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基準 A

保健医療経営大学

Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等
Ⅰ．建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等
＜建学の理念＞
「健康であること」は、人々の最も基礎的かつ重要な願いである。この願いを追求するた
めに、先人達は不断の努力を傾注してきた。現在の我々が享有する健康は、こうした先人
達の努力の積み重ねの結果により担保されている。
しかしながら、時代の変化とともに様相を変えながら、現在の我が国においても、社会
や生活様式が変化する中で、あるいは高齢化が急速に進展する中で、病に苦しみ、また、
介護や福祉などの社会の支援を必要とする多くの人がいる。
一方、世界に目を移せば、極めて低い水準の健康しか享有できない多数の人々が、日々
苦しみ、そして斃れている。
WHO 憲章前文には、
「到達しうる最高水準の健康を享有することは、万人の有する基本的
権利のひとつである」と謳う。
本学は、我が国及び世界の全ての人々が等しく高い水準の健康を享有する社会が実現さ
れんことを願い、これに貢献するための教育及び研究に取り組むことを目的として、ここ
に設立する。
＜使命・目的＞
保健・医療・福祉分野は、言うまでもなく私たちの生活を支える重要な分野である。高
齢化の進展や国民の健康志向、さらに医療の高度化などを背景として、健康増進サービス
を含む保健・医療・福祉関連分野は、今後ますます大きな市場規模の拡大が見込まれる数
少ない分野の一つである。しかしながら、世界に類例のない少子高齢化が進む中で、巨額
の財政赤字等を背景とする社会保障費の抑制や、様々な保健・医療・福祉分野の制度改革
が抜本的に進められていることに加え、生活習慣病の増大などの疾病構造の変化、情報提
供や患者サービスの向上などに対する国民のニーズの高まりと実際のギャップ、産科や小
児科などにおける医師不足、介護サービスをめぐる問題など、保健・医療・福祉分野は様々
な課題に直面している。また、地域社会においては、地域に必要な保健・医療・福祉サー
ビスをどのように確保していくかということを、地域社会自らが能動的に考えて主体的に
実行していかなければならない時代となっている。これらの課題に的確に対応していかな
ければ、我が国の保健・医療・福祉制度や、地域の保健・医療・福祉サービスは破綻を来
たし、私たちの生活が脅かされることになる。こうした課題への対応は、制度面での対応
が必要なことは当然だが、病院などの医療施設や地域社会においても的確な対応が必要で
ある。医療施設や地域社会は、特に保健・医療・福祉分野において非常に重要な役割を占
めている。
保健・医療・福祉分野は、課題が非常に広範かつ長期的なものであることから、中長期
的な視野に立ちつつ、情勢や制度の変化に的確かつ柔軟に対応していくことができる「経
営」の能力が求められている。しかしながら、保健・医療・福祉分野では、こうした「経
営」の視点は、従来必ずしも重きを置かれず、「経営」を担う人材は非常に不足している。
今後は、保健・医療・福祉分野における「経営」の機能向上が求められており、そのニー
ズに応えることが本学の使命である。
本学は、我が国の保健・医療・福祉分野が将来にわたり適切に持続されることに貢献す
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るため、保健・医療・福祉分野の経営を担う人材を育成することを目的として設立した。
特に九州においては、人口当たりの病院数や医療従事者数が多い、医療費や介護費が高い
といった特色を有しており、本学が九州の地に設置されることは大いなる意味がある。

＜使命・目的を達成するための教育の理念＞
＜使命・目的を達成するための教育の理念＞
人を、社会を、未来を、自分を見つめ、そして理解できる人材を育成することが教育の
理念である。
「人」を理解する
保健医療分野は、傷病、障がいなどを負い、あるいは介護を必要とする人々に直接的
に相対する分野である。このため、この分野に従事する者は、特に、人間の尊厳及び価
値を理解し、相手の立場を慮り、思いやりの心を持ち、相手が何を必要としているかを
常に考えながら接しなければならない。また、人の生命、身体に関わる職業であること
から、高い倫理観、強い責任感を持って従事しなければならない。
「社会」を理解する
保健医療分野は、多くの専門技術職など様々な人が関わってサービスが提供され、ま
た、地域医療連携や業務上の取引、様々な諸制度の下での公的な対応など、内部的にも
対外的にも様々な社会的側面を有している。さらに、サービス提供の直接の相手方のみ
ならず、その家族や社会的背景などが関わってくる場合も多い。
保健医療分野に従事する者は、当該分野のみの狭い視野で物事を把えるのではなく、
こうした様々な社会的側面を理解するための素養を修得し、これら外部の多様な社会性
を尊重する姿勢を持ち、業務に従事することが求められる。
「地域」を理解する
保健医療分野は、地域の実態によりその地域が必要とするサービスは異なり、また、
医療施設等の現場の状況により、その施設におけるサービス提供のあり方も異なるもの
である。このため、地域や現場の状況を的確に把握し分析する視野、その分析を踏まえ、
全体的な制度の下で地域や現場におけるより良いサービス提供のあり方を柔軟に構築
しうる能力が重要である。
また、大学は様々な面で地域社会と密接に関わるものであり、大学及び地域社会の両
者が相互に連携協力を図り、良好な関係を構築することにより、大学の運営及び地域社
会の活性化の双方においてより良い環境が醸成されるという視点も重要である。
「世界」を理解する
我が国の保健医療分野は、様々な課題を抱えつつも、世界最高の平均寿命を達成する
など、優れた結果を残している。一方で、劣悪な保健医療環境にある発展途上国の現状
を知り、その水準向上のために研究・活動することは、国際的な視野のみならず保健医
療分野に従事する者としての視野を広げることに資するとともに、我が国の国際化に貢
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献するものである。その際、単に保健医療の状況のみを捉えるのではなく、その国の歴
史、文化、社会・生活、さらに宗教などを総合的にみる能力を養わなければならないと
いうことも重要である。
「未来」を理解する
保健医療分野は日進月歩で高度化・専門化を続けており、これに従事する者としても、
未来を見据え、より高度な専門性の修得の追求に向けて努力しなければならない。また、
目の前の患者への対応など現在の課題に最善の努力をすることが最も重要ではあるが、
制度・システムの構築はもとより、医学・薬学などの技術的な進歩、人材の養成、地域
の将来見通しの把握などにおいて、中長期的な視野での対応がまた重要である。
「自ら
「自ら」を理解する
保健医療分野に携わる者は、以上のような広い視野を持ち、それらの理解に努めるこ
とが肝要であるが、そのためには、まず、自分の能力、特徴、適性などを客観的に理解
し、その上に立って、自分を信頼していなければならない。こうして自分を知り、信頼
することによって、さらなる自分の能力の向上や世界観の拡大につなげていくことがで
きる。

＜大学の個性・特色＞
保健・医療・福祉分野に従事するには、医学の基礎や様々な法令･制度、診療報酬など特
有の学識が必要である。また、本分野が患者など心身の条件が万全でない人を対象として、
医師・看護師など多くの専門職とともに働く特殊な業務であることにも対応できる素養が
求められる。これらの素養をはじめ「保健医療経営」を担うための能力を修得できること
が本学の教育の第一の特色である。
保健医療経営の基礎は、あくまでも一般の経営学や地域政策学であり、さらに重要なの
は、「豊かな人間性及び幅広い視野」、「課題探求能力」、そして「実践的対応能力・調整能
力」である。本学では、このような能力を修得するため、
○単科大学としては充実した教養科目の配置
○一般の経営学や地域政策学を体系的に学べるカリキュラム構成
○１年次から４年次にわたるゼミ系科目（必修）の配置や多くの実習系科目の配置
などをその特色としている。本学のカリキュラムは、保健・医療・福祉分野でしか通用し
ないものではなく、広く一般企業などでも活躍できる能力を身につけることができるもの
であり、さらに、一般の経営学や地域政策学を基礎として、応用としての「保健医療経営」
を学ぶことで、一般の経営学部などよりも一層実践的な対応能力や応用力を身に付けるこ
とができる。
そのほかの特色として、国際協力分野への取り組みがある。本学では、国際保健医療協
力分野において長年にわたり貢献してきた聖マリアグループなどとの連携の下、国際協力
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分野の研究及び実践活動を進めており、また、国際協力に関心を有する学生のための授業
科目を専門科目として配置し、開発途上国において現地実習を行う科目（「海外フィールド
ワーク」）も設けている。
教育体制上の特色は、小規模校であるがゆえのきめ細かな教育･生活への指導･支援であ
る。１学部１学科の小規模な大学として、教員及び職員が一体となり、学生一人ひとりに
目を配りながら、教育や指導、相談、生活・就職支援に取り組んでいる。学生が履修科目
を選択する際には、４年間の教育体系、将来の進路との関わりなどをじっくりと理解した
上で選定が行えるよう、十分なガイダンスや助言・指導を行っている。

Ⅱ．沿革と現況
1．本学の沿革
平成 18 年

10 月

保健医療経営大学設立準備委員会設立

平成 19 年

4月

文部科学大臣へ設置認可申請書を提出

12 月

文部科学大臣より認可（学校法人ありあけ国際学園の寄附行為の認
可及び保健医療経営大学設置の認可）

平成 20 年

4月

保健医療経営大学開学（入学定員 150 人）
第 1 回入学式挙行

平成 21 年

第 1 期生 27 人入学

6月

保健医療経営大学とみやま市との連携協力に関する包括協定締結

11 月

学園祭開催に向け聖マリア学院大学「マリア祭」に学友会が参加

12 月

保健医療経営大学学友会発足

4月

本学初となる施設経営コース・地域経営コース選択履修開始

5月

保健医療経営大学と聖マリア学院大学との包括連携協力に関する
協定締結

平成 22 年

11 月

第 1 回保健医療経営大学大学祭を開催

4月

本学初となる 3 年次編入学生 10 人入学
聖マリア奨学金制度運用開始

平成 23 年

8月

本学初となる「施設実習」を 9 病院にて実施

3月

九州新幹線全線開業・筑後船小屋駅開業
新幹線通学定期代補助制度開始

8月

本学初となる「海外フィールドワーク」をタイ国・ラオス国にて実
施

12 月
平成 24 年

3月

本学初となる卒業論文報告会を開催
第 1 回学位記授与式挙行

第 1 期生 31 人卒業

保健医療経営大学同窓会発足
卒業生用メールサービス「生涯メール」運用開始
7月

九州北部豪雨による矢部川堤防決壊 本学建物浸水軽微 人的被害
無

平成 25 年

4月

平成 26 年

11 月

保健医療経営学部

入学定員変更（定員 80 人）

本学初となる大学機関別認証評価受審（評価結果：不適合）
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平成 27 年

5月

韓国 春海保健大学校との交流協定締結

平成 28 年

1月

「平成 28 年度自己点検・評価活動及び認証評価受審に向けて」検
討会開催

4月

熊本地震発生 瀬高町にて最大震度 5 弱を観測
学生・教職員に人的被害無

5月

本学建物被害軽微

被災学生・通学困難者への対応協議

平成 28 年度第 1 回大学評価委員会開催
平成 29 年度大学機関別認証評価受審を決定する

平成 29 年

6月

大学評価講演会開催

7月

平成 29 年度大学機関別認証評価を日本高等教育評価機構へ申請

1月

大学機関別認証評価受審準備室設置・同室長発令

3月

平成 27 年度自己点検・評価報告書を公表

2．本学の現況
○大 学 名

保健医療経営大学

○所 在 地

福岡県みやま市瀬高町高柳字宮手９６０－４

○学部構成

保健医療経営学部

保健医療経営学科（施設経営コースと地域経営コース）

○学生数、教員数、職員数（平成 29 年 5 月 1 日現在）
・学生数

１６３人
【内訳】
１年

３７ （１８） 人

２年

３３ （１３） 人

３年

５１ （２６） 人

４年

４２ （１８） 人
＊（

・教員数

常勤教員２２人

）内の数字は女子
非常勤講師３４人

【内訳】
教

授

１２ 人

准教授

８ 人

講

師

２ 人

助

教

０ 人

助

手

０ 人

非常勤講師
・職員数

正職員１０人

（うち、特任教授１人）

３４ 人
その他１３人(嘱託６人、パート２人、派遣５人)
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価
基準 1．使命・目的等
1－1 使命・目的及び教育目的の明確性
≪1－
≪1－1 の視点≫
の視点≫
1-1-①

意味・内容の具体性と明確性

1-1-②

簡潔な文章化

（1）1－1 の自己判定
基準項目 1－1 を満たしている。

（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
1-1-①

意味･内容の具体性と明確性

本学の使命・目的及び教育目的は、２つの理念（「建学の理念」･「教育の理念」）と、
３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー[卒業認定･学位授与の方針]、カリキュラム・
ポリシー[教育課程編成･実施の方針]、アドミッション・ポリシー [入学者受入れの方
針]）により具体化し、その意味・内容が誰にでも容易に理解できるよう工夫している。
【資料 F-5:p-9～11】
教育の理念は、6 つのキーワード（「人」･「社会」･「地域」･「世界」･「未来」･「自
ら」）として整理して示し、教育の理念の意味・内容の具体化と明確化を図っている。
【資料 F-5:p-7～8】
本学のシンボルマークである校章は、この 6 つの教育理念（人、社会、地域、世界、
未来、自分）を矢尻として表わしたものであり、視覚的な方法においても本学の教育理
念への理解を促している。【資料 F-5:p-5】
この 6 つのキーワードの関連については、平成 29 年度から「教育の理念の理解、統
合、発展について」という項目を設け、教育理念のさらなる明確化を図った。【資料
F-5:p-8】
これら本学の使命・目的及び教育目的に関する事項は、大学案内や学生便覧、ホーム
ページ等の媒体を通じて広く一般に公開している。また、保健・医療・福祉業界の時事
解説を織り交ぜた本学設置趣旨の説明とあわせて、受験生、在学生とその家族だけでな
く、関連業界や一般の人々誰もが本学の使命・目的及び教育理念を理解できるよう配慮
している。【資料 F-2:p-3～4・p-11～12,資料 1-1-1,資料 1-1-2】
1-1—②

簡潔な文章化

前述のとおり、本学の使命・目的及び教育目的は、大学案内やホームページ、学生便
覧などに小見出しなどを用いて見やすく簡潔に表記している。さらに、学則第 1 条の後
段に教育研究上の目的として次のように簡潔に明記している。
「保健・医療・福祉分野における施設や地域の経営に関し多様な見地から教育及び研
究を行い、豊かな人間性と幅広い視野並びに専門の学術分野の深い知識と技能を備えた
人材を育成し、もって、我が国及び世界の人々が高い水準の健康を享有しうる社会の実
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現、並びに地域社会及び世界の健全な発展に貢献することを目的とする。」【資料 F-3:
学則第 1 条】

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画）
本学の使命・目的及び教育目的は具体的かつ明確である。本学に入学を希望する受験
生だけでなく、広く一般に対して、大学案内や入試要項、本学の各種広報媒体やホーム
ページなどを通じて、更に容易に理解できるよう引き続き改善に努める。
本学の３つのポリシー（ディプロマ･ポリシー、カリキュラム･ポリシー、アドミッシ
ョン･ポリシー ）は、平成 28 年 3 月の中央教育審議会のガイドラインに沿って見直しを
行い、平成 29 年 4 月から刷新した。この改正によって、より密度の濃い、充実した教育
を学生に提供できると考えている。今後も時代に沿って地域社会から求められる人材の
育成を目指して適宜改正していく。

1－2 使命・目的及び教育目的の適切性
≪1－
≪1－2 の視点≫
の視点≫
1-2-①

個性・特色の明示

1-2-②

法令への適合

1-2-③

変化への対応

（1）1－2 の自己判定
基準項目 1－2 を満たしている。

（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
1-2-①

個性･特色の明示

本学の個性・特色は、経営学や地域政策学を基礎として、「豊かな人間性と幅広い視
野」、
「課題探求能力」、そして「実践的対応能力・調整能力」を養うことである。
【資料
1-2-1:基本計画書「新設学部の目的」】
このような能力を学生が修得できるよう、単科大学としては充実した教養科目を配置
するだけでなく、経営や地域政策を体系的に学べるカリキュラム構成とし、1 年次から
卒業までゼミ形式の専門演習(必修)を配置している。
この本学の個性・特色は、新しい３つのポリシー（ディプロマ･ポリシー、カリキュ
ラム･ポリシー、アドミッション･ポリシー ）に反映する形で明示している。また、大
学案内や入試要項、学生便覧及びホームページ等の媒体を通じて広く一般に公開してい
る。【資料 F-2:p-11～12,資料 1-2-2】
1-2-②

法令への適合

学校教育法第 83 条第 1 項は、
「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるととも
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に、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目
的とする。」と定めている。
また同法第 2 項は、「大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果
を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」と定めている。
本学はその目的を、学則第 1 条において「①保健・医療・福祉分野における施設や地
域の経営に関し多様な見地から教育及び研究を行い、その結果として②豊かな人間性と
幅広い視野と保健・医療・福祉分野における専門知識・技能を備えた人材を育成し、も
って③我が国及び世界の人々が高い水準の健康を享有しうる社会の実現、並びに地域社
会及び世界の健全な発展に貢献すること」としていることから、本学の目的は学校教育
法第 83 条に適合していると言える。【資料 F-3:学則第 1 条】
なお、医療経営職に関する国家資格は現状では存在しないため、教育カリキュラムに
おいて医療関連規程に抵触することはない。
1-2-③

変化への対応

本学の使命・目的及び教育の目的自体には、開学以来変更を加えたことはない。
但し、後述するとおり、本学の使命・目的及び教育の目的を反映する形で３つのポリ
シーの見直し及びカリキュラム改正を行ったことは、時代や社会情勢の変化への対応そ
のものであったと理解している。
また、社会から求められる大学像の変化に対応できるよう、これまで充分とはいえな
かった教育運営体制を大幅に見直した。具体的には、基礎教養部門と 2 つの専門教育（施
設経営コースと地域経営コース）部門を定め、それぞれの部門別に教育目的を明確化し
た。
さらに、本学の特色を生かした教育を実践できるよう、教員の能力向上を目指した教
育・研究の自己評価を行い、所属長が 3 年毎に評価する体制を整えた。
「人々の健康」が人類普遍の価値であることから、本学の使命・目的及び教育の目的
にも普遍性が求められる。したがって、当面本学の使命・目的及び教育の目的の改定を
行う予定はないが、関連事項については、社会情勢等の変化に応じて見直しを随時行っ
ている。

（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画）
本学の個性・特色が、社会ニーズに合致していることをより積極的に広報する。さらに、
日本及び世界における社会変化に伴い、社会保障制度も絶えず変化していることから、そ
れらの変化に対応できる能力を本学学生が養うことができるよう改善を加えていく。
ニーズの変化に呼応し、これまで、平成 24 年、26 年、29 年にカリキュラム改正を実施
しており、将来的にも必要に応じて適切に対応する。また、変化への対応の一環として、
高大接続について具体的な計画を策定する。
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1－3 使命・目的及び教育目的の有効性
≪1－3 の視点≫
1-3-①

役員、教職員の理解と支持

1-3-②

学内外への周知

1-3-③

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映

1-3-④

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性

（1）1－3 の自己判定
基準項目 1－3 を満たしている。

（2）1－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
1-3-①

役員、教職員の理解と支持

学長のリーダーシップの下、本学の使命・目的および教育目的について、基礎教養部
門と専門教育部門の施設経営コースと地域経営コースで、各々再確認を行い、議論を重
ねて３つのポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム･ポリシー、アドミッショ
ン･ポリシー）の見直しと同時に、カリキュラム改正も行った。【資料 1-3-1】
全学をあげた 1 年間の自己点検評価活動を通じ、今後取り組むべき 248 項目の課題を
挙げて、改善・改革に取り組んでいる。これらのプロセスを通じ、全ての教員と事務局
の担当者が情報を共有できただけでなく、本学の使命･目的及び教育目的について理解
を深めることができた。【資料 1-3-2】
これらの変更について、役員への周知は理事会･評議員会、教員へは教授会、職員に
対しては、事務局長から毎日の朝礼を通じ、変更の主旨と内容を説明することで、全て
の役員と教職員の理解と支持を得ている。
1-3-②

学内外への周知

本学の使命・目的及び教育目的は、大学案内や入試要項、ホームページ及び各種広報
媒体を通じ、受験希望者だけでなく一般人を含め、学内外への周知を図っている。学生
便覧の冒頭には、「建学の理念」、「教育の理念」、新しい「3 つのポリシー」は勿論、学
則第 1 条の教育研究上の目的を明示することで、学生だけでなく保護者などにも理解が
深まるよう配慮している。【資料 1-3-3,資料 1-3-4】
学生便覧は、新入生ガイダンスにおいて配布するが、平成 29 年度はガイダンスの初
日に学部長講話の形式で、新入生に対し本学の使命及び教育目的への理解を特に促した。
【資料 1-3-5】
在学生に対しては、新年度始めのオリエンテーションだけでなく、1 年次後期のコー
ス選択時や 2 年次の専門演習選択時などに行うガイダンスを通じて周知徹底を図って
いる。
その他、オープンキャンパスや楠風通信（年 4 回発行の大学広報誌）、地元みやま市
が発行する広報誌等を通じて周知を図っている。産業界に対しては、大学内で実施する
就職懇談会、及び本学教職員による企業（民間会社・医療機関等）訪問時に周知する他、
ホームページ上でも公開している。【資料 1-3-6,資料 1-3-7】
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また、みやま市長や市議会議員、全国の医療機関などに対し、本学の使命･目的など
を理解して頂いたうえで、本学の応援団メンバーとして 300 を超える医療機関等から支
援を得ている。【資料 F-2:p-46～48】
入学を希望する受験生は、新しい 3 つのポリシーに接することで、本学の特色をより
明確に理解し、入学する目的や教育内容、卒業後の進路など、より具体的な将来像につ
いて意識できるようになったと考えている。特に、入学試験別のアドミッション･ポリ
シーを定めたことで、高校までの学修が本学での学修にどのように接続するのか、具体
的に示している。この結果、本学入学までにどの様な学修をすべきか、受験生としての
心構えが醸成されると考えている。
1-3-③

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

本法人では、中長期計画として平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 ヵ年の「学校法
人ありあけ国際学園 経営改善計画」を策定している。
同計画においては、冒頭で、建学の精神等を踏まえた学校法人の目指す将来像の確認
を行っており、その上で本学の現状分析と課題の抽出、課題への対応を検討しているこ
とから、中長期的な計画が、本法人及び本学の使命・目的及び教育目的に立脚している
ことが認められる。【資料 1-3-8】
前述のとおり、３つのポリシーの見直しをはじめとする改革改善は、本法人の経営改
善計画に示す教学改革計画と連動しているため、３つのポリシーにおいても本学の使
命・目的及び教育目的の反映が認められる。【図表 1-3-1】
図表 1-3-1 保健医療経営大学「３つのポリシー」
［１］ ディプロマ･ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）
本学で所定の単位を修得し、以下の能力を身につけた学生には、「学士（保健医療経営学）」の
学位を授与する。
1） 「人」、「社会」、「地域」、「世界」、「未来」、「自ら」を理解し、豊かな人間性と幅広い視野
を身につけることにより、社会の中で弱者や少数者と共生しながら、人びとの健康や健全
な地域の発展を支援することができる能力
2） 保健医療経営の基本的な専門知識や技術を体系的に修得し、保健・医療・福祉の実態を観
察して要約し、特異性を見出すことができる能力
3） 保健・医療・福祉分野において、課題を発見して分析し、解決に向けて目標を定め、それ
を達成するための方針や方法を明確にし、組織やシステムを整え、他者と協力しながら課
題解決に取り組むことができる能力
4） これらを踏まえて、国際社会や地域社会の中で、経営の立場から、保健・医療・福祉分野
における活動のコーディネートやマネジメントができ、リーダーシップをとることができ
る能力

