全学自己点検・評価報告書

第１章 理念・目的
（１）現状の説明
点検評価項目①：大学の理念・目的を適切に設定しているか。また、それを踏まえ、学部・研究
科の目的を適切に設定しているか。
１：学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究科においては、研究科又は専攻ごとに設
定する人材育成その他の教育研究上の目的の設定とその内容
２：大学の理念・目的と学部・研究科の目的・連関性
1)本学の学是は「仁」であり、人在りて我在り、他を思いやり、慈しむ心である。理念は、
「不
断前進」の精神であり、現状に満足せず、常に高い目標を目指して努力を続ける姿勢のこと
である。学風として「三無主義」
（出身校、国籍、性による差別無く優秀な人材を求め、活躍
の機会を与える）を掲げている。
（大総務１－１ 法人ホームページ 「順天堂について」 「学是・理念・学風」）
（大総務１－２ 順天堂大学総合パンフレット）
（大総務１－３ スポーツ健康科学部パンフレット）
（大総務１－４ 医療看護学部パンフレット）
（大総務１－５ 保健看護学部パンフレット）
（大総務１－６ 国際教養学部パンフレット）
（大総務１－７ 大学院スポーツ健康科学研究科パンフレット）
（大総務１－８ 大学院医療看護学研究科パンフレット）
2)学部においては、教育基本法及び学校教育法に基づき、医学、スポーツ健康科学、看護学及
び国際教養学の理論と実際を教授・研究するとともに、全人教育をもって心身共に健全な公
民を育成することを目的としており、科学及び技術の水準を高め文化の進展に寄与し、地域
社会や国際社会の発展と人類の福祉に貢献することをその使命としている。学是「仁」
、理念
「不断前進」
、学部の目的及び使命に則り、各学部において、それぞれの人材養成目的及び教
育目標を定め、学則 第 1 条第 2 項関係 別記に明示している。
（大総務１－９ 順天堂大学学則 第１条）
（大総務１－９ 順天堂大学学則 第１条第２項関係 別記）
3)大学院においては、教育基本法及び学校教育法に基づき、医学、スポーツ健康科学及び医療
看護学に関する学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与す
ることを目的及び使命としている。学是「仁」
、理念「不断前進」、研究科の目的及び使命に
則り、各研究科において、それぞれの人材養成目的を定め、各研究科規程に明示している。
（大総務１－10 順天堂大学大学院学則 第１条）
（大院医１－１ 順天堂大学大学院医学研究科規程 第 1 条第 2 項、第 3 項）
（大院ス１－１ 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科規程 第 1 条第 2 項）
（大院看１－１ 順天堂大学大学院医療看護学研究科規程 第 1 条第 2 項）
点検評価項目②：大学の理念・目的及び学部・研究科等の目的を学則又はこれに準ずる規則等に
適切に明示し、教職員及び学生に周知し、社会に対して公表しているか。
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第１章 理念・目的
【評価の視点】
１：学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究科においては、研究科又は専攻ごとに設
定する人材育成その他の教育研究上の目的の適切な明示
２：教職員、学生、社会に対する刊行物、ウェブサイト等による大学の理念、目的、学部、研究
科の目的等の周知及び公表
1)大学の学是、理念、学風は、全学的にホームページ、各種パンフレット、広報誌等に掲載し、
周知を図っている。
2)学部においては、学部、学科ごとに人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的及び
教育目標を「順天堂大学学則第 1 条第 2 項関係 別記」に明示している。大学院研究科にお
いては、各研究科規程にそれぞれ明示している。
（大総務１－９ 順天堂大学学則 第 1 条第 2 項関係 別記）
（大院医１－１ 順天堂大学大学院医学研究科規程 第 1 条第 2 項、第 3 項）
（大院ス１－１ 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科規程 第 1 条第 2 項）
（大院看１－１ 順天堂大学大学院医療看護学研究科規程 第 1 条第 2 項）
3)教職員に対しては、各学部・研究科において実施している各種オリエンテーション、ワーク
ショップ・FD 研修会にて周知している。ワークショップ・FD 研修会では、理念・目的から教
育・研究等に係るテーマについて検討している。その他、理事長による年頭所感、学祖祭に
おける式辞、入職時研修等により周知が図られている。
4)新入生に対しては、入学式の式辞において説明されるとともに、その内容は学内広報誌にも
掲載し全学的に周知している。在学生に対しては、各学部・研究科における各種オリエンテー
ションを通じて繰り返し説明され、シラバスにも掲載し周知している。
（大総務１－11 順天堂ニュース 「2017 年 №2151 4 月 10 日号」
）
5)保護者に対しては、各学部において、入学式当日の学部懇談会において学部長から説明を行
うとともに、毎年開催される保護者懇談会においても繰り返し説明を行っている。
6)社会に対しては、ホームページに「情報公開（基本情報）
」の項目を設け、教育研究上の基礎
的な情報で公表している。また、本学の理念等の醸成の過程を説明するために「順天堂の歩
み」も掲載している。
（大総務１－12 法人ホームページ 「順天堂について」 「情報公開（基本情報）
」）
（大総務１－13 法人ホームページ 「順天堂の歩み」）
7)冊子『2013 年 順天堂創立 175 年の軌跡～今、ふたたび「仁」～古き歴史と日新の科学を踏
まえて』を、新入生保護者、本学来校者等にも配布し、本学への理解を深めている。
（大総務１－14 『2013 年 順天堂創立 175 年の軌跡～今、ふたたび「仁」～古き歴史と日
新の科学を踏まえて』
