある。

４年次には、食を通して地域社会の健康についての理解を深めるために「地域栄養計画論実

習」、「健康づくり運動処方演習」、「マーケティング論」などの科目を開設しているが、さら

に災害時の栄養管理に関する科目など、より実践的な科目をカリキュラムに加えるか検討

が必要である。また、管理栄養士国家試験出題基準が概ね４年に一度改定されるのに伴い、
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「健康・栄養特講、保健栄養学特講Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」などの総合科目において各科目の内容や時

間数配分も見直して行く必要がある。 

診療放射線学科では、初年次に高校で習う数学、物理に加え、放射線物理学や放射線計測

学などの専門科目へ繋げる学習を専任教員が工夫している。しかし、高校での履修状況によ

り、学生個々の学習レベルの差による対応が異なり、学習に遅れが生じている学生への対応

が学生の主体性に合わせている傾向があるため、今後は、その他の学生も積極的に学習に臨

むような取り組みを検討する必要がある。 

臨床検査学科では、初年次教育について、これまで行ってきた医療保健学部全体の基礎学

力テストによる選考に基づく補習教育ではなく、診療放射線学科、臨床検査学科、及び医療

技術学科の３学科に必要なスキルアップを目指した補習教育に移行したが、さらに臨床検

査学科に特化したものに変えるべく検討する。 

医療技術学科では、初年次教育のさらなる充実を目的として、スマートフォン等の機器を

利用した双方向教育に取り組んだ。一方、高校での学習習熟度の差が、個々の学生のレベル

差につながっており、必ずしも専門教育に耐えうる学生だけではない状況であるため、これ

らの学生に対する対応が課題である。 

 

４.２ 長所・特色 

本学では、教育課程の編成・実施方針に基づき、それぞれの学科の学士課程に相応しい教

育内容を提供している。そして、本学の理念・目標を達成するために、必要に応じて教育内

容について教務委員会、学部の自己点検・自己評価委員会、全学自己点検・自己評価委員会

で検証している。 

理学療法学科の教育課程の編成・実施方針の特長は、専門科目の多くを障害系統別に分け、

年次進行に応じて、基礎理学療法学、理学療法評価学、理学療法治療学について、基礎から

評価、治療までを一貫性をもって学習できるところにある。専門基礎科目の解剖学は、１年

次に２科目(前期：１単位、後期：１単位)、生理学は通年科目（２単位)として１年次に開

設し、人体の構造と機能を関連づけて学習できるようにカリキュラムを編成している。また、

初年次教育の充実を図るための理学療法セミナーⅠ(１年次)、学内授業と臨床実習とを関

連づけるための理学療法セミナーⅡ（２年次）および理学療法セミナーⅢ（３年次）４年間

の総まとめとして履修する理学療法総合セミナー（４年次）を開設している。４年次に卒業

研究（選択科目：2単位）を開設している。 

看護学科では、2017(平成 29)年度に文部科学省より公表された「看護学教育モデル・コ

ア・カリキュラム（文部科学省）」及び「看護学学士課程におけるコアコンピテンシー（日

本看護系大学協議会）」を受け、2019(令和元)年度入学生よりカリキュラムを変更した。

2018(平成 30)年度に「基礎看護技術Ⅲ（２年次、２単位 60 時間）」が未履修だった学生に

対し、2019(令和元)年度は単位数が変更された「基礎看護技術Ⅲ（１単位 30 時間）」に加

え、新設された「基礎看護技術Ⅳ（２年次、１単位 30 時間）」を該当学生に向けて開講し

た結果、問題なく実施できた。１年次から学習する必修科目のうち、人体の構造・機能及び

生物学では、授業についていけない学生に対し２年次でも再受講できるよう継続して時間

割を組んでいる。全ての科目で授業概要・授業計画を作成し、学習到達度を明確にするとと

もに進級要件及び履修要件を定め、段階的に科目履修が進行するようにしている。 
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保健栄養学科では、2013(平成 25)年度に１年生で導入教育科目として専門科目「食品・

栄養基礎セミナー」(必修科目：１単位)を設定した。従来の大学設置審議会で承認されたカ

リキュラムを基に編成し、専門基礎科目、専門科目は、教育の体系性を重視して、栄養士・

管理栄養士の育成に必要な専門的知識・技術を系統的に教授できるように編成している。４

年次には、専門基礎科目及び専門科目の総まとめとなる特講(必修科目：各１単位)を 3科目

開講し、更に管理栄養士を目指す学生を対象に、より高度な専門知識の習得を目的として特

講(選択科目：１単位)を開講している。 

診療放射線学科の教育課程の編成・実施方針は大学設置基準における教育課程の編成方

針及び診療放射線技師養成指導要領に基づき編成している。基礎科目は、学科の専門分野を

超えた教養分野別の科目群（国際理解に関する分野、人間や社会の理解に関する分野、科学

的思考力を養う分野）で構成されている。専門基礎科目は、診療放射線技師に求められる医

学的知識及び理工学的知識をバランスよく持ち合わせ、専門科目の基盤を形成する目的か

ら、基礎医学系、臨床医学系、医用理工学系、放射線科学系の４つの科目群に編成し、専門

分野の理解を助けるための教育内容を教授している。専門科目は、画像診断を主な分野とす

る診療画像技術分野、放射性医薬品を用いた核医学検査技術分野、高エネルギーＸ線・電子

線及び粒子線を用いた放射線治療技術分野の３分野に分け、順次性をもったカリキュラム

編成としている。 

臨床検査学科の教育課程の編成・実施方針は、大学設置基準における教育課程の編成方針

及び臨床検査技師養成指導要領に基づき編成している。教養分野別の科目群（従事者に必要

なコミュニケーションと医療倫理に関する科目群、医学論文や将来の国際化に役立つ科目

群、検査医学教育の基礎となる科目群）で構成されている。専門基礎科目は、臨床検査技師

として専門科目を学ぶ上で必要な科目群（人体の構造と機能や疾病との関連を学習する基

礎医学科目群、チーム医療への参画を踏まえた幅広い分野の知識を学習する保健医療科目

群、医療工学と情報科学を学習する医用工学科目群）に分類編成し、専門分野の科目群の理

解を助けるための教育内容としている。専門科目は、基礎専門科目の知識を踏まえて実際の

臨床医学及び臨床検査業務を行う上で必要な科目群（臨床医学・検査総論科目群、患者の病

理組織・血液・尿などの検体検査関連科目群、免疫・輸血・遺伝子及び微生物関連科目群、

生理機能検査・画像検査などヒト検査関連科目群）について順次性をもって編成している。 

医療技術学科の教育課程の編成・実施方針は、大学設置基準における教育課程の編成方

針及び臨床工学技士養成指導要領に基づいて編成している。基礎科目は教養分野別の科目

群（科学的・論理的思考を養う分野、生命倫理・人の尊厳について学習する分野、国際化・

情報化社会に対応できる能力を養う分野）で構成されている。専門基礎科目は臨床工学技士

に必要な医学的基礎と工学的基礎を修得するために必要な科目群（人体の構造と機能に関

する科目群、医学的基礎に関する科目群、理工学的基礎に関する科目群、医療情報技術とシ

ステム工学に関する科目群）に編成し、専門分野の理解を助けるための教育内容としている。

専門科目は、臨床工学技士が業務を遂行するうえで必要となる、医用生体工学分野、医用機

器学分野、生体機能代行技術学分野、医用安全管理学分野、関連臨床医学分野の５分野につ

いて順次性をもってカリキュラムの編成を行っている。 

各学科の初年次教育を充実させる取り組みとして、理学療法学科では「理学療法セミナー

Ⅰ」、看護学科では、「キャリアデザイン入門」、診療放射線学科、臨床検査学科、医療技
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術学科では「医療保健学セミナー」を正規のカリキュラム科目として開設している。保健栄

養学科では「食品・栄養基礎セミナー」で一部実施している。また、新入生を対象にオリエ

ンテーションを開催し、医療保健学部の教育方針、履修上の注意、学生生活を送る上での心

構え等を説明している。各学科でアドバイザー制を設け、ホームルームや個人面接などで

個々の学生が抱えている問題に対応している。 

補習教育については医療保健学部の殆どの学科で総合型選抜入学試験及び学校推薦型選

抜入学試験の合格者に対して、学科独自の課題と任意ではあるが業者による入学前プログ

ラムによる課題を提供し、入学前の学習習慣の維持と学力低下の防止を図っている。 

入学後直ぐに、診療放射線学科、臨床検査学科、医療技術学科は、国語・数学に関する「基

礎学力確認テスト」、理学療法学科、看護学科、保健栄養学科は数学に関する「基礎学力テ

スト」を実施し、試験結果が一定水準以下の学生を対象に時間割に組み込んだ補習教育（課

外）を行い、学習能力の向上に取り組んでいる。医療保健学部では、解剖学や生理学などの

専門基礎科目の学習に円滑に移行できるようにするために「生物学」を必修科目として履修

させている。 

医療・保健分野の入学生の中には、入学前の学部・学科のイメージと入学後に得た実感と

の乖離が大きく、入学後の学習に困難を来す者もいる。そういった学生の進路選択のための

情報提供の一つとして大学での授業内容を積極的に公開している。また、高大連携に関する

取り組みとして、高校生を対象とした公開講座（ただし令和２・３年度はＣＯＶＩＤ-19 対

策のため一時中止）、高等学校への「出前授業」、オープンキャンパスでの「模擬授業」を行

っている。 

 

４.３ 問題点 

教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針に則り、基礎科目・専門基礎科目・

専門科目は順次性をもって適切に配置されている。今後更に学部・学科のカリキュラムを充

実させる必要がある。初年次教育に関して様々な取り組みが行われているが、学科間で十分

共有されていない。 

2021(令和３)年度国家試験新卒学生合格率が特に低かった専門職の養成学科については、

国家試験の合格率に反映するような授業形態と授業内容などの検討が必要である。 

各学科で、補習教育を含めて様々な初年次教育が行われているが、その効果について一部

の取り組みを除いて十分検証されていない。 

理学療法学科では、２年次から３年次への進級率の向上、退学者の減少、卒業者数の増加、

国家試験合格率の向上に向けた取り組みが必須である。特に、４年間の学習成果の集大成と

なる国家試験合格率は 70.6%と全国平均より大幅に低い状況にあり、対策が急務となってい

る。 

看護学科の専門科目の領域内では、自ら学ぶ力のある学生が増加し知識が蓄積すること

で理解が深まり、わかることへの楽しさにつながることを期待し学力差の改善に努めてい

る。留年や退学率を下げるため個別の支援体制を実施している。学生のレベルに適した教育

の内容・方法の再考や、教員個人のサポートだけでなく、組織としての学習支援、保護者と

協同した指導体制について引き続き検討する必要がある。2021(令和３)年度看護師国家試

験の合格率は全国平均点を 11.4％（新卒者）下回り、保健師国家試験合格率は全国平均率
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を 13.0％（新卒者）下回る結果となった。国家試験対策の方法については、今後も、成績低

迷者に対する強化対策、アドバイザー教員との連携による個別指導の強化、国家試験に焦点

を当てた学習環境づくりが必要である。 

保健栄養学科では、2020(令和２)年度に学科全学生を対象としてオンライン授業に関す

るアンケート調査を実施した。その結果、オンライン授業に使用する端末やアプリ等の利用

に不安を感じる学生が多くいた。また、クラスメイトとコミュニケーションが取れず、精神

的に落ち込んだり、孤独感を感じたりする学生が２割以上いたことも問題として挙げられ

た。これらについては今後、学科で議論し、改善すべき課題となった。保健栄養学科で養成

する管理栄養士の国家試験合格率は2020（令和２）年度に比べて33.4ポイント低くなった。

2021(令和３)年度は、ＣＯＶＩＤ-19 感染防止対策の影響で、大学で自己学習をする４年生

はなく、学習や生活習慣の把握と指導が難しかったことが国家試験合格率の低下を招いた

と考えられる。 

診療放射線学科では、従来の応用数学（２単位）に加え、一昨年追加された基礎数学（２

単位）の選択科目の履修を促した。また独自に物理の補習を通常の時間割以外に計画し実施

している。高校で習う数学、物理に加え、放射線物理学や放射線計測学などの専門科目へ繋

げる学習を専任教員が工夫しているが、これらは必修科目ではないため、全ての学生に対し

効果が出ているとは言い難い。また、少人数のアドバイザー制を１年次に設定しており、定

期的に実施する面談等を通して学生の学習状況等、把握するよう努めている。 

臨床検査学科では、教育目標を達成すべく教育課程編成のカリキュラムに沿った教育が

なされているが、総合型選抜（旧ＡＯ入学試験）入学者及び学校推薦型選抜（旧推薦入学試

験）入学者に対して実施した入学前学習としての高校教科書を用いた自主学習では、これま

で同教科書の模範解答のコピーが多く、学力維持あるいは増進を裏づけるデータが得られ

なかったが、入学直後に試験を実施する旨の通告を行った結果、入学直後の基礎学力テスト

の結果が良好であった。しかしながら、基礎学力テストで水準に達しなかった者を補習教育

対象者としたが、それらの補習授業の出席率は必ずしも良好なものでなかったことから、総

合型選抜（旧ＡＯ入学試験）入学者や学校推薦型選抜（旧推薦入学試験）入学者で真摯に入

学前学習をしない者に対する方策をどのように組立てるか、今後も継続して検討していく

ことが必要である。 

医療技術学科では、独自に入学前の高大接続を目的とした数学、物理のスマートフォン等

の機器を利用した双方向の自己学習システムを活用している。さらに物理の補習教育を正

課外で実施し、専門科目へ円滑に移行していけるよう取り組んでいる。一方、テストの結果

が振るわなかった学生を補習教育対象としたものの、後半になるにつれて出席状況が悪化

したことから、今後どのように学生のモチベーションを保つかを検討していくことが必要

である。 

2021(令和３)年度実施の国家試験合格率の分析を踏まえ、初年次からの学習習慣の確立、

成績が低迷している学生への個別指導、「解剖学」、「生理学」、「基礎医学」、「生化学」、「病

理学」等の専門基礎科目の再学習、強化学習の導入等の日々の学習支援によって、結果的に

各学科で養成する専門職国家試験の合格率が向上するような取り組みを強化する。 

ＣＯＶＩＤ-19 の対応・対策としてのオンライン授業での問題点として、看護学科ではオ

ンライン授業のアンケートの結果から資料の準備などで印刷にかかる費用の面で経済的に
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負担であるという意見がみられた。 

診療放射線学科のオンライン授業への学生の要望として教員と学生の意思疎通が出来な

い、オンライン講義中にインターネット回線が不安定になる、資料印刷に金額的負担が増え

た、科目ごとに出席確認や小テストの方法が違い戸惑った、パソコンやスマートフォンを長

時間使用するため疲労が溜まるなどの意見が寄せられた。一方で録画された講義内容を繰

返し視聴できる、快適な空間で授業に参加できる、通学時間や通学費用（交通費など）がか

からない、講義資料をダウンロードできるため整理しやすい、ＣＯＶＩＤ-19 感染の不安が

無くなったとのオンライン授業ならではの利点も知ることができた。また、今後のオンライ

ン授業への要望として全ての講義を録画してオンデマンド配信して欲しい、チャットを使

用した質問に対応して欲しい、グループワークを取り入れて欲しい、出来るだけ対面授業を

行って欲しい、授業資料やレジュメ印刷代を補助して欲しい、資料に背景があるとインク代

がかかるので背景を白にして欲しい、期末試験問題数の改善などの要望が寄せられた。今後

これらの要望に対してオンライン授業の資料作成や画面表示の方法ならびに対話形式での

授業構成などの対応や対策を学科全体で十分検討する必要がある。 

臨床検査学科ではオンライン授業等に伴う学生の要望・意見として次の点が挙げられた。

①オンラインを通じて学生との個別面談を行ったものの、学生と教員の意思疎通が難しい

ことや、②オンライン講義中にインターネット回線が不安定になる、③資料印刷に金額的負

担が増えた、④科目ごとに出席確認や小テストの方法が違い戸惑った、⑤パソコンやスマー

トフォンを長時間使用するため疲労が溜まるなどの意見が寄せられた。一方で録画された

講義内容を繰返し視聴できる、講義資料をダウンロードできるため整理しやすい、ＣＯＶＩ

Ｄ-19 感染の不安が無くなったとのオンライン授業ならではの利点も知ることができた。こ

れらのことを鑑み、今後はオンライン授業における学生への教育方法を更に検討したい。 

医療技術学科では、事前の通信環境等のアンケートや接続テストの実施をおこなったこ

とから、オンライン授業の運用上の問題はほとんど報告されなかった。しかし、「インター

ネットに接続できない」、「パソコンの調子が悪い」といった理由により、授業を遅刻した学

生の事例がごく少数ではあるが報告された。また、学生からは「長時間の視聴に集中力がも

たない」、「勉強に対するモチベーションがあがらない」といった意見も寄せられ、オンライ

ン授業の内容や実施方法については更なる改善が必要である。 

 

４.４ 全体のまとめ 

教育目標に基づき、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を定め、明示している。

また、学内外に周知している。教育内容の充実を図るために、適宜、カリキュラム変更を行

っている。看護学科では、「看護学教育モデル・コア・カリキュラム（文部科学省）及び「看

護学学士課程におけるコアコンピテンシー（日本看護系大学協議会）」の公表をうけて教育

方針、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針の検証とカリキュラムを変更した。これ

らのことから、同基準を概ね充足している。 

教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目は適切に開設され、体系的に配置されてい

る。また、学部・学科の教育課程に相応しい教育内容を提供している。初年次教育にも積極

的に取り組んでいる。これらのことから、同基準を概ね充足している。 

本学における教育方法及び学習指導は、教育目標の達成に向けて適切である。授業はシラ
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バスに基づいて実施され、厳格な成績評価により単位認定されている。毎年、シラバスの向

