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序  章 

 

本学では、「人間
ひ と

をつくる、体をつくる、学問をきわめる」という建学の理念のも

と、「医療福祉」の理念に精通した医療福祉人の在り方を追求し、豊かな福祉社会の

創造的担い手を育成することに教職員一丸となって専念し、1991(平成３)年の開学以

来、多くの優秀な人材を世に送り出してきた。 

その結果が認められ、財団法人大学基準協会による2015（平成27）年度大学評価並

びに認証評価において、大学基準に適合していると判断された。これは、2008(平成20)

年度に次ぎ２度目の適合認定であり、認定期間は、2015（平成27）年４月１日から2022

（平成34）年３月31 日までの７年間である。 

各大学が「内部質保証システム」を構築するためには、大学が掲げる理念・目的の

達成に向けて、適切な教育プログラムや学位授与に関する的確な検証システムを導入

することが必要であると、大学基準協会は提示している。「自己点検・評価」とは、

その基盤となるものであり、現状を認識し、長所と問題点を洗い出し、何を改善・改

革していくかを決定する作業そのものである。 

本学では、今回の認証評価の結果、大学独自の特色ある取組として高く評価された

項目のほかに、「努力課題」４項目、「改善勧告」１項目の課題が提示された。これ

らすべての課題を改善するために、中・長期的視点に立って学長のガバナンスを実現

し、本学の大学運営及び教育研究活動の質保証を明確にする機関の設置が求められた。

そこで、本学の意思決定を支えるための情報やデータの収集・分析・発信・政策立案

活動等を取りまとめる学長直轄の部門として、「調査企画室」を2015(平成27)年４月に

設置した。 

今回の自己点検・評価は、「調査企画室」が中心となって検討し、大学基準協会の評

価項目に準拠した項目ごとに副学長、副学長補佐をリーダーとしたチームが点検・評

価を実施した。その結果を事務部庶務課が各関係部課との連携のもとで、「2014(平成

26)・2015(平成 27)年度 点検・評価報告書」の冊子としてまとめた。  

この報告書は、本学が理念・目的に沿った教育研究を広く社会に還元するため、内

部質保証システムをもとにPDCAサイクルを機能させるために重要な意味を持つものと

考える。 

 

 

 

 

 

川崎医療 福祉大 学  

学 長 椿 原  彰 夫 
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第 1 章 理念・目的 

 

１．現状の説明 

(1) 大学・学部・研究科等の理念・目的は、適切に設定されているか。 

<1> 大学全体 

1991(平成３)年に開学した本学は、学校法人川崎学園組織規程(以下「学園組織規程」

という。)(資料 1-1)第９条に「川崎医療福祉大学は、医療福祉と健康科学を統合した

総合大学で、現代社会が求める医療福祉を支えるスペシャリストの育成を目指し、建

学の理念に『人間をつくる、体をつくる、学問をきわめる』を掲げ、学校教育法第 83

条に基づく大学として、学術を中心に広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を

教授・研究し、知的道徳的及び応用的能力を展開させることを業務とする」と定めら

れている。 

建学の理念の下、本学の教育理念を「人類への奉仕のあり方を追求し、より豊かな

福祉社会の創造的担い手を育成する」と定めている(資料 1-2,1-3,1-4)。 

学部では、「教育基本法及び学校教育法に基づき、医療と福祉の両分野にまたがる高

い知識と優れた技能を併せ備えた有能にして社会の要請に応え得る有為な人材を養成

する」ことを目的として、川崎医療福祉大学学則(以下「学則」という。)(資料 1-5)

第１条に定めている。各学部・学科の人材養成に関する目的その他の教育研究上の目

的についても定め、川崎医療福祉大学学部等の目的に関する規程(資料 1-6)に明記し

ている。 

大学院では、「教育基本法及び学校教育法に基づき、医療福祉の理論と実践について

の高い知識と優れた技能を併せ備えた有能にして社会の要請に応え得る有為な指導的

人材を養成するとともに、医療・福祉・健康の専門分野における学術の理論及び応用

を教授研究し、その深奥を究めて、広く人類の福祉の増進と文化の進展に寄与する」

ことを目的として、川崎医療福祉大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)(資料

1-7)第１条に定めている。各研究科・専攻の人材養成に関する目的その他の教育研究

上の目的についても定め、川崎医療福祉大学大学院研究科等の目的に関する規程(資料

1-8)に明記している。 

 本学の理念・目的の底流にある「医療福祉」という用語は、本学が我が国で初めて

提唱した新しい概念であるため、他の専門の学術のようにその存在領域や意義が古く

から知られているものではない。したがって、本学としては、新しい学問体系として

の「医療福祉学」の深化を図るとともに、本学が目指すべき方向性や教育目標を具体

的に示すことが求められる。そこで、大学運営委員会(資料 1-9)での議論を重ね、本

学の教育理念として「人類への奉仕のあり方を追求し、より豊かな福祉社会の創造的

担い手を育成する」を定め、「①健やかな心と身体を持つ ②医療福祉について豊富な

知識と技術を持つ ③人の多様性を理解し、すべての人を敬うことができる ④高い

教養を身につけ、創造的に行動できる ⑤国際的コミュニケーション能力を持つ」スペ

シャリストを育成するという具体的な教育目標を掲げ、学生便覧(資料 1-2 p.2)、大

学案内(資料 1-3 p.2)、ホームページ(資料 1-4)に明記している。 
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実績や資源から見た本学の理念・目的の適切性を示す資料として、以下の３点が挙

げられる。第１点は卒業生の国家試験及び認定試験の合格実績である。2014(平成 26)

年度の実績は、社会福祉士 34.8％、精神保健福祉士 77.8％、看護師 97.1％、保健師

100％、助産師 100％、視能訓練士 100％、言語聴覚士 82.9％、管理栄養士 92.7％、理

学療法士 88.0％、作業療法士 91.1％、臨床工学技士 92.9％(資料 1-10)である。第２

点は本学の理念・目的を表した就職実績である。2014(平成 26)年度の就職者における

業種別就職状況は、医療機関・福祉施設に 57.1％、医療福祉系企業に 5.5％、一般企

業に 18.7％、その他業種(健康増進施設、公務員等)に 8.0％である(資料 1-11)。第３

点は実習施設である。本学には、川崎医科大学附属病院や同附属川崎病院、さらには

総合医療福祉施設である社会福祉法人「旭川荘」等、いわゆる「川崎学園ネットワー

ク」と呼ばれる関連施設を備えており、充実した臨地実習を実施するための環境を有

している(資料 1-3 p.5)。 

理念・目的を念頭に置いて、理論と実践の両面から「医療福祉」の概念を深化させ

るために、本学は２学部６学科からスタートし、３学部 12 学科に増設し、2017(平成

29)年度を目指し、更なる学科増設を計画している。また、大学院では、1996(平成８)

年度に２研究科６専攻(修士課程のみ)を開設し、現在までに３研究科 13 専攻(修士課

程・博士後期課程)に増設してきた。同時に我が国で最初に発足した「医療福祉学」を

標榜するパイオニアとしての誇りと、本学独自の実習施設を活用した教育内容の充実

によって個性化へも対応してきた(資料 1-12)。 

以上のことから、本学の理念・目的は適切に設定されていると言える。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部では教育理念を「医療福祉の視点(医学モデルと社会モデルを統合した視点)

を基本に位置付け、人々の生活や健康問題に関わる医療福祉サービスを市民のために

提供できる実践科学の担い手を養成する。」と定めている。また、目的を「患者や援助

を必要とする人たちを様々な方法で支援するための理論と実践力を備えた専門職業人

の養成」と定めている。本学部の各学科においても、学部の教育理念・目的に基づき、

学科ごとの目的を以下のとおり定め、教育を行っている(資料 1-6 第 2,3 条)。 

・医療福祉学科：医療・保健・福祉の現場で援助を必要とする人たちを医学モデル

と社会モデルの両視点から正しく理解し、対人援助サービスを展開できる専門職業

人の養成 

・臨床心理学科：人間の心を科学的に捉え、精神的健康を求める人々に対して適切

かつ積極的な援助ができる人材の養成 

・保健看護学科：人々の健康を包括的に捉え、科学的根拠に基づいた知識と技術を

用いて、人々の幸せに貢献する看護専門職業人の養成 

これらの学部及び各学科の目的については、川崎医療福祉大学学部等の目的に関す

る規程に明記している。 

また、国家試験及び認定試験合格状況(資料 1-10)、就職実績(資料 1-11)、実習施設

の積極的な利用状況等からみて、本学部の教育理念・目的及び各学科の目的は、適切
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に設定されているといえる。 

 

（イ）医療技術学部 

 本学部では教育理念を「医療・保健・福祉の分野で安全で質の高い医療技術が提供

できる専門職業人を養成する。それぞれの高度な専門的知識と技術の習得のみならず、

裏づけされた医学的知識の習得と人間性の向上を目指す。」と定めている。また、目的

を「医療・保健・福祉の分野で、治療や指導を担当する専門的知識と技術を身に付け、

実際に応用できる人間性豊かな専門職業人の養成」と定めている。本学部の各学科に

おいても、学部の教育理念・目的に基づき、学科ごとの目的を以下のとおり定め、教

育を行っている(資料 1-6 第 4,5 条)。 

・感覚矯正学科：視覚、聴覚、言語及び嚥下の機能の病態や病状を科学的に分析し、

ハビリテーション・リハビリテーションの理念を備えた視能訓練士・言語聴覚士

の養成 

・健康体育学科：科学的な健康・体力づくりの推進役として、適切な運動処方と実

技指導ができる運動指導者及び適切な健康教育ができる指導者の養成 

・臨床栄養学科：臨床栄養学の専門知識と技術をもって、人々の健康長寿を支援で

きる管理栄養士の養成  

・リハビリテーション学科：高齢者や障害者の機能回復や、生活の自立及び社会参

加を支援できる専門知識・技術と豊かな人間性の備わった理学療法士・作業療法

士の養成 

・臨床工学科：医学と工学を基礎とする臨床工学の知識・技能と、科学的思考力及

び医療従事者としての倫理観を身につけた臨床工学技士の養成 

 これらの学部及び各学科の目的については、川崎医療福祉大学学部等の目的に関す

る規程に明記している。 

また、国家試験及び認定試験合格状況(資料 1-10)、就職実績(資料 1-11)等からみて、

本学部の教育理念・目的及び各学科の目的は、適切に設定されているといえる。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

