天理医療大学

天理医療大学に対する再評価結果

Ⅰ 判 定
2021(令和３)年度再評価（大学評価）の結果、天理医療大学は本協会の大学基準に適
合していると認定する。
認定の期間は、2019（平成31）年４月１日から2026（令和８）年３月31日までとする。

Ⅱ 総 評
2018（平成 30）年度の本協会による大学評価の結果、天理医療大学については、
「内部
質保証」及び「教員・教員組織」に重大な問題が認められたため各１点の是正勧告を付
し、改善の蓋然性を考慮し、大学基準に適合しているか否かの判定を保留していた。ま
た、判定を保留する要因となったこれらの是正勧告に加えて、
「理念・目的」
「教育課程・
学習成果」
「教育研究等環境」
「社会連携・社会貢献」
「大学運営・財務(大学運営)」及び
「大学運営・財務（財務）
」において、計９点の改善課題を付した。今回の再評価におい
ては、これらすべての提言の改善状況について評価を行った。
天理医療大学は 2023（令和５）年に天理大学との統合を控えており、統合に伴う教育・
研究体制の構築に向けて大きな変革の時期にあるが、学長のもと、教育・研究活動の改
善・向上を促すため、自己点検・評価活動に取り組んできた。その結果、大学評価時に
重大な問題として指摘されていた２点の是正勧告については、いまだ十分な改善に至っ
ていない点が見受けられるものの、判定を保留する要因となったこれらの改善状況を総
合的に判断し、前回の大学評価で判定保留としていた期間も含めて大学基準に適合して
いると判断する。
まず、
「内部質保証」については、
「将来計画委員会」を内部質保証の推進に責任を負
う組織として位置付けたものの、内部質保証における役割が明確でなく、内部質保証の
推進の役割を担っていないことが、2018（平成 30）年度大学評価時に指摘された。これ
に対し、
中期目標に掲げた７領域の目標を実現すべく大学全体の委員会組織を改編して、
各種委員会の上部組織たる３つの審議会（
「運営審議会」
「教育・研究審議会」
「点検・評
価審議会」
）それぞれの役割を明確化し、新たに「点検・評価審議会」を内部質保証の推
進に責任を負う組織として位置付けた。
「天理医療大学点検・評価審議会規程」には、
「点
検・評価審議会」が「大学の内部質保証に関する事項」を担うことが明記されている。
また、ＰＤＣＡサイクルの展開を支える仕組みとして、これまでの各種委員会の委員会
活動報告をＰＤＣＡサイクルに則った目標管理型の計画書・報告書の様式へと変更し、
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内部質保証の実質化を図る活動に向けた取り組みを行っている。しかしながら、内部質
保証の方針・手続を明文化しておらず、内部質保証を遂行するに際しての各審議会の権
限・役割分担についても規程、方針・手続等に明示していない。さらに「点検・評価審
議会」が所管する「内部質保証委員会」及び「教育研究評価委員会」では内部質保証の
推進に向けた取り組みを多数行っているものの、
「点検・評価審議会」が主体となり実施
した活動は「内部質保証委員会」の委員の選任等ごく限定的であるため、これらについ
ては引き続き改善が求められる。
「教員・教員組織」については、大学設置基準上必要となる医療学部臨床検査学科の
専任教員数の不足が指摘された。また、求める教員像及び教員組織の編制方針を整備し
たうえで、教員組織の適切性を点検・評価し、質の保証に取り組むことが求められた。
指摘を受けた医療学部臨床検査学科における専任教員数の不足は、共通専門基礎科目を
担ってきた「医療教育・研究センター」の廃止、所属教員の配置換えと公募採用により
改善が図られている。求める教員像の明文化も適切になされている。一方、教員組織の
編制方針に関しては、大学設置時の教員配置を基準としているが、設置時から一定の時
間を経過しているため、方針を独自に策定し、これを踏まえて教員組織の適切性につい
て定期的に点検・評価を実施し、その結果をもとに改善・向上に努めることが望まれる。
改善課題９点については、多くの点で改善がなされたことが確認できた。ただし、以
下の点については、必ずしも十分な成果が上がっていないため、更なる改善が求められ
る。
まず、
「理念・目的」については、改善課題において策定が求められた中・長期計画を
「将来計画委員会」において明文化したが、2023（令和５）年に天理大学と統合するこ
とが決定していることから、改めて大学の中・長期計画を策定せざるを得ない状況にあ
る。現在、統合後の中・長期計画を天理大学とともに検討中であることから、早期の実
現が望まれる。
「教育課程・学習成果」については、学位授与方針に示した学習成果の把握・評価が
十分に行われていないことについて指摘を受けた。これについて医療学部看護学科では
一般社団法人日本看護系大学協議会が開発した自己評価項目を活用してデータを蓄積の
うえ活用しているものの、学位授与方針に大学として自ら示した学習成果を把握・評価
する仕組みは未だ検討中であるため、一層の取り組みが求められる。
「教育研究等環境」においては、教育研究活動を実施するための適切な環境の整備が
不十分であり、教育研究等環境の整備に関する方針の明示と具体的な改善計画の立案・
実施が指摘された。演習室を実験室に充てて実験室不足を解消し、学習・教育研究活動
に必要な環境を整備しているが、教育研究等環境の整備に関する方針を未だ明示してい
ないため、改善が望まれる。
「大学運営・財務（財務）
」については、
「要積立額に対する金融資金の充足率」が低
く、安定した財政基盤を確立していないにもかかわらず、具体的な数値目標を設定した
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中・長期財政計画が設定されていなかったことの指摘を受け、数値目標を設定し計画的
に金融資産の増加を図るべく、学生生徒等納付金や検定料の値上げ等に関する検討を行
った。しかし、学生生徒等納付金の改定は十分な収入増加が見込めないことから、実現
には至らなかった。また、設立母体から毎年定額の寄付金を受ける計画もあったが、２
年で打ち切りとなっている。それらの結果、前回評価時以降、翌年度繰越支出超過額は
増加し、
「要積立額に対する金融資金の充足率」は減少しており、教育研究活動を遂行す
るための必要な財政基盤はいまだ十分に確立しているとはいえない。今後は、2023（令
和５）年４月１日を期日として計画している、学校法人天理大学との合併に向けて、合
併協議会において法人合併後の総合的な財政計画を検討するとしているため、同計画の
策定を着実に行い、合併後の大学における財政基盤の安定化を図ることが求められる。
天理医療大学は、天理大学との統合が予定されており、今後、理念・目的や新たな教
育体制の構築など大学としてさまざまなことに対応が求められるが、前回の各提言に対
して真摯に対応してきたことは評価できる。今後も、今回構築した内部質保証体制を更
に充実させ、その機能を発揮できるように努め、理念・目的の実現に向けて一層の飛躍
を期待する。