上が図られている。教育成果に関連する FD 活動の内の「授業評価アンケート」、「授業参観」

を通して検証されている。これらのことから、同基準は充足していると言える。 

教育目標に沿った成果を測るための評価指標として、学生の満足度、国家試験合格率およ

び就職率などがある。これらの評価指標からみると、学生の満足度、就職率については、本

学の教育目標に見合った成果がみられる。 

６学科で養成する７職種の 2021(令和３)年度の国家試験合格率は、診療放射線技師のみ

が全国平均を上回り、他の６職種の合格率は全国平均とほぼ同等若しくは下回る結果とな

った。国家試験合格者のほぼ 100％が保健・医療の分野で就職している。そのうちの約 30％

が茨城県内に就職しており、地元に限らず、教育効果を社会に還元している。これらのこと

から、十分とはいえないまでも同基準を概ね充足している。 

効果が上がっている事項として、2021(令和３)年度の前期・後期の学生による「授業評価

アンケート」結果から、教員の授業展開に関する項目についての評価は概ね高かった。 

改善すべき事項として、全学科において「授業評価アンケート」の内容について検討する

必要がある。 

看護学科では、オンライン授業については大きな問題はなく、対面授業に比較し時間的

な制約が少なく自分のペースで学習できること、動画を利用した授業は理解しやすいなど

の評価が得られた。今後、学生の心理面への配慮や経済的な負担の軽減を検討しオンライ

ン授業を円滑に進めていく必要がある。 

保健栄養学科では、2021(令和３)年度に学科全学生を対象にオンライン授業に関するア

ンケート調査を実施した。ここで抽出された問題点を改善するために、オンライン授業を受

講するに当たっての技術的、メンタル的サポートを特に低学年において推進するよう検討

する必要がある。 

診療放射線学科では各学年の履修科目の理解度は期末試験結果から例年と比較してそれ

ほど低下していたとは言えない。しかし、一部オンライン下での試験もあったためそのまま

例年と比較することは出来ないため、学生の理解度の評価についてはさらに検討が必要で

ある。卒業年度を迎えた学生に対しては国家試験対策、放射線取扱主任者対策として Google 

Forms を用いた確認テストや基礎科目ドリル（放射線物理学、放射化学、放射線生物学、放

射線計測学、安全管理、放射線取扱主任者用発展ドリルなど）を作成し指導をした。その結

果、診療放射線技師国家試験の合格率は 97.2%であり全国平均を上回った。 

また、放射線取扱主任者対策として、希望者に対し特別講義を実施した。全体では卒業年

度を迎えた学生の第一種放射線取扱主任者試験合格者は 15 名となり例年と比較して大幅に

増加した。 

医療技術学科では、オンライン授業に関するトラブルはほとんど報告されなかった。また、

オンライン試験に関しても、Google Meet や Google Forms を利用することで、特に問題な

く実施できた。しかし、オンライン授業では「集中力が続かない」、「モチベーションが上が

らない」といった学生の意見が寄せられ、国家試験対策では、対面からオンラインに切り替

えて実施したことにより、従来のような学習効果が得られにくいことが分かった。これらに

ついては、今後、学習プログラムの変更や実施方法の見直し等が必要である。 

オンライン授業でのインフラ及び授業自体の大きなトラブルの報告はなかったが、学習
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成果については医療保健学部各学科ともに従来の対面授業と比較して学習効果があまり得

られないとの報告であった。また、学生からはクラスメイトとのコミュニケーションが取れ

ない、教員と学生の意思疎通が出来ない、オンライン講義中にインターネット回線が不安定

になる、資料印刷に金額的負担が増えた、科目ごとに出席確認や小テストの方法が違い戸惑

った、パソコンやスマートフォンを長時間使用するため疲労が溜まる、集中力が続かない、

モチベーションが上がらないなどの意見が寄せられ多くの課題が浮き彫りとなった。これ

らの意見を基に学部全体でオンライン授業について内容や方法ならびに進め方などについ

て検討が必要である。特に成績不良の学生は孤独感や悲壮感が強くなる傾向もあるような

ので、学生一人一人にきめ細やかな指導を行っていく必要がある。一方で Google Classroom

に掲載されたオンデマンド配信や録画された授業を繰り返し視聴することで理解が深まっ

たとする学生の意見もあり、オンライン授業はそれを受講する学生の学習意欲の個人差に

ついて評価可能なコンテンツであることが分かった。オンライン授業については学生から

のこれら多くの意見や感想を踏まえ、学習成果について学部全体で検証していく必要があ

る。 
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第５章 学生の受け入れ 

 

５.１ 現状説明 

５.１.１ 学生の受け入れ方針を明示しているか。 

 

評価の視点１：学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏まえた学生の受け入れ 

方針の適切な設定及び公表 

評価の視点２：下記内容を踏まえた学生の受け入れ方針の設定 

・入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像 

・入学希望者に求める水準の判定方法 

 

本学では、求める学生像として「入学者受け入れ方針(アドミッションポリシー)」を定め、

この方針を学生募集要項、本学ＨＰ、ガイドブック等に掲載するとともに、オープンキャン

パスにおいても学科の「入学者受け入れ方針」を説明し、高校生･受験生への周知を図って

いる。「入学者受け入れ方針」には、修得しておくべき知識等の内容･水準について明示して

いる。 

全学共通の方針として、志望動機がしっかりしていること、学習意欲があること、人物･

適性に問題がないこと、一定レベルまたはそれ以上の学力があることを合否判定の基準と

している。具体的な例として、理学療法学科では以下のような入学者受け入れ方針を定めて

いる。 

 

･活力ある社会を目指して理学療法士として、保健･医療･福祉･教育の分野で貢献したい

という強い意志のある人 

･人の尊厳を大切にし、医療従事者としての倫理観とコミュニケーション能力を高めるこ

とができる人 

･自主的に学習する意欲があり、発表･報告･レポートを通して、「共に理解する」喜びを

分かち合える人 

･基本的な文章読解力、文章表現力を備えた人 

･生物学の基礎を学び、人の体と疾病の成り立ちに興味と探究心を持つ人が望ましい 

 

５.１.２. 学生受け入れ方針に基づき、公正かつ適切な学生募集および入学者選抜を行

っているか。 

評価の視点１：学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の適切な

設定 

評価の視点２：入試実施委員会を中心とする責任所在を明確にした入学者選抜実施のた

めの体制の適切な整備 

評価の視点３：公正な入学者選抜の実施 

評価の視点４：入学を希望する者への合理的な配慮に基づく公平な入学者選抜の実施 
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〇学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の適切な設定 

学生募集は、本学ＨＰで受験生用のサイトを設け、入学試験情報、オープンキャンパス情

報、学部学科紹介などを行っている。また、日刊紙をはじめ各種の新聞･高校生向の雑誌等

への入学案内や大学紹介記事の掲載、教育関係機関や業者等の主催する大学説明会や入試

説明会への参加、茨城県内の高校を中心に直接訪問し進学予定者や進路担当者への説明、個

別の高校の要望による生徒を対象とした本学の説明会、高校や受験希望者へのガイドブッ

クや募集要項の郵送などの活動によって募集を進めている。 

学生募集の広報活動として企画広報室を中心にオープンキャンパス、高校訪問などを行

っているが、募集活動の強化を図るために 2019(令和元)年度から広報推進委員会を設置し

てオープンキャンパスの内容、高校訪問などについて検討している。 

オープンキャンパスは例年８回ほど実施しており、全学共通で学科紹介と入試説明、施設

見学、模擬授業、個別相談を行っている。模擬授業では、講義だけではなく、各学科の特性

を生かした体験型授業をできるだけ多く実施するように心掛け、参加者の関心を高めるよ

うに努めている。2020(令和２)年度のオープンキャンパスは新型コロナウイルス感染症の

感染拡大を防止するためにオンラインによる開催に変更した。2021(令和３)年度は対面で

の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の感染状況を注視しながら、８回のう

ち５回をオンライン形式で開催、３回を対面形式で開催した。対面での開催の場合は完全予

約制として人数制限し、当日は参加者の検温、アルコールによる手の消毒、マスクの着用等

感染防止の対策を徹底して実施した。 

入学者選抜方法は、一般選抜(旧一般入学試験)(１期、２期)、学校推薦型選抜(旧推薦入

学試験)(１期：指定校推薦、公募推薦、２期：一般公募推薦)、社会人選抜(旧社会人入学試

験)(１期、２期)、総合型選抜(旧 AO 入学試験)(１期、２期)、大学入学共通テスト利用選抜

(旧センター試験利用入学試験)(１期、２期、３期)を実施している。なお、2020(令和２)年

実施の 2021(令和３)年度入学試験から各区分の名称が変更になった。 

入学者選抜基準は、学生募集要項に「選抜方法」、「出願資格等」、「推薦基準」として記載

されている。この学生募集要項は、茨城県の高等学校はもとより、全国の高等学校にも送付

されており、それらの内容は、高等学校の教員に対しては「つくば国際大学･つくば国際短

期大学合同説明会」で説明を行い、進学希望者にはオープンキャンパスや高等学校訪問の際

にも詳細な解説を行っている。また、受験生の希望者に対しては、入学試験結果を開示して

いる。 

なお、2020(令和２)年度、2021(令和３)年度の入学試験における新型コロナウイルス感染

症の感染防止対策として、検温、アルコールによる手の消毒、マスク着用の徹底、控室と試

験室における人数制限、換気などを実施した。また、新型コロナウイルス感染症の影響によ

って予定されていた試験日に入学試験が実施できない場合を考慮して予備日を設定し、入

学試験日程の変更が生じた場合は Web サイトで随時公表することにした。 

本学の入学者選抜制度については、以下に入試区分毎に記述する。 

 

① 一般選抜(１期、２期) 

一般選抜の試験科目は英語が必須で、その他の科目(国語、数学、生物基礎、化学基礎、

物理基礎)から２科目を受験することになっている。 
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また、2013(平成 25)年度の入学試験からは入学者数確保を図ることを第一の目的として、

一般入学試験において第二志望制度を導入することを決め、2016(平成 28)年度からはセン

ター利用入学試験においても第二志望制度を導入した。試験会場は本学キャンパスで実施

していたが、県外からの受験生が受験しやすいように一般選抜の試験会場は本学キャンパ

スに加えて東京会場を設けている。 

 

②学校推薦型選抜(１期：指定校推薦、公募推薦、２期：一般公募推薦) 

学校推薦型選抜は、高等学校長(指定校推薦)・高等学校教員(公募推薦)から人物・志望動

機･適性･学力を長期間観察したうえで推薦されていると考え、学部としてもその点に期待

してこの選抜方法を採用している。入学試験では、小論文、調査書、個人面接の評価結果を

総合して合否の判定を行っている。小論文は、国語力と科学的思考力を評価できる問題を出

題している。 

 

③社会人選抜(１期、２期) 

本学の出願資格を満たし、入学の時点で満 23 歳以上の者を対象とした入試である。社会

人選抜は、理学療法士、看護師･保健師、管理栄養士･栄養士、診療放射線技師、臨床検査技

師、臨床工学技士を志望する学習意欲のある社会人を受け入れる目的で実施している。入学

者選抜方法は、学校推薦型選抜と同じである。 

 

④総合型選抜(１期、２期) 

総合型選抜では基礎学力試験、面接、調査書等の評価結果を総合して合否の判定を行って

いる。面接では志願者の多様な能力、個性、意欲を評価し、入学への適性を判定する。また

本学のアドミッションポリシーを理解し、本学で学ぶことを強く希望する志願者と相互理

解を深め、人物･志望動機･適性を総合的に評価している。 

 

⑤大学入学共通テスト利用選抜(１期、２期、３期) 

大学入学共通テストの成績により合否の判定を行う。大学入学共通テストの成績は、英語、

国語、数学、理科のうち３科目を使用している。３科目のうち、全学科で英語を必須とし、

国語、数学、理科から高得点の２科目を合格判定に使用する。理科は、物理基礎、化学基礎、

生物基礎の３科目のうちから２科目の組み合わせを１科目分として合格判定に使用し、基

礎科目を受験せず、物理、化学、生物を受験した場合は第１解答科目を合格判定に使用する。 

 

〇入試委員会を中心とする責任所在を明確にした入学者選抜実施のための体制の適切な整

備、公正な入学者選抜の実施 

本学では大学教育を受けるにふさわしい、そして、本学の建学の理念･目的を達成するこ

とが可能な学生を受け入れるため「つくば国際大学入学者選考規程」に則り、入学者の選考

に関する事項を審議するために入学者選考委員会を設けている。その下部組織として、入学

試験実施委員会および入学試験問題作成委員会がある。入学者選考委員会は、入試に関する

基本事項、すなわち入試制度をはじめとして、その内容･方法･期日など、そして入学候補者

の審議決定を行っている。特に入学試験に関しては「公正」を第一に考え、その実施に当た
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っており、入学者選考委員会の審議決定の結果が教授会に報告され、了承を得ている。入試

実施委員会は、入学試験の実際を担当する組織であり、入学候補者選考の資料作成までを行

っている。入試問題作成委員会は、入試問題の妥当性･信頼度を念頭において入試問題の作

成に当たっている。 

入試問題の作成は、学部長から委嘱された出題者(１科目に複数の担当者)が行い、科目毎

に責任者を任命している。校閲校正は各科目２名の担当者を任命し問題の適切性、誤字脱字

等のチェックを実施している。また、入試問題の漏えいが生じないよう、問題を学外へ持ち

出すことやネットワークを利用した情報のやり取りなどは禁止することなどの措置を行っ

ている。 

入学試験時は学部長、教学部長、各学科長と入学試験実施委員会の委員及び入学試験問題

作成者の責任者からなる入学試験実施本部を設置し、入学試験実施委員会委員長が業務の

責任者として運営にあたる。試験監督者、面接は原則教員が行い、会場設営、受験生の誘導

等は事務職員が担当する。 

 入学試験実施後は、入学試験実施委員長立ち合いのもと担当教員が採点を行い、事務職員

により速やかに入試結果のデータ入力および合否判定資料の作成を行う。その結果を踏ま

え、入学試験実施委員会が開催され、各学科による合否判定を経て、入学者選考委員会にお

いて学長の承認を得て合否が決定される。 

 

○入学を希望するものへの合理的配慮に基づく公平な入学者選抜の実施 

 受験の際に、受験者本人の疾病、身体に障がいがある等の理由で受験上の配慮を希望する

場合は、出願前のできるだけ早い時期に本学に相談するよう募集要項に記載し、受験会場の

変更、受験時間の延長などを実施している。 

 

５.１.３ 適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づ

き適正に管理しているか。 

 

評価の視点：入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数の管理 

・入学定員に対する入学者数比率 

・収容定員に対する在籍学生数比率 

・収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応 

 

〇入学定員に対する入学者数比率 

学部全体で 2017(平成 29)年度 0.91、2018(平成 30)年度 0.89、2019(平成 31)年度 1.00、

2020(令和２)年度1.23、2021(令和３)年度1.10であり、ほぼ適切な数値に管理されている。

2020(令和２)年度は 1.23 と適正数値から超過した。理学療法学科、看護学科、診療放射線

学科、臨床検査学科では例年になく入学を辞退する受験生の数が少なく、歩留まり率が高か

ったためである。 

学科別に見ると、理学療法学科と診療放射線学科がこの５年間継続して定員を確保して

いるが、診療放射線学科では適切な入学者数を超過している。看護学科はほぼ定員を確保で

きている。臨床検査学科と医療技術学科はこの２年間は続けて定員を確保できている。保健
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栄養学科は設置以来大幅な定員未充足の状態が続いたため、2014(平成 26)年度から定員を

40 名に削減する措置をとった。しかし、ここ５年間では 2020(令和２)年度に 0.83 となっ

たものの、その他の年度は 0.5 を切る低い水準が続いている。 

 

表 過去５年間の入学者数比率      

  2017 2018 2019 2020 2021 

理学療法 入学者数 82 81 97 100 95 

入学定員 80 80 80 80 80 

入学者数比率 1.03 1.01 1.21 1.25 1.19 

看護 入学者数 61 78 86 95 66 

入学定員 80 80 80 80 80 

入学者数比率 0.76 0.98 1.08 1.19 0.83 

保健栄養 入学者数 12 16 17 33 19 

入学定員 40 40 40 40 40 

入学者数比率 0.30 0.40 0.43 0.83 0.48 

診療放射線 入学者数 99 93 102 117 113 

入学定員 80 80 80 80 80 

入学者数比率 1.24 1.16 1.28 1.46 1.41 

臨床検査 入学者数 68 60 74 104 85 

入学定員 80 80 80 80 80 

入学者数比率 0.85 0.75 0.93 1.30 1.06 

医療技術 入学者数 40 26 25 41 48 

入学定員 40 40 40 40 40 

入学者数比率 1.00 0.65 0.63 1.03 1.20 

合計 入学者数 362 354 401 490 426 

入学定員 400 400 400 400 400 

入学者数比率 0.905 0.885 1.0025 1.225 1.065 

資料５-５ 2017～2021(平成 29～令和３)年度 入学定員数、在籍学生数、 

入学者数比率、在籍学生数比率 

 

〇収容定員に対する在籍学生数比率 

在籍学生数比率は学部全体で 2016(平成 28)年度 0.99、2017(平成 29)年度 0.98、2018(平

成 30)年度 0.94、2019(平成 31)年度 0.92、2020(令和２)年度 0.99、2021(令和３)年度 1.05

であり、ほぼ適切に収容定員を充足している。ただし、保健栄養学科の在籍学生比率は 0.5

前後と低い水準のままである。また、診療放射線学科の在籍学生数比率が入学者数比率と同

じく継続的に 1.0 を大きく上回っているが、入学者数が継続して超過していることと学業

不振による留年者の数が多いためである。 
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〇収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応 

 学部全体では適切な在籍学生比率をほぼ維持しているが、一部の学科で過剰又は未充足

となっている。診療放射線学科では超過が続く在籍者数比率を適正なものにするための対

策のひとつとして、学業不振者への補習教育や学習相談などを行うことによって留年者数

を減らす取り組みを行っている。 

設置以来、未充足が高水準で続いている保健栄養学科については留年者数、退学者数とも

に少ないが、入学者数比率が他学科に比べかなり低いため、在籍学生比率が 0.5 前後と低い

状況が続いている。競合する県内の大学に比べ差別化するような特色が出せていないこと、

国家試験の合格率が低いことなどが受験者数の少なさにつながっていると考えられるので、

募集活動として高校訪問を積極的に行い、国家試験の合格率を上げる取り組みを行ってい

る。 

 

