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［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 教員一人ひとりの実績の公開を行える所まで到達した。現段階では、量的データの収集

（時間数、委員会数、研究発表数など）を公開しているが、今後は質的データ（同僚評価、

学生評価、上からの評価、下からの評価、職員からの評価）をどのように収集するかの検

討に入る必要がある。 
 
［改善策］ 

 教員の研究評価については、論文数、インパクトファクターなど他大学でも使われてい

る指標があるが、教育業績評価についてはいまだ、明確な指標がない。本学でも、教育業

績評価について検討を進めていくための委員会を設置し、議論を続ける必要がある。 

 

５．大学と併設短期大学（部）との関係 

 該当なし。 

 

 

Ⅱ．医学部看護学科の教員組織 

 

［到達目標］ 

・本学の教育理念に基づいた教育実践を実現するために、各看護学の専門性の高い教員を

継続的に確保する。 

・各看護学の担当教員の年齢構成に配慮した教員採用を行う。 

・各委員会の活動内容について、教授会で審議・検討し、その結果について教員間で共有

し教育実践に繋げるようにする。 

 

１．教員組織 

 

(1) 看護学科の理念・目的ならびに教育課程の種類・性格、学生数との関係における当該

学科の教員組織の適切性 

[現状の把握]  

 カリキュラムの抜本的な見直しを行い、2003年度入学生より現カリキュラムで運用して

いる。本学の建学の精神である学祖高木兼寛が残した「病気を診ずして病人をみよ」とい

う言葉を真髄にし、教育理念を「人間の尊厳に基づいた心豊かな人間性を形成し、専門的・

社会的要請に応じられる看護の基礎的能力を養い、看護学の発展に貢献できる創造性豊か

な資質の高い看護実践者を育成する」としている。本学で学ぶことによって、人のいのち

を尊び、悲しみや喜びを分かち合える豊かな人間性を養い、人間を総合的に理解し倫理的･

道徳的な側面に対処でき、その上で科学的根拠を持った看護実践ができることをめざした、

教育目標を設定している。   
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本学は大学教育の実践の基で、看護師および保健師の国家試験の受験資格が与えられる

3年制の看護師養成課程であり、看護実践家としての資質を高めるために少数を丁寧に教

育することを目標にしている。教育目標を達成するために従来からの基礎看護学、成人看

護学、老年看護学、精神看護学、母性看護学、小児看護学、地域看護学に加えて、2002年
度から基礎看護学2（看護マネージメント）を、2004年度から在宅看護学を増設し、教員

組織の強化を図った。さらに、2007年度には学祖の「医師と看護師は車の両輪の如し」と

いう言葉を具現化するために、医学科や病院との連携強化を図り、更に看護教育に客観的

な視点を導入する意味も含めて、健康科学の領域を立ち上げ2人の臨床医学系の教員を配

置した。 
 2007 年度入学生から看護学科 1 学年学生定員をこれまでの 30 名から 40 名に変更して

おり、2007 年・2008 年度の 1 年生は 42 名が入学した。2008 年 4 月現在の学生数は、全

学年で 157 名である。 
 教員組織は図 8-1 の通りであり、2008 年 5 月現在の看護専門科学分野の教員数は、教授

11 名、准教授４名、講師 5 名、助教９名、計 29 名である。看護基礎科学分野は兼任教員、

兼担教員が担当している。単位認定に関わる兼任教員は 16 名、兼担教員は 30 名、単位認

定には関わらない兼任教員、兼担教員は各７名である。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 各専門分野に専門の教員を配置し専任教員 1 人あたりの学生数は 5.4 人であり、文部科

学省令大学設置基準で定める必要専任教員も十分上回っており、看護学科の理念・目的に

向けた教育が可能な状況にある。 
 
[改善策] 

 専任教員は勿論のこと兼任教員、兼担教員が整っており、今後も現在の教員組織を維持

し、少人数教育に対応していく。また、新しく配置された健康科学の教員は、1 名は特任

教員であり、1 名は附属病院における診療も兼務しており、科目担当時間数は少ない。今

後看護教育の中で活躍の場を広げ、教員間の連携を図り教育効果をあげていきたい。 
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図８-１．看護学科の教員組織 
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(2) 大学設置基準第12条との関係における専任教員の位置づけの適切性(専任教員は専ら自

