
学校法人藍野大学 中期計画 

（２０２０年度制定 ２０２１年度一部改訂） 

 

 

＜建学の精神＞ 

「愛智精神〔Philo-sophia〕にもとづく人間教育」 

この建学の精神にもとづき、人間愛と知性と情操を高め、継続的な自己研鑽を基礎に深い探究心をもった医療従

事者の養成に努めています。 

 

Philo-sophiaとは  

ギリシャ語の「φιλοσοφία」（Philo-sophia、ピロソピアー、フィロソフィア）は、「愛智」という意味で

ある。哲学の語源であり日本語表記は「愛智」とする文献解釈が多い。また、「φιλοσοφία」とは、「φίλο

ς」（愛しい） の派生語「φιλεῖν」（愛する）と「σοφία」（知恵、知、智） が結び合わさったものであり、

元来「PHILOSOPHIA」は「知を愛する」「智を愛する」という意味が込められている。２０世紀の神学者ジャン・ル

クレールによれば、古代ギリシアにおいて Philo-sophia とは認識のための理論や方法ではなくむしろ知恵・理性

に従う生き方を指して使われ、中世の修道院でもこの用法が存続したとされる。 

 

＜教育理念＞ 

“Saluti et solatio aegrorum” 

（邦訳：病める人々を医やすばかりでなく慰めるために） 

創設者小山昭夫の著書『人間と病気 - 医学と医療について - 』（１９８３年６月２５日発刊）には『医療とは、

医学の基礎の上に立つ医学の応用であると同時に、人間の苦に対して、人間としてどう対処するのか、病者にとっ

て最善とは何か、を常日頃から問い続けなければならない。こういう意味で我々は次の言葉をｍottoとしているの

である。』 

この言葉が、学校法人藍野大学の教育理念として創基から５０有余年継承されています。 

 

＜共通目標＞ 

学校法人藍野大学は、このような医療人の育成を行うために、中期計画において法人全体の共通目標を設定して

います。 

１．社会変化に対応した教育の質・学生サービス強化に向けた施策と将来投資を行います。  

２．理念を共有する関連病院・福祉施設との交流による医療人の育成、研究開発の推進などに取り組みます。 

３．教育機関、企業との共同研究等により、医療、保健、健康増進などの分野における新たな社会的価値の創出

と教育、社会への還元に取り組みます。 

４．公的機関や地域との連携により、地域の発展に貢献します。 

 

  



＜藍野大学の重点戦略と具体的な施策＞ 

 学校法人藍野大学の中期計画における共通目標の達成に向けて、藍野大学の５つの重点戦略とその具体的な施策

及び各重点戦略における KPI（Key Performance Indicator；重要業績評価指標）との対応を示します。 

【５つの重点戦略】 

①最新の知見に根ざした医療サービスを提供する医療人の育成 

②社会に必要とされる教育・研究の実行 

③様々な学生のニーズに対応できる環境の整備 

④社会連携の深化 

⑤高大連携の充実 

 

Ⅰ．内部質保証に関すること 

【重点戦略】 

①最新の知見に根ざした医療サービスを提供する医療人の育成 

④社会連携の深化 

⑤高大連携の充実 

 

【具体的な施策（方針）】 

１．基本的な考え方 

藍野大学（以下「本学」という。）の教育、研究、社会貢献等の諸活動、組織及び運営並びに施設及び設備の

状況について、本学の目的、教育目標、学部・学科及び研究科の教育研究上の目的及び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）、中期計画に基づき、自ら点検・評価

を行います。その結果を踏まえ、教育研究活動等の質の保証と向上に向けた改善・改革を恒常的に推進します。

全学における内部質保証の推進に責任を負う組織は、「運営会議」とします。「運営会議」は、自己点検・評価の

実施とその検証、改善・改革を推進する PDCA サイクルを内部質保証システムとして機能させるため、「内部質

保証員会」に支援及び改善指示を行うものとします。「内部質保証委員会」は、学部・学科及び研究科、委員会

等と連携して点検・評価に必要な作業の推進役を担うものとします。併せて、自己点検・評価結果、外部評価結

果を社会に公表します。 

 

２．内部質保証システム 

（PLAN） 

（１）内部質保証を全学的に推進するための組織として、学長を中心とする学内要職者で組織する「運営会議」

を設置し、３つのポリシーをはじめとする各種方針の策定及び検証、自己点検・評価活動の取り組み方法の策

定及び自己点検・評価結果に関する評価・検証を行い、「内部質保証委員会」に運営支援及び改善指示を行うも

のとします。「内部質保証委員会」は、３つのポリシーや各種方針、方針を達成する上での目標を学科、研究科

及び教授会、研究科委員会を含む各種委員会等（以下「教育実行組織」という。）に伝え、それらの方針に則っ

た具体的な教育プログラムの実行を促します。 

（DO） 

（２）教育実行組織においては、３つのポリシーをはじめとする各種方針や「内部質保証委員会」から指示のあ

った目標、課題を受けて教育プログラムを展開します。また、実際の活動状況と改善に向けた検討内容・施策

を毎年、所定の PDCA書式にまとめ、内部質保証委員長に提出します。 

（CHECK） 

（３）「内部質保証委員会」は、教育実行組織から提出された PDCA書式や別途定めるアセスメントポリシーの指

標等から、３つのポリシーをはじめとする各種方針・目標の達成状況を全学的観点から自己点検・評価し、現

状認識、課題抽出、対応方策の妥当性等の検証を行い、その結果を反映させた「自己点検・評価報告書」をま

とめ、外部評価委員に定期的に意見を求めるものとします。その意見を「内部質保証委員会」に諮るとともに、



「内部質保証委員会」による評価・検証結果、改善すべき課題を付し、「運営会議」に報告します。「運営会議」

は、報告された内容を検討し、次の PDCAサイクルに活用するとともに、全学的に共有し、併せて社会に公表し

ます。 

（ACT） 

（４）自己点検・評価活動によって明らかになった課題や３つのポリシーの検証過程において生じた課題等につ

いて、「運営会議」は改善・改革へ向けた目標や方向性について検討し、「内部質保証委員会」に改善の実施を

指示するものとします。「内部質保証委員会」は、具体的な改善の施策の立案及び改善結果に基づき教育実行組

織に対して次期の PDCA書式により報告を指示するものとします。 

 