［２］カリキュラム･ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
卒業認定・学位授与の方針に掲げる知識･技術を修得させるため、開設科目を総合科目群、
専門基礎科目群、専門科目群の 3 つに分け、一般教養から保健医療経営の専門知識までを、段
階的かつ体系的に学修できるようカリキュラムを構成している。

【教育内容】
1） 総合科目群は、「導入」、「理解」、「外国語」、「リテラシー」の 4 領域で編成している。
1-1） 「導入」領域では、スキル開発（レポート作成、ディベート演習など）やキャリア開
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発（自己分析、自己表現など）の科目を設け、コミュニケーション能力の重要性、お
よび卒業後も見据えた計画的学修の重要性について理解を促す。
1-2） 「理解（人間、自然と生命、社会、世界）」領域においてはいわゆる一般教養科目を、
「リテラシー」領域においては情報処理などの科目を設け、人々の健康や健全な地域
の発展を支援するための学修基盤を醸成する。
1-3） 「外国語」領域には、必須科目の英語に加えて、中国語と韓国語の科目を設けている。
英語教育においては習熟度別にクラスを編成して学習効果を上げるとともに、ネイテ
ィブスピーカーによる英会話講座（希望参加）を設けている。
2) 専門基礎科目群は、
「医学の基礎」、
「保健医療福祉制度」、
「経営の基礎」の 3 領域で編成し、
保健医療経営の基本的な専門知識を体系的に修得するための科目を設けている。
2-1）「医学の基礎」領域では、広範かつ難解な医学の学修負荷を軽減するため、解剖や生
理、各種疾患、医薬などに関する授業を工夫して系統的に組み立てている。
2-2）「保健医療福祉制度」領域では、保健・医療・福祉分野を規定する基本的な制度や法
規に関する科目を設けている。
2-3）「経営の基礎」領域には、保健医療経営の専門科目に円滑に移行できるよう、経営学
概論、簿記・会計入門、経済学などの科目を設けている。
3) 専門科目群は、
「施設経営系」、
「地域経営系」、
「応用系」からなり、このうち、
「施設経営系」
と「地域経営系」については学生がどちらかを選択する。
3-1）
「施設経営系」においては、経営理論、会計・財務、運営管理、医療情報・医療事務、
起業に関する科目を設け、病院等の事務部門において経営管理に携わるための知識・
技術を修得させる。
3-2）「地域経営系」においては、地域政策、保健医療福祉政策、国際保健医療協力に関す
る科目を設け、地域において政策の企画・立案、実施・運営に携わるための知識・技
術を修得させる。
3-3）
「応用系」は、演習と外部実習からなり、
「施設経営系」と「地域経営系」の各選択分
野において、課題解決の実践力を身につけ、経営の立場から、保健・医療・福祉分野
における活動のコーディネートやマネジメントができ、リーダーシップをとることが
できる能力を培う。

【教育方法】
1）学生が主体的に学修に取り組むよう、アドバイザーによる積極的な学修支援を行う。
2）アクティブラーニングを取り入れた教育方法を、基礎教養部門（総合科目群を担当する教
員が中心）および専門教育部門（専門基礎科目群および専門科目群を担当する教員が中心）
において検討し実施する。
3）e ポートフォリオシステムを構築し、学生が自ら学修状況を管理・評価し、キャリアアップ
に取り組む体制を整備する。

【教育評価】
評価ルーブリックを作成し、基礎教養部門と専門教育部門の各部門において教育の総合評価
を行い、PDCA サイクルに沿った評価改善を継続する。

［３］アドミッション･ポリシー（入学者受け入れの方針）
建学の理念と教育の理念に基づき、また、ディプロマ･ポリシーおよびカリキュラム･ポリシ
ーに鑑み、本学が求める人材像を以下に示す。
1） 健康と社会に関心があり、将来、保健・医療・福祉の向上を図ることにより社会に役立ち
たいという情熱をもつ人
2） 経営に関心があり、将来、経営の力で社会に役立ちたいという情熱をもつ人
3） 自ら主体的に学ぶ意欲をもち、ねばり強い努力ができる人
4） 人とのコミュニケーションを大切にする人
5） 他者と協力して課題解決に取組むことができる人
6） スポーツ、文化など、幅広く人間性を培うことに積極的な人

【重視する資質や能力】
受け入れにあたっては、以下の資質や能力を有していることを重視する。
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1） 社会問題に関心を持ち、それを論理的に説明できること
2） 自らの意見や考えを言葉や文章によって適切に表現できること
3） 高校までの課程で、次の学力を身に付けていること
3-1) 教科書を中心とした、基礎的な英語力、国語力、数学力を有していること
3-2）高校での基本となる教科を幅広く学んでいること
3-3）商業などの学科やコースなどが設置されている高等学校の場合は、簿記・会計、または
情報処理などの基礎を身に付けていること

【入試別】
○ AO 入試
 高等学校において基礎学力を身に付けていること
 医療や経営に興味・関心を有していること
 言葉や文章によって自己表現できるコミュニケーション能力を有していること
 本学入学への強い意志をもち、入学後も継続して学修ができること
○ 指定校推薦入試・一般公募推薦入試
 高等学校において確かな基礎学力を身に付けていること
 保健・医療・福祉、および地域社会や国際社会に興味・関心を有していること
 言葉や文章によって自己表現できる優れたコミュニケーション能力を有していること
 本学入学への強い意志をもち、入学後も継続して高いレベルの学修ができること
○ 一般入試
 本学が指定する試験科目について、高等学校で学ぶ基本的内容を十分に理解しているこ
と。特に、英語、国語、数学の基礎学力を十分に身に付けていること
○ 大学入試センター試験利用入試
 本学が指定する試験科目について、高等学校で学ぶ基本的内容を十分に理解しているこ
と。特に、英語、国語、数学の基礎学力を十分に身に付けていること
○ 特待生選抜入試
 本学が指定する試験科目について、高等学校で学ぶ内容を十分に理解していること。特に、
英語、国語、数学、および社会もしくは理科の学力を十分に身に付けていること
 保健・医療・福祉、および地域社会や国際社会に興味・関心を有し、あわせて本学の教育
に強い関心を有していること
 言葉や文章によって自己表現できる優れたコミュニケーション能力を有していること
 入学後も継続して高いレベルの学修ができること
○ 社会人特別選抜入試
 社会人としての経験、および幅広い教養と知識を有し、あわせて優れたコミュニケーショ
ン能力を有していること
 保健医療経営を学ぶ適性を有していること
 本学入学への強い意志を持ち、入学後も継続して学修する強い意志をもっていること
○ 帰国子女特別選抜入試
 高等学校までに学んでおくべき全般的な基礎学力を身に付けていること
 優れた国際感覚とコミュニケーション能力を有し、国際社会の情勢を理解していること
 本学入学への強い意志をもち、入学後も継続して学修ができること
○ 外国人留学生特別選抜入試
 入学後の学修と将来の資格取得のために、支障がないレベルの日本語能力を身に付けてい
ること
 国際社会の情勢や異文化に興味・関心を有していること
 本学入学への強い意志をもち、入学後も継続して学修ができること
 卒業後は、母国あるいは国際社会において、保健・医療・福祉分野の経営専門職として活
躍する強い意志をもっていること
○ 3 年次編入学試験
 本学が規定する出願資格を有していること
 保健医療経営を学ぶ適性を有していること
 本学入学への強い意志をもち、入学後も継続して学修する強い意志をもっていること
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1-3-④

使命･目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性
使命･目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性

本学の使命・目的及び教育目的の達成のため、教学及び事務それぞれについて適切な
組織を置くことが学則上規定されており、これに沿って教授会、各種委員会、大学評議
会、情報メディアセンター、学生支援センターなどを設置している。【資料 F-3】
各組織においては、それぞれの所掌事項について教員及び事務職員が審議を行い、本
学の使命・目的及び教育目的の達成を各組織の立場から指向している。
使命・目的及び教育目的の達成に向けて教育研究組織間の整合性を図るため、FD 及
び SD 活動を機能させている。
具体的には、教員間において教育研究内容を共有する「研究と教育のための統合研修
会（ランチョンセミナー）」、学長と学部長に講義をして授業全般に関わる指導を受ける
「模擬授業」、及び学生が授業を評価する「授業評価」を中心とした FD 活動を実践し、
本学の使命・目的及び教育目的の達成に繋げている。【資料 1-3-9,資料 1-3-10,資料
1-3-11,資料 1-3-12】
また、本学の使命・目的及び教育目的を各教育研究組織活動に反映させるため、本学
の使命・目的及び教育目的の理解を深める SD を総務委員会において企画し、実施する
体制を整えている。【資料 1-3-13】
以上のとおり、本学の教育研究組織は本学の使命・目的及び教育目的の達成を指向す
るものとして学則に則って構成されており、FD および SD を通じて各教育研究組織の整
合性を保つ仕組みを備えている。
なお、平成 27 年度自己点検評価報告書で課題に挙げた、教育開発担当教員（専任教
授、IT 専門）、疫学統計学専門教員（特任教授、研究支援及び地域連携）、地域社会学
専門教員（特任教授、研究支援及び地域連携）及び国際化推進担当教員（特任准教授、
国際交流・協力、海外フィールドワーク支援）を採用し、教育目的の達成を促進するこ
ととしている。

（3）1－3 の改善・向上方策（将来計画）
本学の使命・目的及び教育目的は、学内外のあらゆる媒体等において繰り返し掲げる
ことが重要である。学外に対しては、これまで実施してきた広報媒体だけでなく、本学
の特色をより効果的に広く一般社会に周知するため、身近な媒体であるソーシャルネッ
トワークなども取り入れ、より一層の情報公開を進める。
これまでの本学の教育実績を踏まえ、平成 28 年度には関係者間で徹底した議論を踏ま
え、３つのポリシーを大幅に改定した。このように、変化する社会の要請に沿った人材
育成ができるよう、使命･目的及び教育目的を適切に改正していく。また、本学の教育研
究の成果について、研究者情報サイト（リサーチマップ）なども活用することで、これ
まで以上に早く･広く一般社会に対して情報発信を行うよう努める。
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［基準 1 の自己評価］
新学長のリーダーシップの下、大学をあげて緻密な自己点検評価を実施するとともに 3
つのポリシーを改定した。
「保健・医療・福祉分野の経営を担う人材を育成する」という
本学の使命・目的は、本学運営の各場面においてこれまで以上に意識されており、浸透
度は高い。教育理念としての、
「人」、
「社会」、
「地域」、
「世界」、
「未来」、
「自ら」の理解
については、社会的ニーズを踏まえたカリキュラム変更を通じ、理解を促すための科目
を満遍なく配置しており、理念に留まることなく、実践として定着している。また、学
則など規程の整備を行いながら、教育研究等の状況について自ら点検・評価する活動や
FD・SD 活動等を促進することにより、教職員間で共通認識を高めるよう展開しており、
教育目的を十分に達成できると考えている。
以上により、本学の使命・目的及び教育理念・教育目的は明確にして適切であり、基
準１を満たしていると判断する。
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基準 2．学修と教授
2－1 学生の
学生の受入れ
≪2－1 の視点≫
の視点≫
2-1-①

入学者受入れの方針の明確化と周知

2-1-②

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫
入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

2-1-③

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

（1）2－1 の自己判定
基準項目 2－1 を満たしている。

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-1-①

入学者受入れの方針の明確化と周知

本学のアドミッション・ポリシーは、本学の建学の理念と教育の理念を明確に反映し
たものであり、大学案内、入試要項、ホームページ等で明記するとともに、受験希望者、
保護者、高等学校教員などに向け公表している。また、オープンキャンパス、大学説明
会、高等学校訪問などの機会に、入学者受け入れの方針について説明・周知を行ってい
る。【資料 F-2,F-4,資料 2-1-1】
また、平成 28 年度開催のオープンキャンパスより、従来の講義形式による大学紹介
を見直し、体験型オープンキャンパスを実施している。これは一般に認知度が低いと思
われる保健医療経営学を、本学在学生による寸劇や医事業務模擬体験を通じて理解でき
るよう企画したものである。入学後の学び、及び卒業後の職業像を体感することによっ
て、本学のアドミッション・ポリシーへの理解が深まったと考えている。
【図表 2-1-1】
【資料 2-1-2,資料 2-1-3】

図表 2-1-1 アドミッション・ポリシーへの理解を深めるオープンキャンパスの工夫

〔学生スタッフ“医経大コンシェルジュ”による寸劇・医事業務模擬体験の様子〕
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2-1-②

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫
入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

入学者選抜は、学則及び「入学者選抜規程」「編入学、再入学及び転入学に関する規
程」「入学者選抜におけるミス防止等に関するガイドライン」に則って、厳正に実施し
ている。【資料 F-3,資料 2-1-4,資料 2-1-5,資料 2-1-6】
本学では１人でも多くの学生確保に繋がるように、一般の総合大学と同程度の多様な
入試区分を設けて、それぞれの入試区分ごとに学力及び学修意欲の把握を行った上で合
否の判定を行っている。試験形態は、AO 入試、一般入試、大学入試センター試験利用
入試など 9 種類の入学試験を行っている。【表 2-1】【資料 F-4】
AO 入試においては調査書等の書類、AO 入試志願理由書（志願理由と自己アピールを
1,000 字以内で記入）、及び面接で受験者を多角的にとらえ、アドミッション・ポリシ
ーとの合致を測り、合否判定を行っている。【資料 2-1-7】
推薦・特別選抜入試においては、調査書等の書類、小論文、及び面接で確認している。
一般入試においては、調査書等の書類に加えて、英語、国語、数学又は簿記のうち２
教科～３教科の学力を評価し、入学後の単位修得に支障がないかを確認している。
大学入試センター試験利用入試においては、調査書等の書類と、本学が入試対象科目
とする 19 科目のうち２科目の得点で、学力を確認している。なお、３年次編入学試験
においては、成績証明書等の書類、小論文、及び面接で、学力と意欲を確認している。
【資料 F-4】
本学では学生の受け入れのために、以下の３点に配慮した受け入れ方法を採用してい
る。
1) AO 入試については、日程による受験機会の制約を少なくするため、年度末近
くまで出願が可能な設定を行っている。
2) また、昨今の経済状況下にあって、受験料の支払いが負担となって受験対象校
を絞る傾向がみられることから、いずれの入試区分においても受験料は一律１
万円とし、低負担で受験できる料金設定を行っている。
3）アドミッション・ポリシーに基づいた出題をするように心がけ、入試問題の作
成は本学教員が行っている。
入学者の受け入れに当たっては、アドミッション・ポリシーに基づいて、高等学校等
における基本的な知識・技能・コミュニケーション能力の習得状況、及び本学入学の目
的意識や学習意欲などを問う設問を課し、入学許可の判定を行っている。【図表 2-1-2】
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図表 2-1-2 保健医療経営大学 アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）
［３］アドミッション･ポリシー（入学者受け入れの方針）
建学の理念と教育の理念に基づき、また、ディプロマ･ポリシーおよびカリキュラム･ポリシ
ーに鑑み、本学が求める人材像を以下に示す。
1） 健康と社会に関心があり、将来、保健・医療・福祉の向上を図ることにより社会に役立ち
たいという情熱をもつ人
2） 経営に関心があり、将来、経営の力で社会に役立ちたいという情熱をもつ人
3） 自ら主体的に学ぶ意欲をもち、ねばり強い努力ができる人
4） 人とのコミュニケーションを大切にする人
5） 他者と協力して課題解決に取組むことができる人
6） スポーツ、文化など、幅広く人間性を培うことに積極的な人

【重視する資質や能力】
受け入れにあたっては、以下の資質や能力を有していることを重視する。
1） 社会問題に関心を持ち、それを論理的に説明できること
2） 自らの意見や考えを言葉や文章によって適切に表現できること
3） 高校までの課程で、次の学力を身に付けていること
3-1) 教科書を中心とした、基礎的な英語力、国語力、数学力を有していること
3-2）高校での基本となる教科を幅広く学んでいること
3-3）商業などの学科やコースなどが設置されている高等学校の場合は、簿記・会計、または
情報処理などの基礎を身に付けていること

【入試別】
○ AO 入試
 高等学校において基礎学力を身に付けていること
 医療や経営に興味・関心を有していること
 言葉や文章によって自己表現できるコミュニケーション能力を有していること
 本学入学への強い意志をもち、入学後も継続して学修ができること
○ 指定校推薦入試・一般公募推薦入試
 高等学校において確かな基礎学力を身に付けていること
 保健・医療・福祉、および地域社会や国際社会に興味・関心を有していること
 言葉や文章によって自己表現できる優れたコミュニケーション能力を有していること
 本学入学への強い意志をもち、入学後も継続して高いレベルの学修ができること
○ 一般入試
 本学が指定する試験科目について、高等学校で学ぶ基本的内容を十分に理解しているこ
と。特に、英語、国語、数学の基礎学力を十分に身に付けていること
○ 大学入試センター試験利用入試
 本学が指定する試験科目について、高等学校で学ぶ基本的内容を十分に理解しているこ
と。特に、英語、国語、数学の基礎学力を十分に身に付けていること
○ 特待生選抜入試
 本学が指定する試験科目について、高等学校で学ぶ内容を十分に理解していること。特に、
英語、国語、数学、および社会もしくは理科の学力を十分に身に付けていること
 保健・医療・福祉、および地域社会や国際社会に興味・関心を有し、あわせて本学の教育
に強い関心を有していること
 言葉や文章によって自己表現できる優れたコミュニケーション能力を有していること
 入学後も継続して高いレベルの学修ができること
○ 社会人特別選抜入試
 社会人としての経験、および幅広い教養と知識を有し、あわせて優れたコミュニケーショ
ン能力を有していること
 保健医療経営を学ぶ適性を有していること
 本学入学への強い意志を持ち、入学後も継続して学修する強い意志をもっていること
○ 帰国子女特別選抜入試
 高等学校までに学んでおくべき全般的な基礎学力を身に付けていること
 優れた国際感覚とコミュニケーション能力を有し、国際社会の情勢を理解していること
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 本学入学への強い意志をもち、入学後も継続して学修ができること
○ 外国人留学生特別選抜入試
 入学後の学修と将来の資格取得のために、支障がないレベルの日本語能力を身に付けてい
ること
 国際社会の情勢や異文化に興味・関心を有していること
 本学入学への強い意志をもち、入学後も継続して学修ができること
 卒業後は、母国あるいは国際社会において、保健・医療・福祉分野の経営専門職として活
躍する強い意志をもっていること
○ 3 年次編入学試験
 本学が規定する出願資格を有していること
 保健医療経営を学ぶ適性を有していること
 本学入学への強い意志をもち、入学後も継続して学修する強い意志をもっていること

指定校・一般公募推薦入試及び 3 年次編入学試験においては小論文を課し、本学へ
の入学を強く希望する受験生に対し、アドミッション・ポリシーとの合致を問うよう配
慮した出題を行っている。【資料 2-1-8】
2-1-③
Ａ

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

大学の教育内容や進路等のわかりにくさへの対応
入学定員に対する学生受入れ数については、エビデンスに示したとおりであり、定員

80 人に対して、平成 25 年度は入学者 52 人、平成 26 年度は 45 人、平成 27 年度は 47
人、平成 28 年度は 33 人、平成 29 年度は 37 人であり、開学以来定員を下回る状況が続
いている。【表 2-1】
この要因としては、高等学校において本学が対象としている保健医療分野における経
営学について未だ認知度が低く、分かりづらさを感じ、これを修学することの必要性が
十分に理解されていないことがあげられる。したがって、現在、入学者の確保に向けて
広範で、集中的な広報活動を行っているところである。
また、卒業時に「保健医療経営学士」を全国で唯一取得できる大学として「保健医療
経営」分野の学問の専門性を様々な機会（大学の公開講座など）を通じて紹介するなど、
この強みを広く発信することに努めている。
さらに、
「診療情報管理士の認定校」という本学の特色について周知を図るとともに、
授業内容の独自性や資格取得の必要性について広報している。
なお、本学の特色として、入学者定員に占める編入学者の割合が比較的高い傾向にあ
る。編入学希望者間においては「保健医療経営学」を修学することの必要性と有利性に
ついて、一定の理解が得られているものと考えられる。
Ｂ

志願者数、入学者数の変化への対応
下表より、資料請求数、進学相談会参加者数、およびオープンキャンパス参加者数

が 27 年度に落ち込み、志願者数および入学者数は 28 年度に落ち込んでいることが読み
取れる。この変化は、本学が平成 26 年度に大学機関別認証評価を受審し、不適合の判
定を受けたことと関連するようである。認証評価判定結果が平成 27 年 3 月に公表され
たことから、27 年度の志願者数や入学者数とは関連しないが、27 年度の進学相談会参
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加者数などが減少し、翌 28 年度の入学者数の落ち込みへつながる結果となっている。
【図表 2-1-3】
【図表 2-1-3】過去 5 年間の志願者数・入学者数と、資料請求数等の推移
25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

29 年度

一般

62

70

67

54

60

編入学

4

6

3

1

5

一般

52

45

47

33

37

志願者数
入学者数

編入学

2

6

3

1

5

2,995

4,271

4,130

4,976

―

進学相談会参加者数

623

558

365

354

―

ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ参加者数

83

73

60

116

―

ｴｯｾｲｺﾝﾃｽﾄ応募者数

―

―

―

700

―

参事（定年退職校長）

―

―

3

5

5

参事による高校訪問延数

―

―

2,112

2,915

―

資料請求数

このような状況の理解に基づき、28 年度より参事（定年退職校長）を増員するなど、
従来の学生募集対策を強化したところ、28 年度の資料請求数およびオープンキャンパ
ス参加者数は大幅に増加し、29 年度の入学者数は編入学も含めて 42 人に増加した。
なおここ数年、入学者数の 40～50％がオープンキャンパス参加者であることから、参
加者増に向けて高等学校への広報を活発化させている。また、体験型オープンキャンパ
スの企画、教員の部屋を利用したゼミ体験、参加者と在学生の接触・交流機会を増やす
など、内容に一層の工夫を図ることにより、オープンキャンパス参加者数を増加させる
ことに努めている。
平成 28 年度からは、新たな試みとして「高校生エッセイ・コンテスト」を始めた。
第 1 回目は「健康に生きる」をテーマに行ったところ、全国から 700 人の応募者があり、
認知度向上に有効な方法であることを確認した。【資料 2-1-9】
また、平成 28 年度には学生確保、とりわけ優秀な学生を確保するため、平成 27 年
度に導入した新奨学金制度「医療経営チャレンジスカラシップ」の対象入試を、一般入
試、センター試験利用入試、推薦入試にも拡大した。
Ｃ

その他の対応
安定した「学生の受入れ」を達成するためには、広報等の直接的な対応以外に、大

学が地域において理解を得ること、および内部質保証の充実を図ることが重要である。
地域の理解を得る試みとして、みやま市の市長や市議会議員、および地域の開業医
に保健医療経営大学への支持と理解を依頼し、承諾を得たうえで氏名あるいは病（医）
院名を掲載した一覧表を作成している。この一覧表は、大学案内に掲載するなどの方法
で活用を図ることにより、大学への信頼を醸成する重要なツールとなっている。【資料
F-2】
また内部質保証を充実させるため、平成 28 年度には（平成 27 年度の状況に関し）
広範な自己点検評価を実施した。その中で、特に教育の立場から学生数の維持確保を図
るため、中途退学者対策にも強力に取り組んでいる。おもな退学理由は、進路変更およ
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び経済的理由であり、アドバイザー（教員）や事務職員が多様な相談に応じる体制を整
え、保護者を交えて検討や相談を行っている。平成 25 年度からは授業欠席が増えた学
生への指導を早い段階から積極的に行うよう努めており、これによって、退学に至らず、
学業に復帰する事例も出てきている。また、平成 27 年度からはスクールカウンセラー
を配置して、学生の悩みや様々な相談に対応するなど、「事前対応型」の中途退学者対
策に力を入れている。

