東海大学医療技術短期大学教育研究年報 2017年度

項目

分野

Ⅲ-1
教職員の教育能力の向上

実施事項
Ⅲ-1-1
教職員の教育能力の向上

実施計画
2017

2016

関連部署・委員会

2018

教員のFD手帳の検討・講習会実施
職員のSDマップの検討
3年間のFD・SD活動の評価及び今後3年の活動計画の作成
教育研究奨励制度の導入
教育研究活動報告会の運営
職員の大学アドミニストレーター育成の推進

教員のFD手帳の作成、ＦＤマップの活用、教員ポートフォリオ
の検討
教職員短期研修の検討
ＳＤマップの作成
教育実践能力を高めるための研究会の企画運営
教育研究活動報告会の運営
職員の大学アドミニストレーター育成の推進
教職員の国内外の研修（サバティカル制度等）の規定の検討

教職員短期研修の企画
教育研究活動報告会の運営
職員の大学アドミニストレーター育成の推進
SDマップの活用
教職員の国内外の研修（サバティカル制度等）の規定の実施

FD・SD委員会
事務室

各自の自主的な計画への取り組みの推進
学会発表及び投稿論文数の増加
科学研究費申請の推進
公的研究費管理の体制整備

プロジェクト研究の支援
研究交流会および研究に関する講演会の実施
教職員対する倫理研修の実施
公的研究費管理の体制整備 マニュアルの整備

教職員対する倫理研修の実施
公的研究費管理の教職員に対する研修の実施

総合看護研究施設
研究倫理委員会
研究活動の不正防止対策委員会
利益相反委員会・マネージメント委員会
事務室

教職員の研究活動の支援
研修倫理教育の充実
本学教職員の産出した研究成果の効果的な公表

研究倫理審査に関する課題の明確化
研究倫理審査申請マニュアルの改正
総合看護研究施設論文集の発刊
東海大学短期大学(部）紀要の発刊
東海大学短期大学(部）紀要今後の発刊について検討

プロジェクト研究、少人数研究の支援
研究倫理申請マニュアル沿って役割分担を明確にした審議の
進行
教職員対する倫理研修の実施
研究奨励制度（仮）の開始
公的研究費管理の教職員に対する研修の実施
科学研究費申請への支援
総合看護研究施設論文集の発刊
東海大学短期大学(部）紀要の発刊
研究能力向上のための講習会・勉強会の企画運営
総合看護研究施設の備品を活用できるよう設備・備品の管理

総合看護研究施設論文集の発刊
東海大学短期大学(部）紀要の発刊

ＦＤ・ＳＤ委員会
研究倫理委員会
総合看護研究施設
事務室

学外施設等との共同研究の推進

東海看護研究会研究委員会との連携強化
東海看護研究会研究委員会との連携強化
東海看護研究会研究委員会との連携強化
協同研究を実施上の課題（付属病院倫理審査との関係）と対処 共同研究の課題（付属病院倫理審査との関係）対応方法確立
の検討

総合看護研究施設
研究倫理委員会

Ⅳ-1-1
学生のボランティア活動の発展

ボランティア活動参加学生の増加と活動範囲の拡大

ボランティア活動の活性化のための教職員との連携強化および ボランティア活動を推進するための方法の検討
関心向上に向けての報告の場の設定
ボランティア活動評価方法の検討