３．教育の PDCAサイクルの運用指針 

（１） 本学では、機関（大学）レベル、学位プログラム（学科・研究科）レベル、科目レベルの３レベルで、「デ

ィプロマ・ポリシー」に定める能力を備えた学生を育成できているかどうかを恒常的に検証し、教育改善のた

めの PDCAサイクルを展開します。 

（２） PDCAサイクルを恒常的に機能させるうえで、「藍野大学アセスメントポリシー」で定めた指標や方法によ

り学習成果の把握・可視化を行い、それらの情報を社会に公表し、課題等を明らかにします。 

（３） 学習成果の把握・可視化を通して、各科目及び学位プログラムの質の保証・改善を恒常的に行い、教育研

究上の目的及びディプロマ・ポリシーの達成状況を大学自らが客観的に説明するものとします。 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

内部質保証体制の確立と 

認証評価 
新方針策定及び第３期認証評価準備 

２０２１年度に検証・２０２２年度に

改善策を実行 

２０２３年度に第３期認証評価受審 

 

Ⅱ．教育研究組織に関すること 

【重点戦略】 

②社会に必要とされる教育・研究の実行 

本学の学部・学科は、医療系の国家資格取得を目標としたもので構成されていますが、今後、国家資格に拠ら

ない学部・学科の設置について構想中です。大学院は、看護学研究科の修士課程のみを設置していますが、看護、

リハビリテーション分野の学術の高度化に伴い、看護学研究科博士課程及びリハビリテーション分野の研究科

（修士課程）の設置を企図するため、以下の方針及び KPIを定めます。 

 

【具体的な施策（方針）】 

１．新たな学部の設置に向けた取り組み 

２．大学院修士課程・博士課程の設置に向けた取り組み 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

国家資格に拠らない新たな

学部の設置 
構想検討に着手 

２０２５年までに構想を具体化し，採

算性の検証 

看護学研究科後期博士課程

の設置 
構想中 ２０２４年度に設置 

リハビリテーション分野研

究科の設置 
構想中 ２０２４年度に設置 

 

Ⅲ．教育課程・学習成果に関すること 

【重点戦略】 

①最新の知見に根ざした医療サービスを提供する医療人の育成 



②社会に必要とされる教育・研究の実行 

最新の治験に根ざした医療サービスを提供する医療人を育成するため、まず全学で共通する学習到達目標であ

るディプロマ・ポリシー（DP）と、それを育成するためのカリキュラム編成方針であるカリキュラム・ポリシー

（CP）を作成します。そこでは本学の教育理念を表すシンメディカルによって涵養を目指す「協創」の教育、医

療分野の専門家として必要な能力を育成とする教育を中心としながら、それを通して社会で必要とされる汎用的

な能力も育成することを目指します。これらを共通の軸としながら、各学科（学位プログラム）で、固有の DPと

CPを設定します。 

教育課程を経た学習成果を可視化するために、カリキュラム進行に合わせたアセスメントプランを作成し、直

接評価・間接評価を組み合わせた複数の学習評価を実施します。学習評価は、例えば、卒業研究の評価、重要科

目での埋込み型パフォーマンス評価（PIVOTAL EMBEDDED PERFORMANCE ASSESSMENT；PEPA）、学生調査などが該当

します。特に学習成果の可視化においては、カリキュラム内の重要科目を選んでパフォーマンス評価を行う PEPA

の手法も採り入れ、学習成果の可視化を推進します。 

また、入学から、国家資格を取得して希望する就職先に就くまでのエンロールメント・マネジメントを適切に

行うために、さまざまな指標によりアセスメントを行い検証し、４年制大学の平均合格率以上を最低の目標とし、

１００％またはそれに準ずる数値が常態的に達成できることを継続していきます。具体的には、医療人の育成に

とって重要となる学内演習及び学外の臨地・臨床実習の充実を図り、特に藍野グループの医療法人恒昭会、社会

福祉法人藍野福祉会での実習は単に学生の実習の場というだけでなく、イベントの共催など多様な協創の場であ

り、有益な学生の教育の場としていきます。次に、本学は医療専門職育成の学部であることからグローバル人材

を育成する教育課程にはなっていません。しかし、時代の要請に鑑み、短期海外研修科目を充実させ、国際人と

しての素養教育にも力を入れるため、以下の方針及び KPIを定めます。 

 

【具体的な施策（方針）】 

１．重要科目での埋め込み型パフォーマンス評価（PEPA）の導入をはじめとする学習成果の可視化 

２．シンメディカル授業の促進 

３．高い国家試験合格率の堅持 

４．入学前から卒業までの充実した教育による社会への輩出 

５．藍野グループの医療施設と協創する「生きた」実習 

６．カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）やグリフィス大学での研修による国際力の養成 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

