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重点的な取組み 基準 合同 大学 大学院 短大 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度

Ⅱ．教育の充実・強化

　１．赤十字の特色ある教育の推進と人材育成

　（１）第二次災害救護訓練の実施

　　①平成２１年度より大学・短期大学の学生及び

　　　教職員が全員参加で実施している災害救護

　　　訓練の評価に基づき、新たに構築した第二

　　　次災害救護訓練の展開を実施する。

基準８

・赤十字地域

交流センター

・「教育カリ

キュラムの検

討」

第二次災害救護訓練計画の立案

（災害看護教育カリキュラムの検

討）

実施・展開 （評価）
修正・評価

（第三次計画）

　（２）「海外看護演習」の教科目の開催に向けて

　　　の検討

　　①平成２８年度に開講となる「海外看護演習」の

　　　教育展開のための検討を行う。

基準４（２）
・赤十字地域

交流センター

・教務委員会

・カリキュラ

ム委員会

海外演習方法の検討

（カリキュラムの検討・演習先の検

討）

海外演習開始

　（３）赤十字東北ブロック協議会の連携強化

　　②赤十字東北ブロック協議会において、共同研

　　　究や合同研修会等を推進する。

基準７
・教育研究開

発センター

アンケート調査・実施計画立案

（規程の改定・人事交流・研修・研

究）

実施 （評価） （第三次計画）

　２．質の高い教育の実践

　（１）教育方法の充実

　　①平成２１年度より、看護学部１年〜４年生に学

　　　内演習および看護学実習で展開をしている

　　　PBLおよび看護技術（OSCE）の教育方法を

　　　評価・検討を行い、さらに発展・充実させる。

基準４（３）

・教務委員会

・PBLテュート

リアル教育委

員会

・カリキュラ

ム委員会

・教務委員会

・実習委員会

研修会の開催・検討

プロジェクト「教育カリキュラムの

検討」

まとめ 申請

　　②本学は大学の看護学部看護学科と短期大学

　　　の介護福祉学科と併設していることから両学

　　　科の連携した合同教育の機会をもち、チーム

　　　医療を志向する社会の要請に応える人材育

　　　成を行う。

基準４（２） ・教務委員会 ・教務委員会 チーム医療に関する合同教育の検討

　（２）教育課程の検討

　　①短期大学介護福祉学科の教育は、地域の要

　　　請にも応えられる人材育成をめざし、四大化

　　　も視野に入れた検討を継続する。

基準２
・四大化プロ

ジェクト

プロジェクト「短期大学の四大化の

検討」継続
新たな方策への始動 （実施準備） 　　　　　　学科開設？

　（３）大学院教育の充実・整備

　　①大学院教育において社会人学生のための長

　　　期履修制度の見直しと、その活用の周知を図

　　　る。

基準６ ・教務委員会
規程の整備・実施

（学則他・がん看護CNS） がん看護CNS（38単位）の開設

　　②大学院教育において看護職者等の有職者の

　　　ための科目履修の受講促進、入学前および

　　　修了後の教育体制を整備する。

基準４（２） ・教務委員会 入学前・修了後教育の検討 実施準備・開始 実施

・教務委員会 遠隔講義・単位互換の検討 　実施準備・開始 実施

・研究科委員

会

共同大学院の検討および他の方法

について検討

３．優秀な学生の確保と学生支援

　（１）優秀な学生の確保

　　①入学者選抜方法のあり方を検討する。

　　②オープンキャンパス、高大連携や商業ベース

　　　の広報活動等の見直しを行い、学生確保の

　　　ための周知を強化する。

基準５ ・情報・広報

委員会

・入学者選抜

委員会

・入学者選

抜・情報広報

委員会

・入学者選抜

委員会

入学者選抜および学生確保に関する

データ分析
入学者選抜方法の検討 結果に基づいた実施の準備

　（２）学生支援の充実

　　①奨学金制度、特待生制度の見直し、充実強

　　　化を図る。

基準６ ①学生委員会 ①教務委員会 ①教務委員会 ①教務委員会

　　②入学者推薦および就職先に関して、東北ブ

　　　ロック協議会との連携強化を図る。
基準５ ②学生委員会

②入学者選抜

委員会

②入学者選

抜・情報広報

委員会

②入学者選抜

委員会

Ⅲ．研究の充実・強化

　１．研究活動の充実強化と社会還元

　（１）地域に役立つ研究の推進

　　①秋田県がかかえる医療や看護の問題に応え

　　　るための研究を促進する。