ボランティア活動評価方法の検討

学生委員会
カリキュラム委員会

Ⅳ-1-2
授業の一般公開
Ⅳ-1-3
地域貢献活動（公開講座等）の
活性化

現代文明論の授業公開の検討

地域への授業公開システムの検討

現代文明論の一部授業公開をすすめる

現代文明論の授業公開の実施

現代文明論委員会

近隣住民対象の公開講座実施と充実
神奈川県下の看護職対象の公開講座実施と充実
地域貢献としての看護職への研究支援活動の充実

近隣住民対象の公開講座の実施と見直し
看護職対象の公開講座に実施と見直し
看護職への研究支援活動の実施と見直し

近隣住民対象の公開講座の充実
看護職対象の公開講座の充実
看護職への研究支援活動の実施と見直し

近隣住民対象の公開講座の充実
看護職対象の公開講座の充実
看護職への研究支援活動の実施と見直し

総合看護研究施設

Ⅳ-1-4
図書館の地域に向けての広報
活動の活性化
Ⅴ-1-1
デンマーク学術交流協定校との
相互交流の発展

大学の内外に向けての広報活動の活性化と利用率
の向上

図書館の利用案内の改善

図書館資源を利用した効果的な学習支援の企画立案・運用

デンマーク看護研修の見直しと充実
デンマーク看護研修の見直しと充実
デンマーク看護学生(フロムデンマーク研修）の受入れ フロムデンマーク研修の受け入れマニュアルの作成
の充実
デンマークの学術協定校との相互短期留学制度および学術交
流強化に（シンポジウム開催等）向けての検討
デンマーク研修引率教職員への英語力強化支援の実施

デンマーク看護研修の充実及び参加者確保に向けての検討
学生会と協力して、ＦＤＫの充実を図る
デンマークの学術協定校との相互短期留学制度および学術交
流強化に（シンポジウム開催等）向けての検討
デンマーク研修引率教職員への英語力強化支援の実施

Ⅴ-1-2
海外研修参加の拡大

学生の海外研修への積極的参加

デンマーク看護研修の充実及び参加者を確保する
フロムデンマークのマニュアルを完成させ、スムーズな受け入
れができる
デンマークの学術協定校との相互短期留学制度および学術交
流強化に（シンポジウム開催等）向けての検討
デンマーク研修引率教職員への英語力強化支援の実施
海外研修航海、ハワイ語学研修、カンボジア研修への参加推進 海外研修航海、ハワイ語学研修、カンボジア研修への参加推
と支援の実施
進と支援の実施
各種行事・ガイダンス等における参加学生の広報活動強化
各種行事・ガイダンス等における参加学生の広報活動強化
保護者に対する海外研修広報活動の強化
保護者に対する海外研修広報活動の強化
（新入生保護者ガイダンス等）
（新入生保護者ガイダンス等）

海外研修航海、ハワイ語学研修、カンボジア研修への参加推
進と支援の実施
各種行事・ガイダンス等における参加学生の広報活動強化
保護者に対する海外研修広報活動の強化
（新入生保護者ガイダンス等）

国際交流委員会

Ⅵ-1-1
教育環境の設備の改善

学内ポータルシステムの確立
自己学習スペースの確保
e-ラーニングシステムの構築
iLiswave－Jシステムの効果的な活用

キャンパスライフシステムの効果的な運用 問題の改善
J館N棟4階の教室利用申請
e-ラーニングシステムの検討
iLiswave－Jシステムの効果的な活用
図書の展示方法・管内掲示表示の見直し
障がい者受入れに対する施設環境整備の検討
省エネルギー・省資源対策等地球環境保全の推進活動実施

主体的な学習姿勢の強化をめざしたシステム環境の検討と学
生・教職員へガイダンスの実施
キャンパスライフシステムの効果的な運用 問題の改善
各教室の備品整備
図書館資料の整備及び館内の環境整備、改修についての企
画立案・運用
障がい者受入れに対する施設環境整備
省エネルギー・省資源対策等地球環境保全の推進活動実施

キャンパスライフシステムの効果的な運用 問題の改善
各教室の備品整備
e-ラーニングシステム導入後の改善
iLiswave－Jシステムの効果的な活用
障がい者受入れに対する施設環境整備
省エネルギー・省資源対策等地球環境保全の推進活動実施

事務室
カリキュラム委員会

緊急時防災マニュアルの点検と更新
備蓄物品の整備
災害発生時への対応 防火・防災意識の向上・避難
訓練の充実
耐震工事または新校舎建設・移転に関する方針の確
定
IRに対する共通理解、認識の強化
IR機能導入（2019年度までに導入）
MSシートの作成・評価と更新