アセスメントプラン（学習

成果の評価指標） 
策定・公表 

２０２１年度に検証・２０２２年度に

改善策を実行 

シンメディカル授業の推進

（多職種理解を通して職業

の専門性を知り、連携した

問題解決の方法について討

議・学習する授業） 

刷新実施 
２０２０～２３年度の実施結果を 

２０２４年度に検証 

国家試験１００％合格の達

成 
一部学科達成 

全学科達成 

国家試験対策支援策（外部試験等）を

毎年検証 

４年卒業率の向上・退学率

の減少 

卒業率：８２.７％ 

退学率：１２.８％ 

卒業率：８７.０％以上 

退学率：１０.０％未満 

累積 GPA分布による改善 内部検証 改善度公表 

  



KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

授業評価アンケート及び卒

業時アンケートの活用及び

満足度の向上 

結果公表 
２０２１年度までに分析、２０２３年

度までに改善を実施 

藍野グループ共催イベント

への学生の参加 

学科レベルにて 

参加 
学部レベルによる参加 

TOEIC試験スコアの向上 研修参加学生のみ キャリア講座を年３回実施 

海外提携大学数の増加、短

期留学制度の充実 
２大学 

２０２４年度に提携大学との交換留学

実施。２０２５年度までに交流内容お

よび提携校増加について検討。 

 

Ⅳ．学生の受け入れに関すること 

【重点戦略】 

⑤高大連携の充実 

高等学校との連携協定による藍野大学の認知度向上及び本法人の設置校である藍野高等学校からの内部進学を

強化すること並びに学力面・志望動機面ともに優秀な学生を獲得するために選抜方法を必要に応じて見直し、必

要な修学支援施策を企画・実施するため、以下の方針及び KPIを定めます。 

【具体的な施策（方針）】 

１．高等学校との連携協定による藍野大学の認知度向上 

２．藍野高等学校からのグループ内進学の強化 

３．受験生が志願しやすい選抜方法の設定と修学支援施策の充実 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

高大連携協定校の増加 ２校 ３～４校 

内部推薦制度の構築 制度構築 制度の導入・実施をする。 

志願者倍率の増加 志願者倍率２.５倍 志願者倍率３.０倍 

入試区分別成績状況、 

退学率 
複数年検証 

前年度の実施結果を毎年検証し、入試

区分別の成績状況や退学者の形態を把

握のうえ入試制度の見直しを行う。 

修学支援制度の利用者数 
授業料減免１名、 

自宅外奨学金給付５名 

授業料減免８名、 

自宅外奨学金給付８名 

 

Ⅴ．教員・教員組織に関すること 

【重点戦略】 

②社会に必要とされる教育・研究の実行 

地域とともに歩める医療人を育成できる資質と情熱を求め、「面倒見の良い大学」としての教員の資質を高める

ため、FD 活動強化による教育力の向上を図るとともに、研究力を向上させ、外部資金の獲得増に力を注ぎます。 

また、中央研究施設を主に大学の教員が利用していますが、今後、びわこリハビリテーション専門職大学の教

員、短期大学部の教員及びこれらの設置校の学生の実験、研究の場としての活用を促進するため、以下の方針及

び KPIを定めます。 

  



【具体的な施策（方針）】 

１．教員組織の編成方針 

（１）「大学設置基準」等の関連法令に定められた基準を充たすことはもとより、建学の精神、教育理念を追求す

る教員組織を編成する。 

（２）学部・研究科の教育目標、カリキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーを実現するために、教育・

研究上必要な教員を配置する。 

（３）教育特性に適合する対学生数比に応じた人員を配置する。 

（４）科目担当者としての適合性について、カリキュラムの編成及び実施の方針に基づき、かつ、教育・研究上

の実績を厳正に審査し、適切な教員を配置する。 

（５）教員の募集、任用、昇任等は、学内諸規程及び方針に基づくことを原則とし、透明性、公平性を担保する。 

（６）年齢、職位、性別のバランスを考慮し、国際化を視野に入れて多様性の推進を図る。 

（７）教員の教育者、研究者、組織人としての能力開発と資質の向上を図るため、FD（ファカルティ・デベロプ

メント）及び SD（スタッフ・デベロプメント）をはじめとする種々の取り組みを行う。 

２．求める教員像 

（１）建学の精神、教育理念、教育目標を十分に理解したうえで、学生と真摯に向き合い、情熱をもって指導し、

地域社会に貢献する有為な人材を育成するという強い意志をもつ者 

（２）教育を担当するにふさわしい教育上の能力があり、その向上に努める者 

（３）職位に適う研究業績があり、不断にそれを積み上げる努力をする者 

（４）教育・研究や大学運営において、主体的かつ協力的に行動し、適切に役割を分担できる者 

（５）研究成果を積極的に社会に還元し, 地域の人々と協働して諸課題を解決することができる者 

（６）豊かな人間性と高い倫理観、強い責任感を有す者 

３．教育理念を理解・体現する優秀な教員による指導 

４．中央研究施設による教員及び学生による研究・開発の実践 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

外国人教員の採用、学生に対

する指導 
試行段階 常時指導の実施 

教員評価の実施 評価制度の策定 
２０２４年度までに実施・ 

２０２５年度に検証 

教員のうち博士学位取得率 ４６.６％ ７０％以上 

FD・SD公開研修会の実施 

（参加率） 
年２回（７５％） 年３～５回（９０％） 

科学研究費補助金採択数 年新規６件 年新規８～１０件 

科研費以外の競争的研究資金

採択数 
２件 ５件以上の採択 

受託研究、奨学寄附金件数 ２件 ５件以上の採択 

研究員、客員研究員の 

受け入れ 
２名 ５名以上 

特許出願及び取得 共同１件 新規の共同１件取得 

中央研究施設による論文発表

及び知的財産の管理及び活用 
若干数 

７～８編発表 

研究成果による発明 

 