本学部では、教育理念を「良質の医療福祉サービスを安定的に提供するために、医

療・福祉施設運営とマネジメントに関する専門的知識・技術の融合を理解したうえで、

医療・福祉サービス及び関連分野で運営・管理が的確に実践できる専門家の養成」と

定めている。また、目的を「生活の支援や治療・指導等の直接処遇を行う専門職をサ

ポートするとともに、組織全体の運営・管理を担う専門家の養成」と定めている。本

学部の各学科においても、学部の教育理念・目的に基づき、学科ごとの目的を以下の

とおり定め、教育を行っている(資料 1-6 第 6,7 条)。 

・医療福祉経営学科：医療・福祉施設の安定的かつ効率的な組織運営・経営管理を

担うマネジメントの専門家の養成 

・医療秘書学科：医師等の医療・研究活動を補佐する高度な専門知識・技能を備え

た医療秘書と、医療専門職をサポートし、医療サービスの円滑化をはかる人材の

養成 
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・医療福祉デザイン学科：医療福祉分野において、デザインの力を応用して主体的

に価値創造と問題解決ができる人材の養成 

・医療情報学科：情報科学の知識・技術を備え、望ましい医療のための情報化推進

に貢献する診療情報管理及び医療情報技術の専門家の養成 

 これらの学部及び各学科の目的については、川崎医療福祉大学学部等の目的に関す

る規程に明記している。 

また、医療機関・福祉施設を含む高い就職率(資料 1-11)、実習施設の積極的な利用

から見て、本学部の教育理念・目的及び各学科の目的は、適切に設定されているとい

える。 

 

<3> 大 学 院 

（ア） 医療福祉学研究科 

 本研究科では、教育理念を「WHO の国際生活機能分類(ICF)で提唱されている『医学

モデル』と『社会モデル』の統合のための理論とその応用を視野においた新しい学問

体系としての『医療福祉学』の構築を目指す。人間愛と生命の尊さに立脚した医療福

祉分野の高度な専門性を有し、少子高齢化の進展する社会で必要とされる有為な指導

的人材を養成する。」と定めている。また、目的を「健康問題ないし生活問題を抱え

る人びとに対して、それぞれの職能に応じた『支援』や『操作』のあり方を探求する

高度な専門性と優れた実践応用能力を備えた、高度職業人・教育者・研究者の養成」

と定めている。本研究科の各専攻においても、研究科の教育理念・目的に基づき、専

攻ごとの目的を以下のとおり定め、教育を行っている(資料 1-8 第 2,3 条)。 

・医療福祉学専攻修士課程：医療福祉に関する学識を深め、各種のソーシャルワー

ク並びに生活支援に関する高度の専門知識と技術及び実践力を有する人材の養成 

・医療福祉学専攻博士後期課程：様々な支援の具体的な実践と学術的分析により、

医療福祉における理念を探求し、その体系化を目指すための高度な研究能力と指

導力を有する人材の養成 

・臨床心理学専攻修士課程：広い範囲に及ぶ臨床心理査定・介入並びにカウンセリ

ング技法等を駆使する高度な職業人としての臨床心理士の養成 

・臨床心理学専攻博士後期課程：豊富な臨床経験を積むことで臨床家としての実践

力を高めるとともに、様々な心理学的手法を用い「こころ」の問題を探求するこ

とにより、優れた臨床心理学の専門家の養成 

・保健看護学専攻修士課程：健康問題の解決をめざす「支援活動」としての保健・

看護ケアを、サイエンスとして、アートとして探究することにより、人間性豊か

な専門職業人の養成 

・保健看護学専攻博士後期課程：人間の尊厳を基盤において、保健・看護ケアを理

念、知識、技術のいずれの次元からも探究することにより、次世代に伝える保健・

看護学の構築に貢献できる人材の養成 

これらの研究科及び各専攻の目的については、川崎医療福祉大学大学院研究科等の

目的に関する規程に明記している。 

また、学位授与状況(大学ﾃﾞｰﾀ集(表 9))から見て、適切に設定されているといえる。
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医療福祉学専攻、臨床心理学専攻の修了生は、その多くが医療、福祉領域の専門職と

して活躍している。保健看護学専攻の助産学コースにおいて、修了生の助産師国家試

験の合格率が、2012(平成 24)年度から３年間続けて 100％合格という結果を残してい

る。このように、修了後の進路においても各専攻の教育目的の適切性が表れている。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科では、教育理念を「主として知の伝達を目的として、それぞれの分野にお

ける高度な専門知識・技能を持つとともに、幅広い人間性と見識を持った高度専門職

業人の育成と、主として知の創造を目的とする研究者・教育者の育成を目指す。」と

定めている。また、目的を「各専攻の高度な専門知識・技能を有するとともに、豊か

な人間性と幅広い学問的識見を有する高度専門職業人の養成と、高度な専門的理論と

技術を基礎としてその進歩発展に寄与する知の創造を目的とする教育者・研究者の養

成」と定めている。本研究科の各専攻においても、研究科の教育理念・目的に基づき、

専攻ごとの目的を以下のとおり定め、教育を行っている(資料 1-8 第 4,5 条) 。 

・感覚矯正学専攻修士課程：視覚、聴覚、言語及び嚥下機能の低下及び器質的障害

についての高度な理論及び訓練法等の技術を有する人材の養成 

・感覚矯正学専攻博士後期課程：視覚、聴覚、言語及び嚥下機能の低下及び器質的

障害について理論及び改善技術について高度な研究能力を有する人材の養成 

・健康体育学専攻修士課程：健康学・体育学・医学を融合した高度な健康体育学を

身に付け、健康体育の実践と指導のできる人材の養成 

・臨床栄養学専攻修士課程：健康の維持増進、疾病の予防と治療にかかわる臨床栄

養学の高度な知識と技術を有する人材の養成 

・健康科学専攻博士後期課程：運動科学、栄養学、保健学を融合した健康科学を構

築し、その高度な理論と技術を有するとともにその進歩発展に寄与する研究能力

を有する人材の養成 

・リハビリテーション学専攻修士課程：学究的能力を涵養し、高度な理論と技術を

もってリハビリテーション学の深化に貢献できる人材の養成 

・リハビリテーション学専攻博士後期課程：リハビリテーション学の研究を深化し、

より高度な学術の進歩発展に寄与する研究能力を備えた人材の養成 

・臨床工学専攻修士課程：臨床工学分野における高度な専門知識をもった高度専門

職業人と教育・研究者の育成 

・臨床工学専攻博士後期課程：臨床工学分野において高度な専門知識を有するとと

もに教育・研究活動が自律的に行える臨床工学分野の専門家の育成 

 これらの研究科及び各専攻の目的については、川崎医療福祉大学大学院研究科等の

目的に関する規程に明記している。 

また、学位授与状況(大学ﾃﾞｰﾀ集(表 9))、就職実績(資料 1-13)等から見て、本研究

科の教育理念・目的及び各専攻の目的は、適切に設定されているといえる。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

本研究科では、教育理念を、「医療・福祉施設の効率的かつ適正な運営の実践とヒト、
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モノ、カネ、情報、環境等の経営資源に関する諸専門領域を融合するという新しい発

想に基づく医療福祉マネジメント学の確立を目指すとともに、倫理性、文化性、科学

性を身に付けた医療福祉分野の専門家を養成する」と定めている。また、目的を「医

療福祉分野のマネジメントに関する経営学、秘書学、デザイン学、情報学等の卓越し

た専門知識や技術を陶冶するとともに、こうした学際的領域を総合的視野に立って研

究し、良質で安全なサービスを適切かつ持続的に提供するという、医療福祉分野に課

せられた社会的責任を遂行するために必要な高度なマネジメント能力を備えた専門家

の養成」と定めている。本研究科の各専攻においても、研究科の教育理念・目的に基

づき、専攻ごとの目的を以下のとおり定め、教育を行っている(資料 1-8 第 6,7 条) 。 

・医療福祉経営学専攻修士課程：医療福祉分野の経営管理に関する学際的な研究を

行い、「持続性」に裏打ちされた適切な医療福祉サービス提供のために必要とされ

る高度なマネジメント能力を備えた専門家の養成 

・医療秘書学専攻修士課程：医療福祉分野の医療秘書に関する学際的研究を行い、

適切な医療サービスの提供のために必要とされる高度な「補佐機能」を備えた専門

家の養成 

・医療福祉デザイン学専攻修士課程：意匠的・人間工学的・生理的・心理的な知識・

技術を駆使した高度な問題発見能力や問題解決能力を備え、デザインによる医療

福祉の質的向上に貢献できるデザイナーの養成 

・医療情報学専攻修士課程：情報通信技術に関する高度な専門知識と技術を有する

医療福祉情報分野の学際的情報技術者の養成 

・医療情報学専攻博士後期課程：医療情報通信技術に関する高度な専門知識と技術

を有し、その進歩発展に寄与する研究能力を有する人材の養成 

これらの研究科及び各専攻の目的については、川崎医療福祉大学大学院研究科等の

目的に関する規程に明記している。 

また、学位授与状況(大学ﾃﾞｰﾀ集(表 9))から見て、本研究科の教育理念・目的及び

各専攻の目的は、適切に設定されているといえる。 

 

(2) 大学・学部・研究科等の理念・目的が、大学構成員（教職員および学生）に周知さ

れ、社会に公表されているか。 

<1> 大学全体 

本学の理念・目的は、大学構成員に対しては、学生便覧、大学院要覧及び大学案内、

ホームページ等を中心的な媒体として周知している。  

教職員に対しては、年度初めの全学教員会(資料 1-14)で周知徹底を図っている。学

生に対しては、入学宣誓式や新入生オリエンテーション等の場において、学長、副学

長ほか役職者が本学の理念・目的について直接語ることにより、周知している。  

教職員・学生用ポータルサイト(資料 1-15,1-16)では、理念・目的をはじめ、規程
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等必要な条文の閲覧、ダウンロードが可能である。学内には、学生ラウンジのあるメ

インフロアに大型ディスプレイを設置し、理念・目的を常時表示しているほか、学内

各階に設置した学科ごとの展示ブースにも同様に掲示することによって、学生の目に

触れる機会を多くしている。  

受験生を含む社会一般に対しては、ホームページ、大学案内を中心的な媒体として、

本学の理念・目的を公表している。  

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部における教育理念・目的及び各学科の目的については、ホームページを中心

として大学構成員に周知するとともに社会に公表している(資料 1-3,1-4)。学科ごと

には展示ブースに常時掲示し、学生の目に触れるようにしている。さらに、年度初め

の新入生オリエンテーション、学科ガイダンス、臨床実習開始式等でも周知している。 

本学部独自の取組として、医療福祉学科では、１年次生を対象に基礎ゼミナール(少

人数、10 人程度のクラスを複数の基礎ゼミ担当教員が担当)を開講しており、約 10 年

前から、「基礎ゼミナールガイドブック」を発行し、１年次生及び学科の教員全員に配

付している。このガイドブックの冒頭に、建学の理念(川崎学園創設の理念)等と併せ

て、学科の理念・目的・教育目標の一覧表を掲載しており、基礎ゼミナールの初頭で

これらを１年次生に示している。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部においても、教育理念・目的及び各学科の目的は、ホームページを中心とし