大学における教育研究に従事しているか) 

[現状の把握] 

 本学では就業規則第3章服務規律の中で、服務心得第35条(4)に「勤務中は担当業務に専

念し、上長の指示による場合または業務上必要な場合のほか、みだりに職場を離れてはな

らない。やむを得ない理由により職場を離れるときは、上長の許可を受けなければならな

い」と記され、(6)では「自己の職務の権限を越えて、専断的な行為をしてはならない」と

記されている。また、第37条（兼職の制限）の条文では「教職員は、大学の許可または命

令なく、就業時間中に他に就職または営業(自宅開業)してはならない」と記され、各教員

はそれに基づいて行動をしている。 

 

[点検・評価］（長所と問題点の明示）] 

 教員は他校や関係団体の要請により継続的、単発的な講義や講演依頼を受けた時は、文

書などによって上司に了承を得て、職務専念の義務免除を申請し、本務に支障のない範囲

で活動している。また、2006年度からは教員出勤簿により、本務大学での教育研究時間が

明確になっている。さらに2007年度からそれぞれの教員の所在が誰にでも明らかになるよ

うな書類を整備したことで教員の所在が明らかになっている。 
 
［改善策］ 

 書類の整備によって教員の学外活動や所在は明確になっている。今後も新入教員に対す

るオリエンテーションを徹底するとともに、各自が自覚して行動できるよう進めていく。 

 

(3) 主要な科目への専任教員の配置状況 

[現状の把握] 

 看護学領域において主要科目はほぼ必修科目であり、基礎看護学 1・2、成人看護学、老

年看護学、精神看護学、母性看護学、小児看護学、地域看護学、在宅看護学の現体制にな

った 2004 年度からであり、すべての専門領域にその分野に精通した教員が配置されてお

り、それぞれの専門の教員が主要な授業科目や実習を担当している。 
 教員充足状況については基礎看護学 2、健康科学は担当科目数が少なく、臨地実習もな

い領域であり、教授１～2 名の配置で教育上支障がないと考える。在宅看護領域には 2008
年度は教授が欠員であるが、他は、各領域に基本的には教授が 1～2 名、准教授あるいは

講師が 1 名および助教がおり、十分な配置状況にある。 
2003 年度～2005 年度は、2003 年度カリキュラムの改正により新・旧両カリキュラムを

並行して実施する時期であり、実習指導等において専任教員の配置が十分であっても多忙

な状況であったが、2006 年度からは全学年が現カリキュラムとなり、そのような状況は解

消している。 
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[点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 2007 年度と 2008 年度において、教員の公募をしても応募者が皆無であったり、時には

応募があっても適任者がいなかったりしたために教授の充足できない領域があった（精神

看護学，在宅看護学）ものの、他はバランスよく専任教員が配置されている。 
 看護学の特徴である臨地実習への教員の関わりにおいては、実習単位数と実習指導時間

が実習方法によって異なり、短期一斉実習の領域と長期に渡り実習を行っている領域があ

り、単位数のみでは教員の実習への関わりは評価できないが、配置としては大きな問題は

ない。 

 

[改善策] 

 今後は一部の欠員補充の行われない領域において、早々に充足を行い、現在の安定した

状況を維持していきたい。 
2007 年度以降、臨床の環境が変化したためにより効果的な実習教育をするために、臨地

実習の場を隣接している附属病院（第三病院）から西新橋の本院や他の関係機関に移すこ

とが実施されてきている。臨地実習の単位数や時間数だけで教員の配置を考えるのではな

く、実際の指導時間数や実習場所（隣接地にある附属病院での実習か否か等）を考えて今

後教員の配置状況を評価していきたい。 
 

(4) 教員組織の年齢構成の適切性 

[現状の把握] 

専任教員の年齢構成は大学基礎データ表 21 の通りであり、全体で 61～70 歳が４人

(13.8%)、51～60歳が 8人(27.6％)、41～50歳が 4人(13.8%) 、31～40歳が 12人(41.4％)、
21～30 歳が 1 人(3.4％)である。 
職位別にみると、教授は 61～70 歳が 4 人（36.2％）、51～60 歳が 7 人(63.6％)、准教授