  



Ⅵ．学生支援に関すること 

【重点戦略】 

①最新の知見に根ざした医療サービスを提供する医療人の育成 

②社会に必要とされる教育・研究の実行 

③様々な学生のニーズに対応できる環境の整備 

本学で提供する就職及びキャリア情報のあり方について、学生の求める情報を発信するとともにキャリア講座

の設置を検討します。 

また、医療専門職養成大学の特徴として、卒後教育、卒後研修などの取り組みを実施し、在籍学生の教育にも

生かせるようその活動を拡大するため、以下の方針及び KPIを定めます。 

 

【具体的な施策（方針）】 

１．独自の求人支援システムを活用したキャリア支援 

２．卒業後の継続的な支援によるシームレスな学びの場の提供 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

データサイエンス教育の強

化 
FDの実施 科目設定・実施 

学習支援システム

（manaba）の活用 
導入開始 

２０２０～２０２３年度の実施結果を

２０２４年度に効果検証 

学修行動調査 

（授業時間・態度） 
実施公開 

２０２１年度に検証・２０２２年度に

改善策を実行 

卒業時アンケートによる学

生の満足度 
実施済 ２０２５年度までに詳細な結果の公表 

求人情報システムの刷新 移行検討中 
２０２０年度試行、２０２１年度以降

移行 

キャリア講座の設置 今後検討 ２０２５年度までに１講座設置 

卒後研修会の実施 理学療法学科、作業療法学科で実施 実施形態の多様化 

 

Ⅶ．教育研究等環境に関すること 

【重点戦略】 

③様々な学生のニーズに対応できる環境の整備 

２０２０年度から稼働する MLC は、アクティブラーニング、ICT 教育、反転授業などの授業実践に必要な設備

を完備しています。この設備を活用し、学生の学習成果に効果が上がるようにさまざまな取り組みを行うため、

以下の方針及び KPIを定めます。 

 

【具体的な施策（方針）】 

１．MLCを活用した能動的な学習の場の提供 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

アクティブラーニングによ

る授業比率 
約２０％ ５０％以上 

 

Ⅷ．社会連携・社会貢献 

【重点戦略】 

④社会連携の深化 

地域に密着した心の通った安心できる医療の提供に応え、地域医療の質の向上に努めます。そのために、人間



に対する深い愛を持ち、生涯にわたり医療職としての誇りを持ち続け、研鑽を怠らない医療人の育成に努めるた

め、以下の方針及び KPIを定めます。 

 

【具体的な施策（方針）】 

１．プロスポーツ団体とのパートナーシップ協定による専門知識の習得と就業力の養成 

２．学生参画型の自治体、民間企業との研究事業による学生の社会性の育成 

３．地域共生社会との協創を目指す生涯学習の場としての活動 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

提携プロスポーツ団体の増

加 
２件 ３件 

健康増進事業の連携先から

の評価・改善 
未実施 

２０２２年度までに検証し、改善を行

い継続 

市民公開講座の参加実績増

加 
年３講座 １９４名 年４講座 ３００人 

藍野グループ等で開催する

市民公開講座への学生・教

員の参加数 

一部学科学生・教員 一部学科学生・教員 

藍野グループ共催イベント

への学生参加 
学科レベル 学部レベル 

 

 

＜びわこリハビリテーション専門職大学の重点戦略と具体的な施策＞ 

①高度な実践力と豊かな創造力を備えた医療人の育成 

●教育の内部質保証、教育成果の可視化の構築 

大学の認証評価では近年、教育の内部質保証が構築され運用されているかが重視されています。その際のポイ

ントとして、３つのポリシーのとくにディプロマ・ポリシーに掲げている教育成果が可視化されていることが問

われます。開設２年目を迎える本学では、まず内部質保証体制を確立し、教育に関する学生のデータを収集・分

析する IR機能を強化し、２０２１年度以降順次公表していきます。 

 

●専門職大学ならではの実践的な職業訓練 

リハビリ専門職として、現在も臨床現場で活躍している教員（実務家教員）による講義を通じて実践的な能力

を養います。教員たちの臨床のフィールドは、スポーツチーム、整形外科クリニック、養護学校、療育園、こど

も園など多岐にわたり、それぞれの強みを生かした教育を行います。 

本学の特長として、理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則で定められた実習以外の実習もこれらのフィ

ールドを活用して行う予定です。 

KPI ２０２０年度実績 ２０２５年度目標 

内部質保証体制の構築・運

用 
未着手 ２０２１年構築～運用～検証 

IR機能の強化、IR情報の

公開 
着手 毎年更新 

教育成果の可視化 未着手 ２０２３年度以降実施 

KPI ２０２０年実績 ２０２５年度目標 

各フィールドを利用した臨

床実習 
実施へ向けた調整 臨床実習の実施 



●リハビリテーションを実践できる人材の養成 

本学は「地域共生社会の実現に資する人材の養成」を教育目標に掲げています。その目標の達成に向け教育課

程連携協議会を設置しており、２０２０年度より年に２回程度、地域の行政関係者、理学療法士会、作業療法士

会の会長等と地域でのリハビリテーション職として必要となる技術・能力について意見交換を行い教育に反映さ

せていきます。 

KPI ２０２０年度実績 ２０２５年度目標 

教育課程連携協議会の 

開催 
２０２１年３月に開催 年２回の実施 

教育課程の改正 なし 教育課程の改正 

 