て大学構成員に周知するとともに社会に公表している(資料 1-3,1-4)。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

他の２学部と同様に、本学部においても学部の教育理念・目的及び各学科の目的は、

ホームページを中心として、大学構成員に周知するとともに社会に公表している(資料

1-3,1-4) 。 

 本学部独自の取組として､医療福祉経営学科及び医療秘書学科では 2005(平成 17)年

の発足以来、初年次教育としての基礎ゼミに力を入れており、その中で本学並びに各

学科の理念・目的についての周知を図っている。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科において、研究科の教育理念・目的及び各専攻の目的は、ホームページを

中心として大学構成員に周知し、社会に公表している(資料 1-4)。 

学生に対しては、年度初めの新入生オリエンテーション、専攻ガイダンス等でも周

知している。 

本研究科独自の取組として、医療福祉学専攻では、専攻独自の「大学院ガイドブッ

ク」を作成し、本専攻の大学院生、教員に加え、学外の関係領域の研究者等に広く配布
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している。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科においても、研究科の教育理念・目的及び各専攻の目的は、ホームページ

を中心として大学構成員に周知し、社会に公表している(資料 1-4)。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 他の２研究科と同様に、本研究科においても、研究科の教育理念・目的及び各専攻

の目的は、ホームページを中心として大学構成員に周知し、社会に公表している(資料

1-4)。 

 本研究科独自の取組として､医療秘書学専攻と医療福祉デザイン学専攻は、現在我が

国で唯一の医療秘書及び医療福祉デザインに関する大学院教育を行っている。医療秘

書学専攻では、専攻独自のリーフレットを作成し、オープンキャンパスや専門学会等

の機会に配布し、理念・目的の周知に努めている。 

 

(3) 大学・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っている

か。 

<1> 大学全体 

本学では、大学の理念・目的に沿った大学全体の単年度計画を年度初めに設定し、

教育・研究活動を含めた大学全般の諸活動について、それぞれの重点目標を定め事業

計画書(資料 1-17)を作成することとしている。その内容は、大学運営委員会で審議し

た後、毎年４月初めに開催する全学教員会で全教職員に周知することとしている。ま

た、年度末には、その達成状況を事業実績書(資料 1-18)にまとめ、検証を行っている。 

 学部及び大学院研究科においては、年度初めに各学科・専攻で理念・目的にのっと

った教育方針を定め大学全体の事業計画書(資料 1-17)に反映させている。毎年度末に

は１年間の実績を教育成果としてまとめ、目標に沿った教育研究の達成度を検証して

いる。さらに、教育方針、教育成果については、学報(資料 1-19)に掲載し、全教員に

配付している。 

 その他に、毎年度の事業計画書、事業実績書の内容を再度検証し、自己点検・評価

委員会を中心として、隔年で自己点検・評価報告書を作成している(資料 1-20)。 

 本学の理念・目的の適切性を客観的に検証するために、自己点検・評価報告書を作

成した翌年には外部有識者及び本学卒業生、実習先である川崎医科大学学長、川崎医

科大学附属病院長等を含む外部評価委員を委嘱し、定期的に「総合外部評価」を実施

することとしている。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部の理念・目的は、毎年度末の教育成果作成、隔年の自己点検・評価報告書作

成の際にも検証が行われている。加えて、カリキュラム改正及びシラバス内容の見直

しを行う際に、理念・目的の適切性について定期的に検証している。なお、就職状況(資
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料 1-11)、在学生の休・退学状況等(資料 1-21)も、各学科会議の場で随時報告され、

理念・目的の適切性についての間接的な情報として参照されている。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部の理念・目的は、毎年度末の教育成果作成、隔年の自己点検・評価報告書作

成の際にも検証が行われている。加えて、カリキュラム改正及びシラバス内容の見直

しを行う際に、理念・目的の適切性について定期的に検証している。なお、就職状況(資

料 1-11)、在学生の休・退学状況等(資料 1-21)も、各学科会議の場で随時報告され、

理念・目的の適切性についての間接的な情報として参照されている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

本学部の理念・目的は、毎年度末の教育成果作成、隔年の自己点検・評価報告書作

成の際にも検証が行われている。加えて、カリキュラム改正及びシラバス内容の見直

しを行う際に、理念・目的の適切性について定期的に検証している。なお、就職状況(資

料 1-11)、在学生の休・退学状況等(資料 1-21)も、各学科会議の場で随時報告され、

理念・目的の適切性についての間接的な情報として参照されている。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科の理念・目的は、各専攻においても、毎年度末に教育成果をまとめ、理念・

目的の適切性を確認し公表している。また、各専攻での中間発表会や修士・博士論文

報告会においても、研究計画及び成果の検討を通して、理念・目的の適切性に対する

認識が共有されている。 

本研究科の特徴的な取組として、臨床心理学専攻においては、臨床心理士養成の第

１種指定校に指定されているため、日本臨床心理士資格認定協会の監査を定期的に受

け、第１種指定を継続している。 

 

（イ）医療技術学研究科 

 本研究科の理念・目的は、各専攻においても、毎年度末に、教育成果をまとめ、理

念・目的の適切性を確認し公表している。また、各専攻での中間発表会や修士・博士

論文報告会においても、研究計画及び成果の検討を通して、理念・目的の適切性に対

する認識が共有されている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

本研究科の理念・目的は、各専攻においても、毎年度末に、教育成果をまとめ、理

念・目的の適切性を確認し公表している。また、各専攻での中間発表会や修士・博士

論文報告会においても、研究計画及び成果の検討を通して、理念・目的の適切性に対

する認識が共有されている。 
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２．点検・評価 

●基準１の充足状況 

本学において大学・学部・研究科等の理念・目的は適切に設定されており、大学構

成員及び社会に対して周知・公表している。その周知度を客観的に確認・検証する仕

組みは構築されていないものの、適切性についての定期的な検証は行っていることか

ら、同基準を充足している。 

 

① 効果が上がっている事項 

<1> 大学全体 

本学の理念・目的の適切性は、国家試験の合格率や医療、福祉機関への就職率の高

さからも示され、医療と福祉の両分野にまたがる高い知識、優れた技能を持った、社

会の要請に応え得る人材を育成することができている。また、学生は、教育資源とし

ての医療福祉現場における実習を通して、本学の理念・目的の適切性を実感すること

ができる(資料1-10,1-11)。  

また、理念・目的の意味を学生自らが考え、周知・浸透させるために、2014(平成26)

年度から基礎教育科目に「医療と福祉」を設定した。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部における各学科では、本学の理念・目的に沿った教育がなされており、資格

取得や就職状況についても問題なく、卒業後も医療福祉関係の様々な分野で活躍して

いる(資料 1-10,1-11)。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部における各学科では、本学の理念・目的に沿った教育がなされており、資格

取得や就職状況においても良い結果を残しており、卒業後も医療技術関係の様々な分

野で活躍している(資料1-10,1-11)。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

本学部における各学科では、本学の理念・目的に沿った教育がなされており、就職

状況などにおいて高い水準を維持しており、医療福祉マネジメント関係の様々な分野

で活躍している(資料 1-11) 。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科における各専攻では、本学の理念・目的に沿った教育・研究がなされてお

り、修了生は医療福祉分野を中心に専門職(臨床心理士、養護教諭(専修)や助産師など)

として活躍している(資料 1-13)。 

 

（イ）医療技術学研究科 
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本研究科における各専攻では、本学の理念・目的に沿った教育・研究がなされてお

り、修了生は医療技術分野における教員や専門職等として採用され活躍している(資料

1-13)。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

本研究科における各専攻では、理念・目的に沿った教育・研究がなされており、修

了生は医療福祉マネジメント関係の様々な分野における専門職(本学並びに学外での

教育・研究職を含む)として採用され活躍している(資料 1-13)。 

 

② 改善すべき事項 

<1> 大学全体 

大学全体の理念・目的の検証については、事業実績書、教育成果等にまとめること

で実施しているが、それらの周知の程度が不明であり、必ずしも明確に検証がなされ

ているとは言えない。 

 

<2> 全 学 部 

 全学部とも大学全体で述べたとおり、理念・目的の周知はできていると考えるが、

それらに対する学生の理解度及び周知方法の有効性について検証するまでには至って

いない。 

 

<3> 大学院全研究科 

全研究科とも大学全体と同様に、各専攻の理念や目的の周知はできていると考える

が、実際にどの程度まで大学院生が理解しているのか、また周知方法は有効に機能し

ているのかについて十分な点検を行っているとは言えない。 

 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

<1> 大学全体 

本学の理念・目的の適切性の根拠となる国家試験合格率、就職率のアップに全学を

挙げて取り組むとともに、「医療福祉」領域の実習施設との連携の強化、実習環境を整

えることで、充実した実習内容とする。 

なお、今後も「総合外部評価」を継続して実施し、本学の理念・目的の適切性の検

証の目安としたい。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部では、今後も本学の理念・目的に沿った教育を維持していく。具体的には、

国家試験及び認定試験の合格状況や就職状況の解析結果を全教員が共有して次年度の



 

13 

 

学生相談・指導に役立てる。また、各学科のオリジナルホームページを充実させ、受

験生を含む社会一般に対して学科の理念や目的を的確かつ分かりやすく伝達できるよ

う表現方法を工夫する。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部では、今後も本学の理念・目的に沿った教育を維持していく。本学部では、

主に国家資格を有する専門職業人を育成しており、高い合格率を達成している(資料

1-10)。今後は、様々な実習施設とより一層の関係強化を図り、学生にとってより良い

環境整備に努め、理念・目的を更に徹底し、学生のモチベーションを上げていく。  

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

本学部では、今後も本学の理念・目的に沿った教育を維持していく。具体的には、

卒業生を招いての講演や実習先との意見交換の機会を通じた連携とニーズ把握により、

医療の実態に即した教育理念・目的・目標が継続できるよう努める。在学生に対して

は、医療福祉の専門職に求められる専門知識や資格に対する認識を高めるための指導

や教育を、ガイダンスや必修授業などの機会を利用して繰り返し実施する。また、各

学科のオリジナルホームページを充実させ、より一層本学構成員のみならず受験生を

含む社会一般にとって親しみやすく分かりやすい内容へと発展させる。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科の各専攻では、専攻ガイダンス等を通じて更なる理念・目的の周知徹底を