）
8)順天堂創立 175 周年を記念して、2014(平成 26)年 3 月、『写真で見る順天堂史 175 年の軌
跡』(以下、
「175 写真集」という。)を刊行している。写真集の形式でまとめたもので、順天
堂の歴代 9 人の堂主で時代を区分し、各時代を表す資料や写真を掲載した。日本の近代医学
史と流れを共にして、本学が学是「仁」
・理念「不断前進」に基づく、最先端の医療と教育・
研究を通じ、社会に貢献してきたことを分かり易すく伝える内容となっている。
（大総務１－15 『写真で見る順天堂史 175 年の軌跡』）
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点検評価項目③：大学の理念・目的、各学部･研究科における目的等を実現していくため、大学と
して将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策を設定しているか。
【評価の視点】
1)本学の理念・目的を実現するために、新規事業の立案と既存計画の見直し等を反映した「10
年間の収支見通し」を中・長期的な計画として毎年作成し、大学運営を行っている。
（大財務１－１ 10 年間の収支見通し）
2)毎年、年初に、理事長から年頭所感として大学、附属病院の教職員に対して訓示を行ってい
る。年頭所感では、大学、附属病院の教育・研究・診療における前年の活動に対する点検・
評価及び本年の方針等が詳細に述べられており、この訓示を通して、大学の理念・目的・指
針等の再確認が行われている。
（大総務１－16 順天堂だより 「2018 1 月号 №296」
）
（２）長所・特色
1)各学部・研究科において、学是「仁」
・理念「不断前進」を踏まえた、人材養成目的・教育目
標が設定され、学生の人間形成過程を大切にするとともに学生の個性を引き出し自己学習の
意欲を喚起する教育が行われ、高い倫理観に基づく独創性・先端性のある研究活動が展開さ
れている。理念・目的は、全学的にホームページ、各種パンフレット、広報誌等により、周
知・公表している。また、教職員、学生、保護者等、それぞれ対象に応じて、各種オリエン
テーション、ワークショップ・FD 研修会、シラバス掲載、懇談会等により周知徹底を図って
いる。
継続して、理念・目的は対象に応じた周知を図るとともに、本学への理解を深めるためにホー
ムページ・広報誌等を通じた積極的な広報活動も展開したい。
（大総務１－12 法人ホームページ 「順天堂について」 「情報公開（基本情報）
」）
2)理念・目的に照らして、教育・研究活動等の充実・向上のための検証を行う会議体として、
理事長が毎月 1 回主催する大学運営連絡協議会がある。同協議会は、5 学部 3 研究科 6 附属
病院の主たる教職員約 100 名で構成され、本学における教育、研究、診療等全般に係る事項
について、理念・目的との整合性の観点から協議が行われている。その協議の内容は、各部
署に行きわたり、大学の方向性が共有されている。教授会・研究科委員会、ワークショップ・
FD 研修会、各種委員会においても、理念・目的に照らして、教育・研究活動等の充実・向上
のための検証が行われ、改善活動が展開されている。
今後も、理念・目的に照らした各検証を継続し、教育・研究活動等の更なる充実・向上を図っ
ていく。
3)2014(平成 26)年 3 月に刊行した「175 写真集」を、学生、大学院生、教職員、保護者、その
他の関係者に配付したことにより、本学の創立以来の理念・目的に基づく諸活動への理解が
深められている。
継続して、入学式、卒業式、新入職員オリエンテーション等で「175 写真集」を配付し、学
生、大学院生、教職員、保護者に対する本学への理解の深耕を図る。また、本学の支援者に
も配付し、本学への理解を深めるツールとして活用していく。
4)2015(平成 27)年 4 月に開学した国際教養学部は、2018(平成 30)年度に完成年度を迎える。
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第１章 理念・目的
同学部では、学是「仁」
、理念「不断前進」の精神の下に、持続可能な未来の創造に寄与でき
る、
「多文化が共存する社会に貢献するグローバル市民」を育成する教育を行っており、多く
の入学志願者を集めている。
更なる発展方策として、同学部での学修を活かし国際分野での活躍を通して社会貢献を目指
す志願者の受入を十分に行うため、入学定員増を計画していている。
（大学基礎データ表 3）
（３）問題点
1)公式ホームページは、前回リニューアルから 5 年が経過し、その間 Web テクノロジーの進化
やスマートフォンの普及により、利用スタイルも大きく変化した。こうした環境の変化に対
応し、利便性のより一層の向上と効率的な運用環境・体制を構築すべく公式ホームページの
全面的なリニューアルが望まれる。
創立 180 周年を迎える 2018(平成 30)年 5 月 15 日の公開を目途に、全面的なリニューアルの
準備を開始している。本学の独自性と時代に即した世界標準対応のビジュアルデザインにす
るというコンセプトのもと、理念・目的に関するページについても、見やすさ・分かりやす
さに配慮し、訴求力を高められるように作業を進める。
（４）全体まとめ
各学部・研究科において、学是「仁」
・理念「不断前進」に基づき、人材養成目的・教育目
標が設定され、医学、スポ－ツ健康科学、看護学及び国際教養学における教育・研究に関する
指針となっている。前述のように複数の方法により、学内はもとより広く社会一般にも公表さ
れている。理念・目的に照らして、教育・研究活動等の充実・向上のための定期的な検証も行
われており、その結果は教育・研究・臨床の実践において反映されている。また、本学の理念・
目的を実現するために、新規事業の立案と既存計画の見直し等を反映した「10 年間の収支見
通し」を中・長期な計画として策定しており、定期的な見直しを行っている。
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（５）根拠資料
資料名称
法人ホームページ