は 51～60 歳が 1 人（25％）、41～50 歳が 3 人(75％)、講師 41～50 歳が 1 人(20％)、31
～40 歳が４人(80％)、助教は 31～40 歳が 8 人(88.9％)、21～30 歳が 1 人(11.1％)と、講

師・助教は 31～40 歳が多い。 
 

[点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 教員の年齢構成は、30 歳代が 4 割以上でその点ではややバランスが悪い。これは助手の

採用において、2004 年度からの年齢の制限を外したことと、2007 年度から助教の採用に

おいて、修士課程を修了していることを条件にしたことなどから、31 歳以上の助教が増え

たことが要因と考える。また教授が 50～60 歳代に集中し、40 歳代にいないことは将来の

教員組識の年齢構成の適切性からみると若干偏りが生じている。 
 
[改善策] 

 今後の年齢構成を考えると、現在 40 歳代の教員が少ないので、これまでも考慮してい
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たが今後も教員採用時には年齢構成の適切性を考えた採用を行う。 
 

(5) 教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその

妥当性 

[現状の把握] 

看護学科委員会等組織は図 8-2 のとおりである。一部未整備であった委員会の内規は

2003 年度に見直し各委員会の構成や役割を明確にした。国際化が進む社会状況を鑑み、

2003 年度に国際交流委員会を設置し、2006 年度からは入試を検討する委員会を新たに設

けた。また、2007 年度からは、教学委員会の下部組織のワーキンググループとして今まで

活動していたＦＤ活動を委員会活動に変更し、独立した予算や企画運営ができるようにし

た。 
各委員会は定期的に会議を開催し、適時に教授会議・拡大教授会議で必要事項を検討・

審議し、領域毎の会議や全教員出席の教員連絡会で全ての教員に連絡するように運営して

いる。なお、学部として大学全体の運営委員会に看護学科の意向が反映できるようにする

ために、倫理委員会、大学広報委員会、自己点検・評価委員会、学術センター国領分館委

員会、教育研究助成委員会への参画が以前から行われている。 
看護学科では、助教も含めた教員全員が一同に会する教員連絡会を 1ヶ月に 1回開催し、

教員間における連絡調整を密に行っている。その一方で 2003 年度からＦＤワ－キンググ

ループ（現 FD 委員会）が主となって、教員全員を対象に積極的に教育課程編成に関する

活動を行い、共通理解を図っている。 
2003 年度より現カリキュラムが実施されて、カリキュラム委員会を適時に開催し、検

討の継続を実施してきた。今年度は、2009 年からの新指定規則が 2007 年の 3 月に発表さ

れ、定期的に検討を開始している。4 年間で 2 つの国家試験受験資格を得るための職業教

育と大学教育をどう統合させて教育するか議論しながら検討している。 
看護学科の教育には専任教員だけでは不十分であり、医学科教員の兼担や外部の兼任教

員によって教育が成り立っている。そのため兼任や兼担の教員との情報交換が重要である

が、情報交換のために、年 1 回年度末に講師会を開催し、一般教養の教員との会議は年 2
回定例的に行い、必要時に連絡調整を実施している。 

 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間の連絡調整は、定期的なカリキュ

ラム委員会や教学委員会などを中心に行われている。各種委員会もまた教育課程編成の目

的を具体的に実現するためにそれぞれ教育上の課題や環境整備のために前向きに取り組ん

でおり、教育環境整備は改善されてきている。本学は医学部の中に医学科と看護学科があ

り、医学科との連携や共同が重要であると考えるが、学部として教学に関して話し合う組

織的なシステムはまだ十分にはできていない。 
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  資料8-2.看護学科委員会組織図 
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 各専門領域の看護については、教育目標に沿ってそれぞれの科目の教育内容や目標を教

員間で共有していく必要がある。現カリキュラム実施後の教育目標や卒業時までの到達点

の確認のために、卒業時の評価や学生の授業評価、学生自身の自己評価などを実施し、連

絡調整は充分に行われている。 

兼担教員や兼任教員と年一回講師会を開催しているが、兼担教員や兼任教員の参加が少

なく、話し合いの時間が短いことなど、今後の課題である。 

 

[改善策] 