（3）2－1 の改善・向上方策（将来計画）
28 年度に学生募集対策の強化を図ったところ、29 年度入学者数がある程度回復した
ことを踏まえ、更なる入学定員を充足のため、
「平成 29 年度学生確保総合戦略」を策定
した。この中では経営学の理論に基づいて数値目標を設定している。この数値目標に向
けて、従来から実施している高校訪問、高校生に対するガイダンス、オープンキャンパ
ス、高校の進路指導教師への説明会、新聞広告、ポスター掲示などに加え、エッセイ・
コンテストの企画・実施、及び ICT 活用などの広報活動を更に強化していく。特にオー
プンキャンパスに関しては、高校 3 年生の参加者 100 人確保という目標に向けて努力す
る。【資料 2-1-10,資料 2-1-11,資料 2-1-12】
また、新しい奨学金制度の導入、増大している資料請求者へのフォロー、高校対応策
の拡充を通じて、本学の認知度を高めるとともに、一層の教育・研究体制の強化と内部
質保証の充実を図っていく。
通常の入試以外に、これまで 3 年次編入試験を実施してきたが、3 年次編入生に関し
ては、診療情報管理士の受験資格が 3 年間の在籍年数を要するために受験資格がなかっ
た。このため、30 年度からは、在学中に受験できる編入制度（2 年次編入制度）を新た
に計画しているところである。【資料 2-1-13】
なお、広報活動実施に当たっては、本学の設立母体である社会医療法人雪の聖母会を
中心とするグループでの連携を密にして、より効果的な活動を展開する。広報活動の対
象地域としては、近隣地域からの学生確保を最重要としつつ、大分、宮崎、鹿児島等か
らの入学者が出てきていることから、従来以上に九州全域への高校訪問や資料発送等の
取組を強化していく。

2－2 教育課程及び
教育課程及び教授方法
及び教授方法
≪2－2 の視点≫
の視点≫
2-2-①

教育目的を踏まえた教育課程編成
教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化
編成方針の明確化

2-2-②

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

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

教育目的を踏まえた教育課程編成
教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化
編成方針の明確化

本学の教育の目的は、学則第 1 条にある、「保健・医療・福祉分野における施設や地
域の経営に関し多様な見地から教育及び研究を行い、豊かな人間性と幅広い視野並びに
専門の学術分野の深い知識と技能を備えた人材を育成し、もって、我が国及び世界の
人々が高い水準の健康を享有しうる社会の実現、並びに地域社会及び世界の健全な発展
に貢献すること」である。
その教育目的に従い、以下の新しいカリキュラム・ポリシーを作成した。
Ａ

教育内容
1） 総合科目群は、「導入」、「理解」、「外国語」、「リテラシー」の 4 領域で編成して
いる。
1-1）
「導入」領域では、スキル開発（レポート作成、ディベート演習など）やキ
ャリア開発（自己分析、自己表現など）の科目を設け、コミュニケーショ
ン能力の重要性、および卒業後も見据えた計画的学修の重要性について理
解を促す。
1-2）「理解（人間、自然と生命、社会、世界）」領域においてはいわゆる一般教
養科目を、
「リテラシー」領域においては情報処理などの科目を設け、人々
の健康や健全な地域の発展を支援するための学修基盤を醸成する。
1-3）
「外国語」領域には、必須科目の英語に加えて、中国語と韓国語の科目を設
けている。英語教育においては習熟度別にクラスを編成して学習効果を上
げるとともに、ネイティブスピーカーによる英会話講座（希望参加）を設
けている。
2)

専門基礎科目群は、「医学の基礎」、「保健医療福祉制度」、「経営の基礎」の 3 領
域で編成し、保健医療経営の基本的な専門知識を体系的に修得するための科目を
設けている。
2-1）「医学の基礎」領域では、広範かつ難解な医学の学修負荷を軽減するため、
解剖や生理、各種疾患、医薬などに関する授業を工夫して系統的に組み立
てている。
2-2）
「保健医療福祉制度」領域では、保健・医療・福祉分野を規定する基本的な
制度や法規に関する科目を設けている。
2-3）
「経営の基礎」領域には、保健医療経営の専門科目に円滑に移行できるよう、
経営学概論、簿記・会計入門、経済学などの科目を設けている。

3)

専門科目群は、「施設経営系」、「地域経営系」、「応用系」からなり、このうち、
「施設経営系」と「地域経営系」については学生がどちらかを選択する。
3-1）
「施設経営系」においては、経営理論、会計・財務、運営管理、医療情報・
医療事務、起業に関する科目を設け、病院等の事務部門において経営管理
に携わるための知識・技術を修得させる。
3-2）
「地域経営系」においては、地域政策、保健医療福祉政策、国際保健医療協
力に関する科目を設け、地域において政策の企画・立案、実施・運営に携
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わるための知識・技術を修得させる。
3-3）「応用系」は、演習と外部実習からなり、「施設経営系」と「地域経営系」
の各選択分野において、課題解決の実践力を身につけ、経営の立場から、
保健・医療・福祉分野における活動のコーディネートやマネジメントがで
き、リーダーシップをとることができる能力を培う。
Ｂ

教育方法
1）学生が主体的に学修に取り組むよう、アドバイザーによる積極的な学修支援を行
う。
2）アクティブラーニングを取り入れた教育方法を、基礎教養部門（総合科目群を担
当する教員が中心）および専門教育部門（専門基礎科目群および専門科目群を担
当する教員が中心）において検討し実施する。
3）e ポートフォリオシステムを構築し、学生が自ら学修状況を管理・評価し、キャ
リアアップに取り組む体制を整備する。

Ｃ

教育評価
評価ルーブリックを作成し、基礎教養部門と専門教育部門の各部門において教育の
総合評価を行い、PDCA サイクルに沿った評価改善を継続する。
これらカリキュラム・ポリシーの内容は、ディプロマ・ポリシーの 4 項目に対応して

おり、ディプロマ・ポリシーに掲げる知識・技術を習得させるため、開設科目を３つに
分け、一般教養から専門知識までを段階的かつ体系的に学修できるカリキュラム構成と
している。また、学修ポートフォリオやルーブリックといった学修到達度の測定に資す
る取り組みをカリキュラム・ポリシー上に位置づけることで、カリキュラム・ポリシー
とディプロマ・ポリシーとの一貫性を確保している。【資料 2-2-1】
2-2-② 教育課程編成方針に
教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的
程編成方針に沿った教育課程の体系的編成
沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫
編成及び教授方法の工夫・開発
及び教授方法の工夫・開発

新しいカリキュラム・ポリシーを作成して教育課程の体系的編成を行い、教授方法等
の工夫・開発に取り組んでいる。【資料 F-5:p-61～65,資料 2-2-2】
本学では、小規模大学の特徴を生かした少人数教育体制のもとで、教養教育科目（総
合科目群）においては科目により習熟度別のクラスを編成するなど、きめ細かい教授方
法を取っている。また、アドバイザーを配置し、教科担当教員、事務職員と連携・協力
して学修指導を行っている。
原則として、全ての授業で座席指定及び出席の確認を行って欠席を少なくし、学生の
授業への積極的な参加を実現している。【資料 2-2-3】
本学では出席カードを活用し、学生の出席状況を把握している。出席カードにはコメ
ント欄を設けており、講義における疑問点や、要望、講義の改善点等の表明を促してい
る。これを個別あるいは授業全体でフィードバックすることを通じて、学生と教員が双
方向のコミュニケーションが取れるような仕組みを設けている。これらの仕組みから吸
い上げられた意見を参考に、学修内容の広がりや掘り下げを行い教授方法の検討、改善

22

保健医療経営大学

を行っている。【資料 2-2-4】
本学は、現場体験学習を重視し、施設実習、社会調査実習、海外フィールドワーク等
を単位認定科目として実施している。これらは、専任教員及び現場の実務者の外部講師
等による事前学習、現場実習及び巡回指導、事後学習からなり、学生が現場における現
実のイメージを明確に理解できるように努めている。【資料 2-2-5】
カリキュラム編成においては、国際協力科目の位置づけを充実、明確化し、「異文化
コミュニケーション」「国際統計分類Ⅰ」「国際統計分類Ⅱ」「国際交流論」を新設し
た。また、地域における保健・福祉施策、地域社会が抱える課題や解決に向けた取組み
等について、大学所在地のみやま市を題材にする「みやま学」を新設し、教育の理念の
一つに掲げる「『地域』を理解する」ことの具現化を図った。【資料2-2-2,資料2-2-6】
シラバスについては、内容の充実を図るため、シラバスチェック委員会を教務委員会
の部会として編成し、シラバスのチェックを実施した。【資料2-2-7】
従来、１年間の修得単位上限を50単位としていたが、学生の学修内容をより深化、充
実させるため、関係規程（履修規程、学生便覧）を改正し、単位上限を年間48単位（学
期24単位）に変更した。なお、成績優秀等の学生への対応として、単位上限超を可とす
る仕組みは現行規程により実施する。（2－4に後述）【資料F-5:p-70,資料2-2-8:履修
規程第10条】

（3）2－2 の改善・向上方策（将来計画）
新年度から、新カリキュラム・ポリシーにより明確化された教育課程編成方針を、全
教員に徹底するとともに、新任の教育開発担当教員を含めた情報戦略会議を設置し、ア
クティブラーニングやeラーニングの導入・活用を進め、実現を図る。【資料2-2-9】
シラバスの内容のレベル向上のため、将来的には外部委員の参画を進める。また、科目
ナンバリングの検討に着手する。

2－3 学修及び授業の支援
学修及び授業の支援
≪2－3 の視点≫
2-3-①

教員と職員の協働並びに
教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の
Assistant)等の活用による
等の活用による学修
活用による学修支援及び
学修支援及び
授業支援の充実

（1）2－3 の自己判定
基準項目 2－3 を満たしている。

（2）2－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-3-①

教員と職員の協働並びに
教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の
Assistant)等の活用による
等の活用による学修
活用による学修支援及
学修支援及
び授業支援の充実

小規模大学の利点を生かし、学修及び授業の支援においては教務委員会（教員8人、
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事務職員2人）により教員と事務職員が緊密な連携をとっている。さらに内容的にも、
学生生活等を含めた総合的な支援が行えるよう、学生委員会やその他の委員会及び事務
室を含めた全学的な協働体制を構築している。【資料2-3-1】
専任教員は、週２時間程度のオフィスアワーを設定し、学生からの質問や相談を受け
るようにしている。実際上、オフィスアワー以外でも時間が取れれば面会、電話、メー
ル等で学生に対応している。非常勤教員についても事務室が窓口となり、学生の質問や
相談に対応できるようにしている。【資料F-5:p-68,資料F-12】
専任教員が学修及び学生生活に関するアドバイザーとして、学生一人一人に個別に対
応し指導及び支援を行っている。教務委員会と学生委員会、学生支援センターが連携、
協力し、学生の持つ学修及び生活に関する課題を早期に発見し対応している。
アドバイザーは、１年次及び２年次前期はスキル開発担当教員による共同指導体制を
採り、２年次後期からは専門演習担当教員が任に当たり、教務委員会がそれを支援して
いる。現在、ティーチングアシスタントは活用していない。
学生のGPAが2.0未満となった場合や単位取得率が70％未満となった場合は、教務委員
会より担当アドバイザーへ当該学生の修学指導を依頼し、学生が早い段階で成績回復に
取り組めるようにしている。【資料2-3-2】
全教員に対して、授業に関する出席状況調査を学期の前半に行い、学生の学修取組状
況の把握と問題の早期発見に努め、必要に応じて、担当アドバイザーと学務職員、教務
委員会が連携して、面談等による指導を行っている。【資料2-3-3】
全学生に対して、授業評価アンケートを学期の後半に実施し、学生の意見等を汲み上
げている。さらに学生の意見及び教員の意見を取りまとめ、両結果を全学に公表するこ
とにより、学生の授業への関わりを強めるとともに、授業担当教員の授業方法等の改善
を行っている。【資料2-3-4】
休学及び退学を希望する学生に対しては、アドバイザーを接点として、学修及び成績
等を担当する教務委員会、学生生活を指導する学生委員会及び学生支援センター、事務
室等が連携して対応し、原因の発見に努めながら問題を解決して学修が継続できるよう
配慮している。

（3）2－3 の改善・向上方策（将来計画）
学生の学力向上に資するため、教員と事務職員の協働体制を強化する目的で、教員と
事務職員が協議する場を設ける。そして、学修におけるポートフォリオ体制やルーブリ
ック作成についての検討、ティーチィングアシスタント制度及びスチューデントアシス
タント制度等について検討する。
また、ICT担当教員の活用を通じて、教育開発推進体制を強化する。

2－4 単位認定、卒業・修了認定等
≪2－4 の視点≫
2-4-①

単位認定、進級
単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準
、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化
及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用
の明確化とその厳正な適用
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（1）2－4 の自己判定
基準項目 2－4 を満たしている。

（2）2－4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-4-①

単位認定、進級
単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準
、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化
及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用
の明確化とその厳正な適用

履修登録単位数の上限設定について、これまでは１年間の修得単位上限を50単位とし
ていたが、学生の学修内容をより深化、充実させるため、関係規程（履修規程、学生便
覧等）を改正し、単位上限を年間48単位（学期24単位、夏季、冬季、春季休業の期間に
開講される集中講義及び集中実習の授業科目に係る単位を除く）に変更した。【資料
F-5:p-70,資料2-4-1:履修規程第10条第1項】
なお、成績優秀の学生への対応として、本人が希望する場合、次の学期において、上
限を超えて履修することを可とする規程は現行のままとし、学生に主体的で質の高い学
修を促す仕組みとしている。【資料2-4-1:履修規程第10条第3項】
成績評価については現行規程を厳正に適用し、100点満点の60点以上を合格、60点未
満を不合格とし、表記は、秀、優、良、可、不可の５段階としている。さらにこれと連
動してGPAを算出・活用し、学生が自らの学修結果を把握し、より高い能力の取得を目
指すよう動機付けるとともに、教員の学生に対する学習指導の資料として活用している。
【資料F-5:p-78～79,資料2-4-1:履修規程第18～19条】
授業科目の評価基準は、試験の結果、授業態度や出席度合い、レポート課題の提出及
び内容、プレゼンテーション能力等、多元的な基準を設定している。【資料F-12】
教務委員会及びシラバスチェック部会において、シラバス及び学生便覧上で単位認定
及び卒業に関する基準が明文化されていることを確認し、科目ごとの成績評価基準が明
確であるかを確認した。【資料2-4-2】
進級基準については、2年次～3年次に進級する際に設けている。2年次終了までに必
修科目及びコース必修科目30単位を含む50単位以上を修得することとしている。なお、
このことはガイダンスや学生便覧で学生に周知している。【資料F-3:学則第47条,資料
2-4-1:履修規程第28条】
卒業認定においては、修業年限（4年）以上の在籍と卒業に必要な単位数（124単位以
上）の取得、及び学生納付金の完納を卒業要件としている。【資料F-3:学則第53条,資
料2-4-1:履修規程第31条】
また、本学は大学院を設置していないため、早期卒業を規定する条文は削除した。
【資
料2-4-1:履修規程第32条】
平成27年度より特待生及び奨学生に関する指導を開始した。特待生制度は、特に成績
優秀で入学してきた者を選定し、学修の成績GPA3.5以上を維持しながら将来的に保健医
療経営のリーダー等を目指すものである。奨学生制度は、成績優秀で入学してきた者を
選定し、学修の成績GPA3.3以上を維持しながら将来的に保健医療経営の基幹職員等を目
指すものである。これら特待生及び奨学生に対して、学期ごとに学修計画書を作成、活
用させ、担当アドバイザーが他の教職員と協力して学修指導等を実施している。【資料
2-4-3】

25

保健医療経営大学

（3）2－4 の改善・向上方策（将来計画）
卒業時の学生のさらなる学力向上のため、卒業論文発表会では、外部評価委員等の出席を
含めて評価を行い、より高い水準の卒業判定につなげる。
学修計画書を用いた学修システムを全学生に拡大する。担当アドバイザーが他の教職員と

協力して、学生が学期毎に学修計画書を作成するよう指導し、その学修計画書に沿って、
学生は学修活動を進め、担当アドバイザーは必要な指導を行う。この一連の学修システ
ムを、平成 29 年度より全学生を対象として実施している。この学修システムについて、
さらなる検討、改良を行い、学修に関するポートフォリオシステムに統合する。
これをさらに発展させ、教育システムの改善を通じて、ルールの厳正な適用と、それ
による学生の成績の伸張や総合的な人間力の向上に繋げていく。

2－5 キャリアガイダンス
≪2－5 の視点≫
2-5-①

教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導
教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備
に関する指導のための体制の整備

（1）2－5 の自己判定
基準項目 2－5 を満たしている。

（2）2－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備
Ａ

教育課程における指導体制
就職支援における基本方針は、教育・学生生活を通じて知性・感性及び創造性・

技術力、そして豊かな人間性を身につけ、その中で自己実現の方向性・生き方を明
確にし、就職を位置付けさせることである。学生が卒業後自らの資質を向上させ、
社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程を通じて培うことがで
きるよう、図表のように継続したカリキュラムを必修で導入している。【図表2-5-1】

図表2
図表2-5-1 スキル開発・キャリア開発
科目名

必修・選択

単位

開講期間

① スキル開発Ⅰ

必修

1

1年次前期

② スキル開発Ⅱ

必修

1

1年次後期

③ スキル開発Ⅲ

必修

1

2年次前期

④ キャリア開発Ⅰ

必修

1

1年次後期

⑤ キャリア開発Ⅱ

必修

1

2年次後期

⑥ キャリア開発Ⅲ

必修

1

3年次前期
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①「スキル開発Ⅰ」は、大学での学習方法、将来的に社会で活躍するために必要な
心構えからスタートし、レポートの作成方法を中心に、大学での教育、社会での
必要な文書作成能力を養成することを目的としている。
②「スキル開発Ⅱ」は、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力を早期
から養成することを目的としている。
③「スキル開発Ⅲ」は、「スキル開発Ⅰ・Ⅱ」で養った能力を定着させるため、文
章作成からプレゼンテーションまでの能力、そしてグループ討論やディベートな
どのディスカッション能力を総合的に養うことを目的としている。
※「スキル開発Ⅲ」については、平成28年度以前入学者のみ対象
④「キャリア開発Ⅰ」は、将来、社会で必要になる知識及び基礎能力等を身につけ
ることを目的としており、言語分野、非言語分野に分けた就職試験対策を中心と
している。
⑤「キャリア開発Ⅱ」は、将来のキャリアを自ら描ける力を修得することを目的と
しており、社会人のゲストスピーカーによる講義や施設の見学を行ったあと、自
己分析を行って将来のキャリアデザインを改めて考える内容になっている。
⑥「キャリア開発Ⅲ」は、より実践的な形で、社会で必要とされるコミュニケーシ
ョンスキル、表現力、説明能力を養うことを目的とし、直接的に就職活動に役立
つ内容を盛り込んでいる。
これらの中で1年次～3年次に開設しているキャリア開発Ⅰ～Ⅲの授業は、平成24
年度から学生が段階を踏んでステップアップすることができるような内容を考えて
配置してきたが、学生からみて3年間の内容に整合性が欠ける面があった。
そこで教務委員会と就職対策委員会が中心となって協議し、教育理念に照らして、
まず「自分の能力、特徴、適性などを客観的に理解する」ことができるように授業
の内容について再検討を行い、さらに施設実習等のインターンシッププログラムの
教材とその使い方について改善を行った。【資料2-5-1】
また本学では、その教育目的及び大学の特色にかんがみ、以下のインターンシッ
ププログラムを正課として設けている。
①施設実習（施設経営コース必修科目

４単位

３年次）

施設実習は、施設経営コースの学生が、それまで机上で学んだことを、2週間か
ら3週間の医療現場における実習を通じて確認し、医療現場での問題点の把握や対
応について学び、将来現場で働くための知見を得ることを目的としている。夏季休
暇中に行われる実習の前に、関連する教科の教員10人により、前期に15コマの事前
プログラム授業を行っている。内容はそれまでの保健医療の知識を踏まえて、具体
的に実習対象先の病院概要や診療圏を調べ、実習中に学ぶ自己の学習課題を設定し
ている。あわせて職場での個人情報保護の基本や実践的なビジネスマナーもプログ
ラムに含めている。
実習先は対象学生の居住地、帰省先を踏まえ、筑後地域を中心に、福岡、佐賀、
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長崎、熊本など各県の医療機関の協力のもとに実習病院を選定している。
後期には実習の事後プログラムとして、全員が実習で学んできたことを報告・発
表する機会を設けている。表彰制度を取り入れたこの発表会は、学生のプレゼンテ
ーション能力を開発し、相互が実習の成果を共有する場となっている。平成28年度
は35名の参加があった。【資料2-5-2】
②社会体験実習

地域経営コース選択科目

１単位

3年次

社会体験実習は地域経営コースの実習プログラムであり、実習先としては市役所
などの行政機関に依頼している。これも施設実習と同じように前期に15コマの事前
プログラムを用意している。ただし平成28年度は参加者がいなかった。
【資料2-5-3】
Ｂ

学内における就職相談・助言体制
就職に対する支援体制の中心となる「就職対策委員会」は、委員長（教授）１人、

委員（教授会構成員）４人、事務職員２人の、計７人で構成している。その業務内
容は、就職相談に対する指導・助言、就職見込み先訪問・開拓、求人情報の提供、
就職支援イベントの企画・実施のほか、実社会経験に基づく複数のキャリア関連科
目の授業（常勤・非常勤教員による）の支援等である。本学では3年、4年生の全員
が演習を必修としていることから、演習担当の教員（アドバイザー）と密接に連絡
をとりながら、学生個々の指導にあたっている。
具体的には学生に業界（病院・企業等）を理解させ、また実際の就職活動や内定
を得るまでのプロセスをイメージさせるため、会社説明会などの就職支援イベント
を開催し、必要に応じて面接指導やグループディスカッションの訓練、保護者との
三者面談を実施している。平成28年度は模擬グループディスカッション、グループ
ワークを4年生対象に6月24日及び7月1日に実施した。
今日、一般企業の多くはインターネットでの求人を行っている。しかし地元の病
院は、ほとんどネット求人を行わず、8月以降に求人票を発信している。そこで本
学では、求人票依頼書を福岡・佐賀・熊本県の病院約800件に送付している。
行政からの支援としては、大牟田ハローワークにおいて職員1人が本学を担当し
ており、実践的な就職指導の支援を週例就職相談（毎週水曜日12：15～15：00）と
して実施した。
なお本学は小規模大学であり演習も必修であることから、教員と学生の距離が近
い利点を生かし、卒業生の卒業後の就職の相談にものっている。【資料2-5-4】
Ｃ