「順天堂について」 「学是・理念・学風」

https://www.juntendo.ac.jp/corp/about/philosophy.html
２

大総務１－２

順天堂大学総合パンフレット

３

大総務１－３

スポーツ健康科学部パンフレット

４

大総務１－４

医療看護学部パンフレット

５

大総務１－５

保健看護学部パンフレット

６

大総務１－６

国際教養学部パンフレット

７

大総務１－７

大学院スポーツ健康科学研究科パンフレット

８

大総務１－８

大学院医療看護学研究科パンフレット

９

大総務１－９

順天堂大学学則

10

大総務１－10

順天堂大学大学院学則

11

大院医１－１

順天堂大学大学院医学研究科規程

12

大院ス１－１

順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科規程

13

大院看１－１

順天堂大学大学院医療看護学研究科規程

14

大総務１－11

順天堂ニュース 「2017 年 №2151 4 月 10 日号」

15

大総務１－12

法人ホームページ

「順天堂について」 「情報公開（基本情報）
」

https://www.juntendo.ac.jp/corp/about/information.html
16

大総務１－13

法人ホームページ

「順天堂の歩み」

https://www.juntendo.ac.jp/corp/history/
17

大総務１－14

『2013 年 順天堂創立 175 年の軌跡
～今、ふたたび「仁」～古き歴史と日新の科学を踏まえて』

18

大総務１－15

『写真で見る順天堂史 175 年の軌跡』

19

大財務１－１

10 年間の収支見通し

20

大総務１－16

順天堂だより 「2018 1 月号 №296」
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資料
各部署の
№
資料整理№
１ 大総務１－１