②社会に必要とされる教育・研究の実行 

●開かれた大学として卒業後の知識のアップデートの支援 

滋賀県理学療法士会・作業療法士会との連携により、県下の理学療法士・作業療法士に対して研修会を実施し

ます。２０２０年には滋賀県理学療法士会と提携に関する協定を締結しました。２０２１年には具体的な年間計

画を策定し、２０２５年までに各士会と本学の共催をめざします。 

また、義務化された臨床指導者講習会も年に１回～２回開催し、実習先の施設の指導者の養成にも取り組み、

その上で臨床実習が本格化する２０２２年度までに現行の実習施設の指導者の講習を終えるとともに、その後も

継続して臨床実習指導者講習会を開催し、地域のリハビリテーション専門職の知識向上に貢献していきます。 

KPI ２０２０年度実績 ２０２５年度目標 

滋賀県理学療法士会、作業

療法士会との研修会の共催 
理学療法士会との協定締結 プログラムの実施 

臨床実習指導者講習会の実

施 

理学療法士および作業療法士臨床実習

指導者講習会の実施（各１回） 

理学療法士、作業療法士ともに 

年１回～２回の実施 

 

●教育力、研究力向上のための組織的取り組み 

教育と研究それぞれについて、FD・SD研修会を毎年定期的に開催します。研究活動については、科学研究費補

助金の応募数を増やしていく。単に応募数を増やすだけでなく、採択数を上げるための研修、学内の支援体制を

整備していきます。 

 

③様々な学生のニーズに対応できる環境の整備 

●施設更新による魅力あるキャンパスづくり 

開学に向けて施設の改修、増築を行いました。２０２０年度には設置計画で購入を予定している三次元動作解析

装置等を導入し、学生の学習環境の整備を進めて参ります。 

２０２３年度までに学内 Wi-Fi環境の整備、教室内の設備のさらなる充実、電子書籍を含めた図書の充実も進め

ていきます。２０２３年度以降は、八日市キャンパス等の活用も含め、キャンパスの充実を図る予定です。 

 

 

KPI ２０２０年度実績 ２０２５年度目標 

FD・SD研修会の実施 

（参加率） 
２回（６８.３％） 

年間３回以上、オンライン参加を含め

参加率１００％ 

科学研究費補助金応募数

（採択数） 

２０件（応募中※内４件は着任予定の

教員による奨励研究） 
専任教員の９０％（新規４件以上） 

科研費以外の競争的研究資

金採択数 
１件 ２件以上 



KPI ２０２０年度実績 ２０２５年度目標 

キャンパスの改修、機器備

品の充実 

設置に係る機器備品の購入の完了。 

教室等の AV機器の整備 

設置計画を完了し、次の整備計画を 

策定する 

八日市キャンパスの開設 検討中 運用 

 

●独自の就職支援システムを活用したキャリア支援 

藍野大学、藍野大学短期大学部で使用している求人情報システムの導入を、２０２１年度をめどに行います。 

KPI ２０２０年度実績 ２０２５年度目標 

求人情報システムの更新 検討中 運用 

 

④社会連携の深化 

●地元自治体・各種団体・組織・スポーツチーム等との連携強化 

本学の設置の趣旨でもある地域共生社会の実現に向け、２０２０年度は東近江市、日野町との間に連携・協力

に関する協定を提携しました。スポーツチームとしては、滋賀レイクスターズとのアカデミックパートナー契約

を継続し、新たに滋賀県理学療法士会と提携に関する協定、認定こども園みのりと教育・連携に関する協定を締

結しました。２０２５年度までには滋賀県及び近隣の市町・各種団体・スポーツチームとの協定締結を進めます。 

 

 

⑤高大連携の充実 

●学生募集の戦略的な取り組み 

入学定員および収容定員数の確保は、学校経営における最重要課題です。とくに開設初年度の学生募集が振る

わなかったため、完成年度時の収容定員確保が課題です。基本方針として、志願者数の増加を図ることと同時に、

入学者の学力層を高めていく取り組みを進めていきます。 

 

●高校との連携協定による専門職大学の認知度向上 

本学は２０１９年度に近江兄弟社高校と高大連携協定を締結しました。２０２０年度にはさらに１校と高大連

携協定を締結しました。２０２５年度までには６校程度と高大連携協定を結び、本学教員の派遣や生徒の受け入

れ等を進め、本学の認知度の向上に努めます。 

KPI ２０２０年度実績 ２０２５年度目標 

高大連携校数 １校（累計２校） ５校 

 

●藍野高校及び明浄学院高等学校からのグループ内進学の強化 

藍野高校に２０２０年度開設されたメディカルサイエンスコースの生徒が卒業する２０２２年度に向けて、藍

KPI ２０２０年度実績 ２０２５年度目標 

地元自治体との包括協定 

の締結 
東近江市、日野町との協定締結 ５つ程度の自治体との協定を締結 

スポーツチーム・各種団 

体・組織等との協定の締結 
２件 ５件 

KPI ２０２０年度実績 ２０２５年度目標 

志願者倍率 １．７０ ２．５０ 

滋賀県外からの入学者の 

比率 
約１５％ ２５％ 

収容定員充足率 ０．７３ １．１０ 



野高校の教員と本学教員の間での意見交換等を踏まえた上で、高大連携協定を締結、内部進学枠の確保等の整備

を進めます。 

また、２０２０年に本法人が支援を行うこととなった明浄学院高等学校からの進学も受け入れることが出来

るように体制整備を行います。 

 

 

＜藍野大学短期大学部の重点戦略と具体的な施策＞ 

 学校法人藍野大学の中期計画における共通目標の達成及び認証評価の結果に基づく改善に向けて、藍野大学短期

大学部の４つの重点戦略とその具体的な施策及び各重点戦略における KPI（Key Performance Indicator；重要業績

評価指標）との対応を示します。 

【４つの重点戦略】 

①強い信念と柔らかな心を持った医療人の育成 

②社会に必要とされる教育・研究の実行 

③社会連携の深化 

④高大連携の充実 

 