 

表 過去５年間の在籍学生数比率     2021(令和３)年５月１日現在 

学科 2017 2018 2019 2020 2021 

理学療法 

学生数 337 318 323 340 348 

収容定員 320 320 320 320 320 

在籍者比率 1.05 0.99 1.01 1.06 1.09 

看護 

学生数 281 275 276 303 310 

収容定員 320 320 320 320 320 

在籍者比率 0.88 0.86 0.86 0.95 0.97 

保健栄養 

学生数 106 84 68 73 80 

収容定員 160 160 160 160 160 

在籍者比率 0.66 0.53 0.43 0.46 0.50 

診療放射線 

学生数 398 397 416 425 453 

収容定員 320 320 320 320 320 

在籍者比率 1.24 1.24 1.30 1.33 1.42 

臨床検査 

学生数 300 302 281 309 331 

収容定員 320 320 320 320 320 

在籍者比率 0.94 0.94 0.88 0.97 1.03 

医療技術 1 

学生数 68 94 115 131 157 

収容定員 80 120 160 160 160 

在籍者比率 0.85 0.78 0.72 0.82 0.98 

合計 

学生数 1490 1470 1479 1581 1679 

収容定員 1520 1560 1600 1600 1600 

在籍者比率 0.98 0.94 0.92 0.99 1.05 

注 1)医療技術学科は 2016 年から募集開始 

資料５-５ 2017～2021(平成 29～令和３)年度 入学定員数、在籍学生数、 

入学者数比率、在籍学生数比率 
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５.１.４. 学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、

その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

評価の視点１：適切な根拠(資料、情報)に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

〇適切な根拠(資料、情報)に基づく点検・評価 

学生募集については、広報推進委員会、入学試験実施委員会、入学者選考委員会によって

前年度の募集活動の結果を分析し、次年度の入試日程や選抜方法、選抜方法ごとの募集人数、

指定校の選定と推薦人数、オープンキャンパスの日程や内容、広報活動について検討し入学

者選考委員会で協議し決定し、改善に繋げている。また、入試問題の質や内容の適切性に関

しては入学試験問題作成委員会と入試実施委員会で点検、評価し、適切な入試問題の作成に

努めている。 

 

〇点検・評価結果に基づく改善・向上 

 入学者数の超過に関しては、入試の合否判定の会議(入学試験実施委員会、入学者選考委

員会)において前年度のデータなども参考にしながら合格者数を決定し、できるだけ適正な

人数になるよう検討を行っている。受験者数の多い学科では、合格しても入学手続きをしな

い合格者が一定数いることを考慮し、入試の合否判定では定員数よりも若干多く合格させ

ている。歩留まり率は年により変動があるが、ある程度予測できるため、ほぼ適正な入学者

数となっている。 

 

５.２ 長所・特色 

 本学は茨城県内では理学療法学科、看護学科、保健栄養学科に加え、県内ではまだ少な

い診療放射線学科、臨床検査学科そして県内では唯一の臨床工学技士の受験資格が得られ

る医療技術学科の６学科を擁する医療系大学であり、多くの卒業生を送り出し、地域社会

の医療・福祉に貢献してきた。一部の学科で定員の超過・未充足はあるものの、全体とし

て適正な入学者数、在籍者数を維持できていることは評価されてよいと思われる。今後も

適正な入学者数、在籍学生数を維持できるよう点検・評価し、改善・向上に繋げていくこ

とが重要である。 

 

５.３ 問題点 

 安定して定員を確保できているのは理学療法学科と診療放射線学科の 2 学科であり、看

護学科、臨床検査学科、医療技術学科は変動があり、今後安定して定員を確保できるかどう

かは不明瞭である。看護学科については看護系の大学や学部・学科の新設が続いており、今

後も安定して定員を維持するためには積極的な対策を講じる必要がある。また、医療技術学

科については臨床工学技士という資格そのものが一般的にあまり知られていない特殊な専

門領域であるためか、オープンキャンパスの参加者数が少なく、入学試験の受験者数もあま

り増加していないので、積極的なＰＲ、募集活動が必要である。 

 保健栄養学科については定員を削減したにもかかわらず入学者数、在籍学生数が改善さ
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れていない。その要因は、県内に競合する大学が複数あること、立地条件、国家試験の合格

率、ＰＲ不足など複合的である。適正な入学者数の確保のためには広報の強化、学科の特色

を明確にして魅力ある学科作りに取り組み、国家試験合格率の改善などが急務である。また、

他学科においても同様であるが、さらに編入制度の設置について検討していく必要もある。 

臨床検査学科についてはほぼ定員を確保できているものの、近隣地域において臨床検査

学科を開設する大学が増えてきており、入学者を確保するために早急な対策が必要である。 

今後の少子化の加速により学部全体の志願者数減少が予測される。適正な入学者数を確

保するためには、学生募集の方法の検討、積極的な広報活動、魅力ある学科作りなどが必要

である。 

留年者数を減らすことは在籍学生数の適正化につながるので、時間を気にせずにより勉

学に集中できる学習環境、基礎学力が不足している学生に対しては学習を支援するための

組織作りなどを整備する必要がある。 

また、大学の知名度を上げるために、教員の研究活動や大学の地域貢献･社会貢献の支援

とＨＰやＳＮＳを利用して積極的に紹介することは大学の知名度のアップになり、受験生

にとって受験の動機につながるだろう。大学施設を地域の活動や学術活動の会場として使

用することも大学と地域との交流を深め、地域における大学の知名度を高めることになり、

中長期的視野で捉えると入学者数の増加につながる可能性がある。 

 

５.４ 全体のまとめ 

 本学は、学生の受け入れ方針を明示し、公表し公正かつ適切な学生募集および入学者選抜

を行っている。また、適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容

定員に基づき適正に管理している。学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を

行い、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っている。 

 入学者数、在籍学生数の観点から、学生の受け入れに関しては一部超過している学科と未

充足の学科があるが、学部全体としてはほぼ適正である。しかし、６学科のうち充足してい

る学科は２学科のみであり、少子化による受験者数の減少は未充足の学科に影響が生じ、全

体として、今後安定して定員を確保できるかどうかは不明瞭である。 

 今後、入学者数定員充足のためにはより積極的な広報活動、学科の特色を明確にして魅力

ある学科作り、国家試験合格率の改善、編入制度の設置について検討していく必要がある。 

在籍学生数の適正化については超過している学科については留年者数を減らすことが重

要であり、学習環境の整備、基礎学力が不足している学生に対しては学習を支援するための

体制を整備する必要がある。在籍学生数が未充足の学科については前述の入学者数増に取

り組む。さらに、大学全体として、中長期的な視野に立って大学の知名度を高めていくこと

も入学者数の増加のために必要である。 
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第６章 教員・教員組織 

 

６．１ 現状説明 

６．１．１ 大学の理念・目的に基づき、大学として求める教員像や各学部・研究科等の 

教員組織の編制に関する方針を明示しているか。 

 

2016(平成 28)年度の大学基準協会による第２期の認証評価の＜概評＞で、大学として求

める教員像の明文化が指摘され、2018(平成 30)年度に大学が求める教員像について、以下

のように明文化した。大学として求める教員像は、①保健・医療・福祉の専門家として、学

生の学習支援に柔軟に且つ積極的に係わるとともに学生の自己学習能力を引き出すことの

できる人、②自己の研究を幅広く発展させ、その成果を社会に提供できる人、③大学組織の

一員として、大学の発展に協力できる人。 

本学の教員組織の編制方針は、第一に、大学設置基準第 13 条の規定の条件を満たし、か

つ、各学科に関連する指定規則に定めた条件を満たすことである。第二に、学部・学科の教

育目標を達成できるように、専門教育科目および専門基礎教育・教養教育の基幹科目担当の

専任教員を揃えることである。この教員組織の編制方針は、学部・学科の新設に際して文部

科学省に提出した申請書に記載しており、大学設置審議会の審査で承認されている。 

2021(令和３)年５月１日現在、医療保健学部の教員構成数は、理学療法学科 18 名、看護

学科 22 名、保健栄養学科９名、診療放射線学科 19 名、臨床検査学科 12 名、医療技術学科

８名である。専任教員の多くは理学療法士、看護師・保健師、管理栄養士、診療放射線技師、

臨床検査技師、臨床工学技士のいずれかの資格を有し、各学科の専門科目教育の大部分を担

当している。他の専任教員は、学科横断的に２学科から６学科の専門基礎科目教育や基礎科

目教育を担当している。必修の専門科目・専門基礎科目のほとんどを専任教員が担当してい

る。主として教育・研究の補助業務を行う助手は、理学療法学科に２名、看護学科に３名、

保健栄養学科に５名、診療放射線学科に２名、臨床検査学科に２名をそれぞれ配置している。

助手の全員が理学療法士、看護師・保健師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師の

いずれかの資格を有している。 

教員の連携に関しては、人事委員会、自己点検・自己評価委員会、ＦＤ委員会、公開講座

委員会、倫理委員会、共同研究委員会、ハラスメント防止委員会、図書館委員会など、本学

の重要委員会の多くは全学の委員会であり、教員の連携を深める機能を有している。また、

入学者選考委員会については、学長を委員長として設置し、入学試験に関連する重要な事項

を審議している。ほとんどの委員会で学長が委員長を務めるとともに、学部長・教学部長・

学科長や他の役職者等が構成員であることから連携が保たれている。 

学部・学科の教員の連携については、学部懇談会を学部長、教学部長、学科長、事務室長

から成る学部の連絡調整機関として、原則月２回開催している。学科間の教員の連携につい

評価の視点１：大学として求める教員像の設定 

評価の視点２：教員組織の編制に関する方針（分野構成、各教員の役割、連携のあり方、

教育研究に係る責任所在の明確化等）の適切な明示 
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ては、本学では「つくば国際大学学則」の第９条によって「つくば国際大学教授会規程」を

定め、この規程に則って教授会を設置し、教育研究に関する重要事項を審議している。また、

学部の教授が構成員である教授会に加えて、教務委員会、学生委員会、学部自己点検・自己

評価委員会、学部ＦＤ委員会、入学試験実施委員会などが、学部長・教学部長・学科長と各

学科選出教員から構成されていることから、学科間の連携が保たれている。また、学科内の

教員の連携に関しては、各学科で定期的に学科教員会議が開催されており、学科教員間の連

携が保たれている。 

学科間での教育研究に係る責任の所在に関しては、学校教育法第 92 条に定められている

通り、学長が大学の包括的な 終責任者であり、学部長は学部の運営責任者である。 

以上のことから、大学として求める教員像や教員組織の編制方針は適切に規定されてお

り、「大学設置基準」に準じて教員組織を整備している。また、各教員の役割や連携のあ

り方、教育研究に係る責任の所在についても各委員会、教授会、学科教員会議を通じて適

切に共有されている。 

 

６．１．２ 教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を展開するため、適切 

に教員組織を編制しているか。 

 

教員組織の編制方針については、「大学設置基準」を遵守することを編制要件としている。

このため本学では、教員組織の編制方針に沿った教員組織を整備している。2021(令和３)年

５月１日現在、医療保健学部の教員構成数は、教授 37 名（男 28 名、女９名）、准教授 19

名（男 12 名、女７名）、講師 15 名（男６名、女９名）、助教 17 名（男９名、女８名）で

ある。年齢構成の内、60 歳以上の人数は、教授 37 名中 23 名（62％）、准教授 19 名中３名

（16％）、講師 15 名中２名（13％）、助教 17 名中１名（６％）である。60 歳以上の人数

の多い職位の年齢構成は、公募によって漸次調整していく。 

2021(令和３)年５月１日現在、理学療法学科の専任教員は 18 名（教授８名、准教授３名、

講師３名、助教４名）で、15 名が理学療法士の資格を有している。14 名は博士の学位を有

している。18 名中 15 名は理学療法学を専門に扱う教員で、理学療法士育成に必要な全領域

の専門科目と専門基礎科目を担当している。 

評価の視点１：大学全体及び学科ごとの専任教員数 

評価の視点２：適切な教員組織編制のための措置 

・教員組織の編制に関する方針と教員組織の整合性 

・各学位課程の目的に即した教員配置 

・国際性、男女比 

・特定の範囲の年齢に偏ることのないバランスのとれた年齢構成への配

慮 

・教育上主要と認められる授業科目における専任教員の適正な配置 

・学科担当教員の資格の明確化と適正な配置 

・教員の授業担当負担への適切な配慮 

評価の視点３：教養教育の運営体制 
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看護学科の専任教員は 22 名（教授６名、准教授５名、講師５名、助教６名）で、21 名が

看護師の資格を、４名が看護師と保健師の両方の資格を有している。３名は博士の学位を有

している。22 名中 21 名は看護学を専門に扱う教員で、看護師・保健師養成に必要な全領域

の専門科目と専門基礎科目を担当している。 

保健栄養学科の専任教員は９名（教授６名、准教授１名、講師２名）で、１名は医師、６

名は管理栄養士の資格を有している。６名は博士の学位を有している。９名中６名は栄養学

を専門に扱う教員で、管理栄養士育成に必要な全領域の専門科目と専門基礎科目を担当し

ている。 

診療放射線学科の専任教員は 19 名（教授８名、准教授５名、講師４名、助教２名）で、

１名は医師、15名は診療放射線技師の資格を有している。12名は博士の学位を有している。

19 名中 16 名は診療放射線学を専門に扱う教員で、診療放射線技師育成に必要な全領域の専

門科目と専門基礎科目を担当している。 

臨床検査学科の専任教員は 12 名（教授５名、准教授４名、講師１名、助教２名）で、１

名は医師、９名は臨床検査技師の資格を有している。９名は博士の学位を有している。12 名

中 10 名は臨床検査学を専門に扱う教員で、臨床検査技師育成に必要な全領域の専門科目と

専門基礎科目を担当している。 

医療技術学科の専任教員は８名（教授４名、准教授１名、助教３名）で、１名は医師、３

名は臨床工学技士の資格を有している。６名は博士の学位を有している。８名中６名は臨床

工学を専門に扱う教員で、臨床工学技士育成に必要な全領域の専門科目と専門基礎科目を

担当している。 

各学科には学科構成教員数を踏まえ、基礎科目および専門基礎科目である解剖学（１名）、

生理学（１名）、生物学（１名）、薬理学（１名）、医学一般（２名）、公衆衛生学（１名）、

スポーツ科学（１名）、社会福祉学（１名）、心理学（１名）、情報処理・医療統計学（３

名）、英語（１名）を担当する専任教員を配置し、学部・学科を横断的に基幹科目と関連科

目の教育にあたっている。 

以上のことから、教育研究を遂行するための教員組織の編制実態は編制方針に整合して

おり、必要とされる専任教員数の確保、専任教員の専門性を踏まえた配置は適切に行われ

ている。 

 

６．１．３ 教員の募集、採用、昇任等を適切に行っているか。 

 

本学では、「つくば国際大学職員の人事に関する規程」の第５条に基づいて設置されてい

る「人事委員会」で、大学設置基準の規程をもとに「つくば国際大学職員の人事に関する規

程、つくば国際大学教員資格審査基準」、「つくば国際大学助手に関する規程」、「つくば国際

大学研究者の行動規範」に基づいて人事を行うことを規定している。 

教員の採用・昇任にあたっては、「人事委員会」において人事委員会委員１名と候補者の

評価の視点１：教員の職位（教授、准教授、助教等）ごとの募集、採用、昇任等に関する

基準及び手続の設定と規程の整備 

評価の視点２：規程に沿った教員の募集、採用、昇任等の実施 
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専門分野、または近接分野から選出された人事専門委員２名の教員により候補者から提出

された個人調書、教育研究業績書、論文等を審査し、さらに学長・学部長等による面接等で、

本学の教員に求める能力・資質を有しているかどうかを確認している。 

完成年度を終えた学部の教員人事に適応できるように 2010(平成 22)年度の人事委員会で、

「つくば国際大学教員資格審査基準」を改正するとともに、「つくば国際大学教員資格審査

基準・医療保健学部細則」、「つくば国際大学教員の採用・昇任手続き」、「つくば国際大

学助手に関する規程」を定めた。これらの資格審査基準や細則は大学設置基準の規定に準拠

して定められている。教員の募集については、公募または本学教員の推薦によって行ってい

る。 

以上のことから、教員の募集・採用・昇任に関わる人事は、教員人事に関する規程・基準・

細則・手続きに則って、厳正かつ適切に行われている。 

 

６．１．４ ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動を組織的かつ多面的に実施 

し、教員の資質向上及び教員組織の改善・向上につなげているか。 

 

本学では、ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）に関して、ＦＤ委員会を中心に教

員の資質の向上によって授業改善を図るために、以下のような取り組みを行っている。 

ＦＤ委員会は年度当初に開催され、前年度の学部のＦＤ活動報告と次年度のＦＤ活動方

針を検討し、確認している。 

前期・後期の授業終了時には「授業評価アンケート」を実施し、分析結果を大学ＨＰで公

開している。 

毎年、公益財団法人大学コンソーシアム京都が主催するＦＤフォーラムに複数教員が参

加し、参加教員からの報告書を整理し、冊子として全教員に配付している。この冊子をもと

に「ＦＤフォーラム報告会」を開催し、先進事例に関する知見および他の大学が抱えている

問題を理解する機会として活用している。2021(令和３)年度は、第 27 回ＦＤフォーラム（オ

ンライン形式）に６名の教員が参加した。なお、ＦＤフォーラム報告会については 2022(令

和４)年３月に実施し、専任教員のほぼ全員が参加した。 

専任教員の教育活動、研究活動、学会活動および社会における主な活動については、過去

５年分を整理し、「つくば国際大学専任教員の教育・研究業績」として大学ＨＰに掲載して

いる。 

また、教員の教育研究活動を支援するために、倫理審査講習会、研究倫理の専門家によ

る倫理審査研修会、動物実験実施者に対する教育訓練を実施している。これらの大方は大

学ＨＰで公開している。また、2017(平成29)年度に公私立大学実験動物施設協議会の動物

実験に関する外部検証（第三者評価）を受け、2021(令和３)年度には、動物実験委員会委

員長が実験動物管理者の教育訓練を受講・終了している。 

評価の視点１：ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動の組織的な実施 

評価の視点２：教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価とその結果の活用 
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教育研究活動の教員評価については、教員の昇任、共同研究申請、国外の発表での経済的