図り、高い就職率、国家試験合格率を維持し、高度な専門性を有する医療、福祉分野

における臨床職業人及び研究者を養成していく。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科修了後、大学教育や研究に携わる有能な人材を輩出してきている。特に、

本学の理念や目的、教育目標を理解している人材を採用することにより、それらに基

づいた教育・研究指導を一層充実させる。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 本研究科修了後、大学教育や研究に携わる有能な人材を輩出してきている。特に、

本学の理念や目的、教育目標を理解している人材を採用することにより、それらに基

づいた教育・研究指導を一層充実させる。 

 

② 改善すべき事項 

<1> 大学全体 

大学全体の理念・目的の検証については、検証方法をより明確にする。具体的には、

2015(平成 27)年度には、「学報」の原稿作成作業そのものが、教育方針とそれに対す

る教育成果を点検・評価し、理念・目的の適切性を検証する基盤となるよう、項目や
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記述方法を変更した。今後はその後の検証体制を強化する。そのほかに、2013(平成

25)年度から実施している本学独自の「総合外部評価」を継続し、外部評価委員による

客観的な検証が行われることにより、理念・目的の適切性を確認する仕組みを確立す

る(資料 1-32)。 

 

<2> 全 学 部 

 全学部ともに大学全体と同様に、理念・目的に対する学生の理解度及び周知方法の

有効性について検証し、それらの周知徹底を推進する。具体的には、教員が学生に対

して理念・目的を一方的に伝達するのではなく、グループ討議などを通じて学生自身

にそれらの意味を考えさせて浸透させる。そうした活動を新入生オリエンテーション

や在学生ガイダンス等の機会において、更に繰り返すことで周知徹底を図る。それら

に基づいて各学科内の会議などで定期的に検証していく。 

 

<3> 大学院全研究科 

 全研究科において大学全体と同様に、各専攻の理念・目的に対する大学院生の理解

度及び周知方法の有効性について検証し、それらの周知徹底を推進する。具体的には、

グループ討議などを通じて大学院生自身が理念・目的の意味を考え、報告する機会を

設ける。そうした活動を専攻ガイダンス等の機会において、更に繰り返すことで周知

徹底を図る。それに基づいて各専攻内の会議などで定期的に検証していく。 

 

 

４．根 拠 資 料 

1-1: 学校法人川崎学園組織規程  

1-2: 平成 27 年度 学生便覧 

1-3: 2016 大学案内 

1-4: 本学ホームページ「建学の理念」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/01-01.php)  

1-5: 川崎医療福祉大学学則  

1-6: 川崎医療福祉大学学部等の目的に関する規程 

1-7: 川崎医療福祉大学大学院学則 

1-8: 川崎医療福祉大学大学院研究科等の目的に関する規程 

1-9: 川崎医療福祉大学大学運営委員会規程 

1-10: 平成 26 年度 国家試験及び認定試験等合格状況 

1-11: 平成 27 年３月卒業生 業種別就職状況 

1-12: 本学ホームページ「沿革」(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/01-03.php) 

1-13: 平成 27 年３月修了生 業種別就職状況 

1-14: 川崎医療福祉大学教員会規程 

1-15: 教職員専用ポータルサイト (https://gsweb.kawasaki-m.ac.jp/mw/) 

1-16: 学生用ポータルサイト (https://gsweb.kawasaki-m.ac.jp/mw/) 

1-17: 平成 27 年度 川崎医療福祉大学事業計画書 
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1-18: 平成 26 年度 川崎医療福祉大学事業実績書 

1-19: 川崎医療福祉大学学報 第 24 号 

1-20: 川崎医療福祉大学自己点検・評価委員会規程 

1-21: 平成 24～26 年度 退学・除籍状況一覧、休学状況一覧 
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第 2 章 教育研究組織 

 

１．現状の説明 

(1) 大学の学部・学科・研究科・専攻および附置研究所・センター等の教育研究組織

は、理念・目的に照らして適切なものであるか。 

少子・高齢化が進む現代、医療福祉を支える人材の社会的需要はますます高まり、

そのニーズも多様化してきている。本学は、それに対応するため、より専門的、人間

的で、かつ「質」の高いサポートを提供できる医療福祉・医療技術のスペシャリスト

の育成を目指している。 

本学の目的は、大学学則(資料2-1)第１条に「本学は教育基本法及び学校教育法に基

づき、医療と福祉の両分野にまたがる高い知識と優れた技能を併せ備えた有能にして

社会の要請に応え得る有為な人材を養成することを目的とする」と定めている。また、

大学院学則(資料2-2)第１条には、「川崎医療福祉大学大学院は、教育基本法及び学校

教育法に基づき、医療福祉の理論と実践についての高い知識と優れた技能を併せ備え

た有能にして社会の要請に応え得る有為な指導的人材を養成するとともに、医療・福

祉・健康の専門分野における学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて、

広く人類の福祉の増進と文化の進展に寄与することを目的とする」と定めている。さ

らに、本学の教育理念は、川崎学園創設の理念の下、「人類への奉仕のあり方を追求

し、より豊かな福祉社会の創造的担い手を育成する」ことである。 

本学の教育研究組織は、これらの教育理念・目的を実現するため、医療福祉関連専

門職を育成する総合大学として、現在３学部12学科並びに３研究科13専攻で構成して

おり(資料2-3 別記６)、いずれも大学及び大学院設置基準に基づき設置し、各法令要

件を満たして、適切に運営されている。開設以来の具体的な学部・学科の変遷は、次

のとおりである。 

本学は、医療と福祉を同時に体系的にとらえた教育研究を行い、幅広い知識・技術

と健全で豊かな人間性を育成することにより、将来の福祉社会を支えるべき人材の育

成を目的として、1991(平成３)年４月、医療福祉学部・医療技術学部の２学部６学科、

入学定員500名で開学した。医療福祉学部は、医学関係の知識を有し十分な福祉の専門

教育を受けた医療福祉の専門家を養成する医療福祉学科、臨床心理士を目指し、心の

問題を扱う臨床心理の専門職を養成する臨床心理学科の２学科で構成した。医療技術

学部は、医療の近代化にとって重要な地位を占める医療情報を扱う技術者を養成する

医療情報学科、視能訓練士や言語聴覚士を養成する感覚矯正学科、健康増進と体力づ

くりについて、医学に立脚した運動の指導者を養成する健康体育学科、治療食をはじ

め適切な食生活の指導・管理ができる臨床に強い管理栄養士を養成する臨床栄養学科

の４学科で構成した。 

その後、1995(平成７)年には、保健看護学科並びにリハビリテーション学科の２学

科を増設し、看護師・理学療法士・作業療法士等の医療職者の不足という国家的な緊

急課題に応えた。翌1996(平成８)年には、大学院修士課程を開設、医療福祉・医療技

術に関する学部・学科の専門教育課程を基礎として、更に高度な教育研究を進め、専
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門的職業人の養成と将来の教育者・指導者の育成を目指し、医療福祉学研究科２専攻

並びに医療技術学研究科４専攻を設け、教育研究の充実を図った。 

医療福祉学専攻には、遺伝カウンセリングコースと発達障害(TEACCH)コースを設け

て、社会の課題に応えている(資料2-4 p.4)。臨床心理学専攻では、医療・福祉施設な

どで、様々な心理的問題を抱える対象者に臨床心理査定・介入並びにカウンセリング

技法等を行う高度な専門職としての臨床心理士を養成している。1998(平成10)年には、

医療福祉教育・研究者の確保、実践科学としての学際性・体系性とそれを推進する研

究者の養成、高度に専門的な医療福祉従事者の養成という観点から、大学院に博士後

期課程を開設、２研究科に５専攻を設け、学問的深化を進めた。1999(平成11)年には、

大学院修士課程に保健看護学専攻など２専攻を増設した。2009(平成21)年から保健看

護学専攻では、助産学コースを設け助産師の養成を行っている。2000(平成12)年には、

保健・医療・福祉を取り巻く環境の変化に伴い、医療福祉関係の組織体におけるコー

ディネーター機能を果たし得る人材の育成や、医療福祉領域におけるデザイン思想の

具現化をする人材の育成を目的として、医療福祉マネジメント学科、医療福祉環境デ

ザイン学科(現在の医療福祉デザイン学科)を設置し、２学部10学科となった。2001(平

成13)年には、大学院博士後期課程にリハビリテーション学専攻を設置した。 

2005(平成17)年、既設の医療福祉学部・医療技術学部の２学部10学科のうち、医療

機関・福祉施設における企画・運営に携わり、サービス利用者にとってよりよい環境

を設計し、また、組織を効率的に維持・管理するためのスペシャリストを育成する学

科を集結・再編し、より体系的な専門教育を行う必要があると判断し、新たに医療福

祉マネジメント学部を開設、改組等により医療福祉経営学科、医療秘書学科など４学

科を配置し、３学部11学科となった。 

2006(平成18)年には、少子・高齢化傾向の拡大やグローバリゼーションの急速な進

展等、21世紀の変化の中で、主体的に対応し得る幅広い視野や総合的な判断力を持つ

人材育成を目的として、大学院博士後期課程に保健看護学専攻を設置した。また、

2007(平成19)年には、臨床工学技士を養成する臨床工学科を設置し、現在の３学部12

学科体制となった。さらには、2009(平成21)年に、大学院医療福祉マネジメント学研

究科を開設、2011(平成23)年には、大学院臨床工学専攻を設置、大学院も現在の３研

究科13専攻を擁するに至った(資料2-5)。2015(平成27)年度には、社会のニーズに応え

るために川崎医療短期大学からの改組を含めた大幅な教育研究組織の改編を計画して

おり、2017(平成29)年度設置を目指している。 

その他、学部・学科等の組織とは別に、教育研究組織として附属図書館(資料2-6)、

附属心理・教育相談室(資料2-7)、医療福祉研究センター、総合教育センター(資料2-8)、

教育研究支援センターなどを設置している。附属心理・教育相談室は、臨床心理士資

格取得のための大学院生の実習の場である。医療福祉研究センターは、本学における

研究が円滑に進行するよう支援している。2013(平成25)年度に新設した総合教育セン

ターは、基礎教育部門、語学教育部門、医学教育部門の３部門からなり、本学の共通

教育を横断的に担う役割を持ち、それぞれ全学的なカリキュラムや担当者の調整など

を行っている。語学教育部門は、英語のリメディアル教育の推進に向けて基礎的能力

の向上に取り組んでいる。教育研究支援センターは、能率的かつ効率的な教育研究の
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ための設備や機器の手配、調整を行っている。 