医学科と看護学科が学生教育に関して話し合う学部としての組織的な取り組みが今後は

必要である。また兼任教員や兼担教員との全体での効果的な連絡調整のあり方を検討する

とともに、今後も随時情報交換をしながら、いろいろな方法や機会を利用して連絡調整を

実施していく必要がある。 
 

２．教育研究支援職員 

 

(1) 実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的補助

体制の整備状況と人員配置の適切性 

[現状の把握] 

 看護基礎科学にある、化学・生物・物理の科目において、実験助手を採用し教育指導の

支援を受けている。外国語教育はネイティブの教員を配置し少人数制で教育を行っている。  
情報処理関連教育においては、科目や設備はあるが常時補助指導する専門家がおらず、

補助体制がほとんどとられていない。教育・研究の場にＯＡ機器が導入されてきているが、

画像処理、統計処理など高度な技術について、手軽にアドバイスをもらえる状況にはない。 
臨地実習においては領域ごとに助教が配置されており、学生 5～6 名を 1 グループとし

て 1 名の助教が教授・准教授･講師とともに実習を担当している。さらに、臨地実習の場

の看護師・保健師と共に指導を実施し、教育効果をあげてきている。一斉実習においては

実習領域を超えて助教の応援体制をとったり、非常勤の実習指導者を雇用したりするなど

で対応している。 
 助教のほかに、全教員に対して教育・研究補助員として一般事務職員 2 人が看護学科に

配置されており、教材作成の支援や兼任教員との調整および物品の請求など事務的処理を

中心に教育の支援をしている。現段階は、兼任教員の対応や授業のための資料準備、教育・

研究の物品購入、郵便物の整理など教育支援が主であり、研究支援までは手が回らない状

況にある。 
 研究支援課という大学全体の財務部に所属した課があり、個々の教員に対して科学研究

費、看護学科研究費などの研究費の正当な支出に向けて支援を行っている。 
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［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 看護教育の根幹をなす実習教育において教員の配置が行われ、附属病院における実習指

導体制の指導者が適正に配置され、看護師との協力関係が強化され、実習内容も充実して

いる。その他の実習場所における指導については e－ラーニングなどの方法で工夫する領

域も出てきているが、実習を効果的に実施するための指導のあり方について、さらに検討

していく必要がある。    
情報処理関連教育に関する補助体制は不十分であり、支援体制の強化が望まれる。学生

の人数に応じた教員配置は実施されているが、外部の実習場所における指導体制、一斉実

習の指導の補助体制については強化が必要である。 

 

[改善策] 

 一斉実習については実習方法を工夫することで、専任の担当教員が実習指導できるよう

に 2009 年度から変更する予定であり、問題解決が図られる。外部の実習場においては臨

地の指導者との情報交換を密にし、実習の目的・方法などについても、今後さらに協力体

制を整備していく。 
情報処理関連教育の補助員や研究を支援する補助者の確保を検討していく。また、可能

な範囲で医療・看護関連の専門的知識に明るい教育・研究補助員の確保を考えていく。 
 

(2) 教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

[現状の把握] 

 本学科には、教育研究支援職員として教育・研究補助員と一般事務職が教員 30 名に対

して 2 名配置されている。教員の研究室に比較的近い位置で勤務しているので連絡調整が

取りやすい。また研究に対する支援職員などは西新橋にある医学部本部の研究支援課に所

属しており、適宜電話やメールで連絡したり、必要時来校したりするなどしている。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 教育研究支援職員は同じ職員が長年にわたり勤務しているため、さまざまなことに精通

しており連携や協力関係もよい。しかし、配属されている職員は一般事務職であるため、

資料の作成、物品請求、学生との連絡調整などで教員との連携は十分取れているが、専門

性に関わる事項についての協力には限界がある。また、情報処理関連の補助職員がいない

分、研究補助員が補っているため、ＯＡ機器の準備・調整に関わる時間が増えてきている。 
2007 年度は各教室にＯＡ機器が整備され、その設置準備や片付けのための時間が少し削

減でき、協力関係がとりやすくなった。また、研究に専門的に関わる職員などとは所属の

場所に物理的な距離はあるが必要時速やかに対応してくれているため、協力の関係は良好

である。 
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[改善策] 

 教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係は密に行われており、今後もその関係

を継続していく。情報処理関連の補助職員については今後も検討していく。 

 
３．教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続き 

 