Ⅰ．教育の効果に関すること 

【重点戦略】 

①強い信念と柔らかな心を持った医療人の育成 

②社会に必要とされる教育・研究の実行 

２０１９年に保健医療政策、地域医療と協働して幅広い学際的な研究とその成果を地域に還元すること、地域

社会が求める保健活動に関する知識を有する人材の育成とその情報発信をすることを目的としたメディカル・ヘ

ルスイノベーション研究所を設立しました。この研究所は、医学・公衆衛生学領域、メンタルヘルス領域、子育

て・発達支援領域の３領域で構成しています。 

メンタルヘルス領域においては富田林市との共催で、加齢に伴う様々な問題に関する公開講座の開設やグリー

フケアに特化したカウンセリングルーム、傾聴ボランティア講座を計画しています。医学・公衆衛生学領域では、

藍野病院と共同で地域連携スキームを立ち上げ、藍野病院リウマチセンターと共同し、実践的看護教育の確立を

目指します。 

また、子育て・発達支援領域では、２０２０年４月、発達支援リハビリテーションに特化した訪問看護ステー

ションを AINOPIA２階に立ち上げ、地域貢献に寄与するとともに、教員の再教育や学生の実習の場としての役割

を果たします。 

教育・研究活動等を点検・評価するためのシステムを構築・実施する取組みを実行します。 

以上のことを達成するため、以下の方針及び KPIを定めます 

 

【具体的な施策（方針）】 

１．メディカル・ヘルスイノベーション研究所における地域医療の研究 

２．訪問看護ステーションの設置による地域貢献と学生の現場力の向上 

３．教育・研究活動等を点検・評価するためのシステムを構築・実施 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

各講座の設立・運営 開催なし 年１回開催 

月平均利用者数 開設準備 １３５人 

KPI ２０２０年度実績 ２０２５年度目標 

高大連携協定の締結、 

内部進学者の受け入れ 
検討中 内部進学者５名 



 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

内部質保証システムによる

PDCAサイクルの実行 
未実施 

２０２１年度にシステムを構築し、毎

年点検・評価のうえ、その結果を改善・

向上に繋げ公表する。 

 

Ⅱ．教育課程と学生支援に関すること 

【重点戦略】 

①強い信念と柔らかな心を持った医療人の育成 

②社会に必要とされる教育・研究の実行 

③社会連携の深化 

２０１６年度から開講している「健康長寿講座」も２０１９年度で４回目となり、毎年度近隣の皆様から高い

評価をいただき、毎回満員の講座になっています。このような社会のニーズに対応するべく、多様な公開講座の

開設を目指す中、特に高齢化が進む地域性を鑑み、「健康長寿講座」の他にも認知症予防や高齢者の生活にかかわ

る公開講座を計画しています。 

茨木市との産官学連携協定を締結しており、さらなる連携強化を図っています。さらに、富田林市との連携は

もとより、隣接する大阪狭山市との連携を強化し、より深くかかわることができるよう計画しています。 

本学の教員は教育理念を理解し具現化するために『強い信念と柔らかな心』を教育スローガンに定め、人間力

の向上に資する教育・研究を実践しています。 

特に早期入学決定者には、事前課題を与え、模擬試験を実施することで、個々の不得手な部分を可視化する。

それにより入学前より個々に合わせた指導を行い、不得手な部分を重点的に引き上げています。 

国家試験合格率の更なる向上のための国家試験対策委員を配する他、外部講師による国家試験対策として４０

回におよぶ講義や試験結果によってクラス分けをし、個々の弱点を個別指導することで学力の引き上げを図り、

全国平均以上の合格率を目指します。 

以上のことを達成するため、以下の方針及び KPIを定めます。 

 

【具体的な施策（方針）】 

１．教育理念を理解・体現する優秀な教員による指導 

２．入学前教育・リメディアル教育の充実 

３．社会のニーズに沿った公開講座の展開 

４．地元自治体との連携強化 

５．高い国家試験合格率の堅持 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

公開講座件数 ３回 ６回 

連携強化地域 ２市 ３市 

人間力向上に向けた研修の

開催 
開催なし 年１回開催 

シラバス作成マニュアル整

備 
未実施 

２０２１年度に作成し、シラバスの統

一を行う。特に「成績評価の方法」「授

業時間外学習」などの改善を図る。 

退学者の減少 

第一看護学科 

第二看護学科 

専  攻  科 

 

３.８％ 

１１.９％ 

０％ 

 

５％未満 

１０％未満 

０％ 

  



KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

休学者の減少 

第一看護学科 

第二看護学科 

専  攻  科  

 

２．３％ 

８．７％ 

０％ 

 

５％未満 

５％未満 

０％ 

入学初年度における 

休退学率 
６.５％ ３％以下 

国家試験合格率 

第一看護学科 

第二看護学科 

専  攻  科 

 

８７.５％ 

８４.０％ 

９７.５％ 

 

９５％ 

９５％ 

１００％ 

 