基準８
・教育研究開

発センター

「知（地）の拠点事業」の準備

県の研究事業の申請
展開 評価 最終評価

　２．競争的外部研究資金等の確保

　（１）科学研究費補助金等の獲得

　　②外部資金を獲得するため、毎年、全教員が最

　　　低１回は科学研究費補助金等の申請を行う。

基準９
・教育研究開

発センター
（個人）共同研究体制づくり 展開 評価・修正

Ⅳ．社会貢献の拡充・強化

　１．地域社会との連携強化

　（１）地域の行政と連動して、高齢者の健康生活

　　　を支えるための人材育成および健康支援事

　　　業を展開する。

基準８
・教育研究開

発センター
「知（地）の拠点事業の準備 展開 評価 最終準備

　（２）地域に根ざした専門職業人のキャリア形成

　　　を考える教育を導入する。
基準６ ・学生委員会 県の研究事業の申請・実施・展開

　（３）地域と連携した学生・教職員のボランティア

　　　活動を可視化し、展開の充実を図る。
基準８

・赤十字地域

交流センター

・学生委員会

研究プロジェクト「ボランティア活

動」の実施

（カリキュラムの検討）

再申請

（教育カリキュラムの検討）
教育展開の準備 教育展開の始動 評価・検討

　２．地域住民への生涯学習の場の提供

　（１）講堂の設置

　　①県内大学コンソーシアムの研修会、各種学

　　　会、講演会等を開催できる講堂を設置する。

　　②大学生・短期大学生が、地域住民を対象とし

　　　た会を合同で開催できる講堂の設置に取り

　　　組む。

基準７

・コミュニ

ティホールプ

ロジェクト

プロジェクト「講堂の設置に向けた

検討」を継続
講堂の設置計画の明確な展開

　３．社会的活動の促進

Ⅴ．業務運営の改善

　１．大学ガバナンスの強化

　（１）大学ガバナンスの強化

　　①平成２５年度よりFD/SD研修会を実施してきた

　　　が、さらに委員会活動や事業展開における教

　　　職員の協働体制の強化を図る。

基準９（１） ・経営会議
規程の改定に伴う組織の再編成・実

施展開
実施展開

評価

評価（提案）

　　②カリキュラム等の検討は教務委員会を中心に

　　　行ってきたが、教育全般を中長期的な視点か

　　　ら検討する教学マネージメント体制の確立を

　　　図る。

基準９（１） ・経営会議 カリキュラムの検討 修正・申請？

　　③センター機構の役割機能の遂行を促進し、組

　　　織運営の充実を図る。
基準９（１） ・経営会議 新センターの運営実施計画の明確化

　２．財政基盤の確立

　（１）経費の削減

　　①通常経費において、前年度予算対比マイナス

　　　シーリングを目標に経費削減に努める。

基準９（２） ・事務局 削減対象の明確化と実施計画立案 実施展開 評価（提案）

　３．人材の確保と育成

　（１）県内施設間の人事交流

　　①秋田県支部、秋田赤十字病院等赤十字関連

　　　施設と本学職員の交流人事を促進する。

　（２）人材確保と育成

　　②教職員の人材確保と育成を計画的に遂行す

　　　る。

①基準９

（１）

②基準３

・事務局

人事交流の再検討

人材確保

実施

長期人事計画の立案

　４．危機管理体制の構築

　（１）危機管理マニュアルの更新

　　①現在整備している危機管理マニュアルに個別

　　　事象のマニュアルを作成するとともに防災訓

　　　練を実施する。

基準９（１）
・危機管理委

員会

危機管理マニュアルの作成および

説明会の開始

毎年度説明会の開始

危機管理マニュアルの修正

　５．質保証システムの構築

　（１）第三者認証評価の受審

　　①短期大学は平成２６年度に、看護大学は平成

　　　２７年度に受審するよう諸準備を取り進める。

基準１０
・評価セン

ター

　　　　　　　　　　「短期大学第

三者評価受審」

プロジェクト

　　　　　　　　　　　大学受審準

備

評価への対応

「大学・看護学研究科第三者評価受

審」

評価への対応

　６．校友ネットワークの強化

　（１）同窓会、同方会等との交流

　　①本学卒業生で組織する同窓会、看護師同方

　　　会及び父母の会との連携し、支援体制の強

　　　化を図る。

基準６
・学生委員会

・事務局

6大学学生交流会開催

同窓会・看護師同方会・父母の会と

の連携体制の検討

短大20周年記念事業 大学10周年記念準備

第二次中期計画　日本赤十字秋田看護大学・日本赤十字秋田短期大学　年度スケジュール

　　③博士後期課程の開設に向けた検討を継続す

　　　る。
基準２

アンケート調査・実施計画立案 実施
（評価） （第三次計画）