Ⅲ 提 言
一 改善課題
＜内部質保証＞
１）内部質保証の推進に責任を負う組織である「点検・評価審議会」が「大学の内部
質保証に関する事項」を担うことを規程に明記し、「点検・評価審議会」が所管
する「内部質保証委員会」及び「教育研究評価委員会」では、内部質保証の推進
に向け点検・評価システムの整備や自己点検・評価報告書のとりまとめ等を行っ
ているものの、内部質保証の方針・手続を明文化していないほか、内部質保証を
遂行するに際しての各審議会の権限・役割分担を規程、方針・手続等に明示して
いない。さらに、内部質保証の推進に責任を負う組織として「点検・評価審議会」
が主体となり実施した活動はごく限定的であるため、これらについて改善が求め
られる。
＜教育課程・学習成果＞
１）学位授与方針に示した学習成果の把握・評価が依然として十分に行われていない
ため、適切な方法・指標を開発・設定し、把握・評価に努めるよう改善が求めら
れる。
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＜大学運営・財務（財務）＞
１）
「要積立額に対する金融資産の充足率」がいまだ低く、前回評価時より改善し、安
定した財政基盤を確立しているとはいえない。今後は、2023（令和５）年４月１
日を期日として、学校法人天理大学と合併を計画していることから、合併協議会
において、法人合併後の総合的な財政計画の策定を着実に行い、合併後の大学に
おける財政基盤の安定化を図っていくことが求められる。
以 上
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