Ⅲ．教育資源に関すること 

【重点戦略】 

②社会に必要とされる教育・研究の実行 

④高大連携の充実 

今年度は大阪市内、大阪府下それぞれ１校ずつの高等学校と連携を結び、出張講義をカリキュラムに組み込ん

でもらい、医療にかかわる質の高い講義を計画しています。また、藍野高等学校に新しく設置されたメディカル

サイエンスコース及び支援契約締結校の明浄学院高等学校に対し、短期大学部の特異性を知ってもらい、専攻科

への進学についても周知していきます。 

藍野高等学校で准看護師の資格を取得し、第一看護学科へ内部進学し、２年間で看護師の受験資格が得られる

最短コースとなっています。この強みを生かし、今後、より一層高大連携を強化します。 

支援契約締結校の明浄学院高等学校から第二看護学科に進学し、３年間で看護師の資格取得を目指します。現

在は、明浄学院高等学校からの進学者は例年数名ですが、今後高大連携を強化し、短期大学部の学生募集を強固

なものにしていきます。 

教職員に対して教育力の向上を目的とし、学生対応やアンガーマネジメントに関する FD 研修会を積極的に開

催しています。また、研究倫理委員会と連携して研究倫理とコンプライアンスの徹底を図っています。 

以上のことを達成するため、以下の方針及び KPIを定めます。 

 

【具体的な施策（方針）】 

１．高校との連携協定による短期大学部の認知度向上 

２．藍野高校からのグループ内進学の強化 

３．明浄学院高校（支援契約締結校）からの進学強化 

４．FD推進委員会による教員の教育力の更なる向上 

５．短期大学部移転プロジェクトによる短期大学部の一元化 

  

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

高大連携協定校の数 

（累積） 
５校 ８校 

明浄学院高等学校から第二

看護学科への進学者数 
３名 １０名 

研究活動の向上 実績なし 
研究活動向上に向けた学内研修会の開

催や学内における研究発表会の開催 

年間の FD研修開催件数 ２回 ５回 



 

 

＜藍野高校の重点戦略と具体的な施策＞ 

①藍野高校だからできる教育の実行 

●高大連携による重層的かつ一貫性のある教育システム 

本校は藍野大学、藍野大学短期大学部のアドミッションポリシーを踏まえ、グループとして育成を目指す人材

像を共有し、教育の連続性によって共通化される教育システムを構築します。 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

藍野大学・藍野大学短期大

学部との教育連携協定 
策定中 実施による結果検証 

 

●藍野高校からのグループ内進学の強化 

２０２０年度第５回評議員会、第６回理事会議決による AINO VISION２０２５計画の追加及び変更に基づき、

藍野高等学校は准看護師養成の継続、また、２０２４年４月に明浄学院高等学校との統合により、現在の衛生看

護科メディカルサイエンスコースは、普通科メディカルサイエンスコースに改組が決定されています。 

短期大学部第一看護学科への内部進学により最短で看護師資格取得へのルートを今後も維持していくと同時

に、メディカルサイエンスコースからは３年間で看護師受験資格を取得できる短期大学部第二看護学科への内部

進学、さらには看護師資格を取得した後、専攻科に進学することにより、４年制大学卒業の認定を受けることが

できるルートの進学者割合を増やし、高大接続、連携を強化します。 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

メディカルサイエンスコー

スから短期大学部第二看護

学科への内部進学率 

実績なし ２０％以上 

 

●学習到達目標の設定による生徒の意欲と自己学習能力の向上 

メディカルサイエンスコースでは各教科の基本プランの充実を促し、学習到達目標の設定を数値化、各学年で

の目標を明確にすることにより、生徒の学力向上やスキルアップを図ります。 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

２年生１１月以降の進研模

試４回受験で、２回分の成

績が本校指定２科目の偏差

値平均５０を超える 

構想中 ５０％以上 

②様々な学生のニーズに対応できるサポート体制や教育環境の整備 

●医療職の実情を体感し、能力・適性にあった進路決定の支援 

メディカルサイエンスコースでは、グループ校と連携した授業を展開し、看護系だけではない医療職の知識を高

めることで、自身に適した医療職を探究することを目的としています。大学入試の要件として、キャリアパスポ

ートを導入し、学習成果の可視化ができる環境を整えます。 

  

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

短期大学部の移転 未実施 

２０２０年度にプロジェクトを立ち上

げ、２０２４年度に移転を完了し、教員

の研究室個室を完備する。 



 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

メディカルサイエンスコー

ス教育課程における高大連

携プログラムの実施 

策定 効果検証 

キャリアパスポートの実施 カスタマイズなどの運用準備 効果検証 

 

●衛生看護科の特徴を活かした生徒募集 

メディカルサイエンスコースそれぞれに入学した生徒のカリキュラム面での満足度を高めるとともに、藍野大

学短期大学部への内部進学をはじめ、藍野大学等グループ内設置校への進学、その他進学面の指導において実績

を上げます。また、高大連携の熟成を高め、新たな ICT 教育環境を整備活用したきめ細かい指導など本校独自の

取り組みを PRすることで志願者増につなげます。 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

衛生看護科志願者数 １２３名 １８０名以上 

ICT教育の実施 導入ツールの絞り込みなど検討 実施による効果検証、改善 

 

●校舎の老朽化への対応 

現在の校舎は開学前からの残存建築物の流用であることから、老朽化への対応と共に耐震化対策が喫緊の課題

です。２０２４年４月より新校舎への移転方針が機関決定されており、具体的な移転計画の実行について法人事

務局と協力し行います。 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

新校舎移転 計画段階 新校舎運用実施 

 

③高大連携の充実 

●藍野大学・藍野大学短期大学部へのグループ内進学の強化 

藍野大学、藍野大学短期大学部他の内部進学を行うべく、高大連携協議会を定期開催し、内部進学に関する成績

条件面など協定内容の調整を進めています。今後、正式な内部進学協定の締結を行います。本校としては、藍野

大学への内部進学を希望する生徒には、進学条件に適合させるための進路指導を行い、高大間合計７年での医療

人材育成を行うシステムを強化していきます。 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

藍野大学及び藍野大学短

期大学部、びわこリハビリ

テーション専門職大学へ

の内部進学 

構想中 １０名以上 

 