支援申請などに活用している。また、質の高い論文および学会発表については積極的に大学

ＨＰで紹介している。 

以上のことから、教員の授業方法については、「授業評価アンケート」の客観的評価に

よって随時改善がなされ、教員の資質向上を図る取組みとしては、「ＦＤフォーラム」の

報告会を通じて情報共有や十分な意見交換が行われている。また、専任教員の教育活動、

研究活動、学会活動および社会における主な活動については、「つくば国際大学専任教員

の教育・研究業績」を教員の昇任、共同研究申請、国外の発表での経済的支援申請などに

活用しており、これらのＦＤ活動は教員組織の改善・向上のために適切に運用されてい

る。 

 

６．１．５ 教員組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その 

結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

 大学として求める教員組織の編制方針は、「大学設置基準」に準じて学部・学科の教育課

程に相応しい教員組織を適切に整備している。教員の募集・採用・昇任等の教員人事につい

ても、人事に関する諸規程に則って適切に行われている。また、教員の質的向上を図るため

に、ＦＤ活動を積極的に行い授業改善に役立てている。 

医療保健学部の教員組織については、2018(平成 30)年度に以下のように明文化した。医

療保健学部の教員組織は、学部の教育目的を実現するために以下の５項目に基づいて編成

する。①教員配置：大学設置基準に基づき、適切に教員配置をする、②教員構成：学科の特

性を踏まえ、年齢構成、性別などに大きな偏りがないような教員構成にする、③主要授業科

目の担当：教育上主要と認める授業科目については、原則として専任の教授又は准教授が担

当する、④教員の募集・採用・昇任に関わる人事は、人事委員会で教員人事に関する規程・

基準・細則・手続きに則って、厳正かつ適切に行う、⑤教育内容の改善のための組織的な研

修等：ＦＤの一環としての教育改善のための組織的な研修を実施する。 

完成年度を終了した学科の教員採用での授業担当と担当教員の適合性の判断は、「つくば

国際大学教員資格審査基準」に則って行われている。2013(平成 25)年度開設の診療放射線

学科、2014(平成 26)年開設の臨床検査学科、2016(平成 28)年開設の医療技術学科の授業担

当と担当教員の適合性の判断は、「大学設置基準」に則って行われている。教員の昇任での

担当教員の適合性の判断は、「つくば国際大学教員資格審査基準」に則って、提出された教

員業績・個人調書・志望理由および学科長または学部長の推薦書を基に、学科で昇任候補者

を選出し、学長・学部長による面接を経て、学長を委員長とする人事委員会で慎重に審議し、

行われている。 

 

６．２ 長所・特色 

教員に求める能力と資質、教員構成、組織的な連携体制と教育研究に係る責任の所在およ

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 
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び教員の募集・採用・昇任等に関する規程および手続きを明確にするという目標については

明確になっており、また、適切な教員人事が行われている。 

学部・学科の教育課程に相応しい教員組織を整備するという目標については、専門科目

および専門基礎科目の担当教員には、専門性・教育経験ともに優れた教員を配置してい

る。 

 学部で教育研究活動の組織的な改善に役立つＦＤ活動を実施するという目標は、学部Ｆ

Ｄ委員会を中心に、学部・学科のＦＤ活動報告と次年度ＦＤ活動方針を検討しており評価で

きる。「授業評価アンケート」の公開、「授業参観」、「ＦＤフォーラム報告会」、「尺度を用い

た教授活動の自己評価」等によって、授業改善を図っている。これらのＦＤ活動が学部ＦＤ

委員会を中心として組織的に行われている点も評価できる。 

 

６．３ 問題点 

大学全体として様々なＦＤ活動を行っているが、これらの教員の資質向上への取り組み

についての客観的な評価は行われていない。学科相互の授業参観を実施し、「授業参観研修

会」を実施したものの、授業改善にどのように反映されているかの検討はなされていない。

具体的な策については今後検討していかなければならないが、ＦＤ活動の効果を客観的に

測る評価法について早急に検討していく。 

 

６．４ 全体のまとめ 

大学として求める教員組織の編制方針は、「大学設置基準」に準じて学部・学科の教育

課程に相応しい教員組織を適切に整備している。教員の募集・採用・昇任等の教員人事に

ついても、人事に関する諸規程に則って適切に行われている。これらのことから、同基準

を概ね充足しているといえる。長所としても、大学全体として教育研究活動の組織的な改

善に役立つ様々なＦＤ活動がＦＤ委員会を中心として組織的に行われている点は評価でき

る。一方で問題点もあり、ＦＤ活動の効果について客観的に測る評価手段を開発できてお

らず、大学として検討を進めていく。 
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第７章 学生支援 

 

７. １  現状説明 

７.１.１ 学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関 

する方針を明示しているか。 

 

 

 

本学では方針として明確に定めたものではないが、修学支援として「学生が意欲と目的を

持って学習に取り組めるよう、自立的学習のための環境を整備し、入学前から始まるきめ細

かな補習･補充教育の実施など、学習支援の充実を図ること」、生活支援として「学生が健全

な心身のもとで充実した大学生活を送れるよう、生活全般に対する支援の充実を図ること」、

進路支援として「学生の就職や国家資格の取得を支援し、高い就職率、進学率および国家試

験合格率を維持するため、進路情報の十分な提供や研修の実施など、進路指導の充実を図る

こと」とし、学生支援を推し進めている。 

具体的な修学･学生生活･進路に関する支援策については、「学生便覧」を学生に配付し、

新入生に対しては全学オリエンテーションと各学科によるオリエンテーションにおいて、

在学生に対しては新年度授業の開始前に学年ごとのガイダンスにおいて説明を行うととも

に、大学ＨＰで学生の心身の健康、ハラスメント、経済的支援制度、生活・進路等に関する

支援について周知し、学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるように配

慮している。さらに、開学以来、必要に応じて学生に対する具体的支援策の追加などの更新

を行っている。このような変更等の検討は、年度末毎に教務委員会や学生委員会等を中心に

行っている。 

 

７.１.２ 学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制は整備されてい 

るか。また学生支援は適切に行われているか。 

評価の視点１：学生支援体制の適切な整備 

評価の視点２：学生の修学に関する適切な支援の実施 

・学生の能力に応じた補習教育、補充教育 

・正課外教育 

・障がいのある学生に対する修学支援 

・成績不振の学生の状況把握と指導 

・留年者及び休学者の状況把握と対応 

・退学希望者の状況把握と対応 

・奨学金その他の経済的支援の整備 

評価の視点３：学生の生活に関する適切な支援の実施 

・学生の相談に応じる体制の整備 

・ハラスメント（アカデミック、セクシャル、モラル等）防止のための体制の整備 

・学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮 

評価の視点：大学の理念・目的、入学者の傾向等を踏まえた学生支援に関する大学とし

ての方針の適切な明示 
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評価の視点４：学生の進路に関する適切な支援の実施 

・学生のキャリア支援を行うための体制（キャリアセンターの設置等）の整備 

・進路選択に関わる支援やガイダンスの実施 

評価の視点５：学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための支援の実施 

評価の視点６：その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実施 

 

2019(令和元)年度末からの新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）の感染拡大によ

り、修学、学生生活、進路などに大きな影響が生じてきたので、本学では新型コロナウイル

ス感染症緊急対応ワーキンググループを設置し対応を協議した。まず、新型コロナウイルス

感染症（ＣＯＶＩＤ-19）の感染拡大防止に関する本学の対応として、「新型コロナウイルス

感染症（ＣＯＶＩＤ-19）感染予防対策ガイドライン」を策定し、さらに「新型コロナウイ

ルス感染症対応フローチャート」、「新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合」、「新

型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について(国の制度)」、 「新型コロナウイ

ルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）に関する対応について（在学生対象）」、「本学の学内における

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）対策について」などを Web サイトに掲載し周

知している。2020（令和 2）年度は一部実習科目等については対面で実施したが、3密を回

避するために受講者を数グループに分ける、検温・マスクの着用・アルコールによる消毒な

どの徹底を行った。2021（令和 3）年度は対面授業日を増やし、「対面授業の開始に伴う新

型コロナウイルス感染症対策について」（学生用と教職員用）を作成し感染拡大を防止する

ことに努めた。また、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）のワクチン接種が実施

されるようになってから 

新型コロナワクチン【接種後】対応フローチャートを作成し、Web サイトに掲載して学生に

周知している。 

また、学生が新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）に感染したことが確認された

場合は、できるだけ早く Web サイトで公表している。 

 

〇学生支援体制の適切な整備 

本学では、きめ細かな修学支援を行うために、教務委員会を設置し、各学科においてクラ

ス担任制、アドバイザー制、セミナー担任などの修学支援体制を整えている。また、入学前

教育、初年次・補習教育に関しては教務委員会の下部組織として初年次教育・補習教育ワー

キンググループを設置し、内容等についての検討を実施している。 

学生生活の支援については学生委員会を中心に検討し実施している。主なものとして、カ

ウンセリングルームの運営、奨学金等の経済的支援に関する審査・承認、健康管理、正課外

活動などである。 

学生の出席状況については、科目担当教員の協力のもと、学生の出席状況の把握に努め、

欠席の多い学生についてはクラス担任、アドバイザー、セミナー担当教員が個別面談を行い、

指導を行っている。出席状況だけではなく、学習面で問題のある学生については、クラス担

任、アドバイザー、セミナー担任などが個別に対応している。深刻な状況にある場合は担当

教員だけではなく、学科長との連携のもと、保護者との面談も含め解決に向け努めている。 
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○学生の修学に関する適切な支援の実施 

①学生の能力に応じた補習教育、補充教育 

 本学では、補習･補充教育の方針を検討するために、2010(平成 22)年度に教務委員会の

下部組織として補習教育ワーキンググループを設置し、定期的に会議を開催して基礎学

力が低い学生に対する教育について検討してきた。2012(平成 24)年度からは補習教育ワ

ーキンググループにおいて初年次教育についても検討することになり、初年次教育･補習

教育ワーキンググループと名称を変えて定期的に今後の教育について検討を重ねている。 

本学では、総合型選抜、学校推薦型選抜などで合格し、早期に入学を内定した受験生に

対しては入学前教育を実施している。入学前教育の課題は各学科により異なる。保健栄養

学科では学科独自のテキストを作成し入学内定者に送付し期限までに提出させ、入学前

に一度大学に集合させて問題の解説や質問への回答などをしている。提出された課題に

ついては教員が添削し、返却している。理学療法学科ではセンター試験の生物学の科目の

問題について解説をまとめる課題を課している。他学科では指定の問題集を購入させ入

学までに学習させ、入学後解答を解説している。医療技術学科においては、インターネッ

トを利用した数学と物理の入学前教育を実施した。また、任意ではあるが、学外の通信教

育を利用した入学前基礎教育の受講を勧めている。 

新入生に対しては入学直後に数学の基礎学力確認テストを実施し、基準点に満たない

学生に対して補習教育を実施している。講師は数学専門の非常勤講師で、各学科からの要

望により内容を決めている。内容、回数はキャンパスによって異なり、本キャンパスでは

中間試験、期末試験を含めて 10 回、第２キャンパスでは 14 回実施している。2020(令和

２)年度、2021(令和３)年度は新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）の影響で、す

べてオンラインで実施した。また、各学科では必要に応じて教員による理系科目の補習教

育を実施している。 

初年次教育は、理学療法学科では演習科目として「理学療法セミナーⅠ」を開設して学

習の支援を行っている。看護学科では 2019(令和元)年度より「キャリアデザイン入門（専

門基礎科目）」に改め、初年次よりアカデミックスキルの修得に加え、自己理解･自己分析

および看護キャリアのデザインを通して、継続的な自己研鑽にむけた動機づけを行って

いる。診療放射線学科では「医療保健学セミナー」をグループ活動、初年次教育の場とし

て利用するとともに、選択科目の「応用数学」に加え「基礎数学」の履修を促し、「物理

学演習」の補習教育を行い、学生の学力等について把握をしている。臨床検査学科では、

専門基礎科目･専門科目の基礎となる「生物学」、「化学」、「物理学」について学科教員が

分担して補習講義を行い、基礎学力の向上に努めている。医療技術学科では、「医療保健

学セミナー」を学生の学習動機の向上の場として活用するとともに、選択科目である「化

学」の履修を促し、「物理学」については初年次教育を担当する教員が補習を実施し、基

礎学力の向上に努めている。 

 

 ②成績不振の学生の状況把握と指導 

授業だけでは理解不足の学生や学力不足で授業についていけなくなった学生に対して

は科目担当教員が個人的に時間を設けて補習を行うケースや、クラス担任、アドバイザー

が学習支援を行っている。 
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③正課外教育 

 学生の正課外活動は体育系と文科系課外活動団体とそれらをとりまとめる課外活動団   

体会議からなり、これらの支援については学生委員会が担当しており、学生が新しく課外  

活動団体を設立する場合は委員会で審議し、承認している。各課外活動団体を設立する場 

合は教員が顧問となり、その活動を支援する体制がとられている。 

学園祭は学生が主催する活動であるが、活動の中心となる学園祭実行委員会も単年度

の課外活動団体とみなし、学生から提出された設立願いについて学生委員会で審議し、承

認している。他にも６月の新入生歓迎バレーボール大会、12 月のクリスマス杯バレーボ

ール大会は学生が主催する行事である。学園祭やバレーボール大会では事故等に備え、開

催当日は教職員を配置している。 

本学は医療系大学で３年次から学内実習、臨地実習などが多くなり、４年次は国家試験

に向けた勉強に取り組むため、課外活動に取り組む学生の多くは１,２年次生であるが、

少ない自由時間を利用して多くの課外活動が行われている。 

2020(令和２)年度、2021(令和３)年度は新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）

の影響により、感染拡大を防止するために課外活動のほとんどが中止となった。このよう

な状況の中、2021(令和３)年度は教職員の指導・協力の下、学生による学園祭実行委員会

が組織され、オンラインによる学園祭が企画、実施された。 
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2021(令和３)年度課外活動団体一覧 

 

 

 

 

 

  
課外活動団体名 顧問教員 

代表責任者 
活動場所 

学科 氏 名 

体
育
系 

部
会
Ａ
団
体 

バドミントン部 岸本 亨 
臨床 

検査 
石塚 大翔 体育館・F105 

トレーナー活動研究会 鈴木 康文 
理学 

療法 
田続 璃空 

体育館・治療

室・F103 

軟式野球部 梁川 範幸 
診療 

放射線 
佐藤 大夢 

F115・グラウ

ンド 

同
好
会 

バレーボールサークル 小林 聖美 
診療 

放射線 
加藤 香菜 体育館・F107 

ＴＩＵ☆ＢＢＣ 松嶋 美正 
理学 

療法 
石塚 有都 体育館 

硬式テニスサークル 中里 一久 
診療 

放射線 
西村 和真 

F118・テニス

コート 

陣闘(カバディ) 難波 俊二 
臨床 

検査 
駿河 匠 体育館 

文
化
系 

部
会
Ａ
団
体 

軽音楽部 中原 毅 
医療 

技術 
永沼 茅愛 F109・F110 

福祉活動サークル 月本あつ子 
臨床 

検査 
村上 司 C305・F108 

部
会
Ｂ
団
体 

医用画像サークル

（MIC） 
北村 茂三 

診療 

放射線 
花野七斐斗 H111～H115 

          

同
好
会 

華道部 吉田 保子 
臨床 

検査 
平間 理紗 J303 

料理研究会 向後 和典 
保健 

栄養 
金井 日和 

調理実習室、

食品加工実習

室 

臨床検査サークル 稲田 政則 
臨床 

検査 
逸見 考 J202 

Ns ボランティア 大槻 優子 看護 小松崎絵未 
C201（第 2キ

ャンパス） 
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④障がいのある学生に対する修学支援 

 障がいのある学生に対する修学支援措置については、障がいのある学生が入学した場

合には、本人への聴き取りや保護者の同意を得て個別に対応してきているが、特に問題は

発生していない。2016(平成 28)年４月より「障害者差別解消法」が施行されるにあたり、

学生への合理的配慮が必要となることから、2016(平成 28)年１月に学生委員会カウンセ

リングルーム運営検討会主催により、全学教員を対象に対応講座を開催した。 

 

⑤留年者、休学者の状況把握と対応 

 医療保健学部では２年次終了時点で３年進級に必要な単位が取得できていない場合と

４年次終了時点で卒業に必要な単位数が取得できていない場合に留年となる。留年者に

ついては、クラス担任、アドバイザーが引き続き学習支援を行っている。 

留年に結び付く理由は、学業不振や学習意欲の低下、進路に対する関心の低下、適性へ

の悩みなどとともに人間関係や心の悩み、家庭の経済的理由などである。学業不振や学習

意欲の低下した学生は、大学進学の時点で志望動機に問題を抱えている場合が多い。 

また、日頃から学生の出席状況の把握に努め、留年の防止対策を講じている。また人間

関係や精神的問題などで悩んでいる学生に対しては、本学のカウンセリングルームで相

談活動を行うなどして学業が続けられるよう支援している。 

医療保健学部の過去５年間の３年進級判定時の留年者数は、2017(平成 29)年度 70 名、

2018(平成 30)年度 79 名、2019(令和元)年度 88 名、2020(令和２)年度 95 名、2021(令

和３)年度 104 名。卒業保留者は、2017(平成 29)年度 78 名、2018(平成 30)年度 98

名、2019(令和元)年度 99 名、2020(令和２)年度 85 名、2021(令和３)年度 87 名であ

る。留年と卒業保留の理由のほとんどは学業不振であり、留年者と卒業保留者は退学して

いくことが多い。 

医療保健学部では留年を減らすために、2015(平成 27)年度から以下のような対策を立

てて各学科で取り組んでいるが、まだ効果は表れていない。 

･授業の工夫、自己学習の喚起などによる成績不良者の減少。 

･学生は実習前、実習中は精神的に不安になることがあるため実習前の準備教育を充実

させ、実習先の指導者との連携を図りながらの支援。 

･進路に対するモチベーションをもたせるため、将来の職域の明示、適性や希望に応じ

た就職先の明確化。在学時の勉学の達成目標とプロセスの明確化。 

また、留年した学生に対しては、個人面談の回数を増やして学生の状況を把握し生活･

学習面でのきめ細かな支援や履修済み科目の再聴講システムの構築、自主学習場所の確

保、個別指導などの支援体制の充実に取り組んでいる。 
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過去５年間の留年者数 