年間プログラム
本格的な就職活動は3年生の10月の「就活スタートダッシュ」から開始している。

これは就職活動開始の意識づけとして実施しているもので、プログラムとしては
「就活専門家の講話」と「就活体験談（現4年生，卒業生）」を行っている。【資
料2-5-5】
次に重要なプログラムと位置付けているのは、11月の保護者懇談会及び「三者面
談」である。「三者面談」はアドバイザーとなっている演習担当の教員が保護者、
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学生本人と三者で現在の就職希望先について面談を行うものであり、平成28年度は
19組行った。ただし、この機会に保護者との三者面談が実施できない学生の中には、
就職意欲が必ずしも高くない学生がおり、それが就職活動の支援を行う上で課題で
あった。そこで平成28年度からそうした学生とも個別に就職担当者が面談を行った。
【資料2-5-6】
年が明けてからは、期末試験が終わった段階で、2月～3月に大牟田ハローワーク
の支援を受けて、１回3時間の就職支援開発講座を合計５回行った。これは、就職
先への応募書類の書き方及び添削、模擬面接及びグループディスカッションなどで、
実践的な内容であり、平成28年度は延べ68人の参加があった。また、平成28年度は
4年生による体験談のスピーチを行った。【資料2-5-7】
3月には学内企業説明会を3日間、合計8団体（企業、医療法人、社会福祉法人等）
行い、延べ93人が参加した。また、福岡市で実施された企業合同説明会（3月4日、
ヤフオクドーム）へのバス参加（21人）を全学年の行事として行った。【資料2-5-8】
なお、熊本医療法人会事務部が毎年夏季休暇中に実施している病院事務管理事例
研究発表会は、同県内の中小病院の事務職による発表が多く、また採用側との良い
交流の機会となっているので、希望者を募って大学より送迎している。平成28年度
は熊本地震の影響で遅れたが、9月に実施され、大学より3人が参加した。【資料
2-5-9】【図表2-5-2】
図表2
図表2-5-2 平成28
平成28年度
病院事務管理研究会への
28年度第
年度第11回病院事務管理研究会
事務管理研究会への学生
への学生参加
学生参加

Ｄ

実践的な就職活動情報の共有
内定を獲得した4年生に対しては「採用等内定届」の他にアンケート方式で「就

職受験結果報告書」の提出を依頼して、個別の就職先の選考情報の収集、蓄積に努
め、これを閲覧できるようにしている。また卒業１期生以降の学生の卒業後の就職
先の情報・転職先については個別に聞き取り調査を行っている。【資料2-5-10,資
料2-5-11】
Ｅ

その他課外講座等の取組み
その他資格取得対策として、平成28年度以下の２つの課外講座を行った。
①診療情報管理士試験対策講座を夏休みに22コマ、冬休み18コマ行った。この
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資格は年々受験者数、合格率ともに上昇しており、平成28年度は3年生、4年
生合計で14人受験し、12人が合格した（合格率86%）。
②医業経営管理能力検定試験対策講座は後期開始後、5コマ実施した。この資
格については平成28年度2年生、3年生合計で16人受験し、15人が合格した（合
格率94%）。
これらの資格も含め、資格取得に対しては学生に対して11種類の奨励金を出して、
自主的な取り組みを支援している。【資料2-5-12,資料2-5-13,資料F-5:p-83】
以上のようなキャリアガイダンスに関する取組みを行った結果、開学以来の就職希望
者に対する就職率は、第1期生こそ96％であったが、第2期生～6期生までは100％を維持
している。なお、その就職先は、第1～2期生については50％以上が医療機関であったが、
第3期生以降は医療関連企業及び一般企業が増加し、その割合は平成28年度で54％となり、
医療機関に限定されない就職先の広がりを見せつつある。さらに平成28年度には国家公
務員試験の合格者も誕生した。【資料2-5-14】
（3）2－5 の改善・向上方策（将来計画）
これまで課外講座としては、医療機関への就職に関連した診療情報管理士や医業経営
管理能力検定試験などの資格取得試験対策が中心であり、企業の就職試験や公務員試験
対策については全学生を対象としては開設していなかった。そこで、夏季休暇中と春季
休暇中の年２回、課外講座として、就職対策委員会の主導の下に常勤教員と非常勤教員
により集中講義を計画中である。
施設経営コースにおけるインターンシッププログラムである施設実習はこれまで必
修科目であったが、多様性が出てきた進路選択に応じて自由度を高めるよう、平成 29
年度入学生から選択制に変更した。そして実習先も、現在は病院と行政機関のみを対象
としているが、新たに企業を対象としたインターンシッププログラムを教務委員会と調
整しながら企画する。

2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック
教育目的の達成状況の評価とフィードバック
≪2－6 の視点≫
の視点≫
2-6-①

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発

2-6-②

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

（1）2－6 の自己判定
基準項目 2－6 を満たしている。

（2）2－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
小規模大学であるがゆえに、学生個人の情報は把握し易い。教育目的の達成状況の評
価とフィードバックのため、①「授業評価アンケート」、②「授業参観」、③「研究と
教育のための統合研修会（ランチョンセミナー）」、④「FD研修会」を行っている。【資
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料2-6-1,資料2-6-2,資料2-6-3,資料2-6-4】
①「授業評価アンケート」は、学生が講義のわかりやすさ、良かった点、改善す
べき点などを評価するものであり、これら学生の意見と教員の意見をとりま
とめて全学に公表し、学生及び教員にフィードバックした。
②「授業参観」は新任の教員を対象に行うものであり、教員同士のアドバイスを
通じて授業方法の改善を図っている。
③「研究と教育のための統合研修会（ランチョンセミナー）」は全教員を対象に
月数回の頻度で行い、教員独自の研究内容やそれを通じた学生への情報伝達、
授業内容の改善を図っている。
④「ＦＤ研修会」は教員の教育技能向上を目指し、学生に理解しやすく印象深い
授業方法の研究、向上を目指している。
また、ＦＤ委員会と教務委員会が共同して学修効果測定の具体的方法の検討を行って
いる。
平成29年度より、新たに採用した教育開発担当教員(IT専門)のもとで、ポートフォリ
オやルーブリックなどによる教育の達成度評価法の開発に着手した。
就職状況の調査としては、内定を獲得した4年生に対しては「内定報告書」と「就職受
験結果報告書」の提出を依頼して、詳細情報の収集・蓄積を行ない、これを閲覧できる
ようにしている。就職率は、最近5年間100％を維持している。
また資格取得対策講座の実施により、平成28年度に診療情報管理士試験合格率86％（12
人／14人）、医業経営管理能力検定試験合格率94％（15人／16人）を達成している。
このように、教育の充実・改善と就職・資格取得状況は相互に良好な影響を及ぼし合
っている。
各コースが独自に行っている取り組みについては、以下に説明する。
2-6-①
Ａ

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発
施設経営コース

3 年次の中心科目である施設実習について具体的な方策を述べる。この科目は通年
科目であり、常勤教員のほぼ全員が業務を分担し、コース目的の達成に向けて一丸
となって取り組んでいる。その評価は、業務を分担している教員が事前・事後プロ
グラム（全 12 回＋9 回）に原則全員出席し、月例ベースで開催する「施設実習打合
せ会議」において目的達成状況などを点検することにより逐次行っている。また、
毎回の講義において学生に対し講義ノート（講義についての感想や意見）の提出を
義務付けている。【資料 2-6-5】
Ｂ

地域経営コース
2 年進級時に当コースを選択した学生は、地域社会における保健・医療・福祉に関

する施策やプロジェクトの企画立案、実行運営などについての専門的な研究を行い、
実践的な指導を受ける。現時点では当コースを選択する学生が少ないため定例の小
委員会や打合せ会議は組織されていないが、必要に応じて関連科目の教員が打合せ
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を行い、達成状況の評価に取り組んでいる。また、各教員あるいは複数の教員が合
同で、学生による「授業評価アンケート」や毎回の講義で提出される講義ノートな
どをもとに随時点検作業を行っている。
2-6-②
Ａ

教育内容・方法及び学修
教育内容・方法及び学修指導等の改善へ
学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィード
指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック
向けての評価結果のフィードバック
施設経営コース

「施設実習」は、夏季休暇期間中に行う医療施設（主に病院）実習と事前・事後
プログラムを通じて専門的な内容を実践的に習得させることを目的としている。特
に事後プログラムにおいては各学生が実習報告を行うが、それは全教員・全学生を
前にしたオープン形式のプレゼンテーションである。このプレゼンテーションと小
テストをもって、教育目的の達成状況を確認している。
また「施設実習打合せ会議」には教務委員会の委員が出席することにより、目的
達成などを教務委員会や教授会にフィードバックし、評価結果を全教員が共有する
仕組みとしている。その他、講義ごとに提出される学生による講義ノートを教員に
回覧し、学修指導の改善に役立てている。
Ｂ

地域経営コース
学生による「授業評価アンケート」をもとにした「授業評価に係わる考察」（台

帳）や、毎回の講義で提出される講義ノート、小レポート、プレゼンテーションな
どをもとに教育目的達成度を評価している。この結果は、各講義の中で教員によっ
て受講生にフィードバックするよう努めている。

（3）2－6 の改善・向上方策（将来計画）
平成 29 年度から、ポートフォリオやルーブリックに関する知識が豊富で、IT を活用し
た大学教育に経験を有する教育開発担当教員(IT 専門)を採用した。本教員を中心に少人
数にわけた研修会を行ない、全教職員に評価方法の習得を普及させる予定である。
また、コース間の連携を密にして、単位の互換性を図るなど、単一学部、単一学科と
しての有利性を高めながらカリキュラムの見直し作業を FD 委員会と教務委員会が共同で
行っていく。

2－7 学生サービス
≪2－7 の視点≫
2-7-①

学生生活の安定のための支援

2-7-②

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用
学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用

（1）2－7 の自己判定
基準項目 2－7 を満たしている。
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（2）2－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-7-①
Ａ

学生生活の安定のための支援

学生サービス、厚生補導
学生生活全般に関わる学生サービスは、まず総合窓口である大学事務室が担ってい

る。窓口では、各種の証明書等の発行業務、奨学金業務、サークル活動に関する学生
支援、卒業要件や単位修得など履修に関する教務支援、アルバイトを含めた就職相談
支援、傷害・賠償保険業務、休・退学者・留年者等の在籍者の学籍管理などを行って
いる。【資料 2-7-1】
また、大学事務室に隣接する「学生支援センター」には、教職員 10 人から成る支
援相談員を配置しており、学生からの多様な相談に対応できる体制となっている。年
度当初に支援相談員を選任し学生への周知を行っている。【資料 2-7-2,資料 2-7-3】
学生が関わる事項全般を支援する教職員組織として「学生委員会」を設置している。
教員６人と事務職員２人で構成し、月１回の定例会議を開催して、学生生活全般に関
わる案件を審議し、厚生補導に関する対応を行っている。
また、学生に対する教員のサポート体制として、専任教員によるアドバイザー制を
設けている。アドバイザーは、１年次と２年次前期までは、必修科目であるスキル開
発担当教員が、２年次後期以降は専門演習担当教員が担当している。専任教員が担当
する学生数は、多い場合でも１学年９人以下であり、学生が担当教員に相談しやすい
環境となっている。【資料 2-7-4】
平成 28 年度には、中途退学者減に向けた抜本的な取組みが課題となっていた。そ
こで、他大学における情報を収集し、具体的な対応策の検討を行った。学生が退学を
考えるのは入学直後が最も多く、学年進行に従って低下傾向にあることから、学生の
退学に繋がる兆候を初期段階で早期発見し、早期対応に結び付けることの重要性を確
認した。これに基づき、現行のアドバイザー制について、特に１年次、２年次におけ
るアドバイザー対応の徹底強化を図った。【表 2－4】
学生サービスや厚生補導を強化する上では、保護者との連携が不可欠である。しか
し平成 27 年度まで、保護者を対象とした懇談会は、３年生の保護者を対象とする就職
懇談会を除いて実施していなかったことから、平成 28 年度には、１年生、２年生、４
年生の保護者を対象とする保護者懇談会を実施した。【資料 2-7-5】
ただし、就職懇談会との同日開催で、開催時期が 11 月下旬となっていたため、平
成 29 年度の保護者懇談会については、教務委員会、就職対策委員会、学生委員会との
連携の下、前期の成績発表後の 9 月 3 日（日）の開催を予定している。
学生の通学の利便性を高め、かつ安全に通学できるよう、開学当初より本学の学
生・教職員専用の無料スクールバスを運行しており、８時台から 20 時台まで本学と
JR 瀬高駅、西鉄柳川駅の３カ所を２台の車両を使って循環させている。スクールバス
の便数や発着時刻については、授業の開始・終了時刻、電車との接続を考慮するとと
もに、リクエストカード等による学生の要望を反映しながら随時見直しを行っている。
平成 28 年度の学期中には 1 日 19 便を運行した。【資料 2-7-6】
Ｂ

奨学金・減免制度等
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（１）奨学金
奨学金の貸与を受けている学生の多くが日本学生支援機構の支援を受けている。
加えて本学の設立母体である社会医療法人雪の聖母会が、本学学生を対象として
貸与型の「聖マリア奨学金」を実施しており、平成 28 年度には 66 人が支給対象と
なった。
本学独自の奨学金としては、給付型の①「医療経営リーダースカラシップ」、②
「医療経営チャレンジスカラシップ」があり、平成 28 年度の対象者は①３人、②
18 人であった。【表 2-13】
①医療経営リーダースカラシップは、入学金及び授業料等が全額免除となる特
待生に対するものであり、平成 27 年度入試から導入した。
②医療経営チャレンジスカラシップは、授業料等が半額免除となる奨学生に
対するものであり、平成 27 年度入試から導入し、さらに平成 28 年度入試
からは推薦入試を対象とする３分の１免除を追加した。
いずれも、半期ごとに算定する GPA で一定水準以上の成績を収めることを条件に、
４年間継続することとしている。
（２）減免制度
本学では学業成績が極めて優秀でかつ家計困窮者に対して、給付型の「授業料減免
制度」を設けており、平成 28 年度の対象者は６人であった。【表 2-13】

（３）その他の経済的支援
上記以外の経済的支援として、本学指定の学生マンション入居者への家賃補助、
新幹線通学定期代補助の他、資格取得促進も目的とする「資格取得奨励金制度」を
実施している。【資料 2-7-7,資料 2-7-8, 資料 F-5:p-83】
Ｃ

課外活動支援

（１）学友会への支援
学生の自治組織である学友会の活動は、基本的に入学時に納入する２万円（5,000
円×４年分）の学友会費によって自主運営されている。ただし、学友会所属団体の
中で予算規模が大きく、多くの学生が参加する「大学祭実行委員会」に対しては、
平成 28 年度は大学から 40 万円の資金援助を行った。【表 2-14】
また、学生委員会として企画案のアドバイスなど側面的な運営支援を行っている。
（２）サークル棟周辺環境整備
従来、学友会活動及びサークル活動の拠点として整備されたサークル棟及びその
周辺は、雨天時には水たまりができ立ち入りが躊躇され、夏季には雑草が生い茂る
状況にあった。そこで、サークル棟及び周辺環境の整備に向けて学友会サイドと協
議を行った。基本的にソフト面の対応については学友会サイドで内容を詰め、サー
クル棟周辺のアスファルト舗装工事をはじめとするハード面での対応は大学サイ
ドで取組んでいくことを確認した。なお、学友会との意見交換は、平成 29 年 5 月
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までに、計４回（2 月 7 日、2 月 14 日、3 月 7 日、5 月 16 日）実施した。舗装工事
完了は、平成 29 年 6 月末の予定である。
Ｄ

健康相談、心的支援、生活相談
学生が学生生活の様々な場面で、まず訪れるのが事務窓口である。学生にとって一

番身近な位置にあることから、事務窓口では学生との会話を通して、学生の体調や精
神状態を推し量り、必要に応じて相談に乗るよう努めている。特に、新入生に対して
は慣れない履修登録方法や学生生活全般の助言を行い、早期に大学生活が円滑に出来
るよう声かけを行っている。
健康管理室（学生相談室）には、平成 27 年 10 月より原則毎週水曜日に３時間（12
時～15 時）スクールカウンセラーが在室し、学生からの相談や面談に対応している。
【表 2-12】
また、専任教員の中に医師資格を有する者が２人存在することから、医師の判断が
必要と思われる場合には、即応できる状態にある。
特にメンタル面での不安を抱える学生を早期に発見し、状況に応じた適切なサポー
トを行う事を目的として、平成 28 年度から入学式後に、スクールカウンセラーが学生
生活面で不安を抱える学生について保護者との面談を実施している。平成 29 年度入学
式後においても、複数の保護者との面談を実施した。
また、スクールカウンセラーと連携して精神心理健康調査を企画し、平成 29 年４月
下旬に新入生を対象に実施した。アンケート調査の配布回収は、担当アドバイザーが
実施し、個人情報保護の観点から記名式の調査票を封入した状態で回収した。スクー
ルカウンセラーがアンケート調査票の集計・分析を行い、必要と思われる学生に対し
て面談を実施している。本人の了解が得られた学生に対しては、担当アドバイザーも
連携してサポートを行っている。
アドバイザーによる相談は、学生から申し出があった場合と、授業の無断欠席が続
くなどの問題状況にある場合に実施している。学生が気軽にアドバイザーに相談でき
る関係づくり、及びアドバイザーが担当学生の悩みや相談事を汲み取る機会を設ける
事が課題であった。平成 29 年度前期からは、教務委員会との連携の下、全学生を対象
に面談を実施し、悩みや相談事を聞く取組みを行った。なお、特待生・奨学生につい
ては、平成 27 年度より修学指導を中心とした面談を実施している。
2-7-②
Ａ

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用

学生キャンパスアンケート

学生生活全般についての学生の満足度や意見・要望を把握するため、全学生を対象
とした学生キャンパスアンケートを、平成 22 年度（平成 22 年９月）に実施して以降、
平成 25 年度（平成 26 年３月）、平成 27 年度（平成 28 年３月）と隔年で実施している。
平成 27 年度のアンケート調査結果は、第６回学生委員会で集計結果を報告し、その後
全教職員へ結果報告を行った。学生の満足度は概ね上昇していることが確認されたも
のの、全般的な学生サービスへの満足度や、ＩＴ演習室に対する満足度など、改善す
べき項目も散見された。ただし、ＩＴ演習室については、整備を進めていた設置パソ
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コンの更新作業直前でのアンケート調査であったことから、整備が完了した平成 28
年度早々には改善されたものと考えている。【資料 2-7-9】
Ｂ

リクエストカード

学生からの率直な意見や要望を把握し、対応可能な案件については速やかに改善を
図っていく仕組みとしてリクエストカードを設置している。平成 25 年度以降は学生支
援センターに投函ボックスを設置し、匿名での投書を可能とした。その結果、平成 26
年度には 35 件、平成 27 年度に 12 件、平成 28 年度に 13 件のリクエストカードが投函
された。平成 28 年 12 月末時点で、平成 26～27 年度に提出されたリクエストカードの
要望内容について確認作業を行った。学生からの要望を受けて、ウォーターサーバー
を学内３カ所に設置、スクールバスの時刻・便数の見直し、事務局の担当者一覧の掲
示などの改善を行った。一方で、その後も対応出来ていない案件として、売店ないし
コンビニの設置、ATM の設置、体育館の整備等が挙げられるが、これらに対しては実
施困難な理由を付した上で、その都度回答を行った。また、確認作業の結果、複数の
案件において、提出されたリクエストカードに対する回答状況に不備があったことを
確認したことから、合わせて改善を図ることとした。【資料 2-7-10】

（3）2－7 の改善・向上方策（将来計画）
Ａ

アドバイザー制度の強化
欠席が続く学生が休学や退学に繋がる可能性が高いことから、授業への欠席が目立

つ学生への対応は、学生委員会と教務委員会との連携の下、学期初めと学期途中の最
低２回実施している。該当した学生に対しては担当アドバイザーが修学指導を行って
いる。しかし、学生の状況が一定程度進行し課題が顕在化してからの対応となりがち
であり、表面化する前段階での早期対応が必要である。また、学生への対応は担当ア
ドバイザーに一任しているため、組織的にフィードバックされない事があり、対応状
況もアドバイザー間で差がみられるなど改善すべき課題もある。今後は、学生の休学
や退学に繋がる兆候を早期に発見する仕組みづくり、学生対応のマニュアル化、対応
状況に関する情報の一元化を進める必要がある。
Ｂ

メンター制度等の導入
学生をサポートする体制として、多くの大学で導入されている学生が学生をサポー

トする制度は、本学では未だ構築されていない。関連情報を収集した上で、本学の実
態に即した形で導入することが課題である。平成 28 年度には、９月に実施された第
44 回九州地区学生指導研究集会において、参画している他大学のメンター制度等に関
する取組みについて情報収集を行い、多くの大学のメンター制度やチューター制度、
ピア・サポート制度など、関連情報を入手した。本学学生の実情に合わせた制度導入
を、学生委員会において平成 29 年度に予定している。
Ｃ

ボランティア活動の促進
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学内にはボランティア関連のサークルが複数設立されており、各サークルレベルで
は活発に活動を行っている。しかし、全学的に見れば、ボランティア活動に関心はあ
っても、サークル加入までは踏み込めない一般学生も一定数いると思われる。ボラン
ティア活動の教育的効果や人格形成にもたらす効果を考慮すると、大学としてボラン
ティア活動を促進する体制を構築する必要がある。幸いにして、地域サイドから寄せ
られるボランティア要請の案件は多い。そこで、平成 29 年度には、学生支援センター
を核として、地域サイドから寄せられたボランティア案件の内容確認、適切と判断す
る案件の学生への情報提供、定期的な説明会の開催（年に２回程度）などを実施し、
一般学生のボランティア参加を促す予定である。
Ｄ

学生活動後援会設立の検討
他大学で組織化されている後援会は、学生の課外活動、教育研究活動、海外留学・

研修活動、就職対策など幅広い分野の学生活動に対して資金的助成を中心に事業を展
開している。一方歴史の浅い本学では、こうした学生活動後援会は未だ設立されてい
ない。在学生の保護者からの会費を主な収入源として、本学のより一層の発展・繁栄
のために、多方面に亘る秀逸な学生活動を側面的に支援・推進する事を目的として、
学生活動後援会の設立を検討すべきである。
そこで、平成 28 年度においては、他大学での学生活動後援会に関する情報を収集し
た。組織の位置づけや活動内容、役員構成や会費・寄付の金額や徴収方法など、大学
によって大きく異なり、本学及び保護者の状況に応じた後援会設立が求められること
を確認した。本学では、中心となる費用負担者は保護者を想定していることから、平
成 29 年度には保護者との信頼関係の緊密化を図るとともに、保護者に対して後援会設
立への意見を求め、設立に向けての機運醸成を行う予定である。

2－8 教員の配置・職能開発等
教員の配置・職能開発等
≪2－8 の視点≫
2-8-①

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置

2-8-②

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty
教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめと
Development)をはじめと
する教員の資質・能力向上への取組み
する教員の資質・能力向上への取組み

2-8-③

教養教育実施
教養教育実施のための体制の整備

（1）2－8 の自己判定
基準項目 2－8 を満たしている。

（2）2－8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-8-①

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置

本学の専門教育分野は、「施設経営コース」と「地域経営コース」の二分野に分かれ
ている。
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「施設経営コース」は、病院や介護施設などの保健医療分野の現場において、主に事
務部門の経営管理に従事する専門知識を学ぶコースである。病院等の職場は、総務、企
画、経理、財務、人事、医療事務、資材・用度、地域連携など幅広い分野に分かれてい
る。したがって、このコースの学修目的は、病院固有の運営実務に関する基礎知識だけ
でなく、一般の企業経営に関する学識と技能も身につけることである。この目的に沿っ
て本コースでは、医療倫理、医療管理論、管理会計、税務会計、診療情報管理論、医療
情報学、医事業務論、施設実習、医療統計分類などを学習する。
「地域経営コース」は、高齢化が進む社会で、地方自治体などの組織体の保健医療分
野において、主に事務部門の経営管理に従事する専門的知識を学ぶコースである。地方
自治体などでは、総務、企画、経理、財務ばかりでなく、地域社会の小学校区や集落単
位のコミュニティづくり、地域連携など幅広いで分野の業務がある。したがって、この
コースの学修目的は、幅広い地域連携を行うための計画やプロジェクト等を企画・立案・
実行・運営する中で、的確な役割を果たせ幅広い知識と素養を身につけることである。
本コースでは、行政法、政策過程、公共政策、地域づくり、公衆衛生学、社会体験実習、
WHO インターンシップなどを含め幅広い知識を学習する。
専任教員については、施設経営コースには、医学、医療経営、会計など、地域経営コ
ースには法学、地域づくり、社会学、国際交流など、それぞれバランスを考慮した教員
の配置を行っており、教員配置に関しては、この二つのコースの目的に沿っていると考
えている。【資料 2-8-1】
二つのコースに共通な専門基礎科目群には、２人の医師免許取得者の専任教員を配置
して必要な医学知識の提供を行うことにより、施設実習や社会体験実習など実務的な専
門教育への移行を円滑にしている。また、施設経営コース、地域経営コースのそれぞれ
に、博士号取得者と実務経験者を中心に配置するなど、教育・実務経験を重視した教員
構成としている。【資料 2-8-1】
加えて、専門教育及び研究体制の強化のため、特任教授 6 人（医学 2 人、医療管理学
1 人、診療情報管理学１人、疫学統計学 1 人、地域社会学 1 人）、特任准教授 1 人（国際
化推進１人）を採用している。その他、不足する専門教育と一般的な教育に関しては、
非常勤講師で補っている。
なお、専任教員数については、大学設置基準に基づく必要教員数は 21 人（教授 11 人）
であるが、平成 29 年 5 月 1 日現在の専任教員数は 22 人（教授 12 人）であり、この基準
を満たしている。
2-8-②