(1) 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続きの内容とその運用の適切性 

[現状の把握] 

①教員の募集・任免について 

看護学科専門科目担当教員に欠員が生じる場合あるいは増員する場合の募集に関しては

学内の規則や規定に則って行われている。教授に欠員が生じる場合は、学科長は欠員とな

る 6 ヶ月前、その他の場合は事由発生後速やかに看護学科教授会において審議し、必要に

応じ看護学科教授選考委員会を設ける。准教授、講師の場合は専門科目担当教授の要請に

基づき看護学科長は看護学科教授会議において審議し、看護学科准教授・講師選考委員会

を設ける。選考委員会は看護学科教授会議において 3 名選出し、選考委員長を委員の互選

によって選出する。選考委員長は看護学科内および広く看護系大学に候補者の推薦を求め

ている。2003 年度からはインターネット上での公募も行っている。公示期間は１～３ヶ月

とし、状況により設定に幅を持たせている。 
 任免についても規定に則って適切に行われている。 
助教の採用については、専門教育担当教授が募集をし、候補者を教授会議に提案し審議

の結果採用となる。看護系大学卒業、専門領域の看護の実践歴４～５年、教育研究に熱意

があるか（研究業績、教育歴は問わず）、健康で人格高潔な人、としている。2004 年度ま

で、助手の採用に当たり 30 歳までという年齢制限があったが、人材を捜すために制約が

あるため検討の結果年齢制限を新規定では削除した。2007 年度からは修士課程を修了した

者を募集している（５年間の経過措置期間あり）。 
 最近の看護大学の増設に伴い、看護学科の教授・准教授などは募集してもなかなか得に

くい状況にある。本学の場合には学歴や、業績についてかなり細かく規定しているためか、

応募者が少なかったり、公募者が該当しなかったりしており、課題を抱えている。 
②昇格について 
 昇格については、本学科に在籍する専任教員が教授の資格に達した場合は学科長が、准

教授、講師の資格に達した場合は専門科目担当教授の要請により看護学科教授会議におい

て審議し選考委員会を設置する。 
 大学設置基準の改定に伴い、2006 年度に規程集の改定・整理を実施した。教員組織の見

直しが行われ、2007 年度からは教授は教授、助教授は准教授、講師は講師、助手は助教と

なることが決定した。助教は修士の学位を有することとあるため、その時点の助手につい

ては、修士の学位を有していない者もあるため、検討の結果、2012 年までに修士の学位を

取得する予定があり看護学の教育を担当するに十分な看護経験、研究業績のある助手は、
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2007 年度から助教として認めることを理事会で承認した。 
 
[点検・評価］（長所と問題点の明示）  

 選考基準においては大学設置基準の「教員の資格」に則っており、さらに本学科の教育

目標である「実践者を育成する」という点から専門領域の免許の取得、実践経験歴を問う

ている。しかし、教員が得にくくなっている現状は否めない。2008 年度に向けて准教授か

ら教授へ、また、講師から准教授への内部昇格が各１名ずつ行われたことは意義のあるこ

とである。 

 助教の年齢制限を外したことにより採用範囲を拡大でき改善されたが、今後は他の職位

の教員との年齢関係について考慮していく必要がある。 

 

[改善策]  

 教授、准教授、講師については欠員が生じた場合、広く公募を行い選考されており、現

状の運用には問題はないと考える。また、今後も昇格人事が公正に積極的に行われるため

には、内部昇格の詳細な規約を作成しオープンにしていく必要がある。 
 

４．教員研究活動の評価 

 

(1) 教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 

[現状の把握] 