また、社会連携・社会貢献の窓口として、2015(平成27)年度に社会連携センターを

設置した(資料2-9)。なお、2015(平成27)年９月末には、川崎医療福祉資料館を閉館し、

実質的な組織運営を図った。 

このように、本学は医療福祉の総合大学として、開設以来25年間、一貫して医療福

祉の理念を実体化するために必要な教育研究組織及び体制の充実に努め、時代の変化

と社会の要請を常に意識しながら整備してきた。また、2015(平成27)年度には、大学

運営及び教育研究活動の質保証を明確にするための情報収集・分析・施作立案を行う

学長直轄の部門として、調査企画室を設置した(資料2-10)。 

以上のことから、本学の学部・学科・研究科・専攻等の教育研究組織は、全てその

理念・目的に基づいた編制となっており、有効に機能し適切なものであると言える。 

 

(2) 教育研究組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。 

教育研究組織の適切性の検証に当たっては、目的を達成するために必要な学部・学

科等の設置・改編・見直しについて、毎月定期的に学長・理事長が協議・検討し、必

要に応じて設置のための準備室等を組織して具体案を作成、大学運営委員会で適切性

について審議した後、学園理事会に諮っている。現在では学長の指示により必要な情

報を調査企画室が調整し提供している。本学では開設以来、社会の要請に応えるため、

度々学部・学科の充実・発展を図っており、その都度文部科学省と協議を重ねている。

また、国家資格対象の専門職養成学科では、監督官庁の指定基準監査を毎年定期的に

受審している。 

センター等の教育研究組織については、大学運営委員会や各学部教授会、大学院運

営委員会や大学院研究科委員会あるいは各種委員会等でそれぞれの運営等について随

時協議・検討している。また、毎年事業計画書(資料2-11)や事業実績書(資料2-12)に

より定期的に検証している。 

 

 

２．点検・評価 

●基準２の充足状況 

本学の学部・学科・研究科等の教育研究組織は、医療福祉の総合大学としての理念・

目的に照らして適切に設置されている。また、組織の適切性については定期的に検証

を行っていることから、基準を充足している。 

 

① 効果が上がっている事項 

調査企画室を設置したことにより、学長のガバナンスが実現でき、大学運営及び教

育研究の質保証が明確になった。 

 

② 改善すべき事項 

教育研究支援センターは教育及び研究に関する支援を行う部門であるが、教育支援

に特化した組織となっている。 
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３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

必要に応じてワーキンググループ(WG)を立ち上げ、相互に連携を取りながら調査企

画室の機能を高める。 

 

② 改善すべき事項 

教育研究支援センターを総合教育センターに統合し、教育研究支援部門を新設する

予定である。なお、研究のみを支援する部門は今後検討していく予定である。 

 

 

４．根 拠 資 料 

2-1:  川崎医療福祉大学学則(既出 資料1-5) 

2-2:  川崎医療福祉大学大学院学則(既出 資料 1-7) 

2-3:  学校法人川崎学園組織規程〔別記６〕川崎医療福祉大学組織図(既出 資料 1-1) 

2-4:  2016 大学院案内 

2-5:  本学ホームページ「沿革」(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/01-03.php)  

(既出 資料 1-12) 

2-6:  本学ホームページ「図書館」(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/library/) 

2-7:  本学ホームページ「心理・教育相談室」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/therapy/) 

2-8:  川崎医療福祉大学総合教育センター規程 

2-9:  川崎医療福祉大学社会連携センター規程 

2-10:  川崎医療福祉大学調査企画室規程 

2-11:  平成 27 年度 川崎医療福祉大学事業計画書(既出 資料 1-17) 

2-12:  平成 26 年度 川崎医療福祉大学事業実績(既出 資料 1-18) 

  

http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/library/
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第 3 章 教員・教員組織 

 

１．現状の説明 

(1) 大学として求める教員像および教員組織の編制方針を明確に定めているか。 

<1> 大学全体 

2015(平成 27)年度は大学として「求める教員像」及び「教員組織の編制方針」を明

文化し、学内外へ公表する計画であったが、教員評価基準と並行し検討する必要があ

ると考え、実行に及んでいない。しかしながら、本学の理念・目的及び「医療福祉」

の概念を理解し、共有する意欲がある教員を求めるとともに、学校教育法第９章(大学)、

大学設置基準第３章(教員組織)、大学院設置基準第３章(教員組織)や各資格養成に関

わる指定規則等(以下「指定規則」という。)の関連法令を遵守するという全学的了解

の下に、必要な教員を配置している。各学部・学科の「教育課程の編成・実施方針(カ

リキュラム・ポリシー)」を踏まえ、科目の分野ごとに必要な教員を職位に偏りなく充

当できるような人員配置のマップ作りに向けて、調査企画室で検討することとしてい

る。 

学部・学科並びに研究科・専攻に所属する教員は、それぞれの専門分野に精通した

人材で編制されている。また、教員に求める能力・資質等は教員選考規程(資料 3-1)

第２条に明示した上で、教員選考基準(資料 3-2)を設け、教授、准教授、講師、助教

の資格を明確に規定している。また、大学院教員については、大学院教員任用規程(資

料 3-3)に担当教員の資格を規定している。 

教員構成については、大学学則(資料 3-4 p.1102)第５条に規定し、大学院について

は、大学院学則(資料 3-5 p.1142)第５条に定めている。 

本学では、職務制度規程(資料 3-6)を設け、組織的な教育の実施に必要な役割分担

や責任の所在を明確にしている。大学運営に関する重要事項は、大学運営委員会(資料

3-7)で審議される。その決定事項に基づいて、学科長・専攻主任会議(資料 3-8)で学

科間・専攻間の調整協議が行われる。大学院教員の職制については、大学院教員任用

規程(資料 3-3)において指導教員と指導教員補佐に分けている。教員の選考に関する

事項については、人事委員会、大学運営委員会において審議している(資料 3-9)。効

果的な教員の組織的連携体制構築のために、教員会規程(資料 3-10)を設け、大学の教

育研究に関する決定事項について全教員に徹底し、大学運営の一層の円滑化を図って

いる。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

学部の理念・目的及び学科の理念・目的に基づき、大学設置基準第 13 条(専任教員

数)に定められた、各学科に必要な数を上回る教員を配置している(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表

2))。さらに、学校教育法第 92 条(学長、教授その他の職員)、大学設置基準第４章(教

員の資格)に準じて、教員を採用している。 

臨床心理学科では、2015(平成 27)年度から、精神保健福祉士の養成課程を設置した
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ことに伴い、精神保健福祉士の有資格の教員を配置した。 

保健看護学科においては、保健師助産師看護師学校養成所指定規則に定められた、

看護師養成課程の専門基礎分野、専門分野(基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小

児看護学、母性看護学、精神看護学)、統合分野(在宅看護、がん看護、重症救急看護)

等、看護師国家試験受験資格要件となる教員を配置している。同様に保健師国家試験

受験資格要件を満たす公衆衛生看護学の教員、並びに養護教諭一種免許状付与に必要

な教員を組織している。 

 

（イ）医療技術学部 

医療技術学部は、大学設置基準第 13 条(専任教員数)に基づき、教員組織を編制して

いる。医療技術学部の目的は、医療・保健・福祉の分野で安全で質の高い医療技術が

提供できる専門職業人を養成することである。目的を達成するために各学科に必要な

数を上回る教員を配置し(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2))、学校教育法第 92 条(学長、教授その

他の職員)、大学設置基準第４章(教員の資格)に準じ、教員を採用している。 

感覚矯正学科、臨床栄養学科、リハビリテーション学科、臨床工学科の教員配置は、

それぞれ指定規則の規定を満たし、各学科で取得できる国家資格を有する教員を必須

とし、各分野の専門の教員を配置している。健康体育学科にあっては、医学分野、生

理学分野、体育実技分野、教育分野などの専門の教員を配置している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 学部の理念を担う教員として、医療福祉に関連する分野に精通した教育や研究、そ

して医療福祉分野への社会的貢献を行い得ることが重要であり、大学設置基準第 13

条(専任教員数)に基づき、各学科に必要な数を上回る教員を配置している(大学基礎ﾃﾞ

ｰﾀ(表 2))。その編制方針については、学校教育法第 92 条(学長、教授その他の職員)、

大学設置基準第４章(教員の資格)等を考慮している。なお、医療秘書学科及び医療情

報学科においては、診療情報管理士資格等に対応する資格の取得に必要な教員を配置

している。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科の教育理念に基づいて、大学院設置基準、大学院教員任用規程にのっとり、

教員組織を編制している。本研究科では、WHO の提唱モデルをもとに講ずることので

きる教員体制を組んでいる。具体的には、医療と福祉の統合を理念とし、深い人間観

と高度な専門性を備えた福祉分野のリーダー、臨床心理及び保健看護のスペシャリス

トの育成を目指すとともにこれらの分野の教育・研究者の養成を目的として編制して

いる。また、臨床心理学専攻では、日本臨床心理士資格認定協会が定める第１種指定

要件に従い、教員組織を編制している。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科は、大学院設置基準、大学院教員任用規程にのっとり教員組織を編制して
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いる。各専攻は、これらの人材育成に適した教員組織を編制している。具体的には、

教育目的に沿った専門職業人を養成するために、医療技術分野における感覚矯正学、

健康体育学、臨床栄養学、リハビリテーション学、臨床工学、健康科学等の高度な専

門知識・技術を備えた多様な教員を配置している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 本研究科の教育理念に基づいて、各専攻においても、この理念に即した教員組織の

編制を念頭に置いている。本学全体の方針に沿うものとして、大学院設置基準、大学

院教員任用規程にのっとり、教員編制を行っている。具体的には、教育目的に沿った

専門家を養成するために、医療福祉分野のマネジメントに関する経営学、秘書学、デ

ザイン学、情報学等の高度な専門知識・技術を備えた多様な教員で編制している。  

 

(2) 学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。 

<1> 大学全体  

学校教育法第 92 条や大学設置基準第３章(教員組織)、大学院設置基準第３章(教員

組織)等の関連法令や指定規則を遵守し、本学が「求める教員像」に合致した教員を採

用するという編制方針を念頭に教員組織の整備を行っている。大学全体の専任教員は、

各学部・研究科それぞれの専門分野に精通し、必要な資格を有する教員組織が整備さ

れており、261 名配置されている(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2))。また、教員の年齢構成につい