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty
教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめと
Development)をはじめと
する教員の資質・能力向上への取組み
する教員の資質・能力向上への取組み

本学では、教員の欠員が出ることもあったが、定期的に常勤教職員を採用、補充して
いる。募集方法には、紹介とウェブでの公募があるが、関東などの遠隔地からも採用し
ている。採用プロセスは、
「教員選考基準規程」
「人事選考要領」
「昇任採用基準要領」に
基づき進めており、どの場合も面接を経ている。【資料 2-8-2,資料 2-8-3,資料 2-8-4】
開学以来の昇任は、教授３人と准教授７人である。最近採用または昇任した教員に関
しては、前記「基準規定」に基づいて、人事委員会での厳格な審査を行い、人事教授会
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で選考するという過程を踏まえており、資質向上の目的を達成している。この数年の採
用人事には、若い教員の採用（医療経営、薬学、法学、会計学）を心がけてきた。現時
点では、年齢別の教員数は 70 代（特任教授）が 1 人、60 代が 5 人、50 代が 8 人、40 代
が 4 人、30 代が 4 人となっており、近年の採用人事に関しては、30 代、40 代の年代層
の採用増に配慮してきた。
教員の学位取得状況は、平成 29 年 5 月 30 日現在、博士号 12 人、修士号 8 人、学士
号 2 人で、博士号取得状況は、54%である。年代別の博士号取得内訳は、60 代 60%、50
代 75%、40 代 25%、30 代 50%でる。40 代の教員の取得状況が若干低い傾向にあるが、全
般的に他大学に比べて低くはないと思われる。【資料 2-8-5】
個々の教員の研究・教育状況の評価に関しては、これまで採用や昇任の時を除くと、
積極的に行ってこなかった。そこで、平成 28 年に教員各個人に対して、教育、研究、社
会貢献、管理運営、その他の活動の 5 領域に関する計画、及びその後の進捗状況を記入
する「個人活動評価（通知）書」の提出を義務づけ、評価実施を行うことにした。毎年
度の「活動実績書」提出に加えて、最終年度（3 年後）には、教員個人が 3 年間の進捗
状況を自己評価して「個人活動評価（通知）書」を所属する部門長に提出し、この「自
己評価」を参考に評価担当者である部門長が「総合評価」を行うこととしている。
【資料
2-8-6,資料 2-8-7】
また、平成 27 年度より科学研究費補助金の申請を教員全員に義務づけており、平成
27 年度、28 年度には教員のほぼ全員が申請を行った。【資料 2-8-8】
加えて、科研費申請の有無が（採択状況は問わない）、教員の個人研究費の配分額に
反映されるようにして、研究力の増強を図っている。平成 29 年の科研採択数が少なかっ
た背景には、単一個人による申請が反映しているという反省から、複数研究者による共
同研究の申請、及び研究実績の蓄積を図るよう個々の教員に求めている。科研費のみな
らず、他の研究資金の受け入れも教員評価に活用することとしている。
この他、平成 23 年度より、採用時に 5 年間の任期制を導入してきたが、規程の整備
を行って将来的には全教員に広げていく方針である。
教育面での教員評価については、学生による「授業評価アンケート」を基礎とし、前
期、後期とも全科目行い、教員に対してフィードバックしている。これに対する個々の
教員の自己評価や反省は、「授業評価に関する考察」としてまとめ、閲覧に供している。
教員の資質・能力向上への取り組みとしては、前記「授業評価アンケート」の他、新
任教員を対象とした「授業参観」、教員間で教育研究活動を紹介する「研究と教育のため
の統合研修会（ランチョンセミナー）」、教育技能の向上を目指す「FD 研修会」を実施し
ている（基準 2-6 前述）。
その他、夏休みに 3 年生が参加する「施設実習の事前授業や事後報告会」には、広く
担当教員以外にも参加を呼びかけて、教員が保健医療分野における専門以外の領域につ
いても学習する機会を継続している。
2-8-③

教養教育実施
教養教育実施のための体制の整備

教養教育充実のため、基礎教養部門を編成、組織し、教養教育検討会議を立ち上げた。
また、専門演習を担当しない等、基礎教養部門に所属する教員の教養科目取り組みへの
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専念化を行った。【資料2-8-9,資料2-8-1】
基礎教養部門の教育内容は以下の通りである。（2-2-②前述）
1）総合科目群は、「導入」、「理解」、「外国語」、「リテラシー」の 4 領域で編成し
ている。
1-1）
「導入」領域では、スキル開発（レポート作成、ディベート演習など）や
キャリア開発（自己分析、自己表現など）の科目を設け、コミュニケー
ション能力の重要性、および卒業後も見据えた計画的学修の重要性につ
いて理解を促す。
1-2）「理解（人間、自然と生命、社会、世界）」領域においてはいわゆる一般
教養科目を、「リテラシー」領域においては情報処理などの科目を設け、
人々の健康や健全な地域の発展を支援するための学修基盤を醸成する。
1-3）
「外国語」領域には、必須科目の英語に加えて、中国語と韓国語の科目を
設けている。英語教育においては習熟度別にクラスを編成して学習効果
を上げるとともに、ネイティブスピーカーによる英会話講座（希望参加）
を設けている。
具体的には、担当アドバイザー（スキル開発担当教員）が新入生に対して学修指導計
画の作成と履行の指導を行っている。【資料 2-8-10】
また、情報リテラシー分野の教育体制強化のため、演習用パソコンシステムの更新（1
千万円規模、パソコン 88 台導入、OS 及びアプリケーションのバージョンアップ）を行
った。
さらに、英語科にネイティブ教員を採用し、「異文化コミュニケーション」等の科目
を担当することにより、国際協力に資する人材の養成にも取り組んでいる（単位認定な
しの講義でスタート）。【資料 2-8-11,資料 2-8-12】

（3）2－8 の改善・向上方策（将来計画）
教養教育検討会議を定例化して、科目ごと及び部門ごとの PDCA サイクルを構築し、
教養教育強化に関する評価システムを完成させる。また、科目ごとの年間教育計画作成、
アクティブラーニング及び e ラーニングの導入、さらに、卒業後も見据えた計画的学修
を促す一環として、学生の資格取得に向けた効果的な組織的取り組みを検討する。

2－9 教育環境
教育環境の整備
環境の整備
≪2－9 の視点≫
2-9-①

校地、
校地、校舎、
校舎、設備、実
備、実習施設、
習施設、図書館等の
図書館等の教育
等の教育環境
教育環境の整備と適切な
環境の整備と適切な運営
の整備と適切な運営・
運営・管理

2-9-②

授業を行う
授業を行う学生数の適切な
行う学生数の適切な管
学生数の適切な管理

（1）2－9 の自己判定
基準項目 2－9 を満たしている。
（2）2－9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
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2-9-①

校地、
校地、校舎、
校舎、設備、実
備、実習施設、
習施設、図書館等の
図書館等の教育
等の教育環境
教育環境の整備と適切な
環境の整備と適切な運営
の整備と適切な運営・
運営・管理

校地、校舎及び施設、設備等の教育環境については、明示された基準を満たしている
とともに、教育目的達成のために適切に整備・管理している。また、大学施設の全体に
かかわる運営・管理に関しても、大学事務局の総合的な管理下で適切に実施し、修理や
交換を適宜行っている。
Ａ

校地
校地等面積は 100,413 ㎡で、うち校舎敷地が 5,095 ㎡、運動場用地が 7,360 ㎡で

ある。敷地内には、管理棟、講義棟、厚生棟、サークル棟等の建物とグラウンドを
配置し、授業、学生のサークル活動等に供するほか、外部への貸出しも行っている。
【表 2-18】【資料 2-9-1】【図表 2-9-1】
平成 26 年度の設置基準の必要面積 3,200 ㎡（収容定員 320 人）を十分に上回る
12,455 ㎡（校舎敷地 5,095、運動場用地 7,360）であり、収容定員１人あたりの校地
等面積は 38.9 ㎡である。【表 2-18】
Ｂ

校舎・設備・実習施設
校舎面積 6,415 ㎡を含め建物床面積の合計は 7,510 ㎡である。平成 20 年の開学以

来、学生だけでなく地域住民のニーズにも柔軟に対応し、有効利用に供している。
【資
料 2-9-1】
平成 26 年度の設置基準上の必要面積は 4,561.4 ㎡であり、現在の在籍学生数 163
人であることからも、ゆとりのある建物空間を確保している。
講義室は、18 人収容のゼミ室 10 部屋、54 人収容の小講義室 6 部屋、99 人収容の
中講義室 4 部屋、203 人の大講義室 1 部屋からなり、最大 1,103 人を収容できる。演
習室としては、44 人収容の IT 演習室 2 室と 22 人収容の IT 小演習室 1 室があり、最
大 110 人が同時に PC を利用できる。その他、学生自習室を図書館内に 2 部屋と教員
室の近くに 1 部屋（合計 3 部屋）備えており最大 18 人が利用できる。
【表 2-20】
【図
表 2-9-2,図表 2-9-3】
図表2
図表2-9-1 保健医療経営大学

全体図
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図表 2-9-2 保健医療経営大学 校舎配置図

図表 2-9-3 講義室・
講義室・教員室
教員室

〔上左:大講義室／上右:中講義室 1・2 ※用途に応じ可動式間仕切で 2 部屋とする事も可〕
〔下左:ゼミ室／下右：教員室〕
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Ｃ

図書館等の教育環境
図書館は、大学における研究・教育の拠点であるが、単科大学であることから、

床面積 670 ㎡、うち閲覧スペース 230 ㎡、書庫スペース 259 ㎡と比較的小規模であ
る。座席数は、閲覧室 108 席、学習室 12 席を備え、情報検索など学生の多様なニー
ズに応えることができるよう情報端末 9 席、検索用の OPAC(Online Public Access
Catalog)端末 1 台、ＡＶブース 3 席を設置している。【表 2-24,表 2-25】
平日の開館時間は、長期休暇中を除いて通常 9:00 から 20:00 まで開館している。
図書館の利用は、本学在学生が中心であるが、卒業生や市内の高校生、一般市民に
も広く開放している。【表 2-24】【資料 2-9-2】
図書館が所有する資料は、寄贈図書の受け入れだけでなく、教員推薦による選書
や学生の選書ツアーなどを通じて新刊書を購入し、本学の教育・研究の理念と目的
に沿った図書館となるよう努めている。現在の総蔵書数は 26,665 冊である。
【表 2-23】
また学生が、より身近な場所として積極的に図書館を利用するよう、図書館アル
バイトをしている在学生が、SA（学生アシスタンス）として新入生に対する利用者
教育を１年前期に実施している。これら図書館利用に関する運営・管理は、
「情報メ
ディアセンター規程」他関係諸規定に則り、情報メディア運営委員会を中心に行っ
ている。【資料 2-9-3,資料 2-9-4,資料 2-9-5,資料 2-9-6,資料 2-9-7】
Ｄ

学生食堂

厚生棟にある学生食堂（レストラン「マドンナ」）の座席数は 130 席である。通常
の営業時間は、長期休暇中を除いて月曜から金曜、11:00 から 14:00 であり、学生は
もとより近隣の市民も利用できる。また、学友会が実施する新入生歓迎会や、同窓
会が実施する卒業祝い、オープン･キャンパスでの昼食会、韓国の春海大学校の歓迎
会や JICA 研修員の昼食会など、大学行事における会食の場としても活用している。
【資料 2-9-8】【図表 2-9-4】
図表 2-9-4 学生食堂での大学行事実施風景

〔左：新入生歓迎ティーパーティー／右：韓国 春海大学校 歓迎会〕
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Ｅ

情報関連施設設備
IT 演習室 3 部屋に設置している学生が利用可能な PC は、IT・LL 演習室ⅠとⅡの

88 台（44×2）と IT 小演習室の 22 台、合計 110 台である（別途、図書館に 9 台）。
現在の在籍学生数（163 人）や収容定員数（320 人）を考えると学生の需要に十分対
応できている。また、22 人収容のＩＴ小演習室に設置された PC については、授業だ
けでなく自習の目的にも使用できるよう、20:00 まで学生に開放している。
【表 2-25】
【資料 F-5:p-45～46】【図表 2-9-5】
図表 2-9-5 情報関連施設設備

〔左：IT 小演習室／右：IT・LL 演習室〕
Ｆ

施設・設備の完全性

建物の耐震性については、本学開学が平成 20 年であり、建築基準法施行令（新耐
震基準）の改正（昭和 56 年）以降に建設されたものであることから、何ら問題ない。
施設の安全管理については、総務委員会が担当している。委員会担当事務職員が
建築基準法、ビル衛生管理法、消防法等の法令に基づく調査、検査、報告、点検を
行うことで安全の確保に努めており、適宜委員会に報告して必要な改善を行ってい
る。なお、災害時の大学施設の活用について、地元自治体と協議を進めている。
バリアフリーのスロープ、エレベーター、トイレ等については、建物新築の際に
整備している。また、ＣＯ2 の削減と省エネについては、冷暖房設備、照明・換気扇
等の節電に努めるため、一定の電力使用量を超えると消費電力を抑える設定の契約
を電力会社と結び、全学体制で取り組んでいる。【資料 2-9-9】
緊急事態の場合、本学は 2 階建ての構造であり、どこからでも比較的容易に避難
できる造りである。しかし万全を期すため、毎年新年度のガイダンス期間中に地元
みやま市の消防署と連携して避難訓練を行っている。また、火災報知機の点検も定
期的に行っている。【資料 2-9-10】
施設設備については、事務局を中心に定期的に保守点検を実施することで安全性
を確保してきた。現在、新築後約 10 年を経たことや、平成 28 年 4 月の熊本地震の
影響もあり、校舎だけでなくサークル棟も含め、大規模な改修を検討している。
2-9-②

授業を行う
授業を行う学生数の適切な
行う学生数の適切な管
学生数の適切な管理

平成 29 年度の在籍学生数は 163 人で収容定員数の 320 人を下回っており、結果として
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少人数教育の効果を上げている。本学は、保健医療経営学部 保健医療経営学科に施設経
営コースと地域経営コースからなる単科大学である。定員充足率の向上が本学の課題で
ある。現在の在籍学生数は、1 年次 37 人、2 年次 33 人、3 年次 51 人、4 年次 42 人であ
る。【表 F-4】
また、施設経営コースについては、2 年次 31 人、3 年次 39 人、4 年次 40 人、地域経営
コースについては、2 年次 2 人、3 年次 12 人、4 年次 2 人である。【資料 2-9-11】
各授業科目の履修学生規模としては、教養科目あるいは基礎・専門科目で必修科目の
場合でも現状の在籍学生数は 50 人以下であることから、事実上、全ての科目は少人数授
業で行っている。また、1 年と 2 年前期までのスキル開発（平成 29 年度入学生から 1 年
次のみにカリキュラム変更）、及び 2 年後期から卒業までの専門演習（平成 29 年度入学
生から 2 年前期から卒業までにカリキュラム変更）では、少人数のゼミナール形式を採
用しており、4 年間を通じて適切な学生数による指導体制を安定的に継続している。【資
料 2-9-12】

（3）2－9 の改善・向上方策（将来計画）
校地面積として十分な敷地を確保しており、将来的に変更が生じたとしても、学生１
人あたりの基準面積について問題が生じることはないと考えている。
校舎は、開学時の収容定員 480 人の段階から十分な基準面積の建屋を確保しているた
め、現在の学生収容定員 320 人を充足しても、質・量の面から講義室、演習室等に関し
なんら教育に支障が生じることはない。また、設備等の不具合に対する措置については、
学生の教育環境を保持するために必要な対応を行っている。
なお、開学時に体育館の建設を行うことができないまま、学外の体育施設を利用する
かたちで体育実習の授業を実施し、今日に至っている。現在、体育の授業には年間計画
の下で「瀬高体育センター」を利用しているが、スクールバスで 10 分以内の至近距離で
あるため、授業における不都合や利便性について、学生からも担当教員からも特段の意
見は出ていない。したがって、当分の間はこの形態で授業を継続する予定である。
情報関連設備については、教育効果の維持向上のため、ハードとソフト両面において
適切に更新する必要があり、予算措置を含めた計画的な実施を予定している。この計画
に沿って、大学内の全ての情報端末とサーバの更新を平成 26 年度と 27 年度の 2 回に分
けて実施し、平成 28 年度から現状の運用を行っている。また同時に、学生自ら、履修登
録、成績、カリキュラム、授業評価、奨学金や就職データなどを管理・評価できるポー
タルシステムを導入した。
さらに、教育の質向上のため、アクティブラーニングを志向した IT 環境に対応できる
よう、IT 小委員会を中心として、施設・設備などの改善を含めた計画を進めている。こ
の計画に沿って、大学のサーバの安全対策を担保したうえで、講義室やゼミ室、図書館
などで無線 LAN 通信ができるエリアを設定することにより、アクティブラーニングを取
り入れた授業の実施体制が整うと考えている。また、情報メディアを活用した教育の充
実のために教育開発担当教員を平成 29 年度 5 月に採用し、e ラーニングの実施と e ポー
トフォリオを利用した学修教育の改善、IT を使ったアクティブラーニングの研究・開
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発・指導ができる体制を整えている。この計画の着実な進展により、学生の図書館利用
も促進できると考えている。

［基準 2 の自己評価］
平成 27 年 9 月から実施してきた自己点検評価活動を通じ、3 つのポリシーを見直すこ
とで、教育目的に沿った教育課程編成を明確にすることができた。特に、受験生の多様
化と時代の変化に対応すべく、入試別に入学者受け入れの方針を策定し、受験生が高校
で学修すべき能力を明確にした。平成 29 年度から新しいアドミッション・ポリシーに基
づいて資質を備えた学生を選抜している。
教育課程及び教授方法に関しては、基礎教養部門と専門教育部門に部門を分離設置し、
専門分野に精通した教員が教育課程を吟味し、適切に改善できる体制を整備した。 さら
に、アクティブラーニングや e ラーニングなど新しい教育技術を積極的に導入するため、
無線 LAN を設置するとともに、専門の教員を採用した。
単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準は、学生便覧に明示しており、その記載
内容に沿って厳正に適用し、実施している。また教育目的の達成状況の点検・評価のた
め、学期毎に授業評価を行っており、この結果をフィードバックすることにより、教育
方法などの改善に組織的に取組んでいる。
学修及び授業の支援については、教員と学生支援センター担当事務職員が中心となり、
効率的で充実した支援体制を構築している。小規模大学の利点を生かし、開学以来アド
バイザー制を取り入れており、学生が抱える学修状況や学生生活上の問題について細や
かな対応ができる体制を整えている。
キャリア支援に関しては、1 年次から３年次まで必修科目の「スキル開発」と「キャリ
ア開発」を設け、継続して支援できる体制を整えている。また、キャリア支援担当教員
だけでなく、企業やハローワークなどから外部講師を招き、進路選択の具体的な判断に
結びつくよう学生の意識向上を図っている。
学生生活面に関するサービスについては、個々の学生が持つ問題を早期に発見し解決
できるよう、アドバイザーの教員だけでなく、カウンセリングの専門家に相談できる対
策を講じている。
教員の配置については、専任教員 1 人に対して在学生は 9 人以下であり、学生の細か
な要望や課題に対応することが可能である。また、教員の教育能力を高めるため、授業
評価や FD 研修を通じた改善を継続して行うだけでなく、アクティブラーニングや e ラー
ニングを積極的に利用した教育を推進し、これまで以上に職能開発を実践する検討に着
手している。
教育研究目的の達成のために必要なキャンパス（校地、校舎、運動場や体育施設、図
書館、情報通信設備、学生食堂などの付帯設備）については、必要にして快適な環境を
整備しており、適正に運営管理を行っている。よって、安全、安心な環境が維持されて
いると判断している。
以上により、本学の学修と教授は適切であり、基準２を満たしていると判断する。
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基準 3．経営・
経営・管理と財務
理と財務
3－1 経営の
経営の規律と
規律と誠実性
≪3－1 の視点≫
の視点≫
3-1-①

経営の
経営の規律と
規律と誠実性の維持の表
実性の維持の表明

3-1-②

使命・目的の実現への
使命・目的の実現への継続
実現への継続的
継続的努力

3-1-③

学校教育法、私
教育法、私立学校
立学校法、大学設
法、大学設置基準をはじめとする大学の設
置基準をはじめとする大学の設置、運営
置、運営に関
運営に関
連する法令の遵守
する法令の遵守

3-1-④

環境保全、
環境保全、人権
保全、人権、安全への配
人権、安全への配慮
、安全への配慮

3-1-⑤

教育情報
教育情報・
情報・財務情報の
財務情報の公表

（1）3－1 の自己判定
基準項目 3－1 を満たしている。

（2）3－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-1-①

経営の
経営の規律と
規律と誠実性の維持の表
実性の維持の表明

学校法人ありあけ国際学園の寄附行為第３条において、法人の目的を「この法人は、
教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、保健・医療・福祉分野を担う人材
を育成し、もって地域社会及び世界の健全な発展に貢献することを目的とする。」と定
め明確にしている。【資料 F-1:寄附行為第 3 条】
経営の規律に関しては、役員及び評議員の選任、事業計画及び予算、決算に関する事
項、寄付行為や学則の変更等の寄附行為に記載事項のほか、本法人の業務において重要
と判断される内容に関することは、評議員会にて意見を聴いた上で、理事会で審議・決
定している。【資料 F-1:寄附行為第 20 条】
また、誠実性の維持に関しては、平成２８年度から法令の遵守や職務上の規律を規定
した組織倫理に関する規程の整備に向けて総務委員会を中心に検討を行ってきた。平成
２９年度には建学の精神・教育の理念等を反映した組織倫理規程（案）を学内外へ公表
する運びである。
3-1-②

使命・目的の実現への継続
使命・目的の実現への継続的
継続的努力

開学以来、入学者定員の未充足が続く状況下、中長期の経営改善計画（５カ年）の策
定及び実施を最重要課題として、その実現に向けて大学全体で取り組んできた。
しかしながら、これまで満足な結果を出せないまま、毎年、進捗状況に合わせ計画を
修正し、経営改善を目指してきた。【資料 3-1-1】
平成２８年度も計画に基づき、県立高校退職校長による受験生への情報提供、大学案
内の改訂、ホームページのリニューアル等、広報戦略の分析と見直しを行い、新たな広
報戦略の策定とその確実な実施に努めたが、十分な成果を上げるに至っていない。
平成２９年度は、より現実的な実効性のある経営改善、経営基盤の確立を図っていく
ために、新たに収益事業や他大学との合併等も視野に入れた抜本的改革による経営改善
計画について、委員会を立ち上げ、検討を始めた。
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3-1-③