  2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

医療保健学部 
＊２ ＊４ ＊２ ＊４ ＊２ ＊４ ＊２ ＊４ ＊２ ＊４ 

70 78 79 98 88 99 95 85 104 87 

 理学療法学科 14 25 11 17 38 17 42 6 41 6 

 看護学科  14 2 19 1 18 1 15 0 9 0 

 保健栄養学科 2 8 2 5 1 0 0 0 4 0 

 診療放射線学科 25 33 28 45 18 38 20 28 15 34 

 臨床検査学科 11 10 8 30 9 39 16 36 29 25 

医療技術学科 4 － 11 0 4 4 2 15 6 22 

＊２（２年終了時･３年進級判定時の留年者） ＊４（４年終了時･卒業判定時の留年者） 

 

 休学者数は、2017(平成 29)年度３名、2018(平成 30)年度３名、2019(令和元)年度２名、

2020(令和２)年度２名、2021(令和３)年度１名で、休学の理由はすべて病気療養のためであ

る。休学後復学する場合もあるが、多くは退学する。 

 

  過去５年間の休学者数 

  2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

理学療法学科 1 1 0 1 0 

看護学科 0 1 1 0 0 

保健栄養学科 0 0 0 0 0 

診療放射線学科 2 1 0 0 1 

臨床検査学科 0 0 1 1 0 

医療技術学科 0 0 0 0 0 

計 3 3 2 2 1 

主な理由 病気療養 病気療養 病気療養 病気療養 病気療養 

 

⑥退学希望者の状況把握と対応 

医療保健学部の過去５年間の退学者数は、2017(平成 29)年度 77 名、2018(平成 30)年

度 92 名、2019(令和元)年度 116 名、2020(令和２)年度 75 名、2021(令和３)年度 100

名であった。 

学生が退学せざるを得ない状況にある場合は、事務局担当者とも連携して、学生と十分

な話し合いの上、その退学理由について正確な情報を把握するとともに、必ず保護者の意

思を確認する体制をとっている。退学の届け出があった場合は、毎月開催される教務委員

会で退学の理由が報告され、検討された後、教授会での審議を経て決定されている。 

経済的事情で修学が困難になってきた学生については公的な奨学金などを紹介して支

援しているが、災害や保護者の病気･死亡などにより学業の継続が困難になった学生に対

しては、つくば国際大学緊急支援授業料減免規程により支援を行っている。 
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過去５年間の退学者数 

  2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

医療保健学部  77 92 116 75 100 

理学療法学科 26 27 29 20 31 

看護学科 15 12 12 18 9 

保健栄養学科 6 6 3 3 2 

診療放射線学科 22 26 34 17 32 

臨床検査学科 8 21 31 15 19 

医療技術学科 0 0 7 2 7 

 

⑦奨学金その他の経済的支援の整備 

学生への経済的支援については、本学では日本学生支援機構を中心として奨学金を受

給できるよう支援を行っている。奨学生候補者の選考方法については、奨学生等候補者を

推薦するにあたり、学生委員会の内部に各学科２名の選考委員をおき、書類審査と面接を

実施している。候補者は、学生委員会の承認を経て推薦される。日本学生支援機構の奨学

金を受給している学生の割合は、2017(平成 29)年度 48.8％（744 名/1,525 名）、2018(平

成 30)年度 51.7％（770 名/1,489 名）、2019(令和元)年度 48.6％（779 名/1,603 名）、

2020(令和２)年度 62.8％（998 名/1581 名）、2021（令和３）年度 64.9％（1090 名/1679

名）と推移し、受給する学生の割合は毎年ほぼ 50％前後であるが、2020(令和２)年度、

2021（令和３）年度は給付型奨学金の受給者が多くなり結果として 60％を超える受給割

合となった。その他、2021(令和３)年度は茨城県奨学金、福島県奨学金、あしなが育英会、

交通遺児育英会、福島県理学療法士等修学資金、茨城県看護師等修学資金、ビー･エム･エ

ル医療教育基金、八戸市奨学生、毎日希望奨学金、船橋市奨学金、みやぎこども育英基金、

ロータリー希望の風奨学金、足立区育英資金奨学生、山新育英財団奨学金などの奨学金を

受給している。 

本学独自の経済的支援のひとつとして、2011(平成 23)年度からつくば国際大学緊急支

援授業料減免制度が導入され、運用されている。2011(平成 23)年３月に発生した東日本

大震災の被災者に対しこの制度が適用されることになり、授業料の２分の１減免措置を

受けた学生が 15 名、４分の１の減免措置を受ける学生が 15 名の合計 30 名が減免措置を

受けた。2021(令和３)年度は保護者の死亡･病気による経済支援として２名に対して緊急

支援授業料減免措置が適用された。 

また、2010(平成 22)年度から大学独自の給付制度として「入試特待生制度」を導入し、

学生募集要項や大学ＨＰで周知している。2010(平成 22)年度から 2014(平成 26)年度まで

は一般入学試験と大学入試センター利用入学試験の成績優秀者に対し入学金を免除した

が、2015(平成 27)年度からは前期授業料を 30 万円減免することに変更した。 
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過去５年間の奨学金受給者数 

 

奨学金の種別 

 

形態 

2017 

年度 

2018 

年度 

2019 

年度 

2020 

年度 

2021 

年度 

 日本学生支援機構奨学金   745 758 779 998 1090 

   （内訳）  第一種 
 

貸与 255 265 277 333 352 

         第二種  
 

貸与 489 482 482 561 584 

         給付型  給付 1 11 20 104 154 

茨城県奨学金  貸与 4 3 4 5 2 

福島県奨学金  貸与 3 2 0 2 2 

あしなが育英会  貸与・給

付 

2 1 1 3 3 

交通遺児育英会  貸与 0 0 0 1 1 

日本教育公務員弘済会 貸与 0 0 0 0 0 

茨城県理学療法士等修学資金 貸与 0 0 0 0 0 

福島県理学療法士等修学資金 貸与 10 8 6 2 2 

秋田県理学療法士等修学資金 貸与 0 0 1 0 0 

茨城県県看護師等修学資金 貸与 0 0 1 1 1 

福島県保健師等修学資金 貸与 1 1 0 0 0 

岩手県がん協会奨学金 貸与 1 1 0 0 0 

ビー・エム・エル医療教育基金 給付 0 1 2 1 2 

常陸大宮市特別奨学生 貸与 0 1 0 0 0 

八戸市奨学生  貸与 0 1 1 2 2 

稲敷市奨学生  貸与 0 1 1 1 0 

南相馬市奨学生  貸与   1 0 0 

毎日希望奨学金  給付    1 1 

船橋市奨学金  貸与    1 1 

みやぎこども育英基金 貸与    1 1 

ロータリー希望の風奨学金 貸与    1 1 

足立区育英資金奨学生 貸与     1 

山新育英財団奨学金  給付     1 
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過去５年間の緊急支援授業料減免者数 

学部学科名 
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 

理学療法学科       1 2 1      1   

看護学科           1         

保健栄養学科 2       1 1         

診療放射線学科 1   1               

臨床検査学科 1       2   1    1   

医療技術学科           1         

医療保健学部 4 0 1 1 5 4 1 0 2 0 

 

○学生の生活に関する適切な支援の実施 

 本学では、定期健康診断の実施、医務室の設置、学生教育研究災害傷害保険への加入、カ

ウンセリングルーム開設、ハラスメント防止の措置などによって、学生の生活支援を行って

きた。 

定期健康診断については、学校保健安全法に基づく学生の定期健康診断を毎年４月のオ

リエンテーションやガイダンスの日程に組み込んで実施している。なお未受診者には後日

受診日を設けている。2021(令和３)年度の全学生受診率は 98.7％と例年より高い割合とな

った。 

検診内容は、①結核（胸部Ｘ線写真）、②身長、体重、③尿検査、④視力、⑤血圧、⑥採

血（貧血検査）、⑦内科検査、⑧１･４年生には心電図検査を加えている。 

 健康診断の結果、異常またはその疑いがあるものには指導助言や医療機関での受診を勧

めている。健康診断を受診しなかった者は、呼び出して保健所や医療機関で受診させ、健康

診断書を提出させている。 

二次検査の血圧、検尿は医務室で行い、胸部Ｘ線、血液検査等は診察依頼書を付けて医療

機関で受診させている。心電図検査においては、要観察以上の者をさらに校医が判定し、要

精密の者について、診察依頼書を付けて医療機関で受診させている。未受診者のうち、他機

関で検査を受けたが報告がない者や、緊急とは考えていない者などが含まれているため、電

話連絡等により確認を行い、未受診者には受診するよう指導している。 

医務室の利用については、2021(令和３)年度の利用状況を概観すると、学生総数 1655 名

中、年間利用者総数は延べ 54 名で、前年度（12 名）よりも増加したが、これは前年度より

も対面授業の数が増え、学生の登校機会が多くなったためと考えられる。 

医務室利用状況の月別利用者数については、例年、前期期間中および後期の初めに多い傾

向がある。性別利用者数も例年と同じで女子の利用者が 72.2％（前年度は 60.0％）と男子

より多かった。 
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表 2021(令和３)年度医務室利用者数 

 

症状別の利用状況については、嘔吐、頭痛などの内科系症状の利用が多く、さらに、心の

悩みや健康に関する相談での医務室利用もあった。心の悩みの相談については軽度と思わ

れる悩み事から心の病気が疑われるものまであり、本学では可能な限り相談を受けている。

症状によっては、学内のカウンセリングや、専門医の診断を受けるよう勧めている。 

本学の学生は、教育研究や学校行事、課外活動などの活動中の事故に備え、入学時に学生

教育研究災害傷害保険に加入している。事故に遭った場合には「事故報告書」を学生課に提

出して医療費の給付を受けられるよう対処している。 

2021(令和３)年度は２件の事故通知があり、保険金給付は３件であった。 

精神面の保健に対応した学内の学生相談については、カウンセリングルームを設置し、臨

床心理士の資格をもった教員や学生委員会担当教員等が運営していたが、2019(令和元)年

度からは大学の常勤保健師がスケジューリング等に携わっている。カウンセリングルーム

では、気軽に利用しやすくするためにメールでの予約や受付専用留守番電話を設置してい

る。 

カウンセリングルームが設置された当初は本学専任教員の臨床心理士（男性）１名がカウ

ンセリングを担当していたが、2010(平成 22)年度からは女性の非常勤カウンセラーを１名

配置し、女子学生が利用しやすいように改善された。2019(令和元)年からは専任教員退職に

伴い、非常勤の女性カウンセラー２名を配置している。2020(令和２)年度は新型コロナウイ

ルス感染症のため、一時的にカウンセリングルームの利用を中断したが、後期（11 月）か

ら再開し、オンラインで相談ができるようにした。2021（令和３）年度は通常通りの利用が

できるようにした。 

 2021(令和３)年度の相談内容別利用状況を、項目別に見てみると、生活相談・その他

47.8％、心身健康 32.6％、進学･進路 10.9％、対人関係 8.7％、という割合を示し、今年度

は生活相談・その他が も高い割合を示した。問題を抱える学生を早期に発見し、カウンセ

リングにつなげられるよう教職員への協力を求めている。 

ハラスメント防止のための措置については、2006(平成 18)年に「つくば国際大学ハラス

メント防止に関する規程」を作成し、その規程に基づきほぼ同時に「ハラスメント防止に関

するガイドライン」を作成している。学生に対しては、オリエンテーション時に小冊子を全

員に配付し、大学ＨＰにも掲載して周知を図りながら、組織化された対応･措置が行われ、

全学的に参加する体制となっている。ハラスメント防止の組織は、学長、および学部長、教

学部長、事務局長より構成されるハラスメント防止委員会のもとに「ハラスメント対策委員

会」（半数が女性）、「ハラスメント相談委員」、そして「調査委員会」と「調停委員会」にそ

れぞれの委員（女性と外部専門家も含む）が配置されている。ハラスメントに関する相談が

あった場合は速やかにハラスメント対策委員会を開催し、相談内容によっては必要に応じ

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合 計 

男 3 3 4 0 1 0 1 0 1 1 1 0 15 

女 3 7 7 5 0 0 7 6 2 0 0 2 39 
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て調査委員会での調査を経て、対応を検討していく仕組みになっている。2012(平成 24)年

度にはハラスメント相談の対応を分かりやすく示した「相談対応流れ図」を作成し、大学 

ＨＰにも掲載して学生への周知を行った。2013(平成 25)年度にはハラスメント相談員の任

務について内規としてまとめることができた。さらに、2015(平成 27)年度には、ハラスメ

ント対策委員長の役割（申し合わせ事項）についてもまとめることができた。また、ハラス

メントを専門に研究している講師を招き、本学教員を対象としたハラスメント研修会を定

期的に開催し、ハラスメントに関する 近の動向、ハラスメント相談員の任務と役割、ハラ

スメント対策委員会の任務と役割について研修を行っている。2020（令和２）年度は新型コ

ロナ感染症の影響によりハラスメント研修会を実施できなかったが、2021（令和３）年度は

外部講師を招いて研修会を実施した。 

その他にも、学生の健康増進のために 2006(平成 18)年度より大学敷地内を全面禁煙とし

ている。徹底を図るためにポスター掲示やクリーンアップキャンペーンを行っている。

2014(平成 26)年度には学生委員会の下部組織として禁煙促進ワーキンググループを置き、

キャンパス内および近隣における全面禁煙の徹底、受動喫煙の防止や禁煙指導などの方針

について検討を行った。 

2009(平成 21)年度には新型インフルエンザの流行に対処するために、緊急連絡網を構築

したが、この連絡網は、同時に緊急事態における緊急連絡網としても活用することにしてい

る。2013(平成 25)年度には本学が提供するメールシステムを教育や研究の推進および向上、

緊急時の連絡網などのために利用できるよう規則をまとめ、「つくば国際大学メールシステ

ム利用･運用規則」を作成した。この規則の学生への周知方法は、2014(平成 26)年度から学

生便覧に掲載して対応している。 

また、大学ＨＰに学生専用サイトを構築し、休講等の情報発信やカウンセリング予約等を

行えるようにしている。 

新入生に対しては、土浦市消費生活センターの「悪質商法、架空請求などの 新の手口」

と題する出前講座を受講させ、理解を深め対処方法等の指導を行うようにしている。

2020(令和２)年度と 2021（令和３）年度は新型コロナ感染症の影響により出前講座を実施

しなかった。 

学習に関する学生相談については、オフィスアワー制度を設けて対応できるようにして

いるが、利用状況は極めて低い状態である。 

 

〇学生の進路に関する適切な支援の実施 

本学では、就職指導ワーキンググループを中心として、就職指導について全学的視野で就

職指導の方針や在り方を協議し、就職に関する事業等を計画･実施している。 

就職についての指導とガイダンスは、就職指導課と各学科の就職担当教員が協力して行

い、大学院などの進学については卒業研究の担当教員が行っている。2021(令和３)年度の主

な就職支援活動は、就職説明会、進路登録と進路面談、ハローワークによる学内相談会、医

療系施設の説明会、求人情報収集、就職資料室での情報提供などを実施した。その他、３年

生を対象にキャリアへの理解を深めるための職業適性検査を実施し、その結果は進路指導

などで活用している。さらに職業や将来に関するテーマで作文に取り組ませることや、卒業

生による就職活動体験の発表会を受講させるなどして職業や進路についての意識づけの場
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としている。 

看護学科では 2019(令和元)年度入学生より１年次の必修科目として「キャリアデザイン

入門」を新設し、アカデミックスキルの修得に加え、自己理解･自己分析および看護キャリ

アのデザインを通して、継続的な自己研鑽にむけた動機づけを行っている。キャリア支援と

は単なる就職先紹介だけではなく、学生の進路に関する悩みについて相談を受けることや、

１年次から適性等を知る機会を設け、４年間を通じた指導を行って人材育成を図ることで

もある。そのための支援体制の充実は欠かせない。  

 

７.１.３ 学生支援の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果

をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

評価の視点①：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点②：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