緊急時防災マニュアル作成
備蓄物品の整備
避難訓練の実施
災害時の対応と必要物品の整備
耐震工事または新校舎建設・移転に関する計画の確定

緊急時防災マニュアル作成
備蓄物品の整備
避難訓練の検討・実施
災害時の対応の検討
災害時必要物品の整備と教職員への周知
耐震工事または新校舎建設・移転計画に基づく対応実施
内部質保証システムの確立
MSシートにもとづき、各部署・委員会の活動が円滑に実施され
るよう働きかける
認証評価に沿った評価の実施・検討を行う
IRに関する共通理解・認識の強化
大学運営本部との連携を強め、ガバナンスの機能を向上させ
る
改正版教育研究年報の作成
各種データの適切な公開（ＨＰ・キャンパスメイト・大学ポート
レート）

備蓄物品の整備
避難訓練の実施
災害時の対応と必要物品の整備
耐震工事または新校舎建設・移転計画に基づく対応実施

大学法人本部
事務室
健康推進室
学生委員会
健康推進室

IR機能の導入

大学評価委員会
事務室

改正版教育研究年報の作成

予算の順守 適切な執行管理
学内予算管理の明確化

予算の順守 適切な執行管理
学内予算計上及び執行状況の明確化

予算の順守 適切な執行管理
学内予算計上及び執行状況の明確化

教職員の適切な人事（定員等）の充実と労務管理の
Ⅵ-3-3
適切な人員配置と人事管理の実 実施
教職員の心身の健康増進に向けた支援の充実
施

教職員の定期健康診断の実施とフォローアップ
教職員へのメンタルヘルスサポートの実施

教職員の心身の健康増進に向けた支援の充実
教員採用計画案に基づいた採用の実施
職員の要員計画の策定
非常勤教員採用に関する内規の作成と適切な採用の実施

教職員の心身の健康増進に向けた支援の充実

大学評価委員会
事務室
カリキュラム委員会
ＦＤ・ＳＤ委員会
事務室
予算委員会
省エネルギー推進委員会
健康推進室
事務室

Ⅶ-1
理事長のリーダーシップ

Ⅶ-1-1
理事会等の学校法人の管理運
営体制の確立と適切な運営

学校法人の運営全般におけるリーダーシップの発揮
学校法人の意思決定機関としての適切な運営
第三者評価における役割と責任の遂行
本学の発展のための学内外の必要な情報収集と、本学の運営
に関する法的な責任を遂行

学校法人の運営全般におけるリーダーシップの発揮
学校法人の意思決定機関としての適切な運営
第三者評価における役割と責任の遂行
本学の発展のための学内外の必要な情報収集と、本学の運営
に関する法的な責任を遂行

学校法人の運営全般におけるリーダーシップの発揮
学長
学校法人の意思決定機関としての適切な運営
法人本部
第三者評価における役割と責任の遂行
大学評価委員会
本学の発展のための学内外の必要な情報収集と、本学の運営
に関する法的な責任を遂行

Ⅶ-2
学長のリーダーシップ

本学運営全般におけるリーダーシップの発揮
教学運営体制の確立
教学運営体制の確立
教学運営体制の確立
Ⅶ-2-1
学長
本学運営全般におけるリーダーシップの発揮
本学運営全般におけるリーダーシップの発揮
学習成果を獲得するための教学 建学の精神に基づく教育研究を推進と、本学の向上・ 本学運営全般におけるリーダーシップの発揮
法人本部
充実に向けての努力
建学の精神に基づく教育研究を推進と、本学の向上・充実に向 建学の精神に基づく教育研究を推進と、本学の向上・充実に向 建学の精神に基づく教育研究を推進と、本学の向上・充実に向 事務室
運営体制の確立と適切な運営
教授会の適切な運営（学則等の規定に基づいて開催 けての努力
けての努力
けての努力
大学評価委員会

Ⅲ-2
Ⅲ-2-1
教職員の研究活動の活性化と社 教職員の研究活動の推進
会への発信

Ⅲ 教職員の
能力開発

Ⅳ-1
地域社会との連携継続と強化

Ⅳ 社会連携

Ｖ-1
学術協定校との連携強化と海外
研修の拡大

Ⅴ 国際連携

Ⅵ-1
教育環境の改善・充実

Ⅵ 管理・
支援体制

達成目標
教員のFDマップの作成
教員ポートフォリオの導入
職員のSDマップの作成
職員の能力開発（SD）の実施
教職員の国内外の研修（サバティカル制度等）の規定
の検討