学校教育法、私
教育法、私立学校
立学校法、大学設
法、大学設置基準をはじめとする大学の設
置基準をはじめとする大学の設置、運営
置、運営に関
運営に関
連する法令の遵守
する法令の遵守

本学は、学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に
関連する法令に則り、「保健医療経営大学学則」及び「保健医療経営大学履修規程」等
の教学上の規程を整備し、運営している。
これまで、法令等の改正に伴う規程の改正や制定が遅れていたため、平成 28 年度に
関連法令と学内諸規程を照らし合わせ、規程の改正及び制定を総務委員会を中心に行っ
た。
今後もこの取り組みを継続することとし、平成 29 年度には規程集の作成、ホームペ
ージ上での公表も進めていく。
専任教員数については、大学設置基準に基づく必要教員数 21 人（教授 11 人）に対し
て、基準を満たしていなかったが、平成 26 年度末には解消し現在に至っている。
平成 29 年 5 月 1 日現在、専任教員数は 22 人（教授 12 人）である。【表 F-6】
3-1-④
Ａ

環境保全、
環境保全、人権
保全、人権、安全への配
人権、安全への配慮
、安全への配慮

環境保全
例年実施しているクールビズの取り組みを 6 月 1 日から 10 月 31 日まで実施している。

講義室、教員室、事務室等の冷房 28 度設定の徹底やこまめの消灯等の節電対策、ゴミ
の分別などの環境保全活動を日常的に行っている。
また、ペットボトルのキャップについては、学生組織による地域を巻き込んだリサイ
クル活動を行ない、本学の特色ともなっている。【資料 3-1-3】
Ｂ

人権
人権学習をカリキュラムの中に取り入れ普段の学習活動の中で人権尊重について啓

発している。また、ハラスメント対策委員会は、女性 2 人に男性 3 人の教職員で構成し
ており、ハラスメント防止のための啓発活動及び研修等を行っている。
【資料 3-1-4,資
料 3-1-5】
Ｃ

安全
自動体外式除細動器(ＡＥＤ)を設置し、ＡＥＤを実際に取り扱う心肺蘇生法の講習会

を行っている。また、消防署の協力のもと防災訓練を行い、新入生ガイダンス時に警察
署の協力のもと安全講習も行っている。
平成 28 年度には危機管理規程を制定し、同規程に基づいて「消防・防災訓練資料（マ
ニュアル）」を作成して学内に周知した。平成 29 年度新入生ガイダンスにおいては、同
マニュアルに基づいた防災講話を実施し、非常時の避難方法や心構え等について啓発を
行った。【資料 3-1-6,資料 3-1-7,資料 3-1-8】
平成 28 年 4 月の熊本地震では、被災地からの通学生及び教職員への救済措置(学生マ
ンション無料提供・支援物資の提供等)を速やかに決定して対応に当たった。【資料
3-1-9】
また、地域の安全確保のため、警察署の要請に応じるかたちで「H.I.K 学生ひまわり
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隊」を結成し、地域巡回活動も行っている。【資料 3-1-10】【図表 3-1-1】
図表 3-1-1 H.I.K 学生ひまわり隊
学生ひまわり隊

〔左:H.I.K 学生ひまわり隊結成式(平成 25 年 4 月 26 日於:柳川警察署)/右:巡回の様子〕
3-1-⑤

教育情報
教育情報・
情報・財務情報の
財務情報の公表

法人及び大学の教育情報・財務情報については、本学ホームページに公開するなど、
情報公開に努めている。これらの情報へは、ホームページのトップページから容易に到
達できるよう、目次構成を分りやすくしている。【資料 3-1-11,資料 3-1-12】
また、トップページに｢新着情報｣として絶えず各種情報を提供している。なお、教育
情報については、本学の大学案内パンフレット等においても公開している。
財産目録等については、事務室に備え閲覧に供している。

（3）3－1 の改善・向上方策（将来計画）
経営の規律と誠実性については、赤字財政から脱却して大学経営の健全化を図るため
経営改善について不断の努力を続ける。また、経営に関する重要事項の審議が理事会・
評議員会のみで行われているので、法人経営会議も計画的に開催する。
本年度から、より現実的な実効性のある経営改善、経営基盤の確立を図っていくため
に、抜本的改革について委員会を立ち上げて検討を進めていく。
ホームページについては、平成 29 年度の更新に合わせて、アクセスしやすい工夫・改
善を行う予定である。さらに、スマートフォンから手軽にアクセスできる仕組みも構築
していく。
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3－2 理事会の機能
≪3－2 の視点≫
使命・目的の達成に向けて戦略
使命・目的の達成に向けて戦略的意
戦略的意思決
的意思決定が
思決定ができ
定ができる体制の整備とその機能性
できる体制の整備とその機能性

3-2-①

（1）3－2 の自己判定
基準項目 3－2 を満たしている。

（2）3－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-2-①

使命・目的の達成に向けて戦略
使命・目的の達成に向けて戦略的意
戦略的意思決
的意思決定が
思決定ができ
定ができる体制の整備とその機能性
できる体制の整備とその機能性

法人の意思決定は、学校法人ありあけ国際学園寄附行為第１５条第２項において「理
事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。」の規程に基づいて行
われており、理事会は最高意思決定機関として位置付けられている。【資料 F-1:寄附行
為第 15 条第 2 項】
従前の理事会は、必要に応じ理事長が招集するという不定期開催であった。このため、
理事・監事の出席率も悪く、理事会が充分に機能せず、法人の戦略的意思決定に多大な
影響を与えていた。この反省から、平成２７年１２月理事会において、下表のとおり理
事会開催を定例化することを決定した。【図表 3-2-1】
この結果、理事・監事の出席率の改善が見られ、理事会において活発な議論が交わさ
れることになった。
図表 3-2-1 定例理事会開催予定及び議事概要
議事概要

定例開催月
5月

前年度事業報告・決算報告・期末監事監査報告

6月

補正予算・役員改選

12 月

期中監事監査報告

3月

次年度事業計画・予算審議

等

等
等
等

平成２８年度は、５月・６月・１２月・３月に理事会を開催し、前述のとおりの議
題について審議を行った。
なお、理事の出席確認及び欠席時の対応については、毎回意思表示に関する書面の
提出を求めて議事に反映している。
理事の構成員は、学長を含め、常任理事が３名、外部理事４名であるが、平成２９
年度には、地域連携及び地域に根ざした大学として、地元自治体から新たに理事を選任
することとしている。【資料 F-1,資料 3-2-1】

（3）3－2 の改善・向上方策（将来計画）
理事長及び理事会の機能・役割の強化のため、理事長及び理事会の役割と責任をより
明確にし、それを支える事務組織の強化を図る。
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現状は、法人経営については理事長が、教学組織運営については学長が、それぞれの
リーダーシップを発揮している。この二つの分野の連携については、連絡会議（理事長・
学長・学部長・事務局長等）を月１回開催し意思の疎通を図っている。
今後、法人経営会議を開催し、教学組織の意見を反映しながら経営サイドとの整合性
を図っていく。
そして理事会、法人経営会議及び大学評議会の役割をより明確にして、法人組織と教
学組織との連携・協調による全学一体となった体制で大学改革を進めていく。

3－3 大学の意思決
大学の意思決定の
思決定の仕
定の仕組み及び学長のリーダーシ
組み及び学長のリーダーシップ
≪3－3 の視点≫
3-3-①

大学の意思決
大学の意思決定組織の整備、
思決定組織の整備、権限
定組織の整備、権限と
権限と責任の明確性及びその機能性

3-3-②

大学の意思決
大学の意思決定と業
思決定と業務執行
定と業務執行に
務執行における学長の適切なリーダーシ
ける学長の適切なリーダーシップの発揮
の発揮

（1）3－3 の自己判定
基準項目 3－3 を満たしている。

（2）3－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-3-①

大学の意思決
大学の意思決定組織の整備、
思決定組織の整備、権限
定組織の整備、権限と
権限と責任の明確性及びその機能性

大学の意思決定の権限と責任を明確にするため、学長の諮問機関である教授会、教
授会の所管事項の一部を専門的・集中的に検討・審議する委員会、本学の運営に関す
る重要な事項を審議し、法人組織である理事会と大学組織である教授会との調整の役
割を担う大学評議会を設置している。
①

教授会
学則第１７条に規定する教授会を、原則として毎月１回定例開催している。
教授会では、学生の入学及び卒業、学位の授与及び教育研究に関する重要な事項に

ついて審議し、学長が決定を行うに当たり意見を述べている。また、学長及び学部長
が所掌する教育研究に関する事項についても、求めに応じて審議し意見を述べている。
【資料 F-3:学則第 17 条】
②

委員会
教授会規程第１３条に基づき、教授会の所管事項の一部を専門的・集中的に検討・

審議させるために教授会の下に委員会を置いている。【資料 3-3-1】
全ての教員及び職員はいずれかの委員会に属し、教授会に提案する原案作成に関わ
っている。【資料 3-3-2】
③

大学評議会
本学における最終的な決定は学長が行うが、その決定に際して審議する組織として
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学則第１８条に規定する大学評議会を位置づけている。
大学評議会では、学長が構成員を招集し議長となり、大学運営全般に関する重要な
事項について、学長の最終決定に資する審議を行っている。【資料 F-3:学則第 18 条】
3-3-②

大学の意思決
大学の意思決定と業
思決定と業務執行
定と業務執行に
務執行における学長の適切なリーダーシ
ける学長の適切なリーダーシップの発揮
の発揮

教授会の審議事項については、学長の意思表示書面「教授会意見に対する学長決定に
ついて」が議事録に付され、議長である学部長のもとに学長の決定が明確に伝えられる
仕組みとなっている。【資料 3-3-3】
学長は法人の理事であり、大学評議会で審議した大学運営及び教学に関する重要な事
項について、理事会において意見を表明し法人の意思決定に参画している。

（3）3－3 の改善・向上方策（将来計画）
教授会及び大学評議会を活性化させ、学長は大学の運営及び管理について引き続き
適切なリーダーシップを発揮していく。
また、本学の意思決定がより効率的・効果的に機能するよう教授会、委員会及び大
学評議会の運営について連携を強化する。

3－4 コミュニケー
コミュニケーションとガバ
ションとガバナ
ンとガバナンス
≪3－4 の視点≫
3-4-①

法 人 及び大学の各管
及び大学の 各管理
各管 理 運営機関並びに
運営 機関並びに各部門
機関並びに 各部門の
各部門 の 間 の コミュニケー
コミュニケ ー ションによ
ショ ンによ
る意思決
る意思決定の
思決定の円滑
定の円滑化
円滑化

3-4-②

法人及び大学の各管
及び大学の各管理
各管理運営機関の
運営機関の相互チェ
機関の相互チェックによるガバ
相互チェックによるガバナ
ックによるガバナンスの機能性

3-4-③

リーダーシ
リーダーシップとボトムアッ
ボトムアップ
アップのバラ
のバランスのとれた
ンスのとれた運営

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

法人及び大学の各管
及び大学の各管理
運営機関並びに各部門
コミュニケーションによ
ションによ
各管理運営機関並びに
機関並びに各部門の
各部門の間のコミュニケー
る意思決
る意思決定の
思決定の円滑
定の円滑化
円滑化

学校法人ありあけ国際学園寄付行為第６条第１項第１号に基づき選任される理事は
学長（１号理事）及び学部長（２号理事）となっており、理事７人のうち２人が教学部
門の責任者として理事会において意見を反映させることで、法人部門と教学部門との意
思疎通を図っている。【資料 F-1:寄附行為第 6 条第 1 項第 1 号】【図表 3-4-1】
また、評議員にも学長、学部長、教授３人が選任されており、大学運営及び法人運営
において、法人と教学との相互理解の役割を担っている。
さらに、理事でもある法人及び大学の事務部門の長である事務局長は、法人と教学と
の調整において、定例教授会に出席するなど実務面で重要な役割を担っている。【資料
3-4-1】
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図表 3-4-1 理事・評議員一覧
評議員会

理事会
1 理事長

井手義雄

1 評議員(１号) 辻

正二

学部長

秀行

事務局長

2 理事(１号）廣田良夫

学長

2 評議員(１号) 堀

3 理事(２号) 辻

正二

学部長

3 評議員(１号) 内田和実

教授

4 理事(２号) 堀

秀行

事務局長

4 評議員(１号) 伊達卓二

教授

5 理事(２号) 麦谷眞里

5 評議員(１号) 泉

教授

6 理事(３号) 尾前照雄

6 評議員(２号) 赤松誠彦

7 理事(３号) 平田輝昭

7 評議員(３号) 麦谷眞里

8 監事

小林

8 評議員(３号) 井手

9 監事

江頭章二

登

賢祐

信

9 評議員(３号) 井手義雄
10 評議員(３号) 平田輝昭
11 評議員(３号) 清原

裕

12 評議員(３号) 乳井昌史
13 評議員(３号) 廣田良夫

学長

14 評議員(３号) 吉村健清

3-4-②

※ 監事

小林

登

※ 監事

江頭章二

法人及び大学の各管
及び大学の各管理
運営機関の相互チェ
各管理運営機関の
機関の相互チェックによるガバ
相互チェックによるガバナ
ックによるガバナンスの機能性

本法人が設置するのは本大学１校のみであることから、管理運営組織を法人部門と大
学部門に明確に分離せず、一体的に管理運営する体制としている。そのため日常的な業
務執行においては、常に両部門の相互チェックを図りながらガバナンスの機能性を確保
している。
監事については、寄付行為第７条により選任される。寄附行為第１４条に「法人の業
務を監査する」「法人の財産の状況を監査する」等規定された職務を果たすため、理事
会及び評議員会へ出席するとともに、大学評議会、入学式及び学位記授与式等にも出席
する等、大学全体の理解に努めている。
【資料 F-1:寄附行為第 7 条・第 14 条】
【資料 3-4-2】
評議員会については、寄付行為第１８条に規定されており、同条第２項の規定に基づ
いて１４人の評議員を選任している。また、寄付行為第２０条に規定する評議員会の諮
問事項（予算・事業計画など）については、評議員会の意見を聴取した上で理事会の議
決を行っている。【資料 F-1:寄附行為第 18 条・第 20 条,資料 3-4-3】
3-4-③

リーダーシ
リーダーシップとボトムアッ
ボトムアップ
アップのバラ
のバランスのとれた運営
ンスのとれた運営

法人部門においては、理事長が議長となり理事会をリードする一方、教学部門におい
ては、学長が教授会の意見を聞いて最終意思決定を行い、それぞれが両部門でリーダー
シップを発揮している。
ボトムアップのシステムについては、法人部門では、学長、学部長及び事務局長が理
事として理事会に臨み教授会の意見を反映し、教学部門では、全ての教員及び職員が教
授会傘下のいずれかの委員会に属して、教授会に提議される原案策定に関わっている。
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（3）3－4 の改善・向上方策（将来計画）
大学評議会は開催しているが、法人経営会議は開催していないので、理事長のリーダ
ーシップの下に法人経営会議を開催し、法人及び大学の相互チェック機能を働かせてガ
バナンスをより高めていく。

3－5 業務執行体制の機能性
務執行体制の機能性
≪3－5 の視点≫
3-5-①

権限の適切な分
権限 の適切な分散
の適切な分 散 と 責 任の明確化に配慮
任の明確化に配 慮 した組織編制及び職員の配置による
業務の効果的な執行
の効果的な執行体制の確保
執行体制の確保

3-5-②

業務執行の
務執行の管理体制の構築
理体制の構築とその機能性

3-5-③

職員の資質・能力向上の機会の用意

（1）3－5 の自己判定
基準項目 3－5 を満たしている。

（2）3－5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-5- ①

権限の適切な分
権限の適切な分散
の適切な分散と責任の明確化に配慮
任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による
業務の効果的な執行
の効果的な執行体制の確保
執行体制の確保

事務局組織については、「学校法人ありあけ国際学園組織規程」により法人事務局及
び大学事務局を置いているが、少人数で事務局運営を行わざるを得ない組織であること
から職員は兼務としている。また、非常勤の広報担当及び IT 担当の職員も配置してい
る。【資料 3-5-1,3-5-2】【図表 3-5-1】
大学事務局は、教授会傘下の各委員会に、事務局長、事務室長及び係員が委員として
参加することで、効率的な業務執行を行っている。【資料 3-5-3】【図表 3-5-2】
図表 3-5-1 事務職員配置一覧
氏名

職名
事務局長

堀

事務室長

鬼塚

総務担当
経理担当

園木
近藤

学生担当

兼

昇

畑野

宏
浩次

秀樹
山下

公義
牧

法人事務局長（理事）

弘喜
大石

望月
松尾

秀行

英夫

広報担当
教務担当

備考

輝

国久

就職担当

池

扶可也

入試担当

橋本

卓司

図書担当

古澤

亜紀

※上記の他、参事（広報担当）5 人、嘱託職員（IT 担当）1 人が在籍している。
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図表 3-5-2 学校法人ありあけ国際学園

保健医療大学 事務組織

法人事務局
（事務局長）
教授会
総務経理

総務委員会
人事委員会

入試広報

入試対策委員会
広報委員会

大学事務局
（事務局長）

就

職

（事務室長）

就職対策委員会
国際委員会

教務学生

教務委員会
FD 委員会
学生委員会

図

3-5-②

書

情報メディアセンター運営委員会

業務執行の
務執行の管理体制の構築
理体制の構築とその機能性

事務局長は兼務であり、理事長及び学長の指揮監督の下に法人事務局及び大学事務局
の事務を掌理・総括している。
事務局長にすべての業務チェックが集中するという非効率性があったことを踏まえ、
平成２７年７月から事務局長を補佐する事務室長を置き改善を図った。
事務室運営面では、毎日の朝礼に事務職員全員が参加して、伝達事項の周知徹底を図
り情報を共有することにより、業務分担にとらわれない協力体制を構築している。
3-5-③

職員の資質・能力向上の機会の用意

大学職員としての知識、能力、専門性の向上及び業務の効率化等を図るため、事業計
画に基づき、各種研修会等に職員を派遣した。平成２８年度は学生支援相談業務に関す
る基礎研修講座を職員に受講させスチューデントコンサルタントの認定を受けた。【資
料 3-5-4,資料 3-5-5,資料 3-5-6】
また、本年度から事務職員の人事評価制度を導入し、
「職員の意欲や能力の向上」
「組
織の活性化」及び「効率的な業務運営」を図っている。個人の業務目標の設定、評価者
による面談を通じて職員のモチベーションを向上させ人材育成に努めている。【資料
3-5-7,資料 3-5-8】
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（3）3－5 の改善・向上方策（将来計画）
職員の資質・能力開発については、限られた人数の中、現場での業務の実践を通して
知識・技能等を身に付けていく OJT によるところが大きい。各種研修会等に積極的に職
員を派遣し職員の資質・能力向上を図るとともに、SD 規程を整備して実効ある職員能力
開発に取り組む。
少人数組織の中で特定業務を長年担当しているケースが多く、業務の習熟度の問題や
個々人の適性など人事異動のネックとなっている。業務マニュアルの作成、業務の見直
し、事務機能の統合などを行いながら組織の活性化を図る。

3－6 財務基
財務基盤と収支
≪3－6 の視点≫
3-6-①

中長期的な計画に基づく適切な財務運営
中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立
財務運営の確立

3-6-②

安定した財務
安定した財務基
財務基盤の確立と収
の確立と収支バラ
支バランスの確保

（1）3－6 の自己判定
基準項目 3－6 を満たしている。

（2）3－6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-6-①

中長期的な計画に基づく適切な財務運営
中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立
財務運営の確立

開学以来、定員割れの入学者数であるため、平成２５年度から入学定員を減らしたが、
なお定員の確保に至っていない。
このような状況下、入学者数や財務状況を踏まえて、中長期の経営改善計画（平成
26～平成 30 年度）及び当該年度事業計画に基づく適切な財務運営を目指している。
【資
料 3-6-1,資料 F-6】
本学の財務中期計画を達成するための最重要事項は、入学者の定員確保による学生生
徒等納付金の安定的確保、グループ支援団体を中心とした寄付金の安定的確保、経常費
補助金の確保など収入財源の確保・強化である。また、人件費比率の抑制、借入金の返
済等、支出の削減も重要である。
予算策定のプロセスは、
「予算管理規程」及び前記を踏まえた予算編成方針に基づき、
各委員会・各係からの事業概要説明と予算要求書の提出、事務室長及び事務担当者によ
る予算要求書の精査と査定案の作成、理事長・学長・事務局長によるヒアリングと予算
（案）作成、そして理事会・評議員会での予算（案）の審議を経て、当該年度の予算を
確定している。
なお、本学では毎年度、収入予算の不足を補うため、設立母体の支援による補正予算
を組む必要があるが、これも理事会・評議員会での審議・承認を経て補正予算額を確定
しており、適切な財務運営を行っている。【資料 3-6-2,資料 3-6-3】
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3-6-②
Ａ

安定した財務
安定した財務基
財務基盤の確立と収
の確立と収支バラ
支バランスの確保

収入
収入面で根幹をなす財源は、学生生徒等納付金である。前述のとおり平成２０年の開

学以来、入学者定員を大幅に下回る状況が続いており、平成２５年度から入学定員をお
よそ半減しても、未だ定員確保に至っていない。今後、更なる学生確保対策を工夫・強
化し、この状況を打破しなければ財務基盤の確立は望めない。
私立大学で重要な財源である補助金については、開学以来、著しい定員未充足のため
申請できない状況にあったが、平成２８年度は改善がみられ経常費補助金を獲得するこ
とができ、財務基盤の確立に向けて第一歩となる成果を得ることができた。
平成２９年度は経常費補助金のうち一般補助金に併せて特別補助金（授業料減免事業
等支援）を申請予定である。更に私立大学等改革総合支援事業及び私立大学等経営強化
集中支援事業に係る補助金についても、教育の質的転換や経営改革に取り組みながら獲
得を目指している。
また、本年度は、社会貢献及び地域貢献の視点から福岡県の公共職業訓練（パソコン
研修）の実施委託を受けて、委託金を獲得予定である。
寄付金も本学の財務基盤確立のために必要であり、設立母体ほか、支援グループ、一
般からの寄付金の受け入れができるように平成２８年度に体制を整備した。平成２９年
度は教育研究奨励寄付金を数件採納予定であるが、特に、設立母体からの支援は、財務
運営確立のためには当分の間、不可欠である。
なお、前記の学生生徒等納付金、補助金及び寄付金を円滑に獲得するためには、大学
の内部質保証の達成が大前提であることから、自己点検評価活動に真摯に取り組んでい
る。【資料 F-11】【図表 3-6-1】
図表 3-6-1 事業活動収支計算書に見る過去
事業活動収支計算書に見る過去 3 年間の収入状況の推移
○収入の部
科

目

学生生徒等納付金

事業活動収支計算書
平成２６年度

単位千円

平成２７年度

平成２８年度

150,557

161,177

169,340

手数料

584

595

614

寄付金

20,000

51,179

220,000

補助金

0

0

24,142

付属事業収入

1,803

1,019

680

雑収入

1,104

23,751

2,802

174,048

237,721

417,578

計

Ｂ

支出
人件費については、退職金及び退職給与引当金繰入額の支出は減ったが、役員報酬（新

理事長就任）及び職員人件費（事務職員の増員及び広報担当（退職校長）の採用）の支
出が増えた。
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教育研究経費については、本学独自の授業料減免制度及び奨学金制度により奨学費の
支出が増えている。
管理経費については、特に学生募集に係る広報戦略を見直したことにより学生生徒募
集費を大幅に削減することができた。【資料 F-11】【図表 3-6-2】
図表 3-6-2 事業活動収支計算書に見る過去 3 年間の支出
年間の支出状況の推移
支出状況の推移
○支出の部
科