 研究活動に関するシステム的な教員評価については現在導入を検討している段階である。

毎年「教育・研究年報」への報告（和文、英文）が義務付けられ、全領域が提出しており、

年報への報告が自己点検評価に繋がっている。また教員選考において、教育研究業績につ

いて規定を設け、評価に活用している。 
 また教員の教育活動の評価のひとつである学生による授業評価は、2005 年度から継続し

て行われており、個別な評価のフィードバックを受けて、教員は教育研究活動に活かして

いる。 
学内において、毎年研究委員会が主催して看護学科研究費の研究成果を中心に研究成果

の発表の場を年一回設け、積極的に意見交換を行っている。また本学では、研究活動の評

価方法のひとつとして、毎年 2 回、100 年以上の歴史のある学術集会である成医会が開催

されている。 
 

[点検・評価］（長所と問題点の明示） 

毎年「教育・研究年報」への報告（和文、英文）が義務付けられているが、これは全領

域の研究業績が公表されるため教員の自己点検・評価につながり、また教員選考において、

教育研究業績の評価が有効に活用されていることは意義がある。継続的に行われている学

生による授業評価は教育研究活動にいかされており、この評価方法は有効に機能している。 
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成医会への報告は他職種へのアピールの意味でも必要であるが、看護学科からの発表本

数が少ないことは今後の検討課題である。 

 

[改善策]  

今後は導入を検討している教員評価について、実現に向けて積極的に準備をすすめてい

く。また学生による授業評価を継続的にすすめていく。 
 

(2) 教員選考基準における教育研究能力・実践への配慮の適切性 

[現状の把握] 

 本学の教員選考基準（資料 8-3 参照）は、職位により、①担当領域に関する教育、研究

に優れた能力と経験を有すること、②担当領域の教育に必要な免許を有すること、③担当

領域に関する臨床経験、④教育経験の有無、⑤価値ある研究業績について規定されている

選考基準の細則に則って公募を行っている。提出書類は、履歴書、社会的活動、教育・研

究業績目録（①著書・学術論文、②学会発表）、および主要論文の別刷りまたはコピーを求

めている。選考にあたっては、論文数より論文の内容等を審議するため、筆頭論文のコピ

ーを提出してもらい、選考にあたり評価している。講師、助教においては教育経験を必須

条件にしていない。 
学位に関しては助教で 2007 年度から修士以上（2011 年までは経過措置として学士の人

も可としている）を求めている。今まで、修士や博士などの学位を取得していても、看護

に関する論文がなかったり、臨床経験が基準を満たなかったりして採用できなかったケー

スもあった。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示）] 

 本学科では選考基準に臨床経験を問う項目が必ずあり、看護実践能力の高さや実践経験

の豊かさを十分に考慮している。また研究論文についてコピーを提出してもらい、その研

究の質について検討し、研究能力を確認できるように配慮されている。 

 前述した助教の選考基準の年齢制限の削除は、臨床経験が豊富で臨地での指導に長けてい

る助教を採用しやすくするためには必要な改善策と捉えている。 

 

［改善策］  

 看護の実践と教育の両方に経験のある教員を揃えようとしている本学の狙いは明確で

ある。教員選考基準については継続の方向ですすめていくとともに、教員確保が困難にな

ってきている現状を踏まえ、今後は内部での教員育成や昇格などを考え、教育研究能力・

実践に向けた環境整備をしていく必要がある。 
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資料 8-3．東京慈恵会医科大学医学部看護学科看護専門科学担当の教授、准教授および講師の

選考基準 
 
                                              平成  ６年１２月１４日制定 
                                              平成１２年  ４月  １日改訂 

平成１８年 ４月 １日改訂 
平成１９年 ４月 １日改訂 

                                                  
１．教授選考の基準 
    １）担当領域の臨地における経験は原則として４年以上とする 
    ２）大学における教授および准教授または助教授の教育経験３年以上、または、短期大学

における教授および准教授または助教授の教育経験５年以上とする 
    ３）看護学に関する価値ある研究業績があること。筆頭論文が５編以上あること 
 
２．准教授選考の基準 
    １）修士以上の学位を有していること 
    ２）担当領域の臨地における経験は原則として４年以上とする 
    ３）大学における准教授または助教授および講師の教育経験３年以上、または、短期大学

における准教授または助教授および講師の教育経験５年以上とする 
    ４）看護学に関する価値ある研究業績があること。主要論文が５編以上あること。その 

うち筆頭論文が３編以上あること 
 
３．講師選考の基準 

１） 修士以上の学位を有していること 
    ２）担当領域の臨地における経験は原則として４年以上とする 
    ３）大学および短期大学における教育歴は問わない 
    ４）主要論文が３編以上あること。そのうち筆頭論文が１編以上あること 
      

 
 
５．大学と併設短期大学（部）との関係 

  該当なし。 
 
 