ては、５歳区分の構成比率で見ると、1.1～13.8％となっており、年代ごとにバランス

よく分布している(大学ﾃﾞｰﾀ集(表 2))。 

教員組織の整備については、採用時に授業科目と担当教員の適合性を確認し、人事

委員会が教員選考基準と照合・審議し、判断している。また、教員の昇任についても、

各学科内で各教員の研究業績と教育実績(資料 3-11)を勘案して、人事委員会で審議し

ている。非常勤講師についても、非常勤教員に関する規程(資料 3-12)を設け、各学科

長、各大学院専攻主任の推薦により、授業科目と担当教員の適合性を確認した上で選

考し、大学運営委員会、並びに学長の承認を経て理事長が任命することとなっている。 

 大学院担当教員については、修士課程及び博士後期課程それぞれの資格を明確に定

め、大学院教員任用規程に明記しており、各研究科において、その担当する専門分野

に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者を配置している。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部の教員組織は、各学科の教育課程にふさわしく適切に整備されている。授業

科目と担当教員の配置については、各学科長を中心にした学科会議で判断・調整して

いる。各学科長は、必要な教員組織を整備するために、学長と相談の上、人事委員会

に上申している。本学部の専任教員数は、教授 33 名、准教授 18 名、講師 33 名、助教

8 名の合計 92 名である。年齢構成は、66 歳以上 7 名、61～65 歳 8 名、51～60 歳 26

名、41～50 歳 24 名、31～40 歳 24 名、30 歳以下 3 名である(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2), 大

学ﾃﾞｰﾀ集(表 2))。 
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医療福祉学科の専任教員は、総計 37 名であり、大学設置基準上必要な教員数 10 名

を満たしている。その構成は、教授 12 名、准教授 10 名、講師 11 名、助教 4 名で、社

会福祉士介護福祉士学校指定規則及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則の条件

を満たす教員を配している。そのうち社会福祉士有資格者は 13 名、精神保健福祉士有資

格者は 4 名である。 

臨床心理学科の専任教員は、総計 21 名であり、大学設置基準上必要な教員数 9 名を

満たしている。また、その構成は、教授 8 名、准教授 4 名、講師 7 名、助教 2 名である。 

保健看護学科の専任教員は教授 13 名、准教授４名、講師 15 名、助教２名の計 34

名で、大学設置基準上必要な教員数 13 名を満たしている。看護学専門教員は 26 名で

あり、全員が看護師の資格を持っている。保健師助産師看護師学校養成所指定規則と、

教員免許法に規定された養護教諭一種免許状取得に必要な単位数と科目に応じた教員

組織で構成している。看護師有資格者は保健師助産師看護師学校養成所指定規則に定

める「８名以上」を超える 26 名、保健師有資格者は同指定規則に定める「３名以上」

を超える９名、助産師有資格者は６名である。また、専任教員とは別に、看護実習助

手を４名配置している。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部は、各学科の教育課程にふさわしい教員組織を適切に整備している。各学科

は、医療技術に関わる教員を全分野に渡り、バランスよく配置している。本学部の専

任教員数は、教授 50 名、准教授 18 名、講師 25 名、助教 24 名の合計 117 名である。

大学設置基準上の必要専任教員数は 55 名であり、2.1 倍の教員を有している。年齢構

成は、66 歳以上４名、61～65 歳 19 名、51～60 歳 24 名、41～50 歳 27 名、31～40 歳 3

4 名、30 歳以下９名であり、特定の範囲の年齢層に偏らないように配慮してきている

(大学基礎ﾃﾞｰﾀ (表 2),大学ﾃﾞｰﾀ集(表 2))。 

感覚矯正学科は、大学設置基準上必要な専任教員数 15 名を超える 25 名を配置し、

教授 13 名、准教授１名、講師６名、助教５名で教員組織を整えている。視能学及び言

語聴覚学の各分野を担当できる有資格者として、視能訓練士学校養成所指定規則に定

める「視能訓練士３名以上」を満たす６名の視能訓練士、言語聴覚士学校養成所指定

規則に定める「言語聴覚士３名以上」を超える９名の言語聴覚士を配置し、演習及び

実習の指導が十分に行われるように教員組織を整えている。 

健康体育学科は、大学設置基準上必要な専任教員数８名を超える 21 名の教員を配置

し、教授９名、准教授４名、講師６名、助教２名で教員組織を整えている。そのうち、

健康運動指導士は２名である。同時に保健体育科教員養成施設の指定基準を満たす教

員を配置している。 

臨床栄養学科は、大学設置基準上必要な専任教員数８名を上回る 21 名を配置し、教

授 12 名、准教授３名、講師１名、助教５名で教員組織を整えている。同時に管理栄養

士学校指定規則の指定基準を満たす医師を２名、管理栄養士を 14 名配置している。 

リハビリテーション学科は、大学設置基準上必要な教員数 16 名を上回る 30 名の教

員を配置し、教授 10 名、准教授６名、講師６名、助教８名で構成しており、教育課程

にふさわしい教員組織といえる。そのうち理学療法士及び作業療法士は、理学療法士
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作業療法士学校養成施設指定規則に定める「６名以上」をそれぞれ超え、理学療法士

13 名、作業療法士 12 名である。 

臨床工学科では、大学設置基準上必要な専任教員数８名に対し 20 名の教員を配置し、

教授６名、准教授４名、講師６名、助教４名で教員組織を整えている。専門科目の構

成割合に応じて、医学系教員５名、工学系教員７名、臨床工学系教員８名を擁してお

り、バランスの良い人員配置となっている。そのうち、医師は４名、臨床工学技士は

８名で、臨床工学技士学校養成所指定規則を満たしている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 本学部の教員組織は、各学科の教育課程にふさわしく適切に整備されている。本学

部の専任教員数は、教授 24 名、准教授 9 名、講師 15 名、助教４名の合計 52 名である。

大学設置基準上の必要専任教員数は 32 名であることから、その 1.6 倍の教員を有して

いる。年齢構成は、66 歳以上６名、61～65 歳５名、51～60 歳 19 名、41～50 歳７名、

31～40 歳 13 名、30 歳以下２名である(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2), 大学ﾃﾞｰﾀ集(表 2))。 

本学部では、各学科がその教育目的を達成するため、各分野においてそれぞれの専

門性を踏まえ、必要とされる分野では資格を有する専任教員を適切に配置している。 

教員構成は、医療福祉経営学科は教授５名、准教授２名、講師６名の計 13 名、医療

秘書学科は教授６名、准教授４名、講師４名、助教１名の計 15 名、医療福祉デザイン

学科は教授７名、准教授２名、講師１名、助教 1 名の計 11 名、医療情報学科は教授６

名、准教授１名、講師４名、助教２名の計 13 名である。大学設置基準上の必要専任教

員数は４学科とも８名(うち教授４名)であり、いずれの学科も必要数を十分満たして

いる。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科では、各専攻の教育課程に必要となる資格を有した専任教員を適正に配置

している。修士課程の専任教員数は 52 名(うち教授 32)、博士後期課程の専任教員数

は 26 名(うち教授 26 名)となっている(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2))。 

医療福祉学専攻においては、大学院設置基準上必要となる専任教員数を満たしてい

る。修士課程に設置している遺伝コースでは２名、発達障害(TEACCH)コースでは３名

の専門分野の教員が配置されており、各コースの大学院生に高度な専門的教育研究を

提供している。 

臨床心理学専攻では、大学設置基準上必要な教員数６名を満たしている。また、修

士課程は、臨床心理士資格認定の第 1 種校に指定されているため、その要件に従った

教員を配置し、適正な教育がなされている。 

保健看護学専攻においては、修士課程の専任教員数は大学院設置基準上必要となる

専任教員数を満たしている。修士課程に設置している助産学コースでは、保健師助産

師看護師学校養成所指定規則に定められた基準を上回る４名の助産師有資格の教員を

配置し、高度な専門的教育研究を提供している。また、がん看護学コース(2014(平成

26)年度よりがん看護専門看護師養成教育課程として認定)については、がん看護学担
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当教員として２名の教員を配置している。 

   

（イ）医療技術学研究科 

本研究科は、それぞれの分野で高い知識と見識とを兼ね備えた教育課程にふさわし

い教員組織を整備している。また、各専攻の教育課程に必要となる資格を有した専任

教員を配置している。全体の専任教員数は、修士課程 66 名(うち教授 42 名)、博士後

期課程 42 名(うち教授 35 名)となっている(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表２))。 

感覚矯正学専攻、リハビリテーション学専攻、臨床工学専攻においては、修士課程、

博士後期課程とも大学院設置基準上必要となる専任教員数を満たしている。 

健康科学専攻は、臨床栄養学と健康体育学の両分野を統合した専攻から構成され、

より専門性の高い教育研究を目的として１つの博士後期課程となっている。臨床栄養

学専攻、健康体育学専攻の専任教員数も、大学院設置基準を満たしている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

本研究科の各専攻は、独自の教育目的・目標を持つが、いずれも高い専門性を備え、

その達成に寄与する教員により編制されている。 

本研究科修士課程の専任教員数は、33 名(うち教授 26 名)となっており、各専攻に

おいて、いずれも大学院設置基準上必要となる専任教員数を配置している。 

医療情報学専攻のみ博士後期課程を有しており、大学院設置基準上必要となる専任

教員数７名(うち教授３名)に対し、７名(全て教授)の専任教員を配置している(大学基

礎ﾃﾞｰﾀ(表 2), 大学ﾃﾞｰﾀ集(表 2))。 

 

(3) 教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。 

<1> 大学全体 

 本学の教員選考については、学部・大学院教員それぞれの資格、選考基準を明文化

し、規定にのっとって、適切に行っている。 

 学部教員の採用及び昇任は、教員選考規程に従い、人格、健康、教育研究上の経歴、

教育研究上の業績若しくは能力等について選考することとしており、その基準は教員

選考基準に職制ごとに資格を定め明記している。 

 各学科において、退職、転任により欠員が生じた場合又は増員が必要と認められた

場合に、学科長は、教育研究上の能力、業績が学科の必要とする授業科目に一致する

者を採用又は昇任の学科候補者として推薦し、学長に上申する。採用の場合、学長が

あらかじめ面接し、本学の教員としてふさわしいと判断された者について、人事委員

会、大学運営委員会に諮り候補者を決定する。その後、任命権者である理事長に上申

し、最終的に決定される。昇任は、学科長の推薦・上申を受け、学長が必要と認めた

場合は、同様に人事委員会、学部教授会で審議し、候補者を理事長に上申し決定され

る。 

なお、教授の選考については、対象者は人事委員会において書類審査の後、プレゼ

ンテーションを行い、教育研究に対する考え方が、本学の教育の理念・目的、及び学

科の教育目標に沿ったものであるかを確認し審議している。 
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 大学院教員の任用については、大学院教員任用規程に従い、欠員が生じた場合又は