 

＜法人運営の重点戦略と具体的な施策＞ 

①教職員の採用・育成 

●教職員の定着率向上 

面倒見の良い学校作りを進めるためには、教育サービスと学修支援サービス等を安定的に供給する必要があり

ます。そして、そのためには、教員と事務職員が本法人に定着する必要があります。教員の平均勤続年数と事務

職員の平均勤続年数を KPIとして設定し、KPIの目標値を達成するために、労働条件の改善（退職金制度の充実や

年俸設定の適正化）や働き方改革を進めます。 

  



 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

教員の平均勤続年数 ７年１１ヶ月 １０年０ヶ月 

事務職員の平均勤続年数 ８年 １ヵ月 １０年０ヶ月 

※平均勤続年数は、定年（教員６５歳、事務職員６０歳）未満の専任教職員のうち３月末日時点で次年度以降在

籍することが確定している者を抽出して算出。 

 

●事務職員の資質・能力の向上 

本法人の経営基盤を安定化させ、充実した教育サービスを学生・生徒に提供するためには、事務職員の資質と

能力の向上が不可欠です。そのため、事務職員の資質・能力の向上と事務職員が行う業務の質を担保するため、

２０１８年度に専任事務職員昇任試験制度とキャリアガイドラインを制定しました。長年継続して行ってきた人

事評価制度と以上の制度を有機的に連関させることにより、評価の客観性を高める取組みを現在行っています。

その人事評価の総合評価は、５段階（A、B、C、D、E）となっており、「B」以上であれば、その役割を十分に果た

せていると言えます。そのため、「人事評価の総合評価が B以上の者の割合」を KPIとして設定し、KPIの目標値

を達成するために、必要な SD研修を実施します。 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

人事評価の総合評価が B 以

上の者の割合 
２９.８％ ４５％ 

 

②安定した財務基盤と積極的な投資 

●今後の成長に必要な財務基盤の確立 

効率的かつ効果的な財政運営のため、収入面においては、十分な数の入学者の確保、未納者及び中途退学者の低

減に努め、学校法人の主たる収入となる学生生徒等納付金を確保するとともに、補助金や付随事業による収入の

拡充により学納金以外の増収を図ります。また、同時に経費の節減、事業費の縮減などにも積極的に取組みます。

経常収支差額（黒字）を教育研究活動に投じ教育の質を向上させるとともに収支バランス均衡に努めます。 

KPI ２０１８年度実績 ２０２５年度目標 

経常収支差額比率 ９.２％ ６.２％ 

 

●教育・研究の充実に向けた積極的な投資戦略 

学生から選ばれるためには、充実した設備と質の高い教育が必要です。そのために教育研究活動の維持発展のた

めに、積極的に投資を行い教育研究経費比率（教育研究経費/経常収入）を向上させます。 

KPI ２０１８年度実績 ２０２５年度目標 

教育研究経費比率 ２５.９％ ３２.０％ 

 

●徹底したファシリティマネジメントの実行 

教育研究活動を支える基盤であるファシリティ（土地、建物、構築物、設備等）の修繕・更新を計画的に行うこ

とで、ファシリティの建設から廃棄までに必要とされる生涯費用であるライフサイクルコスト（LCC）を低減化さ

せるとともに、利便性・快適性の維持・向上により学生・教職員満足度向上を目指します。 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

ファシリティ維持・更新計

画の策定 
随時対応 

過年度実績より LCCの標準額を算出し、

それを基づく額を予算化します 

●これまでの財政状況と今後の見通し 

２００８年度の本法人の財政状況は、日本私立学校振興共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状

態の区分（平成１７～２４年度版）」で示すところの「B４」と当時の区分では最も危機的で危ういレッドゾーン



にありました。しかし、２０１３年度には正常状態とされる「A２」（黒字幅：帰属収支差額比率１２. １％）ま

で回復し、現在、１０年連続で経常収支差額（企業でいう経常損益）が黒字となり、本法人の運営は安定的に正

常な状態を維持してきました。 

２０２２年４月には明浄学院高等学校が本法人の設置校に加わることにより、学校法人として規模が拡大し、

純資産と収益基盤となる収容定員が増加します。２０２０年４月に開学したびわこリハビリテーション専門職大

学が年を追うごとに在学生数が増加していくことから、今後の収入が拡大していくと予想しています。 

一方で、２０２０年に流行した新型コロナウィルス感染症等に対する学生及び教職員の感染予防のための学内

整備や急速に進む教育の ICT化と IoT化への投資は今後継続して必要となります。長期的な収支バランスを見つ

つ、今後のキャンパスの機能再編や整備等の取り組みを行い、時代に合った教育環境を整えることで教育の質・

満足度の向上に努めます。 

 

●校友会組織の強化と扶助会の設立 

現在の校友会の活動は、設置校単位での総会と学祭への参加が主なもので、会員の相互親睦が活動の中心となっ

ています。扶助会は現在どの設置校にも存在していませんが、学生生徒の在学生活を充実した有意義なものとす

るためには、保護者と各設置校との連携を密にしていく必要があると考えています。さまざまなステークホルダ

ーの中でも特別な位置を占める卒業生と在学生の保護者とのパートナーシップを深め、相互支援の関係を築くた

めの取り組みを行います。 

KPI ２０１９年度実績 ２０２５年度目標 

卒業生・在学生保護者との

連携強化策の策定 
未実施 連携施策の実施 

 

以上 