目

事業活動収支計算書
平成２６年度

平成２７年度

単位千円
平成２８年度

人件費

225,440

225,350

227,664

教育研究経費

110,655

121,003

130,309

97,581

100,078

91,557

433,676

446,431

449,530

管理経費
計

（3）3－6 の改善・向上方策（将来計画）
学生生徒等納付金による増収については、これまでの広報手段を見直し、広報媒体の
精選を行い、費用対効果の高い広報戦略を策定して学生確保に努める。その方策として、
県立高校を退職した校長を活用して、より受験生が身近に感じる効果的な高校訪問を実
施していく。【資料 3-6-4】
経常費補助金については、今後、特別補助のうち、私立大学等経営強化集中支援事業、
授業料減免事業等支援、卓越した学生に対する授業料減免等、地方に貢献する大学等へ
の支援についても積極的に獲得を目指していく。
科学研究費については、引き続き全教員に対し申請の奨励を行い、申請に対する支援
体制の強化を図る。また、その他の外部資金の獲得についても教職員に強い取り組みを
促す。
さらに、本法人の財務状況を全教職員に周知して理解を求め、教職員一人ひとりが本
学の将来について真摯に考えるよう動機づけを行う。

3－7 会計
≪3－7 の視点≫
3-7-①

会計処
会計処理の適正な実施
理の適正な実施

3-7-②

会計監査
会計監査の体制整備と厳正な実
監査の体制整備と厳正な実施
の体制整備と厳正な実施

（1）3－7 の自己判定
基準項目 3－7 を満たしている。

（2）3－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-7-①

会計処
会計処理の適正な実
理の適正な実施
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会計処理は、「学校法人会計基準」、「学校法人ありあけ国際学園会計規程」及び「学
校法人ありあけ国際学園契約締結等会計処理に関するガイドライン」に基づき適切に行
っている。会計処理上の問題点や疑問点については、随時、公認会計士や日本私立学校
振興・共済事業団に確認を行い、適切な処理を行っている。【資料 3-7-1,資料 3-7-2】
予算の執行に当たっては、経理担当者が起案する執行伺について、会計担当者、事務
室長、事務局長、学部長、学長、理事長と決裁を経るシステムにより、証拠書類が添付
されているか、金額や科目などの記載内容に誤りがないか、複数体制のチェックを行っ
ている。
補正予算の編成については、通常、入学者数が確定した後の５月に一次補正、執行（見
込）が確定する１２月に二次補正を行っている。
3-7-②

会計監査
会計監査の体制整備と厳正な実
監査の体制整備と厳正な実施
の体制整備と厳正な実施

会計監査は、監事による監査を続けてきたが、平成２８年度からは契約により公認会
計士による外部監査も実施している。
監事監査については、期中監査及び年度末監査を実施するとともに、担当者、教職員、
理事長及び理事との面談も行っている。また、監事は理事会・評議員会へ出席している。
外部監査については、契約に基づき年間を通して計画的に会計指導、期中監査、決算
監査等を実施するとともに、理事長、理事及び監事との面談も行っている。
【資料 F-7,
資料 F-11,資料 3-7-3】

（3）3－7 の改善・向上方策（将来計画）
会計処理の適正な実施に向けて、経理担当職員の専門知識の習得及び向上を図り、引
き続き適正な会計処理に努める。
監査については、監事監査、外部監査に加えて、内部監査も行うことが望ましいこと
から、内部監査体制の整備に向けて検討していく。

［基準 3 の自己評価］
本学は、学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に
関連する法令を遵守し、組織体制及び諸規程を整備し、大学運営を適切に行っている。
理事会については、出席状況改善のため開催時期を定例化した結果、出席状況及び開
催回数は適切である。また、欠席時の意思表示に関する書面も適切に提出されている。
大学の意思決定については、理事長及び学長がそれぞれリーダーシップを発揮し、理
事会などの管理部門と教授会などの教学部門との連携を十分に図られる体制を組織して
いる。
業務執行体制については、平成２９年度から事務職員の人事評価制度を導入して、個
人の業務目標の設定、評価者による面談を通じて職員のモチベーションを向上させ人材
育成に努めている。
財政基盤については、入学定員確保による安定した財務基盤の確立と外部資金の獲得
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が最重要事項である。入学定員未充足の中、中長期の経営改善計画に基づく適切な財務
運営に努めている。
会計については、関係法令及び学内の諸規程に則り適切に処理している。
以上により、本学の経営・管理と財務は適切であり、基準３を満たしていると判断す
る。
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基準 4．自己点検・評価
4－1 自己点検・評価の適切性
≪4－1 の視点≫
4-1-①

大学の使命・目的に即した自主
大学の使命・目的に即した自主的・自律
的・自律的な自己点検・評価

4-1-②

自己点検・評価体制の適切性

4-1-③

自己点検・評価の周期等の適切性

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

大学の使命・目的に即した自主
大学の使命・目的に即した自主的・自律
的・自律的な自己点検・評価

本学の２つの理念（「建学の理念」･「教育の理念」）と、３つのポリシー（ディプロ
マ･ポリシー、カリキュラム･ポリシー、アドミッション･ポリシー）に則り、大学の使
命･目的を達成するため、自主的･自立的な自己点検･評価体制を構築する目的で「保健
医療経営大学大学評価規程」を開学年度に整備した。この規程に則り、大学評価委員会
を設置し、定期的に開催をしたものの、自己点検･評価体制を充分機能させることがで
きず、結果として平成 26 年度受審の認証評価は不適合となった。【資料 4-1-1】
その後、平成 27 年 9 月に学長が交代し、大学評価委員長として新学長によるリーダ
ーシップの下、平成 29 年 3 月に「平成 27 年度自己点検･評価報告書」をとりまとめ、
この中で 7 年間（平成 27 年度から 33 年度まで）の自己点検･評価実施計画を作成し、
大学のホームページ上に公開した。この実績に基づき、大学の使命・目的に即した自主
的･自立的な自己点検･評価サイクルを持続的に機能させる体制を着実に構築しつつあ
る。【資料 4-1-2,資料 4-1-3】
さらに、自己点検評価規程にある外部評価者として、他大学副学長、地域の中核病院
の事務部長、県立高校の校長の 3 人を選定し、早期の委員会開催を実施することとして
いる。【資料 4-1-4】
4-1-②

自己点検・評価体制の適切性

本学においては、エビデンスを収集する体制や自己点検を機能的に実施する体制が充
分ではなく、これが平成 26 年度の認証評価で不適合となった主たる原因と考えている。
この状況を改善すべく、大学評価委員長の指導の下、大学評価の基準となる具体的事項
について平成 27 年度の現状を分析し、248 の課題を抽出するとともに、期間を設定し
て改善すべき課題を整理することで、その優先度をより明確にした。これをまとめたも
のが「平成 27 年度自己点検･評価報告書」であり、その中で自己点検･評価実施計画も
示している。この経験を踏まえ、改善点や実施時期なども含め、より具体的に自己点検･
評価ができる体制が整ったと考えている。

4-1-③

自己点検・評価の周期等の適切性

平成 26 年度に受審した認証評価（不適合）における平成 25 年度対象の自己点検評価
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の後、平成 28 年度には平成 27 年度を対象とした自己点検評価を実施、引き続き平成
28 年度を対象とした自己点検評価結果をもって今回（平成 29 年度）の認証評価受審と
なっている。【資料 4-1-5】
自己点検・評価に関する課題は、原則毎月行う各委員会等で定期的に議論しており、
必要に応じて大学評価委員会に報告している。大学評価委員会は、定例ではないものの
月１回以上開催しており、解決すべき課題について議論し、速やかに対応できる体制を
整えている。【資料 4-1-6】

（3）4－1 の改善・向上方策（将来計画）
大学評価委員会を必要に応じて開催し、大学評価の基準となる具体的事項について点
検評価を行い、期間を設定して改善すべき事項を明確にするという一連の作業を経て、
平成 27 年度自己点検評価報告書を作成した。また同時に、自己点検･評価実施計画も作
成し、今後実施すべき自己点検･評価項目を明確にした。引き続き効果的な自己点検･評
価体制を維持するため、各委員会や教授会などを通じ、自己点検･評価の重要性について
教職員の自覚を促す。また、大学評価委員会だけでなく、教職員一人一人が大学の改善
を思考する姿勢を持つよう徹底する。
さらに、本学の自己点検･評価に対し、早急に外部評価委員を含めた大学評価委員会を
開催する。

4－2 自己点検・評価の誠
自己点検・評価の誠実性
≪4－2 の視点≫
4-2-①

エビデンスに基づい
ンスに基づいた透明性の高い
明性の高い自己点検・評価
高い自己点検・評価

4-2-②

現状把握のための十
現状把握のための十分な調査
分な調査・
調査・データの収集と分析
収集と分析

4-2-③

自己点検・評価の結果の学内共
自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表
有と社会への公表

（1）4－2 の自己判定
基準項目 4－2 を満たしている。

（2）4－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
4-2-①

エビデンスに基づい
ンスに基づいた透明性の高い
明性の高い自己点検・評価
高い自己点検・評価

エビデンス収集のため、基礎的なデータや資料蓄積の努力をしていたものの、定期的･
網羅的に収集できる体制は充分ではなかった。この現状を改善するため、自己点検評価
の機能をより実効あるものとする目的で大学機関別認証評価受審準備室室長（以後、評
価準備室長と記載）を新たに任命し、機能的なエビデンス収集体制を整えるとともに、
これを活用した IR（Institutional Research）機能の構築に努めている。
【資料 4-2-1】
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4-2-②

現状把握のための十
現状把握のための十分な調査
分な調査・
調査・データの収集と分析
収集と分析

平成 27 年度の自己点検･評価報告書作成時は、事務担当者が平成 28 年 5 月に各委員
会の事務担当者からエビデンスを収集し、今回の認証評価受審に際しては、同様の手順
で平成 29 年 5 月にエビデンスを収集した。
収集したエビデンスを、それぞれの部局や各委員会等が責任をもって点検･評価し、
報告案をとりまとめて評価委員会に提出するという過程の中で、エビデンスに基づいた
分析を継続して行なうことができる体制が整った。【資料 4-2-2】
4-2-③

自己点検・評価の結果の学内共
自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表
有と社会への公表

各委員会等を通じて自己点検・評価を行った事項は、大学評価委員会にて審議され、
審議内容は各委員会あるいは教授会を通じて全教職員へフィードバックし、各教員の日
常の教育研究活動の改善につなげている。また、これまで実施した自己点検・評価書（平
成 24 年・26 年・27 年）を広く一般に公表するため、本学のホームページ上にて公開し
ている。【資料 4-2-3】
なお、平成 27 年度自己点検評価報告書は、大学評価委員会及び大学評議会での審議
を経て、理事会、評議員会にも報告しており、法人全体としても内容を共有している。
【資料 4-2-4】

（3）4－2 の改善・向上方策（将来計画）
これまで、自ら定めた大学評価規程に沿った自己点検･評価活動を十分に機能させるこ
とができていなかった点を反省し、大学評価委員長のリーダーシップの下、自己点検･評
価を定期的･網羅的に実施できる体制へと改善した。大学を挙げて 248 項目の改善すべき
課題を抽出し、大学評価委員会として各課題につき期限を定めて対応を検討した。これ
をまとめたのが平成 27 年度自己点検･評価報告書である。この実績を着実に継続してい
く。
平成 27 年度の自己点検･評価報告書と平成 29 年度認証評価自己点検評価書作成の実績
を踏まえ、自己点検･評価を定期的に実施するための基本であるエビデンスの収集体制の
基礎は確立できたと考えている。今後、より円滑にエビデンスを収集するため、IT を使
ったエビデンス収集ツールを作成中である。これによって、各部局や各委員会で評価項
目の現状を分析し、評価委員会に報告、これを受けて評価委員会主導で課題解決方法を
検討し、解決していくという PDCA サイクルを廻すことができる組織体制が整う。
取り組むべき課題はまだあるものの、解決すべき課題を認識しており、優先順位を決
めて改善していく。また、社会の変化に対応しながら、適切に自己点検･評価に努める。
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4－3 自己点検・評価の有効性
≪4－3 の視点≫
4-3-①

自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクル
サイクルの仕組みの確立と機能性

（1）4－3 の自己判定
基準項目 4－3 を満たしている。

（2）4－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
4-3-①

自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクル
サイクルの仕組みの確立と機能性

自己点検･評価は、大学運営にとって最優先事項である。これまで本学は、重要性を
認識していたものの規程を作成するに留まり、PDCA サイクルを機能させた実効ある自
己点検･評価体制を確立することができていなかった。この現状を鑑み、平成 26 年度の
認証評価結果を踏まえ、新学長のリーダーシップの下、評価委員会を中心に全学体制で
改善を行った。
平成 28 年 5 月から、認証評価受審のためのロードマップを作成し、解決すべき課題
を洗い出し、優先順位だけでなく解決すべき期限を定め、各委員会で実施可能な対策に
ついて議論した。【資料 4-3-1】
その結果が平成 27 年度の自己点検･評価報告書であり、各評価基準（項目）に対する
現状認識だけでなく、課題への対応期限を平成 28 年 12 月末、平成 29 年 3 月末、及び
5 月末までと整理し、全教職員に周知することで自己変革を促した。この実績を踏まえ、
自己点検･評価を定期的に実施し、改善策を講じる体制が整い、PDCA サイクルが機能し
始めたと考えている。この PDCA 体制を以下の図に示す。【図表 4-3-1】
図表 4-3-1 保健医療経営大学 自己点検・評価サイクル
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この自己点検･評価活動の結果、研究面では教員活動点検評価、大学運営面では規程
台帳の整備、教育面では入学時オリエンテーションの改善など、具体的な活動実績に結
びついた。

（3）4－3 の改善・向上方策（将来計画）
平成 26 年度の認証評価における不適合判定は、大学評価委員会が充分機能しておらず、
自己点検･評価の明確な実施計画を策定していなかったことが主たる原因である。本来、
開学当初に定めた自己点検･評価実施計画に則り、エビデンスを収集しながら点検を行い、
改善活動を実施する、いわゆる PDCA サイクルを廻すための組織体制を整える必要があっ
た。
上図に示したように、平成 27 年度の自己点検評価報告書作成の経験（エビデンスの収
集とデータに基づく課題の抽出、課題解決の対応時期の明確化と実践）から、本学独自
の PDCA サイクルを確立できたと考えている。また、7 年間（平成 27 年度から 33 年度ま
で）の自己点検･評価実施計画を定めているので、これを平成 30 年度からの新たな認証
評価基準に対応するよう修正し、適切に改善改革を進めることが可能である。
さらに、認証評価で求められるエビデンスに限らず、学修と教授に関する指標（各種
資格合格者数や学生アンケート、授業評価や学生の学修計画書に基づく評価）や、自己
点検に関する指標（教員の年間活動計画、外部資金獲得状況、FD･SD 実績）など、成果を
具体的に測ることができる指標を収集・分析することで、自己点検評価の PDCA サイクル
をより機能的に廻していけるよう努める。

［基準 4 の自己評価］
これまで十分機能していなかった本学の自己点検・評価活動は、新学長のリーダーシ
ップの下、大学機関別認証評価受審準備室長を任命し、大学の使命・目的に即して適切
に行う体制が整った。平成 27 年度の自己点検･評価報告書の作成の経験から、必要なエ
ビデンスを収集し、分野別の課題について自己点検・評価を実施し、多くの改善実績に
結びつけることができた。この評価結果は、学内で共有しており、学外にも広く公表し
ている。一連の作業によって、本学独自の PDCA サイクルを確立し、自己点検・評価を適
切に実践する体制を構築できたと考えている。
以上により、大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価に関し、基
準４を満たしていると判断する。
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づ
大学が使命・目的に基づい
使命・目的に基づいて独自に設
自に設定した基準による
定した基準による自己評価
よる自己評価
基準 A．社会連携
社会連携
A－1 大学の国際
大学の国際化を目指した
国際化を目指した国際
化を目指した国際協力の実
国際協力の実践
協力の実践及び国際
及び国際協力に向けた意
国際協力に向けた意識
協力に向けた意識づくり
づくり
≪A－1 の視点≫
A-1-①

教職員による国際
教職員による国際協力
国際協力

A-1-②

学生に国際
学生に国際協力につ
国際協力につい
協力について理解させ
て理解させ、
させ、動機の形
機の形成を行う
成を行う

A-1-③

学生の国際
学生の国際協力
国際協力お
協力および国際交流
よび国際交流活
国際交流活動に対して、サポ
に対して、サポートを行う

（1）A－1 の自己判定
基準項目 A－1 を満たしている。

（2）A－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
国際協力や国際交流への取り組みが、国際協力の経験を有する教員個人に依存する形
から、全学的な取り組みとして組織的に展開することとした。
A-1-①
Ａ

教職員による国際
教職員による国際協力
国際協力

国際委員会の立ち上げ
大学の国際活動を活性化させるために、学術委員会の一部として行っていた国際関

連業務を独立させる目的で国際委員会を立ち上げた。
平成 28 年 4 月 1 日付で国際委員会運営細則の改訂を行い、4 月 27 日に第 1 回国際
委員会を開催した。その後、国際協力機構 (JICA)研修の受け入れ、世界保健機関 (WHO)
インターシップ派遣に向けての準備、海外の高等教育機関との提携など、国際協力・
交流活動を活発化させている。【資料 A-1-1,資料 A-1-2】
Ｂ

JICA の ODA 事業に参画するための準備
JICA の ODA 事業の一つに、発展途上国の医療関係者を我が国に招いて医療機関や教

育機関で様々な研修を実施するという教育的な国際協力の形態がある。その中に病院
経営に関する研修が含まれており、国際協力機構九州国際センター（JICA 九州）が 3
年間を 1 契約期間として研修を実施する機関を公募している。本学はそのような研修
を行う最適な研究教育機関であり、本学の国際活動を活性化するという目的にも合致
するため、できる限り早期に事業参画することとした。
そこで、JICA の ODA 事業に参画するために JICA 研修のノウハウやその他の必要な
情報を収集し、準備のための研修会を実施している。
特に本学の設立母体であり、グループの中心組織である聖マリア病院は、この分野
において 20 年以上の実績を持つ先駆者であり、同病院国際事業部に蓄積された情報を
収集し、実施中の研修に本学国際委員会のメンバーがオブザーバー参加するなどの活
動を始めた。また、この取り組みを全学的なものとして位置付けるため、聖マリア病
院の国際事業部長を講師に招き、JICA の ODA 事業に関する研修会を平成 28 年 8 月に
全教職員を対象として実施した。【資料 A-1-3】
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Ｃ

JICA 研修の一部を本学で実施
前述の ODA 事業に参画する準備として、実際に本学教員による病院経営に関する研

修を本学において行うことが重要と考え、聖マリア病院で行われていた「課題別研修
‐病院経営（Ｄ）」の一部を平成 29 年 2 月 10 日に本学で実施した。当日は、発展途上
国 9 カ国からの研修生が参加し、午前中には本学教授による「医療機器のマネジメン
ト」、午後からは本学が立地する福岡県みやま市の保健福祉部職員による「みやま市の
保健政策」の講義とディスカッションを行った。【資料 A-1-4,A-1-5】【図表 A-1-1】

図表 A-1-1 JICA 研修の本学実施（平成 29 年 2 月 10 日）

〔JICA「課題別研修－病院経営（D）」研修風景〕

Ｄ

海外フィールドワーク支援教員の採用
開学以来、専門教育科目の「海外フィールドワーク」を本学の主要な国際活動とし

て位置付けてきたが、参加学生が少なく今後も増加が見込めないことから、全面的な
見直しが必要である。研修渡航先の変更など科目の内容も検討中であるが、一部教員
に依存しすぎてきたことも反省しなければならない。そこで国際協力のみならず海外
の国際機関に精通する人材を「海外フィールドワーク」の専門支援職員として確保す
べく検討した結果、平成 29 年 5 月に、国連ハビタットなどでの国際的な活動経験を有
する国際化推進教員（特任准教授）を採用した。本教員は海外フィールドワークのみ
ならず国際協力や学生の啓発についても活動することとしている。
A-1-② 学生に国際
学生に国際協力につ
国際協力につい
協力について理解させ
て理解させ、
させ、動機の形
機の形成を行う
成を行う
Ａ

全学生へのガイダンス
平成 28 年度には、4 月の新入生ガイダンス及び在学生ガイダンスの中で「国際交流

へのお誘い」というテーマで、本学が今後計画している WHO インターンシップへの学
生の派遣や JICA 研修生との国際交流会への積極的な参加を喚起した。平成 29 年度に
おいても同様の動機付けを全学生へのガイダンスおよび新入生歓迎ティーパーティー
において行った。【資料 A-1-6】
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Ｂ

国際交流会への学生の参加を促進
本学の設立母体である聖マリア病院が行っている国際協力及び国際交流事業に学生

を引率するなど積極的な参加を促している。
前述の通り、聖マリア病院は 20 年ほど前から JICA の ODA 事業の一形態である病院
経営に関する研修を発展途上国の医療関係者を対象として行っている。6 週間程度の
研修が毎年 3～4 回行われており、その研修へ本学学生がオブザーバー参加するととも
に、研修期間中に行われる交流会へも毎回 5～10 人の学生が参加し、貴重な体験の場
となっている。
平成 29 年 2 月に本学で実施した研修会においても、研修生の歓迎式から交流会まで
10 人ほどの学生が参加し、接遇も含めて積極的な活動を行った。昼食時には、研修生
に加えてみやま市副市長・職員、本学の教職員、及び学生が同席し国際交流を深めた。
【図表 A-1-2】
図表 A-1-2 JICA 研修時の国際交流（平成 29 年 2 月 10 日）

〔上：交流昼食会の様子／下：研修生を囲んで（本学学生・教職員・みやま市職員）〕

Ｃ

国際協力及び国際交流に関する科目の新設

本年度より関連科目として「異文化コミュニケーション」「国際交流論Ⅰ」「国際交
流論Ⅱ」を新設した。いずれも国際経験豊富な英語ネイティブ講師を採用し担当させ
ることとした。英語ネイティブ講師の採用は本学では初めてのことであり、既存の「英
会話Ⅰ」と「英会話Ⅱ」も本年度よりネイティブ講師の担当とした。講師陣は本学の
今後の国際化の方向性をよく理解したうえで授業運営を行っている。実際、前述の
JICA 研修参加者のほとんどがこれらの科目の受講生であった。【資料 A-1-7】
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A-1-③ 学生の国際
学生の国際協力及び
国際協力及び国際交流
協力及び国際交流活
国際交流活動に対して、サポ
に対して、サポートを行う
Ａ

専門科目「海外フィールドワーク」の全面的な見直し
4 年次に履修する選択科目「海外フィールドワーク」は、異文化における保健医療

の実態を海外に赴き見聞し体験することを通して、国際保健医療協力の素養を身につ
けることを目的としている。【資料 A-1-8】
これまでは行き先をタイとラオスに絞ってきたが、参加者の累計が 10 人にも達し
なかった。本学の国際活動の活性化という観点からこの状態を抜本的に改革する必要
があると考え、本年度は国際ボランティア団体（カノッサ修道女会）が毎年フィリピ
ンで行っている活動に参加させることとした。主な理由は、フィリピンは英語が公用
語であり、さらに参加費用も低く学生を募りやすいことである。【資料 A-1-9】
また活動の内容も、現地の病院や貧困層のための児童施設におけるボランティア活
動を中心としており、「海外フィールドワーク」に適した内容となっている。
Ｂ