教育研究上必要と認められた場合に選考を行う。大学院各専攻主任は、任用規程に定

める資格に合致する者について、教育研究歴及び研究業績等が専攻の必要とするに一

致する者を採用又は昇任の専攻候補者として推薦し学長に具申する。学長の検討及び

面接を経た後、人事委員会の審議及び大学運営委員会の審議を経て候補者を決定する。

その後任命権者である理事長に上申し最終的に決定している。 

 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部における教員の募集・採用・昇格は、大学全体の採用・昇任の手続きに従っ

て適切に行っている。 

採用については、教員選考規程並びに教員選考基準に基づき、各学科の教育・研究

上の専門性を尊重し、授業内容に合致する候補者を推薦等によって選考し、学歴、教

育歴、研究歴及び研究・教育業績について資格審査及び面接を行って、学科推薦候補

者を決定する。 

昇任についても各学科の教育・研究上の専門性を尊重し、教員選考規程及び教員選

考基準に基づき、各学科において教育・研究上の能力・業績が学科に必要な授業内容

に一致するかどうかを検討して行っている。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部における教員の募集・採用・昇格は、大学全体の採用・昇任の手続きに従っ

て適切に行っている。 

採用については、教員選考規程並びに教員選考基準に基づき、各学科の教育研究上

の専門性を尊重し、授業内容に合致する候補者を推薦等によって選考し、学歴、教育

歴、研究歴及び研究・教育業績について選考基準審査及び面接を行い、学科推薦候補

者を決定する。 

昇任については、各学科の教育・研究上の専門性を尊重し、教員選考規程及び教員

選考基準に基づき、各学科において教育・研究上の能力・業績が学科に必要な授業内

容に一致するかどうかを検討して行っている。  

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

本学部における教員の募集・採用・昇格は、大学全体の採用・昇任の手続きに従っ

て適切に行っている。 

採用については、教員選考規程並びに教員選考基準に基づき、各学科の教育・研究

上の専門性を尊重し、授業内容に合致する候補者を推薦等によって選考し、学歴、教

育歴、研究歴及び研究・教育業績について資格審査及び面接を行って、学科推薦候補

者を決定する。 

昇任についても各学科の教育・研究上の専門性を尊重し、教員選考規程及び教員選

考基準に基づき、各学科において教育・研究上の能力・業績が学科に必要な授業内容



 

27 

 

に一致するかどうかを検討して行っている。  

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科における教員の募集・採用・昇格については、全学的な採用・昇任の手続

きに従って、人事委員会規程、大学院教員任用規程に基づき、各専攻とも公正に実施

している。具体的には、欠員が生じれば補充人事を行い、昇任基準に達した教員には

適切な昇任人事を行っている。これらの人事に関しては、大学院人事委員会、大学運

営委員会の十分な審議を経て、公正に行っている。 

保健看護学専攻では、2015(平成 27)年度、修士課程において不足していたがん看護

学担当の教員を１名(指導教員補佐)を採用した。 

 

（イ）医療技術学研究科 

 本研究科は、教員の募集・採用・昇格について、全学的な採用・昇任の手続きに従

い、人事委員会規程、大学院教員任用規程に基づき、各専攻とも公正に実施している。

具体的には、欠員が生じれば補充人事を行い、昇任選考基準に達した教員には適切な

昇任人事を行っている。これらの人事に関しては、大学院人事委員会、大学運営委員

会の審議を経て、公正に行っている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 本研究科における教員の募集・採用・昇格については、全学的な採用・昇任の手続

きに従って、人事委員会規程、大学院教員任用規程に基づき、各専攻とも公正に実施

している。具体的には、欠員が生じれば補充人事を行い、昇任基準に達した教員には

適切な昇任人事を行っている。これらの人事に関しては、大学院人事委員会、大学運

営委員会の十分な審議を経て、公正に行っている。 

 

(4) 教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。 

<1> 大学全体 

本学では専任教員の資質の向上を図るために、以下のような取組を実施し、教育研

究活動等の評価を行っている。 

組織的な研究及び研修を実施するための FD・SD 活動については、FD・SD 委員会(資

料 3-13)を中心にして、講演会及び研修会等の企画・実施、調査・研究、情報の収集・

提供、等の活動を全学的、定期的に行っている。その活動内容は、「FD・SD 報告書」

(資料 3-14)としてまとめ、全教員に配付し、情報を共有し相互評価も可能となってい

る。FD・SD 講演会は毎年実施している(資料 3-15)。 

教員の教育研究活動及び学会等や社会における主な活動等については、「専任教員の

教育・研究業績」(資料 3-11)としてまとめ公表している。また、教育研究活動を活性

化させるため、学外での各種研修会に参加させるとともに(資料 3-16)、「動物実験研

修会」、「研究者の倫理配慮に関する研修会」、「科研費獲得に関する研修会」(資料 3-

17)などを実施し、教員が正しい知識を持ち、より深化した教育・研究ができるよう支
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援している。科学研究費補助金に関しては、公募説明会、執行説明会を毎年実施し(資

料 3-18)、採択率を上げる努力を行っている。なお、ハラスメント対策の研修は、ハ

ラスメント防止委員会を中心に企画し、全教職員を対象に実施している(資料 3-19)。 

その他、多様化する新入生への対応の一環として、本学の理解を深めてもらうため

に、高校生への講義を中心とする高大連携活動に積極的に取り組んでいる(資料 3-20)。 

本学内の施設を提供して実施される医学及び医療福祉専門分野の学会、研究会等に

は本学の多くの教員が参加しており、それらに積極的に参加することは、学部だけで

なく大学院指導教員としての資質向上に役立っている。また、本学が運営の中心にな

っている川崎医療福祉学会も教員の教育研究活動の活性化に効果を上げている。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

全学的に実施している FD・SD 活動に積極的に関与・参加している。また、医療福祉

学科教員は、日本社会福祉教育学校連盟等が行う、社会福祉専門教育の質の向上を図

るための研修会などへ参加している。 

保健看護学科では独自で FD 研修会を開催しており、2015(平成 27)年度は３回開催

した。また学科公開セミナーは１回開催した。 

 

（イ）医療技術学部 

医療技術学部は、全学的に実施している FD・SD 活動に積極的に関与・参加している。

本学部は、各学科が関係している教育施設協議会や学会などを通じて、専門教育のノ

ウハウや指導方法についての研修に積極的に参加している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 全学的に実施している FD・SD 活動に積極的に関与・参加している。本学部では４学

科とも、近隣の高等学校と提携して本学が毎年度実施している高大連携講座のプログ

ラム(大学全体で計 26 コマのうち本学部担当 10 コマ)を通して、地域貢献とともに各

学科教員の資質向上を図っている。特に、医療福祉に関連する各自の専門分野につい

て高校生に分かりやすい授業を行い、医療福祉の関心が高まるように心掛けている(資

料 3-21)。また、医療福祉デザイン学科では、行政及び病院や企業との連携による社

会貢献を通して、現場のニーズや動向の把握、より分かりやすい教授方法の工夫、先

端的な研究知見の収集による教員の資質向上を図っている。医療情報学科では毎月輪

番制で勉強会を開催し、各教員の専門分野についてわかりやすいプレゼンテーション

を実施できるよう努めている。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

全学的に実施される FD・SD 講演会等における研修に参加しているほか、各教員とも、

専門分野の学会に複数加入し、学術集会や国際学会に参加・発表することを奨励して

いる。各専攻での専門分野における教育方法等の研修会や交流会への参加も保障され
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ている。 

保健看護学専攻では毎年 FD 研修会を企画、実施している。2014(平成 26)年度には

ジョンズホプキンス大学の副看護学部長である教授を講師に迎え講演会を行った。ま

た 2015(平成 27)年度には、保健看護学科との合同 FD 研修会として、香港理工大學教

授を講師に迎え、講演会を行った。 

 

（イ）医療技術学研究科 

医療技術学研究科は、全学的に実施される FD・SD 講演会等における研修への参加を

推進している。各専攻は、関連する教育施設協議会等の研修会を通じて、教育方法や

学生指導等について研鑽を積んでいる。あわせて、国内外の学術集会・研究会への発

表・参加を通じて、教員の資質向上を図っている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 全学的に実施される FD・SD 講演会等における研修に参加しているほか、医療福祉経

営学専攻では、岡山県北の福祉施設との研究会を定期的に行い、学部教員も含め、施

設職員と協同して地域福祉の諸問題について研究することにより、地域貢献にも寄与

している。医療秘書学専攻では、医療秘書実務学会、医療秘書学会、ビジネス実務学

会等の専門学会に各教員が大学院生とともに研究発表や学会運営の形で参加し、活躍

の場としている。また、医療福祉デザイン学専攻では、大学のある倉敷市や岡山県の

各種委員会や協議会の委員、各種団体・企業の開発や PR 活動等を積極的に受け入れ、

実学としてのデザイン力を用いた社会活動や地域貢献を行っている。 

 

 

２．点検・評価 

●基準３の充足状況 

 大学として「求める教員像」及び「教員組織の編制方針」は明文化できていないも

のの、各学部・研究科の教育課程に相応しい教員組織を適切に整備している。また、

教員の募集・採用・昇格等の教員人事についても、規定にのっとり適切に行っており、

教員の資質の向上のために、学内外の研修会等への積極的参加を促すなどの方策を図

っている。これらのことから、同基準をおおむね充足している。 

 

① 効果が上がっている事項 

<1> 大学全体 

教員選考基準に基づき所定の手順を踏んだ人事を行っており、一定の能力・資質等

を備えた教員を確保することができている。 

教員の構成については、大学設置基準第 13 条及び指定規則等を遵守し、大学設置基

準上必要な専任教員数 152 名(うち教授 78 名)に対して、261 名(うち、教授 107 名)と

必要基準を十分に満たした専任教員を配置している。また、大学データ集から教員の

年齢構成を見ると、年齢別に極端な偏りはない(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2),大学ﾃﾞｰﾀ集(表

2))。 
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 授業科目と担当教員の適合性については、人事委員会が教員選考基準に規定されて

いる担当教員としての資格と科目内容を照合し、判断する仕組みが確立し、適切に機

能している。大学院教員任用規程により、大学院担当教員の資格を明文化しており、

研究指導上、担当教員を適正に配置している(資料 3-2,3-3,3-9)。 

教授選考における対象者によるプレゼンテーションは、選考のための材料の１つと

してだけではなく、対象者の意識の向上を図る上でも一定の効果を上げている。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部における専任教員１人当たりの学生数は 13.8 名であり、密度の高い教育を展

開できる適切な教員組織となっている。教員間における学生指導の情報は共有され、

教育効果を上げている(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2))。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部は、各学科で医療技術に関わる人材が、ほぼ全分野を網羅してバランスよく