学生支援に関する方針を点検し整備･充実するという到達目標は、開学以来、必要に応じ

て学生に対する具体的支援策の更新が行えるよう体制が整えられているため、継続的に実

現されている。 

「留年、休学･退学者」の状況把握と対処の現状を点検し体制を整備･充実する、および「補

習･補充教育に関する支援体制」を整備･充実するという到達目標は、まず全学生に対し、留

年および休･退学の状況に陥らないようにする支援体制、また、補習･補充教育が必要となる

学生への支援体制、さらに定期的に出席状況を調査し、欠席が多くなる学生に対しては担当

教員が指導していくという支援体制が整えられているため、その目標は継続的に実現され

ている。新入生対象に実施されている数学･国語の補習教育は 2015(平成 27)年度から２つ

のキャンパスにおいて実施された。受講人数も適正になり、教育レベルも受講者に合わせる

ことが可能となり、教育効果も表れている。 

奨学金等、「学生への経済的支援」を行う制度を整備･充実するという到達目標は、各種奨

学金については学生への周知を行い、受給に向けた支援体制、また、学内独自の経済的支援

として授業料を減免できる規程により支援体制を整えており概ね実現されている。 

「学生の生活支援」として、心身の健康保持･増進および安全･衛生面に関する指導や生活

相談に対応するための組織づくりとその運営を適切に行うという到達目標は、定期健康診

断の実施や医務室による学生対応、カウンセリングルームの開設による精神面のケア、外部

機関の講習による生活上の注意喚起、クラス担任制やアドバイザーによる学生相談への対

応などにより、概ね実現されている。 

学内の「ハラスメント防止や解決」を図るための組織づくりとその運営を適切に行うとい

う到達目標は、2013(平成 25)年度にはハラスメント相談員の任務について内規としてまと

め、さらに本学教員の研修会を行うなどして実現された。 

「学生の進路支援」として進路選択に関わる指導･ガイダンスの組織づくりとその活性化

およびキャリア支援に関する組織体制を整備･充実するという到達目標は、就職指導課が中

心となり、就職担当教員や卒業生、公的機関等との協力体制を整えているため、継続的に実

現されている。医療保健学部では、就職率は全体で 100％近い率を維持できている。 
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 理学療法学科では初年次教育の一環として新入生と教員による「宿泊研修」が行われ、学

生と教員のコミュニケーションが高まり充実した研修となっている。「宿泊研修」実施前と

実施後の変化を分析すると、「宿泊研修」がコミュニケーション･スキルの向上に影響をも

たらすことが示唆された。但し 2020(令和２)年度、2021(令和３)年度は新型コロナウイル

ス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）の影響により中止となった。 

 

７.２ 長所・特色 

学生への経済的支援について、本学では、事情により経済的困窮に陥った学生のための緊

急支援授業料減免規程が 2011(平成 23)年度より導入されており、該当する学生に対し、学

業を継続できるよう支援している。 

医療保健学部では、新入生を対象とした数学に関する補習教育を含め各学科独自の補習

教育を実施している。学校推薦型選抜入試合格者と総合選抜型入試合格者に対して行って

いる入学前の教育については、学習習慣を身に着けさせるという点で効果がある。今後はよ

り効果が期待される教育方法や課題などについて初年次教育･補習教育ワーキンググルー

プを中心に検討していく。 

医療保健学部では、就職率については特に問題はないが、学生の進路の多様化も想定され

るので、就職指導課においてキャリアコンサルタントによる強化策の検討や公的機関から

派遣されるキャリアの専門家の活用、各学科の教員と就職指導課との連携強化などによっ

て支援策を検討していく。 

看護学科が新設した「キャリアデザイン入門」や理学療法学科が実施している「宿泊研修」

について、今後は他の学科でも実施できるよう学部懇談会や各学科教員会議を中心に検討

する。 

 

７.３ 問題点 

学科によって異なるが、留年･退学の数が増加している。留年･退学の理由として、学業不

振、進路への悩み、そしてそれらからくるモチベーションの低下、留年したことによる経済

的負担などが挙げられる。本学では入学前教育、補習教育、初年次教育などにより早い段階

で学習習慣を身に着けさせ、基礎学力の向上を図っている。また、進路に対するモチベーシ

ョンをもたせるため、将来の職域の明示、適性や希望に応じた就職先の明確化。在学時の勉

学の達成目標とプロセスの明確化なども行っている。しかしながら、今のところ効果が表れ

ているとはいえない。本学学生は国家試験に合格するための学力に達している必要がある

ため、基礎学力の低い学生をどのようにして合格できる学力にまで引き上げるかが課題で

ある。今後はＦＤ委員会、教務委員会を中心に基礎学力の向上に向けた組織的なシステムを

整備する必要があるだろう。 

 

７.４ 全体のまとめ 

 本学では「学生支援に関する方針」について明確にしたものを策定していないが、学生

委員会、教務委員会を中心に組織的、専門的な修学支援、生活支援、進路支援を行ってい

る。また、各学科の教員がアドバイザーとなり、学生の生活相談、学習相談、進路相談な

どについて個別に対応している。今後はより組織的な支援体制を整備するためにも「学生
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支援に関する方針」、「学生支援のためのガイドライン」について検討していく必要がある

だろう。さらに、保健師、臨床心理士などの専門資格を有する相談員を配置し、学生の抱

える様々な問題について相談や支援を行っており、これらについては概ね適切な学生支援

が実施されているといえる。 

 問題点として留年者数、退学者数の増加が挙げられている。その原因は学力不足とそこ

から生じるモチベーションの低下、留年したことによる経済的負担などが挙げられてい

る。今後はＦＤ委員会、教務委員会を中心に基礎学力の向上に向けた組織的なシステムの

整備を検討する必要があるだろう。 
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第８章 教育研究等環境 

 

８．１ 現状説明 

８．１．１ 学生の学習や教員による教育研究活動に関して、環境や条件を整備するため 

の方針を明示しているか。 

 

 方針として明確に定めたものではないが、つくば国際大学学則に定めた本学の理念･目的

を達成するための研究費規程、共同研究制度の規程、国際交流に関する内規は整備されてい

る。 

教育研究設備･備品については、本学が開設されてから 22 年が経過しているが、経年劣化

による設備･備品の破損･修繕に対しては、教育研究に支障を来さないよう迅速に対処する

ことを方針としている。全ての学科で設置基準を維持、またはより充実したものとし、新た

に見出された必要不可欠な設備･備品についても優先順位を定めて、補充を図っている。 

 

８．１．２ 教育研究等の環境に関する方針に基づき、必要な校地及び校舎を有し、かつ 

運動場等の教育研究活動に必要な施設及び設備を整備しているか。 

 

キャンパスは茨城県土浦市真鍋６-20-１のつくば国際大学キャンパスと茨城県土浦市真

鍋６-８-33 の第２キャンパスに分かれている。つくば国際大学キャンパスには、診療放射

線学科、臨床検査学科、医療技術学科、第２キャンパスには、理学療法学科、看護学科、保

健栄養学科を設置している。 

校地面積及び校舎面積については、何れも教育研究に必要なスペースを確保している。 

校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境については、つくば国際大学ホー

ムページに掲載して公表している。 

 つくば国際大学キャンパスには、2021(令和３)年度に学生教育を目的に、ＭＲＩ(磁気共

鳴画像：Magnetic Resonance Imaging)検査棟が竣工し使用が開始された。 

このほか、老朽箇所の改修工事を行うなど、順次施設・設備を整理し、教育研究環境の維

持に努めている。 

 

○ネットワーク環境や情報通信技術（ＩＣＴ）等機器、備品等の整備 

 医療保健学部という特色から、就職後は情報処理の知識が必須と考える。そのため質の高

い情報処理教育を行うため両キャンパスにはＰＣ演習室を設置し、一般教育においても全

ての教室、ラーニングルーム等に無線ＬＡＮ環境を整備している。 

 2021(令和３)年度は 2020(令和２)に引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により

評価の視点１：大学の理念・目的、各学部・研究科の目的等を踏まえた教育研究環境に 

関する方針の適切な明示 

評価の視点１：施設・設備等の整備・管理 

評価の視点２：教職員及び学生の情報倫理の確立に関する取り組み 
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キャンパスへの入構が規制されている時でも授業と試験等が継続できるようにするため、 

Google workspace for Education の各種サービス（Google Meet、Google Classroom、Google 

Form 等）の利用を継続した。感染症予防についてはＰＣ演習室に消毒液の設置、間隔を開

けて着席する等の注意喚起を常に伝達・掲示して衛生を確保している。 

  

○設備、施設等の維持及び管理、安全及び衛生の確保 

 本学は、つくば国際大学キャンパス、第２キャンパスに設置基準以上の校地・校舎を有し、

つくば国際大学キャンパスにはグランド、体育館及びテニスコート（３面）などのスポーツ

施設等を揃えて整備している。 

これらの校地・校舎等の管理責任体制については、「学校法人霞ヶ浦学園固定資産管理規

程」第６条に「管理責任者は、固定資産の種類、保管場所、使用目的等に応じて、取扱責任

者又は保管責任者を置いて、その任務を補佐させるものとする。」と規定している。 

また、施設・設備の維持及び管理は、法定点検を含めて空調・換気設備のフィルター清掃、

放送設備等の点検等は計画的に行い施設、設備の維持及び管理に努めている。 

 危機管理について、防災上の安全管理は「学校法人霞ヶ浦学園つくば国際大学防災管理規

程」に基づき、組織及びその運営の責任体制を明確にしている。24 時間防火･防犯体制を組

織し予防安全に努めている他、消防用保安等設備業者による年２回の火災報知器消火栓の

点検を実施している。具体的には職員を甲種防火管理者資格取得講習会に参加させるなど、

実際の防火設備の扱い方などの周知徹底を図っている。 

 また、研究教育活動等における環境汚染、危険物等の管理、定期点検、廃棄に関しては学

部の特色上、毒物・劇物等の盗難、紛失防止な観点から、専用の保管設備（保管庫）に施錠

して保管し、定期的に使用量と残量を劇毒・毒物管理簿に記録して管理している。廃棄物に

関しては感染性廃棄物専用の回収箱に入れ専門処理業者に処理を委託している。 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、入構規制のほか建物入口に顔をかざす非接触

型検温計及び消毒薬を設置している。学内の食堂やラーニング室においては、座席を間引く

ことよりソーシャルディスタンスを確保している。 

 

○バリアフリーへの対応や利用者の快適性に配慮したキャンパス環境の整備 

 バリアフリー対策としては校舎内にエレベーターの設置、車椅子対応の多目的トイレの

設置、身障者用駐車場の確保、一部教室内にスロープを設ける等に対応している。 

 

○学生の自主的な学習を促進するための環境整備 

 両キャンパスとも館内に無線ＬＡＮを完備し、持ち込みのノートパソコンやスマートフ

ォンを利用した学修にも対応している。また、貸出用ノートパソコンとしてつくば国際大学

キャンパスでは図書館に 29 台、第２キャンパスの図書館に 21 台を整備している。 

 学修支援を目的とし、新入生ガイダンスでは図書館の特徴や基本的な利用方法について

紹介している。このほか、研究活動に必要とするデータベースの講習会も実施し利用の促進

を図っている。 

 

 学生及び教職員の情報倫理の確立に関する取り組みであるが、学生に対しては、授業科目
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として開講している「情報処理Ⅰ・Ⅱ」のなかで情報倫理を学習するほか、新入生ガイダン

スにおいて「つくば国際大学メールシステム利用・運用規則」の重要項目及びアカウント（Ｉ

Ｄ・パスワード）管理の重要性、ＳＮＳ等の注意事項について十分説明し注意を喚起してい

る。 

 また、職員に対しては学生情報や大学機密情報の漏洩を防止するため、重要な内容のファ

イルにはパスワードの導入及びそれらの情報は記録されているＵＳＢフラッシュメモリな

どの記憶媒体の学外持ち出しを禁止している。 

 

 

８．１．３ 図書館、学術情報サービスを提供するための体制を備えているか。 

また、それらは適切に機能しているか。 

 

〈図書資料の整備と図書利用環境の整備〉 

○図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備 

学術情報資料は本学図書館資料収集方針に基づき、図書選定委員会を経て収集、整備して

いる。図書選定委員会は、図書館長を委員長とし、各学科２名の教員と情報図書課長から構

成されており、図書の選定をはじめ図書館サービスの在り方を検討している。これらの検討

案は、学長を委員長とする上位組織の図書館委員会で審議されている。 

図書は授業計画（シラバス）掲載の参考図書と資格取得用の問題集・参考書を継続的に受

け入れているほか、学生のリクエストにも応じている。また、教員の推薦図書は手書きポッ

プを作成し、一定期間展示している。電子情報は医学、医療分野に特化したアグリゲータ系

データベースの図書および学術雑誌と文献情報、新聞を整備している。 

2021(令和３)年度の図書選定委員会活動はすべてをオンラインおよびメールによる形式

とし、当初の年間スケジュールのとおり計画的な学術情報資料の整備に努めた。特記事項と

しては、図書選定基準の改定案の作成（図書館委員会で承認済）や図書館資料の利活用の促

進について委員の意見や提案を求めたことがあげられる。 

 

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

国立情報学研究所が提供する学術コンテンツ「NACSIS-CAT」に参加し、図書の所蔵登録を

行い、「NACSIS-ILL」を用いて図書館間相互協力を行っている。新型コロナウイルス感染症

拡大防止のための図書館休館中を含め図書館間相互協力を実施した。また、本学で生産した

学術情報は紀要として冊子体による提供のほか、オープンアクセスリポジトリ推進協会 

評価の視点１：図書資料の整備と図書利用環境の整備 

・図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備 

・国立情報学研究所が提供する学術コンテンツや他図書館とのネット 

ワークの整備 

・学術情報へのアクセスに関する対応 

・学生の学習に配慮した図書館利用環境(座席数、開館時間等)の整備 

評価の視点２：図書館サービス、学術情報サービスを提供するための専門的な知識を有

する者の配置 
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（ＪＰＣＯＡＲ）に参加し、「JAIRO Cloud」を用いて本学機関リポジトリとして公開してい

る。 

 

○学術情報へのアクセスに関する対応 

 本学図書館の蔵書は蔵書検索システム（ＯＰＡＣ）により、学外検索も可能にしている。

また、データベースは、これまで学内利用に限られていたが、令和２年度のオンライン授業

実施にあたり、リモートによるアクセス環境を整備した。また、令和３年度には医療系デー

タベースの一つについて同時アクセス数を無制限とした。利用環境の周知は図書館から発

信するだけでなく、図書選定委員を通じて教員の協力も得て行われた。 

 

○学生の学習に配慮した図書館利用環境（座席数、開館時間等）の整備 

つくば国際大学図書館は閲覧室のほか、視聴覚資料室、自習室、書庫を備えている。座

席数 104 席のうち８席はキャレルデスク（個人用閲覧机）である。視聴覚資料室は 10 席

の視聴ブースのうち３席はパソコン用である。自習室は 28 席あり、うち 10 席はパソコン

用である。パソコンは館外貸出用を含め 29 台備えている。主な利用対象は、つくば国際

大学キャンパスに所属する学科の学生、教職員である。また、2021(令和３)年度の短期大

学キャンパスの移転にともない利用対象の拡大があった。第２キャンパスの学生と教職員

は主に第２キャンパス図書館（座席数 139 席、パソコン 21 台）を利用する。利用者は大

学の図書館利用規則のもと両館の学術情報資料の利用が可能である。 

2020(令和２)年度の新型コロナウイルス感染症の本学対応方針に基づいた図書館の対応

は５月末まで休館し、その後は２段階の短縮開館（６－９月 15 時閉館、10－３月 17 時閉

館）を行った。オンライン授業開始以降は新たなサービスとして送本貸出を実施した。ま

た、登校の認められた学生には予約による来館貸出サービスを実施した。感染防止対策と

してアクリル板（カウンター全面）やパーテーションポールの設置、入館時の手指消毒お

よびマスク着用の徹底等を行った。 

2021(令和３)年度は８月初旬から９月末まで、加えて１月に数日間閉館したほかは 18

時閉館として運用した（長期休業中は 17 時閉館）。学外者の入館は引き続き休止している

が、学生、教職員は制限なく入館を可能としている。基本的な感染防止対策は引き続き徹

底し、短縮開館や閲覧席の減席を継続している。送本貸出は臨時的サービスから恒常的サ

ービスとして運用している。閲覧机の仕切り板はキャレルデスクを除き、約９割に設置し

ている。 

図書館の利用案内等は大学ホームぺージやパンフレットのほか、学生便覧に掲載してい

る。新入生ガイダンスは館内見学のほかコンピュータ室（教室）を使用した蔵書検索等の演

習形式で行っている。 

オンライン授業実施中の 2020(令和２)年度は、新入生の特別来校日に学科の担当教員と

打合せのうえ図書館見学を組み入れ「自宅から利用できる図書館サービス」と題したガイダ

ンス等を実施した。また、セミナー時はデータベースの利用方法を初のオンライン形式で行

った。 

 

＜図書館、学術情報サービスを提供するための専門的な知識を有する者の配置＞ 
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図書館業務を担当する情報図書課の職員は、常勤職員（兼務職員を含め）４名、非常勤職

員３名おり、うち１名は第２キャンパスの学生、教員の対応のため、第２キャンパス図書館

に常駐している。情報図書課長は総務課長が兼務している。職員のうち４名は司書資格を有

している｡職員は加盟団体（私立大学図書館協会、日本図書館協会、茨城県図書館協会）や

図書館関連機関が主催する研修会に積極的に参加し、大学図書館界の動向や図書館間の情

報交換の機会を得ている。研修の内容によっては館内研修会を実施している。 

 

長所・特色 

コロナ禍において図書館としてどのような支援ができるのかを考え、送本貸出やアグリ

ゲータ系データベース（電子ジャーナル、電子書籍）のリモートアクセス環境、同時アクセ

ス数のフリー化に対応した。 

 

問題点 記述なし 

 

 

８．１．４ 教育研究活動を支援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動の促進を 

図っているか。 

 

本学では教育目標を達成するための研究教育環境については、大学設置基準以上の規模

で整備している。 

 

○研究費の適切な支給 

教員･助手の１年間の個人研究費については、教授 50 万円、准教授 40 万円、講師･助教

30 万円、助手 20 万円とし、研究旅費については教授･准教授･講師･助教が 10 万円、助手が

７万円としている。 

 

○外部資金獲得のための支援 

 共同研究費制度については、本学の理念の一つである学際的研究の推進と学内における

競争的な研究環境の創出を目的として設定されており、２つ以上の学科の教員から成る研

究グループから共同研究課題を募り、審査後の採択された研究課題については、１件当たり

50～100 万円の研究費を支給している。2021(令和３)年度の共同研究費の採択件数は、３件

となっている。 

2021(令和３)年度の科学研究費補助金申請件数は、基盤研究Ｃ：２件（採択１件）、若手

研究：４件、挑戦的研究（萌芽）：１件であった。民間団体研究助成金申請８件（採択１件）

であった。 

 