海外の高等教育機関との提携
本学の国際化を本格化させるためには、海外の高等教育機関との提携が有効である。

具体的な取り組みとしては、平成 25 年度に韓国の春海保健大学校から教職員及び学生
約 10 人が本学に来訪し海外の教育機関との初めての交流を行った。翌 26 年度には交
流に関する協定を同大学校と結び、毎年先方からの訪問を受け学生間の交流を続けて
いる。【資料 A-1-10】
しかし、年に一回だけの交流では国際化への進展はあまり期待できないため、今後
は編入学等の交換留学制度を含めてさらに緊密な交流へと進化させる必要がある。そ
こで、平成 28 年 12 月に行った交流行事において、本学学長から先方の学科長へ正式
に編入学制度に関する提案をし、現在はその回答を待っているところである。

（3）A－1 の改善・向上方策（将来計画）
本学の国際化に関する改善・向上方策の詳細は前述したとおりである。国際協力・国
際交流の充実を図る上で、JICA の ODA 事業への参画と「海外フィールドワーク」の改革
は、本学の今後の取り組みの二本柱である。特に、従来の一部教員による限定的な国際
活動から、全学的な活動へと改善しなければならない。
JICA 事業への参画に関しては、2 年後の契約実現を目指す。平成 28 年度は ODA 事業に
関する研修会の開催や本学での JICA 研修の実施など体験的な取り組みを行った。当面は
研修の頻度を高め、内容を充実させる。例えば、JICA の「課題別研修‐病院経営（Ｂ）」
〔8 月〕と「課題別研修‐病院経営（Ｄ）」
〔2 月〕の 2 回にわたる研修の一部を本学で実
施する。また、それとは別に聖マリア病院が受け入れることになっている「青年研修」
（スリランカとマレーシアからそれぞれ約 20 名が参加予定）の一部を 7 月と 10 月に実
施し、研修にあわせて別途国際交流会を実施する。2 年後の JICA との契約を本学単独で
おこなうのか、それとも聖マリア病院と協力して行うのか、検討課題は残っているもの
の、この取り組みが本学の国際化にとって重要な役割を演じることが期待される。
【資料
A-1-11】
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「海外フィールドワーク」の改革に関しては、渡航先をタイ・ラオスからフィリピン
に変更するだけでなく、今後は複数の渡航先、例えば欧米などの先進国への学生の派遣
や研修旅行も検討中である。先進国の大学などで実施されている国際協力に関する教育
を見聞したり、先進国に所在する国際機関での短期研修なども有効であると考えるから
である。また、WHO インターンシップに派遣できるレベルへと学生を啓発していく。
以上の取り組みを通して、教職員・学生一同が高いレベルで大学の国際化を達成する
ことを目指す。

A－2 大学が持ってい
大学が持っている物的・人
的・人的資源
的資源の社会への提供
の社会への提供
≪A－2 の視点≫
大学施設
大学施設の開
施設の開放
の開放、公開講座、リフ
講座、リフレ
、リフレッシュ教育な
シュ教育など
教育など、大学が持ってい
、大学が持っている物的・

A-2-①

人的資源
的資源の社会への提供
の社会への提供
（1）A－2 の自己判定
基準項目 A－2 を満たしている。

（2）A－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
A-2-①

大学施設
大学施設の開
講座、リフレ
シュ教育など
、大学が持っている物的・
施設の開放
の開放、公開講座、リフ
、リフレッシュ教育な
教育など、大学が持ってい
人的資源
的資源の社会への提供
の社会への提供

Ａ

大学施設の開放
グラウンドや講義室などを地域の行事や教育関連行事に提供している。【資料

A-2-1】
また、図書館を地域住民に開放する、学生食堂を一般住民に開放する、グラウンド
を公民館のグラウンドゴルフ大会や、少年野球、サッカーなどの実施場所として提供
するといった施設開放を行っている。
教育関連としては、大学夏季休暇中に講義室を高校生の課外授業に提供する、住民
の健康づくり活動（スポーツクラブみやま・平日 18 時から 21 時まで）のためにトレ
ーニング棟を提供するといった、特定の対象に対する施設開放も行っている。【資料
A-2-2】
Ｂ

公開講座
市民公開講座を平成 28 年度には、合計 11 回実施した。本講座に関しては、みやま

市をはじめとした周辺自治体の広報誌により、住民に周知を図っている。
【資料 A-2-3】
参加人数は一定せず(3-15 人)、十分な広報ができていない可能性がある。感想はお
おむね好意的であるため（経済学について知識を深めることができた、新しい学問に
対して興味ができた、など）、今後も地域住民に関心の高いテーマで行っていく予定で
ある。【資料 A-2-4】【図表 A-2-1】
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図表 A-2-1 平成 28 年度市民公開講座
年度市民公開講座（イブニング
市民公開講座（イブニング・カレッジ
（イブニング・カレッジ）
・カレッジ）

〔左:谷島准教授「起業家とは何か？」（9 月 13 日）
右:白木教授「日本の財政と医療費からみた今後の地域医療の行方」（12 月 13 日）〕
Ｃ

みやま市との連携

本学は、みやま市の誘致を受けて平成 20 年に開学をした経緯があることから、みや
ま市と締結した包括連携協定の下で、緊密な関係を維持しながら様々な取り組みを実
施している。【資料 A-2-5】
みやま市健康づくり課との連携事業については、担当教員 3 人とみやま市健康づく
り課 4 人で平成 28 年度に合計４回の協議を行い、みやま市の住民健診データの解析、
それを踏まえた健康づくり戦略について検討してきた。平成 29 年 4 月に疫学統計専門
教員（特任教授）を採用し、データ解析に着手するとともに、健康づくり計画策定に
取り組んでいる。
その他、みやま市が主催する住民健診やスポーツ大会開催の際には大学施設を無償
で貸出している。また、みやま市の委員会への教員派遣等を行っている。
【資料 A-2-6】
Ｄ

産官学連携
教員のシーズ集(教員が産官界に貢献するための情報[シーズ])をホームページに掲

載している。未だ共同プロジェクトの発足などには到っていないが、教員が社内研修
の講師に招聘されるなど、社会連携が徐々に進んでいる。【資料 A-2-7】
Ｅ

高大連携

高校に対し、教員による出前講座として講義内容を準備し、パンフレットを作成し
ている。周辺の高校に対する出張授業を積極的に行うことによって交流を深めていく
予定であるが、まだ要望がない。高校訪問を通じ、それぞれの高校の希望に沿った内
容を提案していく。【資料 A-2-8】
高校生を対象としたエッセイ・コンテスト、テーマ「健康に生きる」も平成 28 年度
より実施しており、全国から 700 点の作品が寄せられ、平成 29 年 1 月 7 日に授賞式を
行った。【図表 A-2-2】
また、当大学学長は近隣高等学校の学習発表会の審査委員長として高校教育の向上
に貢献する機会を得た。【資料 A-2-9】
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図表 A-2-2 第 1 回高校生エッセイ・コンテスト授賞式（平成 29 年 1 月 7 日）

〔左:審査委員長 乳井昌史氏（元読売新聞論説委員・文化部長）講評／右:授賞者を囲んで〕
（3）A－2 の改善・向上方策（将来計画）
Ｂ

市民公開講座
公開講座小委員会は、「より住民にわかりやすい内容を提供する」との目的で、ラ

イフプランごとに分けたシンポジウム形式の講演会を、新たに平成 29 年度より開催す
る。公開講座の科目についてもより関心を呼ぶ内容とするよう、検討している。
また、市民公開講座とは別に学生の家族を対象とした講座も検討中であり、ニーズ
把握を兼ねた広報活動を行っていく。【資料 A-2-10】
Ｄ

産官学連携
教員の研究活動の進展と、産官のニーズに合わせてシーズ集の改定を行う。また、

ホームページに掲載したシーズ集や教員業績集の閲覧回数が増加する方策を検討する。
官との連携については、近隣市町村の行事に大学施設を積極的に開放するなどの工
夫に併せて、県との関連強化にも取り組む。
Ｅ

高大連携
出前講座を FD 委員会の指導のもと、より分かりやすく、高校生が興味を持つ内容

に修正する。また、複数の高等学校との連携を強化するとともに協定の締結を目指す。

［基準 A の自己評価］
本学の教育の理念に示す「人・社会・地域・世界を理解する」、及び学則第 1 条に示す
「地域社会及び世界の健全な発展に貢献する」との目的に即し、大学独自の基準として
「社会貢献」を取り上げて自己点検・評価活動を行った。基準 A-1「本学の国際化を目指
した国際協力の実践及び国際協力に向けた意識づくり」では、学生・教職員を含め全学
で、国際協力、国際交流、グローバル人材育成を進展させつつある。特に JICA 研修への
参画は、本法人の母体である聖マリアグループが有する資源の活用事例であり、本学の
特色・強みを活用した取り組みである。
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基準 A-2「大学が持っている物的・人的資源の社会への提供」については、現時点で
は、本学が成長していくための手段と位置付けざるを得ない側面もある。しかし、中で
も地元自治体であるみやま市との保健医療分野での連携は、保健医療経営学を掲げる日
本唯一の大学として、その特色を相互に活用する取り組みであり、これを介して学内に
おける研究活動を活発化するとともに、地域住民の健康水準の向上に本学が貢献するこ
とも期待できる。また、そのような身近な官学連携を核として、幅広い産官学連携へと
発展していくことが期待される。
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該当する資料名及び該当ページ

備考

寄附行為
学校法人ありあけ国際学園 寄附行為
大学案内
保健医療経営大学
保健医療経営大学 GUIDE BOOK 2018
大学学則、大学院学則
保健医療経営大学 学則
学生募集要項、入学者選抜要綱
2018（平成
2018（平成 30）年度
30）年度 入学試験要項
学生便覧
平成 29 年度（2017
年度（2017 年度）学生便覧
事業計画書
平成 29 年度事業計画書
事業報告書
平成 28 年度事業報告書
アクセスマップ、キャンパスマップなど
アクセスマップ・交通アクセス・スクールバスのご案内
法人及び大学の規程一覧（規程集目次など）
法人及び大学の規程一覧
理事、監事、評議員などの名簿（外部役員・内部役員）及び理事会、評議員会の前年度開
催状況（開催日、開催回数、出席状況など）がわかる資料
平成 28 年度 理事会・評議員会 開催状況
決算等の計算書類（過去 5 年間）、監事監査報告書（過去 5 年間）
決算等の計算書類及び監事監査報告書（平成 25 年度～平成 29 年度分）
履修要項、シラバス
平成 29 年度（2017
年度（2017 年度）
年度）Syllabus

基準 1．使命・目的等
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

1-1．使命・目的及び教育目的の明確性
大学ホームページ「教育の理念」
【資料 1-1-1】
http://www.healthcare-m.ac.jp/university/ideal/
大学ホームページ「設置の趣旨」
【資料 1-1-2】
http://www.healthcare-m.ac.jp/university/needs/
1-2．使命・目的及び教育目的の適切性
【資料 1-2-1】

設置認可申請書類「基本計画書」：新設学部の目的
大学ホームページ「本学の特色」
【資料 1-2-2】
http://www.healthcare-m.ac.jp/university/feature/
1-3．使命・目的及び教育目的の有効性
【資料 1-3-1】
【資料 1-3-2】

3 つのポリシー・カリキュラム改正関係教授会議事録
平成 28 年度自己点検評価活動資料 「平成 26 年度認証評価結果、及び
平成 27 年度自己点検評価（平成 28 年度実施）の結果」
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備考

保健医療経営大学

【資料 1-3-3】
【資料 1-3-4】
【資料 1-3-5】
【資料 1-3-6】

大学ホームページ「保護者の方へ」メニュー
http://www.healthcare-m.ac.jp/parents_menu/
大学ホームページ「一般の方へ」メニュー
http://www.healthcare-m.ac.jp/regional_menu/
新入生ガイダンス配布資料

【資料 1-3-10】

楠風通信
大学ホームページ「病院・企業の方へ」メニュー
http://www.healthcare-m.ac.jp/enterprise_menu/
学校法人ありあけ国際学園 経営改善計画
平成 29 年度第 1 回 FD 委員会議事録「平成 29 年度のスケジュールにつ
いて」
平成 28・29 年度ランチョンセミナー日程一覧表

【資料 1-3-11】

模擬授業関係資料

【資料 1-3-12】

授業評価アンケート関係資料

【資料 1-3-13】

総務委員会運営細則

【資料 1-3-7】
【資料 1-3-8】
【資料 1-3-9】

基準 2．学修と教授
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

2-1．学生の受入れ

【資料 2-1-2】

大学ホームページ「入学者受入れの方針」
http://www.healthcare-m.ac.jp/admissions/admission_policy/
オープンキャンパス資料

【資料 2-1-3】

オープンキャンパス「お仕事 LIVE」資料

【資料 2-1-4】

入学者選抜規程

【資料 2-1-5】

編入学、再入学及び転入学に関する規程

【資料 2-1-6】

入学者選抜におけるミス防止等に関するガイドライン

【資料 2-1-7】

AO 入試志願理由書

【資料 2-1-8】

指定校・一般公募推薦入試及び 3 年次編入学試験 小論文出題例

【資料 2-1-9】

平成 28 年度高校生エッセイ・コンテスト資料

【資料 2-1-10】

平成 29 年度学生確保総合戦略

【資料 2-1-11】

平成 29 年度高校生エッセイ・コンテスト募集要項

【資料 2-1-12】

保健医療経営大学 LINE 案内

【資料 2-1-13】

2 年次編入制度検討資料

【資料 2-1-1】

2-2．教育課程及び教授方法
【資料 2-2-1】

カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーの一貫性について

【資料 2-2-2】

学則別表第 1

【資料 2-2-3】

座席指定表

【資料 2-2-4】

出席カード

【資料 2-2-5】

施設実習記録

【資料 2-2-6】

新設科目シラバス

【資料 2-2-7】

シラバスチェック部会資料

【資料 2-2-8】

履修規程

【資料 2-2-9】

情報戦略会議関係資料

2-3．学修及び授業の支援
【資料 2-3-1】

平成 29 年度委員会構成一覧表

【資料 2-3-2】

成績不振者に対する指導依頼文書

【資料 2-3-3】

授業に関する出席状況調査結果表

【資料 2-3-4】

授業評価アンケート結果・教員のコメント集

2-4．単位認定、卒業・修了認定等
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備考

保健医療経営大学

【資料 2-4-1】

履修規程

資料 2-2-8 と同じ

【資料 2-4-2】

シラバスチェック部会資料「シラバスチェック方法について」
医療経営リーダー育成スカラシップ制度および医療経営チャレンジス
【資料 2-4-3】
カラシップ制度における教育に関する規程
2-5．キャリアガイダンス
【資料 2-5-1】

「キャリア開発Ⅲ」新旧比較資料（平成 28・29 年度シラバスより）

【資料 2-5-2】

施設実習事前プログラムスケジュール

【資料 2-5-3】

シラバス「社会体験実習」

【資料 2-5-4】

週例就職相談学生実績表

【資料 2-5-5】

平成 28 年度「就活スタートダッシュ」案内文書

【資料 2-5-6】

就職対策活動

【資料 2-5-7】

平成 28 年度「就職支援開発講座」案内文書

【資料 2-5-8】

学内企業説明会・企業合同説明会資料

【資料 2-5-9】

平成 28 年度病院事務管理事例研究発表会資料

【資料 2-5-10】

採用等内定届（卒業後の進路報告）

【資料 2-5-11】

就職受験結果報告書

【資料 2-5-12】

「診療情報管理士認定試験」対策補習計画表（平成 28 年度）

【資料 2-5-13】

「医業経営管理能力検定」対策講座案内（平成 28 年度）

【資料 2-5-14】

開学以来 6 カ年の就職先の業種別内訳

学生出欠・面談実績一覧

2-6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック
【資料 2-6-1】

授業評価アンケート関係資料

【資料 2-6-2】

授業参観関係資料

【資料 2-6-3】

研究と教育のための統合研修会(ランチョンセミナー)関係資料

【資料 2-6-4】

FD 研修会関係資料

【資料 2-6-5】

施設実習打合せ会議関係資料

資料 1-3-12 と同じ

2-7．学生サービス
【資料 2-7-1】

大学事務室窓口担当一覧

【資料 2-7-2】

学生支援に関する規程

【資料 2-7-3】

支援相談員一覧

【資料 2-7-4】

アドバイザー（スキル開発担当教員）配置一覧

【資料 2-7-5】

平成 28 年度保護者懇談会関係資料

【資料 2-7-6】

スクールバスダイヤの改正について

【資料 2-7-7】

学生用マンションの家賃助成に関する取扱要領

【資料 2-7-8】

新幹線通学定期代補助制度取扱要領

【資料 2-7-9】

学生キャンパスアンケート関係資料

【資料 2-7-10】

リクエストカード関係資料

2-8．教員の配置・職能開発等
【資料 2-8-1】

部門別教員配置一覧・取得学位一覧

【資料 2-8-2】

教員選考基準規程

【資料 2-8-3】

人事選考要領

【資料 2-8-4】

昇任採用基準要領

【資料 2-8-5】

常勤教員一覧及び退職予定年度

【資料 2-8-6】

教員活動点検・評価に関する規程

【資料 2-8-7】

個人活動計画及び評価（通知）書・年度活動報告書

【資料 2-8-8】

平成 27・28 年度科学費申請状況

【資料 2-8-9】

保健医療経営学科の教育の部門の体制・管理関する規程

【資料 2-8-10】

新入生学修指導計画様式

【資料 2-8-11】

平成 28 年度後期時間割

【資料 2-8-12】

シラバス「異文化コミュニケーション」
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2-9．教育環境の整備
【資料 2-9-1】

【資料 2-9-3】

学外者の本学施設利用状況一覧（過去 3 年間実績）
大学ホームページ「図書館」
http://www.healthcare-m.ac.jp/campuslife/campusmap/library/
シラバス「スキル開発Ⅰ」

【資料 2-9-4】

情報メディアセンター規程

【資料 2-9-5】

情報メディアセンター図書管理規程

【資料 2-9-6】

情報メディアセンター図書館運営規程

【資料 2-9-7】

【資料 2-9-9】

情報メディアセンター図書館利用要項
大学ホームページ「レストランマドンナ」
http://www.healthcare-m.ac.jp/campuslife/campusmap/restaurant/
安全・環境に配慮した施設・設備関係資料

【資料 2-9-10】

避難訓練関係資料

【資料 2-9-11】

コース別学生数

【資料 2-9-12】

スキル開発の人数割、ゼミの担当学生数一覧

【資料 2-9-2】

【資料 2-9-8】

基準 3．経営・管理と財務
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

3-1．経営の規律と誠実性
【資料 3-1-1】

学校法人ありあけ国際学園 経営改善計画

資料 1-3-8 と同じ

【資料 3-1-2】

安全・環境に配慮した施設・設備関係資料

資料 2-9-9 と同じ

【資料 3-1-3】

i サイクル活動資料

【資料 3-1-4】

ハラスメントの防止等に関する規程

【資料 3-1-5】

平成 29 年度委員会配置一覧

【資料 3-1-6】

危機管理規程

【資料 3-1-7】

新入生ガイダンス資料

【資料 3-1-8】

防災訓練資料

【資料 3-1-9】

平成 28 年熊本地震対応資料

【資料 3-1-10】

H.I.K ひまわり隊資料
大学ホームページ「教育・研究」
http://www.healthcare-m.ac.jp/education/
大学ホームページ「財務情報」
http://www.healthcare-m.ac.jp/university/finance/

【資料 3-1-11】
【資料 3-1-12】

資料 2-3-1 と同じ

3-2．理事会の機能
【資料 3-2-1】

理事会開催状況資料

資料 F-10 と同じ

3-3．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ
【資料 3-3-1】

教授会規程

【資料 3-3-2】

平成 29 年度委員会配置一覧

【資料 3-3-3】

教授会意見に対する学長決定について

資料 2-3-1 と同じ

3-4．コミュニケーションとガバナンス
【資料 3-4-1】

教授会議事録

【資料 3-4-2】

監事監査規程

【資料 3-4-3】

理事会・評議員会議題一覧表

資料 F-10 と同じ

3-5．業務執行体制の機能性
【資料 3-5-1】

組織規程

【資料 3-5-2】

業務分掌規程

【資料 3-5-3】

平成 29 年度委員会配置一覧

【資料 3-5-4】

平成 28 年度事業計画

【資料 3-5-5】

各種研修会への職員派遣実績一覧

資料 2-3-1 と同じ
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【資料 3-5-6】

スチューデントコンサルタント関係資料

【資料 3-5-7】

平成 29 年度人事評価制度について

【資料 3-5-8】

人事評価調書（事務局長・事務室長・係員）

3-6．財務基盤と収支
【資料 3-6-1】

経営改善計画

【資料 3-6-2】

予算管理規程

【資料 3-6-3】

予算要求・査定資料

【資料 3-6-4】

平成 29 年度学生確保総合戦略

資料 1-3-8 と同じ

資料 2-1-10 と同じ

3-7．会計
【資料 3-7-1】

会計規程

【資料 3-7-2】

契約締結等会計処理に関するガイドライン

【資料 3-7-3】

監査計画書

基準 4．自己点検・評価
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

4-1．自己点検・評価の適切性
【資料 4-1-1】

大学評価規程

【資料 4-1-2】

【資料 4-1-4】

平成 27 年度自己点検・評価報告書
大学ホームページ「設置認可と評価について」
http://www.healthcare-m.ac.jp/university/found/
外部評価委員名簿

【資料 4-1-5】

平成 27 年度自己点検・評価活動の歩み

【資料 4-1-6】

平成 29 年度大学評価委員会活動計画

【資料 4-1-3】

4-2．自己点検・評価の誠実性
【資料 4-2-1】

平成 27 年度自己点検・評価活動の歩み

資料 4-1-5 と同じ

【資料 4-2-2】

自己点検・評価実施体制図
大学ホームページ「設置認可と評価について」
http://www.healthcare-m.ac.jp/university/found/
理事会・評議員会議事録

資料 4-1-3 と同じ

【資料 4-2-3】
【資料 4-2-4】

4-3．自己点検・評価の有効性
平成 28 年度自己点検評価活動資料 「平成 26 年度認証評価結果、及び
【資料 4-3-1】
平成 27 年度自己点検評価（平成 28 年度実施）の結果」

資料 1-3-2 と同じ

基準 A．社会連携
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

A-1．大学の国際化を目指した国際協力の実践及び国際協力に向けた意識づくり
【資料 A-1-1】

国際委員会運営細則

【資料 A-1-2】

国際委員会議事録

【資料 A-1-3】

JICA 研修会配布資料

【資料 A-1-4】

JICA 研修受入スケジュール

【資料 A-1-5】

JICA 研修受入実施役割分担

【資料 A-1-6】

ガイダンス配布資料「目指せ、国際医療人!!」

【資料 A-1-7】

国際交流関係科目シラバス

【資料 A-1-8】

海外フィールドワークシラバス

【資料 A-1-9】

カノッサ修道女会について

【資料 A-1-10】

春海保健大学校との交流協定書

【資料 A-1-11】

聖マリア病院 JICA 研修計画書

A-2．大学が持っている物的・人的資源の社会への提供
【資料 A-2-1】

施設貸出状況一覧

資料 2-9-1 と同じ
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【資料 A-2-2】

スポーツクラブみやま資料

【資料 A-2-3】

平成 28 年度公開講座案内

【資料 A-2-4】

公開講座アンケート

【資料 A-2-5】

みやま市包括連携協力協定書

【資料 A-2-6】

【資料 A-2-8】

みやま市各種委員会等委員派遣状況一覧
大学ホームページ「教員紹介」
http://www.healthcare-m.ac.jp/staff/
出前講座パンフレット

【資料 A-2-9】

平成 28 年度高校生エッセイコンテスト資料

【資料 A-2-10】

平成 29 年度公開講座案内

【資料 A-2-7】

※必要に応じて、記入欄を追加・削除すること。
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資料 2-1-9 と同じ