Ⅵ-2
防火・防災対策の強化

Ⅵ-2-1
防火・防災対策の強化

Ⅵ-3
組織運営体制の強化

Ⅵ-3-1
IR機能およびMSシートを活用し
たPDCAサイクルの活性化

IRに対する共通認識の向上
大学認証評価との関連から適切なMSシートを点検・作成

各種データの適切な公開(HP・キャンパスライフエンジ 授業評価データの公開方法および内容の検討
ン）
教育研究年報改正に関する検討
教育研究年報の改善
教育研究年報作成マニュアルの改正

Ⅵ-3-2
財務上、法人との緊密な連携

Ⅶ リーダー
シップ・ガバナ
ンス
Ⅶ-3
ガバナンス

Ⅶ-3-1
ガバナンス機能の適切な遂行

支出を抑え、毎年度の予算を順守する

学校法人の運営全般におけるリーダーシップの発揮
学校法人の意思決定機関としての適切な運営
第三者評価における役割と責任の遂行
本学の発展のための学内外の必要な情報収集と、本
学の運営に関する法的な責任を遂行

し、短期大学の教育研究上の審議機関として機能さ
せる）
委員会等の設置と適切な運営
耐震工事または新校舎建設・移転に関する方針の確
定
寄付行為の規定に基づいた適切な幹事業務の遂行
評議委員会の適切な運営
中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算の
決定
決定した事業計画と予算の適正な執行
日常的な出納業務の円滑実施、月次試算表等の作
成と理事長への速やかな報告
学校法人の経営状況及び財政状態を適正に表示す
る計算書類、財産目録等の整備
資産及び資金管理と運用における安全性と公正性の
確保
学校教育法施行規則、私立学校法の規定に基づく教
育情報の公表と財務情報の公開

図書館
国際交流委員会

図書館
省エネ推進委員会
学生委員会

教授会の適切な運営（学則等の規定に基づいて開催し、短期大
学の教育研究上の審議機関として機能させる）
委員会等の設置と適切な運営
耐震工事または新校舎建設・移転に関する方針の確定

教授会の適切な運営（学則等の規定に基づいて開催し、短期
大学の教育研究上の審議機関として機能させる）
委員会等の設置と適切な運営
耐震工事または新校舎建設・移転計画に基づく対応実施

教授会の適切な運営（学則等の規定に基づいて開催し、短期
大学の教育研究上の審議機関として機能させる）
委員会等の設置と適切な運営
耐震工事または新校舎建設・移転計画に基づく対応実施

寄付行為の規定に基づいた適切な幹事業務の遂行
評議委員会の適切な運営
中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算の決定
決定した事業計画と予算の適正な執行
日常的な出納業務の円滑実施、月次試算表等の作成と理事長
への速やかな報告
学校法人の経営状況及び財政状態を適正に表示する計算書
類、財産目録等の整備
資産及び資金管理と運用における安全性と公正性の確保
学校教育法施行規則、私立学校法の規定に基づく教育情報の
公表と財務情報の公開

寄付行為の規定に基づいた適切な幹事業務の遂行
評議委員会の適切な運営
中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算の決定
決定した事業計画と予算の適正な執行
日常的な出納業務の円滑実施、月次試算表等の作成と理事
長への速やかな報告
学校法人の経営状況及び財政状態を適正に表示する計算書
類、財産目録等の整備
資産及び資金管理と運用における安全性と公正性の確保
学校教育法施行規則、私立学校法の規定に基づく教育情報の
公表と財務情報の公開

寄付行為の規定に基づいた適切な幹事業務の遂行
学長
評議委員会の適切な運営
法人本部
中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算の決定
大学評価委員会
決定した事業計画と予算の適正な執行
日常的な出納業務の円滑実施、月次試算表等の作成と理事
長への速やかな報告
学校法人の経営状況及び財政状態を適正に表示する計算書
類、財産目録等の整備
資産及び資金管理と運用における安全性と公正性の確保
学校教育法施行規則、私立学校法の規定に基づく教育情報の
公表と財務情報の公開
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