○研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障等 

 教員の研究室については、原則として助教以上の専任教員に 23 ㎡の１室が割り当てられ

ている。理学療法学科については、助教は専用の研究室を有しておらず、学科事務室の個人  

評価の視点１：研究活動を促進させるための条件整備 
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デスクにおいて業務や研究活動を遂行している。看護学科については、一部の講師･助教は

２人で一つの研究室を共用している。研究室のコンピュータ設置や電話･インターネットの

整備状況に関しては問題ない。 

 各教員の研究時間の確保については、原則として週１日の研究日を設けている。また、夏

季及び春季休暇中の授業のない日を研究に充てられるようにしている。さらに、役職者等を

除けば、校務に費やされる時間は必ずしも多くないことから、教員が必要な研究時間を確保

することは可能である。ただし、看護学科の臨地実習期間中は、教員が学生指導を行うため

実習先に同行しなければならず、週１日の研究日確保は難しい状況である。 

 

○ティーチング・アシスタント（ＴＡ）、リサー チ・アシスタント（ＲＡ）等の教育研究活

動を支援する体制 

教育研究支援体制の整備の一つとして、教育研究支援職員の配置が挙げられる。主として

教育上の必要性を勘案したものであるが、この業務は助手が担当している。この助手につい

ては、各学科に２名から５名配置されており、臨床（地）実習をはじめとして教員の教育研

究活動の支援に充てている。具体的には、各学科で授業に使用する消耗品の補充や外部業者

への発注及び各学科の専門科目の学内演習及び臨床（地）実習など、前述したように、本学

では教育目標を達成するための研究教育環境については、大学設置基準以上の規模で整備

している。 

（１）教育研究支援体制の整備の一つとして、教育研究支援職員の配置が挙げられる。主

として教育上の必要性を勘案したものであるが、この業務は助手が担当している。この助

手については、各学科に配置されており、臨床（地）実習をはじめとして教員の教育研究

活動の支援に充てている。具体的には、理学療法学科及び看護学科の解剖学（人体の構

造）、生理学（人体の機能）の実習、保健栄養学科の生化学･栄養生理学の実習、各学科の

専門科目の学内演習及び臨床（地）実習などがある。 

（２）研究成果の公表については、研究紀要（年１回）を刊行し、教員の研究成果を学内外

に発信している。（産業社会学部の研究紀要は、開学の平成６年度より発刊し、それ以降毎

年発行された。2021(令和３)年版（2021 年 3 月 31 日発行）の医療保健学部の「医療保健学

研究」13 号では、報告３編、実践報告１編が掲載されている。 

（３）国内外の大学･研究機関の研究成果の受信については、教員の各研究室で大学図書館

を通したデータベース利用により、研究室において医学・医療系のデータベースの受信が可

能である。 

（４）教員の研究室については、原則として助教以上の専任教員に 23 ㎡の１室が割り当て

られている。理学療法学科については、助教は専用の研究室を有しておらず、学科事務室の

個人デスクにおいて業務や研究活動を遂行している。看護学科については、一部の講師･助

教は２人で一つの研究室を共用している。研究室のコンピュータ設置や電話･インターネッ

トの整備状況に関しては問題ない。 

（５）各教員の研究時間の確保については、原則として週１日の研究日を設けている。また、

夏季及び春季休暇中の授業のない日を研究に充てられるようにしている。さらに、役職者等

を除けば、校務に費やされる時間は必ずしも多くないことから、教員が必要な研究時間を確

保することは可能である。ただし、看護学科の臨地実習期間中は、教員が学生指導を行うた
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め実習先に同行しなければならず、週１日の研究日確保は難しい状況である。 

 

８．１．５ 研究倫理を遵守するために必要な措置を講じ、適切に対応しているか。 

 

１．研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み 

１）規定の整備 

本学では、研究倫理を遵守するための措置の一つとして、2007(平成19)年度に「つくば国

際大学倫理委員会規則」を定め、文部科学省･厚生労働省が制定した「疫学研究に関する倫

理指針」及び厚生労働省が制定し、疫学研究･臨床研究の研究計画について倫理審査を行っ

ている。また、2013(平成25)年９月には倫理審査委員会ワーキンググループを立ち上げ、「つ

くば国際大学倫理委員会規則」及び「倫理審査申請書」の見直しを行い、合わせて人文･社

会系研究の倫理指針の策定等についても取り組みを開始した。その後、2015(平成27)年５月

には「つくば国際大学人文･社会系研究倫理指針」としてまとめ上げ、同年６月には2014(平

成26)年12月の文部科学省･厚生労働省告示「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」

を受け、本学の「つくば国際大学倫理委員会規則」を改正した。 

 

２）教員及び学生における研究倫理確立のための機会等の提供（コンプライアンス教育及

び研究倫理教育の定期的な実施等） 

 組織として管理責任の明確化等が求められていることから、コンプライアンス教育、公

的研究費執行及び管理等の管理監督を行うコンプライアンス推進責任者並びに研究活動に

関わるものを対象に、定期的に研究倫理教育を実施し、不正を抑止する適正な環境の整備

をしている。また、2016(平成 28)年度には、教員・助手に対して受講を義務化したコンプ

ライアンス研修会を開催するとともに、受講後に日本学術振興会の研究倫理 e-learning

コースを受講させ、研究倫理に関する研修を行った。2017(平成 29)年度からは、毎年、新

採用の教員・助手に対して、コンプライアンス研修会の受講と日本学術振興会の研究倫理

e-learning コースの受講を義務化しており、研究倫理に関する研修を継続して行ってい

る。 

 

３）研究倫理に関する学内審査機関の整備 

倫理委員会では、外部委員として医学医療系倫理審査の経験豊富な医師と、2015(平成

27)年度からは法律分野の専門家を加えた倫理委員によって審査を行っている。研究責任

者から提出された「倫理審査申請書」及び「研究計画書」について、「つくば国際大学倫

理委員会規則」と新たに策定した「つくば国際大学人文･社会系研究倫理指針」に則っ

て、公正かつ中立的な立場から、倫理審査を行うことになっている。 

審査の観点として、本学の倫理委員会規則の第９条（審査の内容）に、（１）科学的合

評価の視点１：研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み 

・規程の整備 

・教員及び学生における研究倫理確立のための機会等の提供（コンプラ

イアンス教育及び研究倫理教育の定期的な実施等） 

・研究倫理に関する学内審査機関の整備 
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理性、（２）インフォームド･コンセント、（３）人権擁護、（４）個人情報の保護、（５）

安全性、（６）利益相反行為を明記している。2021(令和３)年度には、倫理委員会を３

回、さらに倫理委員会のもとに設置した迅速倫理委員会を１回開催し、合計 17 件の研究

課題を審査し、17 件が承認された。研究倫理に関する倫理教育研修会を１回開催した。 

研究費の不正使用の防止を図るために、「つくば国際大学研究費の不正使用防止に関す

る規則」及び「つくば国際大学における研究費等の不正に係る調査に関する取扱規程」を

定め、いずれも 2015(平成 27)年４月１日より施行となっている。2016(平成 28)年度に取

り組む課題として、「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

(2014(平成 26)年８月 26 日)」をもとに、更に不正行為の防止体制の整備に取り組んでい

く。 

動物実験などに関する研究倫理を遵守するために、本学では2010(平成22)年度に「つく

ば国際大学動物実験規程」を定め、文部科学省が制定した「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」を遵守して教育･研究を行うようにしている。動物実験委員

会は、実験動物を用いた研究計画についての倫理審査を中心に開催されている。具体的に

は、動物実験規程、動物実験の実施体制、動物実験(経過･終了･中止)結果報告書、動物実

験の実施状況、動物実験実施者に対する教育訓練等を取り扱っている。2021(令和３)年度

は動物実験委員会を１回開催している。また、大学ＨＰで動物実験に関する情報の更新を

行っている。2017(平成29)年11月24日には、本学の動物実験に関する適正化と透明化等を

目的とし外部検証（公益社団法人日本実験動物学会）を受けている。 

 

 

８．１．６ 教育研究等環境の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。 

また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

１ 適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

基準８の充足状況として学習や教育研究に必要な校地･校舎及び施設･設備を整備してい

る。また、教育研究に必要な学術情報を提供する図書館等も整っている。研究倫理を遵守す

るための様々な体制も整えている。これらのことから、同基準を充足している。 

 具体的には、両キャンパスでは教育環境の向上について定期的に検討の上、必要な整備を

順次行っている。また、医療保健学部長・学科長会（学部懇談会）において、キャンパスの

整備等の点検・評価を行い、必要な改善事項を学長に具申している。 

  

２ 点検・評価結果に基づく改善・向上 

 キャンパス環境整備に関わる決定事項の執行及び施設・設備の維持管理は各キャンパス

事務部の総務課が担当している。施設及び安全面も計画的に整備・拡充が進んでいる。教員

には個人研究室を設置し、教育研究活動を支援する環境を整備している。 

 図書館においては、学生及び教職員の利用状況等から利便性の向上策を定期的に検討し、

両キャンパス共通の改善事項がある場合には図書館委員会および図書選定委員会において

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 
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審議・決定している。 

１）倫理研究、研究活動の不正防止に関する取り組み 

 毎年度、「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」に基づく取り組

み状況を文部科学省に提出し、公正な研究活動に関して点検して適切に対応している。 

 併せて、公的研究費の不正使用防止に関して文部科学省「研究機関における公的研究費の

管理・監査ガイドライン（実施基準）」に定めるコンプライアンス教育を学部長が毎年度、

実施している。また、「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）」に基づく体制整備等自己評価チェックリストを法人監事の確認を経て文部科学省に提

出し、公的研究費の管理・監査の管理体制に関して点検し、適切に対応している。 

 また、文部科学省に提出する２つのチェックリストによる点検はもとより、毎年度策定す

る公的研究費不正防止計画について、公的研究費不正防止計画が見直す必要がある事案が

現出したかどうかを点検した上で、同計画を適時見直して運営するなど改善をおこなって

いる。 

学習や教育研究に必要な校地･校舎及び施設･設備を整備している。また、教育研究に必要

な学術情報を提供する図書館等も整っている。研究倫理を遵守するための様々な体制も整

えている。これらのことから、同基準を充足している。 

２）効果が上がっている事項 

各学科ともに施設･設備が充実しており、教育研究環境面での問題はない。2013(平成 25)

年度の診療放射線学科新設、さらに 2014(平成 26)年度の臨床検査学科新設及び 2016(平成

28)年度の医療技術学科新設にともない、教育環境や研究環境の施設･設備が整備されてい

る。 

 

８．２ 長所・特色 

 つくば国際大学キャンパスでは、2021(令和３)年度に学生教育を目的に、ＭＲＩ検査棟が

竣工し使用が開始された。医療系の大学で学生教育のためにＭＲＩ装置のような高度の医

療設備を有する施設は少なく、本学ならでは取り組みであり、大きな特色である。 

 また、新型コロナウイルス感染症による学生に入構規制に伴うオンライン授業に対応す

るため、Ｗｉ-Ｆｉ環境の整備・拡充により、学生が快適に利用している。 

図書館においては、コロナ禍においてどのような支援ができるのかを考え、送本貸出やア

グリゲータ系データベース（電子ジャーナル、電子書籍）のリモートアクセス環境をオンラ

イン授業実施にあわせて迅速に対応した。その結果、電子書籍の利用が前年度に比べ約５倍

に伸びた。 

 

８．３ 問題点 

（１）研究成果については、規程を策定するなどして研究環境等を整備してきたが、業績と

しての成果は十分とは言えない状況である。今後、学術雑誌や学会機関誌など、よりレベル

の高い雑誌への発表件数を上げていく必要がある。特に英文学術論文による研究成果の公

表は、一部の教員しか行っていない。 

研究業績について、教員･助手の研究活動を維持･発展させるために、今後も学内共同研究

と医療保健学研究への学術論文の投稿の奨励が必須である。 
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（２）よりレベルの高い研究発表件数を上げていくためにも、2012(平成 23)年３月発行の

第３号から「医療保健学研究」で英文論文の掲載が可能となったことから、その発表機会が

増えるよう学部研究紀要委員会を通じて促していく。研究グループの整備については、恒常

的な研究グループの形成により、教員･助手の研究活動の展開と安定化を図っていく。 

 

（３）学生食堂について 

 つくば国際大学キャンパスでは診療放射線学科、臨床検査学科及び医療技術学科の３科

に加え、2021(令和３)年度には第 2キャンパス隣接地にある「つくば国際短期大学」が本キ

ャンパス内に移転する予定である。本キャンパスの学生食堂は３科の学生数を勘案しても

狭隘な状況であり、昼時には学生が列をなすなどが生じていた。「つくば国際短期大学」が

移転し学生数が増加すると益々混雑が予想され、改善策を講じる必要がある。 

 

８．４ 全体のまとめ 

 本学の教育研究等環境の整備については、中・長期計画の中で、基本的な教育研究環境の

整備と新型コロナウイルス感染症などに対しても時代の状況に即した環境整備を行ってい

るところである。また、教育研究等の環境整備は本学の教育理念を反映したものとして立

案・計画されている。教育環境においては、ラーニング室を多数設置など、社会環境・教育

環境の変化に対応して拡充してきた。また、研究環境については、「研究機関における公的

研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく体制整備等自己評価チェックの

遵守・啓蒙により、科学研究費等の外部資金獲得を行うなど研究環境の整備に努めている。

また、研究倫理教育や研究倫理については、適切に対応している。 

 以上のように、本学の理念を踏まえた教育研究等環境に関する方針を明示・共有すること

により、それに基づいた施設・設備等の環境を整えていると判断できる。今後は定期的にそ

の内容を点検・評価をして、時代に即した改善を行っていく必要がある。全体のまとめとし

て、本学の教育研究等環境の整備については、本学開学の理念とし、特色ある環境が実現さ

れていると判断できる。 
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第９章 社会連携・社会貢献 

 

９．１ 現状説明 

９．１．１ 連携・社会貢献に関する方針を定めているか。 

評価の視点１： 全学的な基本方針の設定 

評価の視点２： 社会との連携・協力に関する学則による規程 

評価の視点３： 社会との連携・協力に関する協定 

 社会連携・社会貢献に関しては、本学が積極的に社会との連携・協力を図っていく上での

基本な考えを学則および大学が所在する土浦市との連協定書において示し、その到達目標

として以下の３点を挙げている 

① 公開講座等を開設し、大学のもつ知的資源を地域社会に公開、還元する。 

② 地域社会の諸組織の委員として参加し、大学のもつ知的資源を提供する。 

③ 学生の地域社会への参加による社会貢献を推進する。 

 学則では第９節地域交流の第 52 条に公開講座、第 53 条に大学開放について規程が定め

られている。2011(平成 23)年２月に土浦市と締結した連携・協力に関する協定書では「保

健・医療・福祉や情報技術、まちづくり等のさまざまな分野において、相互の緊密な連携と

協力により、人的・知的資源の交流のもと、個性豊かな地域社会の形成、発展に寄与するこ

とを目的とする」という趣旨のもとで社会連携・社会貢献の活動を展開することとした。ま

た、土浦市および障がい者団体と協働して 2009(平成 21)年３月に「防災の手引き」を発行

し、更に東日本大震災をうけてこれを見直し、2013(平成 25)年３月に「災害時に手助けが

必要な人のための防災の手引き」を発行するなど、地域社会との連携・協力を推し進めてい

る。 

 

９．１．２ 教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。 

評価の視点１： 教育研究成果の社会還元に対する大学全体として取り組み 

評価の視点２： 大学の特色を生かした社会連携および地域貢献 

評価の視点３： 教員の専門性を生かした国・地方自治体・団体等への協力 

評価の視点４： 教職員・学生の地域住民との連携 

 本学では、「つくば国際大学公開講座規程」に基づき公開講座委員会を設置し、大学全体

として教育研究成果の社会還元に取り組んでいる。本学が関わる公開講座には、本学主催の

公開講座、土浦市生涯学習館との共催の公開講座、茨城県高大連携事業としての高校生向け

公開講座があり、これらの講座では主に医療・福祉分野の講座を開講し、その講師を本学教

員が務めている。2021(令和３)年度は COVID-19 感染拡大防止を受けて公開講座は開講しな

かった。 

 個々の教員の活動については、その専門性基づいて主に医療・福祉分野において講演会・

研修会への講師派遣、学会・研究会等の役員および委員、他教育機関等への非常勤講師派遣

等、マスコミへの貢献、その他の教育・研究成果の社会への還元、国・地方自治体が運営す

る事業等における委員等など、多数の社会貢献および教育研究成果の社会還元が行われて

いる。また、地方自治体への協力、地域活性化協力・文化活動協力、地域活動連携・ボラン
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ティア活動、募金・寄付活動などを通した社会に貢献をしている。 

 国際貢献については、理学療法学科の教員が Section Editor として、保健栄養学科の教

員が Associate Editor および Guest Editor(２件)として、それぞれ英文学術誌の編集に携

わった。 

 

９．２ 長所・特色 

 本学は医療系６学科を有する全国有数の医療系単科大学で、所属する多くの教員は、医療

系専門職(理学療法士、看護師、保健師、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨

床工学技士など)の国家資格をもち、医療現場での職務経験がある。教員は多様化する医療

系分野において各専門職としての専門性を生かし、３つの公開講座を通して市民や高校生

対象に医療・福祉分野を主テーマとした講演を行うことで、大学のもつ知的資源を地域社会

に公開・還元している。また、教員の専門性は土浦市との協定(平成 23 年２月締結)を背景

とした「防災の手引き」や「災害時に手助けが必要な人のための防災の手引き」の発行など

にも生かされている。 

 教員個々の活動についても、その専門性を生かした講演会・研修会への講師派遣、マスコ

ミへの貢献、学術団体および職能団体の役員や高校・医療施設での活動等、国・地方自治体

が運営する事業等における委員等などを通して、大学のもつ知的財産の提供による多くの

社会貢献がなされている。 

 

９．３ 問題点 

 社会貢献・社会連携については学則および土浦市との連協定書を基に到達目標を設定し

ているに留まっている。教員の活動については、教育・研究成果の社会への還元として公開

講座派遣、講演会講師派遣、研修会講師派遣、マスコミへの貢献など、国・地方自治体への

協力として各種公的委員、地方自治体協力、地方活性化協力、文化活動協力など、教職員・

学生の地域住民との連携について地域活動連携、ボランティア活動、募金・寄付活動などの

件数を、医療保健学部自己点検・自己評価委員会が年度ごとに集計し、点検している。しか

し、全学および学部の自己点検・自己評価委員会が推進する内部質保証には社会連携・社会

貢献は含まれず、教員個々の活動については、項目別の実施件数の集計・点検に留まってい

るため、教員の活動に対する適切性評価やフィードバック、点検・評価を踏まえた改善・向

上などについて、組織的に取り組んでいく必要がある。 

 

９．４ 全体のまとめ 

 本学における社会連携・社会貢献は、学則および土浦市との協定を基に到達目標を設定し、

推進している。大学の取り組みとしては、公開講座の主催、共催および講師派遣を主に行っ

ている。教員個々の活動については「教育・研究成果の社会への還元」「国・地方自治体へ

の協力」「教職員・学生の地域住民との連携」について細項目を設定し、その件数を医療保

健学部自己点検・自己評価委員会が年度ごとに集計・点検している。特色として、学部・学

科構成を背景とした教員の専門性を生かし、特に医療・福祉分野で多くの社会連携・社会貢

献が行われている。大学および教員の社会連携・社会貢献に関する取り組みについて、大学

としての基本方針、基本方針を決定した上で評価・フィードバック・改善と向上への方策、
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全学内部質保証における位置づけ等を検討する必要がある。 

第 10 章 大学運営・財務 

 
第１節 大学運営 
10（１）．１ 現状説明 

10（１）．１．１ 大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現す 

るために必要な大学運営に関する大学としての方針を明示しているか。 

 

本学では、大学の理念・目的を実現し、大学の機能を十分に発揮させ教育研究活動を支援

するため、学科毎に提出された「教育力の強化」、「学生支援力の強化」、「学生募集力の強化」、

「研究力の強化」に係る 2022(令和４)年度からの中期事業計画を立案（2022(令和４)年３

月 26 日理事会で承認）した。また、同時に教育機器備品の充実を図るため、各学科からの

設備備品の購入計画に基づき計画的に基本金組み入れを行っている。教育機器備品購入計

画についても、理事会において詳細に説明され承認されている。基本金組み入れ後の事業計

画についてはホームページ上で公表している。 

 

10（１）．１．２ 方針に基づき、学長をはじめとする所要の職を置き、教授会等の組織を

設け,これらの権限等を明示しているか。また、それに基づいた適切な大

学運営を行っているか。 

 

 学校法人は、円滑に教育活動を行うために、私立学校法、学校教育法、大学設置基準、学

校法人会計基準等に基づき「学校法人霞ヶ浦学園寄附行為」、「つくば国際大学学則」をはじ

めとする諸規程を整備し、適切に運営している。 

 学長の選任手続きに関しては「つくば国際大学学長選任規程」に基づいて実施されている。

そこに示されている選任及び学長候補者の資格は次のとおりである。 

（学長の選任） 

第２条 学長は、学校法人霞ヶ浦学園理事会（以下「理事会」という）が選考し、理事長が

評価の視点１：大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期計画等を実現する 

ための大学運営に関する方針の明示 

評価の視点１：適切な大学運営のための組織の整備 

・学長の選任方法と権限の明示 

       ・役職者の選任方法と権限の明示 

       ・学長による意思決定及びそれに基づく執行等の整備 

       ・教授会の役割の明確化 

       ・学長による意思決定と教授会の役割との関係の明確化 

       ・教学組織（大学）と法人組織（理事会等）の権限と責任の明確化 

       ・学生、教職員からの意見への対応 

評価の視点２：適切な危機管理対策の実施 
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任命する。 

（学長候補者の資格） 

第５条 学長候補者は、本学の内外を問わず、学校法人霞ヶ浦学園の建学の精神に十分な理

解をもち、人格高潔、学識に富み、かつ、教育行政に関して識見を有するものでなければな

らない。 

 学長の権限と責任は、「学校法人霞ヶ浦学園組織規程」第５条において、「学長は、大学を

代表し、校務全般を掌理し、大学職員を統督する。」と定められている。 

副学長、学部長、学科長、教学部長、図書館長の職制についても同規程に定めており、 

その選任方法は「つくば国際大学副学長等選任規程」に則っている。 

学長による意思決定及びそれに基づく執行等の整備、教授会の役割の明確化については

2015(平成 27)年の学校教育法等の改正に伴い、諸規程等を一部改正し、学長が決定を行う

にあたり意見を述べる事項を明確に規定し、「つくば国際大学教授会規程」に定めている。 

 教学組織（大学）と法人組織（理事会等）の権限と責任の明確化については、「学校法人

霞ヶ浦学園組織規程」により、法人の管理機構教育研究の組織、教育研究の管理組織、事務

組織をそれぞれ定めている。学校法人の決定機関である理事会に関しては、「学校法人霞ヶ

浦学園理事会業務委任規程」を制定し、同規程に則り運営している。 

 学生からの意見については、学生の団体として「課外活動連絡会」、「霞祭実行委員会」「卒

業に関する事業委員会」があり、各団体からの意見を教授会選出の「学生委員会」の担当教

員が取りまとめ、学生委員会で審議し、必要に応じて教授会に報告し、回答を学生側に戻し

ている。教職員からの意見については、各種委員会において教員と職員が連携して運営して

おり、委員会で協議している。 

 危機管理対策としては、火災、震災、その他の災害による人的、物的被害を軽減するため

「つくば国際大学防災管理規程」を定め、適正な運営を図っている。事務局の男子職員は全

員「防火管理者」の資格を有し、キャンパスごとの自衛消防隊を職員中心に組織し、防災に

関わる意識を備える体制を整えている。 

 

10（１）．１．３ 予算編成及び予算執行を適切に行っているか。 

 

予算執行については理事会（年４回開催）で進捗状況が説明されている。予算を執行する

際は稟議書を起案し承認後に実行している。 

内部統制としては、非常勤監事をはじめ公認会計士、監査法人による執行状況の検証を年

複数回実施しており、同時に予算執行の効果の妥当性や金額の適正についても説明してい

る。 

 

10（１）．１．４ 法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援、その他大学運

営に必要な事務組織を設けているか。また、その事務組織は適切に機能

しているか。 

評価の視点１：予算執行プロセスの明確性及び透明性 

・内部統制等 

       ・予算執行に伴う効果を分析し検証する仕組みの設定 
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大学運営に関する業務、教育環境活動支援業務のため、学校法人霞ヶ浦学園事務組織規程

に基づき５課（教務課、学生課、情報図書課、就職指導課、総務課）を設置し、ほかに企画

広報室、第２キャンパス事務室を置いている。各課室は大学事務局長の指揮監督下、連携を

取りながら円滑な運営を図っている。 

職員の採用及び昇格に関する事項は、「学校法人霞ヶ浦学園つくば国際大学就業規則」に 

則り公正に執り行われている。 

なお、2021(令和３)年度から併設短期大学が大学の敷地内に移転したことから、事務業務

の高度化への対応と効率化を図るため、業務を総合的に見直しするとともに、短大職員の人

員配置を含め、事務組織の再編を行う計画がある。 

教学運営その他の大学運営における教員と職員の連携関係については、教学に関する会議、

各種委員会等に事務職員が構成員として参画し、教員とともに連携してその運営にあたっ

ており、教職員が一体となって大学の重要な役割を担っている。 

   

10（１）．１．５ 大学運営を適切かつ効果的に行うために、事務職員及び教員の意欲 

及び資質の向上を図るための方策を講じているか。 

 

本学では、事務局職員の資質の向上と自己啓発を支援するために「つくば国際大学ＳＤ委

員会規程」を定め実施している。これまでは、職員が講習会等で受講した内容について、職

員対象に研修会を開催し、全職員が同様の知識を得られるように取り組んでいたが、

2022(令和３)年度は初めて教職員が全員参加し、ハラスメント研修会、ＦＤ報告会を受講し

て資質向上を図った。 

 

 

10（１）．１．６ 大学運営の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。 

また、その結果をもとに改善向上に向けた取り組みを行っているか。 

 

中期計画に策定した項目については、年数回開催される理事会において進捗状況等を報

告し、評価・見直しを実施している。学内においては、担当部署のよる点検評価を実施し、

自己点検・評価委員会へ報告し、改善・向上を行う機会を設けている。 

監査プロセスの適切性については、「学校法人霞ヶ浦学園寄附行為」第 16 条に基づき、監

評価の視点１：大学運営に関わる適切な組織の構成と人員配置 

・職員の採用及び昇格に関する諸規程の整備とその適切な運用状況 

      ・業務内容の多様化、専門化に対応する職員体制の整備 

      ・教学運営その他の大学運営における教員と職員の連携関係（教職協働） 

       ・人事考課に基づく、職員の適正な業務評価と処遇改善 

評価の視点１：大学運営に必要なスタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の組織的な実施 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な評価・点検 

評価の視点２：監査プロセスの適切性 

評価の視点３：点検・評価結果に基づく改善・向上 
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事２名（非常勤）が学園の業務の執行及び財産の状況について、適切に監査を実施し、必要

に応じて意見を述べるとともに、監査結果を盛り込んだ監査報告書を作成して理事会及び

評議員会に提出している。会計監査は監査法人により毎年複数回実施し、適切な会計処理を

行うため意見交換を行っている。公的研究費については、科学研究費補助金の使用について

学園本部職員による内部監査を実施している。 

 

10（１）．２ 長所・特色 

令和３年度に初めて教職員全員参加型の研修会を実施し、共通認識を図ることができた。

今後も同様な取り組みを積極的に計画したい。 

 

10（１）．３ 問題点 

特にない。 

 

10（１）．４ 全体のまとめ 

  大学では適切に大学運営を行うため、学長をはじめとする所要に職を置き、学長、役

職者の選任方法、権限等を規程に明確に定めている。また、教授会等を置き、その役割

等も規程により明確にしている。 

  教学運営その他大学運営における教員と職員の連携については、各種委員会に事務局

職員が参画し連携しながら運営している。 

  監査体制についても、関係法令等に基づき適切に実施することにより、監査の有効性

を担保している。 
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第２節 財務 

10（２）．２ 現状説明 

10（２）．２．１ 教育研究活動を安定して遂行するために、中・長期の財政計画を適切に

策定しているか。 

 

本学では 2022(令和４)年度からの中期事業計画を立案（2022(令和４)年３月 26 日理事会

で承認）し、今後の教育環境の整備・充実を図るため、計画的に基本金の積み立てを行うこ

ととした。 

日本私立学校振興・共済事業団が公表する「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区

分」では、経営収支差額が３か年のうち２か年以上赤字である場合、その学校法人の経営状

態は、「正常状態」から「イエローゾーンの予備的段階」に区分されることとなる。 

本学の経常収支差額は、過去４年間収入超過を維持しており、「正常状態」に区分されて

いる。教育活動収支差額についても、過去４年間収入超過で推移しており、教育環境の整備・

充実に向けて今後も安定した財務基盤を維持していく。 

 

10（２）．２．２ 教育研究活動を安定して遂行するために必要かつ十分な財務基盤を確立

しいてるか。 

 

 本学の財務状況は、学生生徒等納付金収入が順調に推移しており、借入金もなく、キャン

パス整備についてはすべて自己資金で賄われている。現在はキャンパス整備も一段落して

おり、今後は新たに図書館の建設を計画している。 

 これからも、事業活動収支計算書関係比率と貸借対照表関係比率については、注視してい

くとともに、財務の計画を立てる際の数値目標として利用することも検討している。 

 現在は学生生徒等納付金収入が安定して推移しているが、学科によっては入学者数が伸

び悩んでいるところもあり、募集戦略の更なる充実が必要である。同時に支出の削減も必要

であるが、学生への教育環境の整備、維持が鈍化しないよう計画的に整備していくことが必

要である。なお、教育研究比率がやや低めに推移しているのは、固定資産として教育研究備

品を購入しているためである。 

外部資金については、文部科学省の科学研究費補助金を主に獲得しているが、採択状況は

依然低水準であり、今後の課題となっている。 

 

10（２）．２．２ 長所・特色 

評価の視点１：大学の将来を見据えた中・長期の計画等に則した中・長期の財政計画の 

策定（私立大学） 

評価の視点２：当該大学の財務関係比率に関する指標又は目標の設定 

評価の視点１：大学の理念・目的及びそれに基づく将来を見据えた計画等を実現するた

めに必要な財務基盤（又は予算配分） 

評価の視点２：教育研究活動の遂行と財政確保の両立を図るための仕組み 

評価の視点３：外部資金（文部科学省科学研究費補助金、寄附金、受託研究費、共同研究

費等）の獲得状況、資産運用等 
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安定した財務基盤の元、各種数値も良好であり、この状態を今後も継続して維持していく。 

 

10（２）．２．４ 問題点 

外部資金の獲得状況が低水準であり、改善の必要がある。 

 

10（２）．２．５ 全体のまとめ 

中期事業計画を基に基本金の積み立てを行い、教育研究活動に支障のないよう財務基盤

を整えている。財政状況は安定しており必要な財政基盤を確保している。今後も中期事業計

画と連動した予算編成の実施と事業の促進支援を図る。 
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終 章 

 

１． 理念・目的、教育目標の大学全体の達成状況 

つくば国際大学では、学則により大学の目的と理念を定めている。また、大学の目的に整

合した各学科の目的・教育目標を定めている。さらに、大学の目的および学部の教育目標に

基づいた学位授与方針と教育課程の編成・実施方針を定め、必要に応じて改善している。 

その理念・目的、教育目標の達成状況をみる指標として、国家試験合格率、就職率、学生

の授業評価アンケートの結果がある。2021(令和３)年度について、本学が養成している専門

職種のうち診療放射線学科の国家試験合格率が全国平均を上回り、他の職種では全国平均

と同等若しくは下回っていた。国家試験合格者のほぼ 100％が保健・医療の分野で就職して

いる。その多くは茨城県内に就職しており、教育効果を地域社会に還元している。これから

も本学の理念・目的、教育目標を達成するための取り組みをさらに強化する必要がある。 

 

２． 優先的に取り組むべき課題 

2009(平成 21)年度に実施された本学の大学基準協会による第三者評価では、実現すべき

改善事項として、在籍学生数比率が低い学科について指摘を受けた。指摘を受けた産業社会

学部については、産業情報学科をメディア社会学科へと改編し、また、社会福祉学科におい

ても本学への進学希望者を増大する種々の策を打ったが、いずれも成果は見られなかった。

そのため、メディア社会学科の学生募集は 2014(平成 26)年度より停止、社会福祉学科につ

いても 2016(平成 28)年度から停止することが決定された。 

医療保健学部の保健栄養学科では、入学者数比率の適正化を図るため、2014(平成 26)年

度より定員を 40 名に削減し、入学者数比率が 1.05 に改善し、その後、大幅に低下したが、

2020(令和２)年度には 0.83 まで持ち直したものの、2021(令和３)年度には 0.48 と再び低

下した。 

なお、理学療法学科の 2021(令和３)年度入学者比率は 1.19 であった。看護学科の 2021(令

和３)年度入学者比率は 0.83 とやや低下したが、これを含めた過去３年平均は 0.97 であっ

た。2013(平成 25)年度には診療放射線学科が新設され、2021(令和３)年度の入学者数 113

名、入学者比率は 1.41 と高い値を保っている。2014(平成 26)年度に新設された臨床検査学

科では、入学者数に波があるが、2021(令和３)年度の入学者数は 85 名、入学者比率は 1.06

とこの年度においては定員を満たしている。2016(平成 28)年度に新設された医療技術学科

の入学者数はほぼ一定で 2021(令和３)年度の入学者数は 48 名、入学者比率は 1.2 であっ

た。 

 

入学者数比率の改善のための取り組みとして以下のようなことを実施しており、少しず

つではあるが効果が認められてきている。 

１）きめ細かな入学前学習、初年次教育 

２）ＦＤの推進による教員の意識改革と授業の向上 

３）学科の特色を活かしたチーム医療教育における学科間連携授業の導入 

４）在校生参加の体験型オープンキャンパスの開催 
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５）個別指導による国家試験合格率の向上 

６）広報担当職員と教員の連携による茨城県内および周辺県の高等学校訪問 

７）茨城県外受験者確保のための東京会場の開設 

８）入学試験受験申し込みを簡素化するための Web 利用 

 

３． 今後の展望 

 大学全入化が進む中で、本学の発展のためには本学独自の魅力ある大学づくりに取り組

む必要がある。そのための方策をいくつか挙げる。 

・大学全入化に伴って、入学生の学力格差は一層大きなものになってくる。特に基礎学力の

低い学生への対応として、入学前の課題提供ときめ細かなフォローアップが不可欠とな

る。入学前からの事前教育を効率的に行うには保護者はもとより高等学校との連携が欠

かせない。生徒個々に対応するように複数の事前教育プログラムを設定し、広報活動を通

して周知していく。 

・個々の学生に対応できるゼミを開設する。 

・初年次の基礎科目教育を円滑に実施するため、正規の授業時間以外の補習教育によって初

期からの学習のつまずきに対処していく必要がある。そのための学習支援体制の整備が

必要である。 

・教育内容の充実を図るとともに個々の教員の積極性を高めるためのＦＤ活動を促進する。 

・医療保健学部は保健・医療の専門職を養成する複数の学科をもつことから、本学の特色を

活かした「チーム医療教育」を展開する必要がある。そのためのプロジェクト・チームを

立ち上げ、現状分析、単年度の短期目標の設定、目標達成のためのカリキュラムの作成、

その効果の検証などの一連のプロセスを作成し、振り返りと共に実行していく。 

・経済的支援についての具体的な対応策を整備する。 
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