配置して教育に当たっている。本学部の専任教員１人当たりの学生数は、13.2 名であ

り、大学設置基準上の必要専任教員数の 2.1 倍の教員を有している。このことから、

学生指導の面でも教員組織としては充足しており、学生に対する教育及び指導が行き

届いているといえる(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2))。 

各学科とも教員間の連携がよく取れており、指導の多くの部分について共通認識が

図られている。このことが教員組織として、教育効果の上がっている理由である。さ

らに、FD・SD 講演会や各学科の所属する教育施設協議会などによる研修などにも積極

的に参加させ、教員の資質向上を図ることができている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

本学部の教員組織は、大学設置基準上の必要専任教員数を上回る人数を確保してお

り、本学部における専任教員１人当たりの学生数は 12.9 名である。また、診療情報管

理士の受験資格に対応する教員配置など、適切な教員組織の編制を行っている。加え

て、医療福祉マネジメントという医療福祉分野における新領域を開拓する人材として、

新規採用教員もまた積極的な研究発表並びに教育指導を行っており、適切な採用がな

されている(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2))。 

近隣高等学校との提携による高大連携講座のプログラム(資料 3-21)は、専門分野を

分かりやすく講義することで、各教員にとって医療福祉の共通認識と専門性の向上に

効果が上がっている。加えて、医療福祉経営学科における福祉施設での協同研修は教

員が福祉現場の実情を認識する上で有効であり、医療福祉デザイン学科教員による各

種の社会活動も当該分野でのデザインに対する社会的ニーズの理解に役立つなど、資

質向上の手助けとなっている。医療情報学科では毎月輪番制で勉強会を開催し、各教

員が切磋琢磨しながら専門性を高めるとともに視野を広げている。 

 

<3> 大 学 院 
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（ア）医療福祉学研究科 

本研究科修士課程、博士後期課程における専任教員数は、大学院設置基準上の必要

専任教員数を満たしており、おおむね適切な教員組織となっている(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2))。 

また、各専攻の専門分野に関連する複数の有資格者を教員として配置しており、高

度な専門性を有する人材の育成に効果を上げている。多くの教員は、文部科学省や各

種団体からの研究費補助金を受けて研究を継続していることに加え、学術集会、研修

会等へ参加し、研究指導に必要な最新情報や知識を取り入れることに努めており、大

学院生の指導に役立てている。 

臨床心理学専攻では、学内外の臨床実習で、臨床心理士有資格者の教員 10 名が実習

指導に当たっている。この点は、学生がより充実した実習を行い、臨床心理士として

現場で活躍する動機づけを高めるとともに、チーム医療での臨床心理士としての役割、

知識、技法を習得するために機能している。 

保健看護学専攻では、がん看護学及び助産学の教員を採用することで教育内容の充

実を図ることができた。 

 

（イ）医療技術学研究科 

医療技術学研究科は、修士課程と博士後期課程の専任教員数が、大学院設置基準上

の必要専任教員数を満たしており、行き届いた指導を行っている(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表

２))。本研究科は、国内外の学術集会、研修会、講演会、本研究科専攻交流会等への

参加を通して、最新情報の収集に努め、研究指導に当たっている。こうした活動を通

じて、大学院生指導の効果を上げている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

本研究科修士課程の専任教員数は、各専攻とも大学院設置基準上の必要専任教員数

を満たしており、行き届いた指導が図れている(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2))。 

関連諸学会への参加等を通じた資質向上の取組は良い成果を上げており、大学院生

の研究発表並びに本研究科の周知に寄与し教育現場で活躍する社会人の入学にもつな

がるなど、教員への更なる刺激となっている。 

 

② 改善すべき事項 

<1> 大学全体 

 大学の「求める教員像」及び「教員組織の編制方針」が明文化されていない。また、

教員採用・昇任の選考時に必要となる教員の教育研究活動の業績•能力についての具体

的評価指標が明確でない。 

教員組織について、専門分野や年齢構成についてはおおむね問題ないが、教授、准

教授、講師、助教等職制上の構成から見ると、必ずしもバランスは良くない。具体的

には、教授数が多く助教数が少ないため、中・長期的教員構成を勘案すると、内部か

らの昇任人事の実現が困難になることが予想される(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2))。 

 FD・SD 活動のうち、FD・SD 講演会の開催頻度が年間に２回程度と少ない傾向にある

(資料 3-15)。 
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<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

保健看護学科では分野別教員構成の基準があるが、医療福祉学科及び臨床心理学科

では分野別教員構成の基準が定められていない。 

医療福祉学科では、教員組織の年齢構成に若干の偏りが見られる(大学ﾃﾞｰﾀ集(表

2))。 

臨床心理学科では、年間の「教育業績」や「研究業績」を、各教員が資質の向上に

つなげているかを確認できない点が挙げられる。  

 

（イ）医療技術学部 

特記事項なし。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部  

本学部における専任教員１人当たりの学生数は 12.9 人であり、他学部と比べ大きな

差は見られない。しかし、学科別にみると、医療福祉経営学科では 19.2 人と相対的に

多く、多様化する学生への対応に多くの労力が割かれることから、各教員の教育・研

究能力向上のための十分な時間を確保しづらいので、改善を要する(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2))。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科では、全ての専攻において大学院設置基準上必要となる専任教員数は満た

している。しかし、恒常的に多くの大学院生が入学する臨床心理学専攻修士課程では、

在学生数と比して教員数が少ないため、更に充実した教育・指導を展開するためには、

現状では不十分である(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2))。 

保健看護学専攻においては、養護教諭専修免許の取得を目指す学校看護学領域の指

導教員が欠員であること、さらに、基礎看護学、高齢者看護学など指導教員補佐を配

置できていない専門領域もあり、充実した教育・研究指導を展開するためには、補充

が必要である。 

 

（イ）医療技術学研究科 

 本研究科は、全ての専攻において大学院設置基準上必要となる専任教員数を満たし

ている。そのため、きめ細かい指導ができているが、更に充実した教育を行うために

は、各教員の教育•研究能力向上のための十分な時間の確保が必要である。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

特記事項なし。 

 

 

３．将来に向けた発展方策 
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① 効果が上がっている事項 

<1> 大学全体 

大学設置基準や指定規則に応じた教員数の確保、年齢構成等、教員編制はほぼ達成

されている。今後も適切な教員人事を行っていく。また、同様に授業科目と担当教員

としての適合性について判断する仕組みも、より精度を上げていく。  

教授選考対象者によるプレゼンテーションについては、今後も継続して行うが、こ

れらの選考手続きを明文化する。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部においては、今後も教育目標に沿った教育体制を維持するために、より専門

性の高い教員の採用を図っていく。  

 

（イ）医療技術学部 

医療技術学部は、バランスの取れた教員配置を行っている。各学科は、専門分野に

応じた適切な教員組織を構成している。今後も維持できるよう、長期的な展望に立ち、

教員を採用していく。教員の資質向上のための研修会や学会等への参加を引き続き奨

励する。特に知的財産については、本学部教員の研究成果として、本学初の特許申請

が可能な状況となっている。今後、研究成果を知的財産として認め、活用していくた

めの支援を推進する。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

本学部の必要十分な専任教員数並びに認定資格に対応した教員配置及び医療福祉マ

ネジメントの新領域を開拓・拡充するにふさわしい意欲と能力を備えた新規教員の採

用に努める。 

近隣高等学校への出張講義を発展的に継続し、多くの教員が参加することを通して

資質の向上に努める。また、医療福祉経営学科における福祉施設での協同研修や、医

療福祉デザイン学科による各種の社会活動についても、現場からの声を取り入れつつ、

継続・発展を図る。医療情報学科での勉強会の活動を他学科へも順次広げていく。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科では、各専攻の教育内容に合致した有資格教員の配置を継続して行ってい

く。教員の資質向上に向けて、学会発表や論文発表を奨励するとともに、各専攻内で

の FD 研修の機会を持つ。 

臨床心理学専攻では、更に効果を上げるために、現場での臨床経験が豊かであり、

かつ研究活動も積極的・継続的に行っている人材を教員として配置する。 

保健看護学専攻の教育内容に合致した有資格教員の配置を継続して行っていく。教

員の資質向上に向けて、学会発表や論文発表を奨励するとともに、専攻内での FD 研修

の機会を持つ。 
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（イ）医療技術学研究科 

 本研究科は、大学院設置基準上の必要な専任教員数を満たしている。今後もこの体

制の維持に努める。学術集会等への参加も引き続き奨励し、研究活動をより良いものに

していく。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 本研究科の専任教員数の確保は引き続きこれを継続する。在学生・修了生の活躍に

ついては、研究科全体及び各専攻内の両方で積極的な情報共有を行い、更なる質的向

上に努める。本研究科における教員の資質向上に関して、教育と研究の両面からの発

展を図るため、学外での研修への参加や福祉施設等外部組織との連携、学会での研究

発表を一層奨励する。 

 

② 改善すべき事項 

<1> 大学全体 

本学の理念・目的及び「医療福祉」の概念を理解し、共有する意欲があるという本

学の「求める教員像」及び「教員組織の編制方針」を明文化する。また、教員採用・

昇任の選考時に必要となる、教員の教育・研究活動の業績・能力についての具体的評

価指標については、その取組を調査企画室において開始したところであり、３年以内

を目途に実現を目指す。まずは、教員の研究専念時間の調査や社会連携活動の報告等

の現状調査を踏まえて、試験的に評価指標の作成を行い、あるべき像を検討する。 

教員構成については、中・長期的な職制上の教員構成を勘案し、助教数の確保を図る。 

 FD・SD 講演会の開催回数を現状以上に増やし、教員の全学的な研修機会を増やすこ

とによって、資質向上に努める。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

新規採用に際して、各専門性を加味しながら、中堅あるいは若手教員の採用に重点

を置きつつ教員の構成について継続的に調整を図る。  

医療福祉学科では、年齢構成に留意した教員採用を行っていく。 

臨床心理学科では、年間の「教育業績」・「研究業績」を、各教員が資質の向上につ

なげることができるようなシステムを検討する。  

 

（イ）医療技術学部 

特記事項なし。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 本学部では、全学的な FD・SD 活動への参加及び各学科独自の FD 関連活動も積極的

に行っていき、これらの組織的な取組を通じて、各教員の資質向上を図る。 

 医療福祉経営学科では、年齢構成及び専門分野のバランスに配慮した新規教員の積
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極的採用に努める。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 本研究科では、専任教員数について設置基準は満たしているが、恒常的に多くの大

学院生が入学する臨床心理学専攻においては、入学生数に見合った専任教員数を確保

し、実情に即した教員組織への調整を図る。 

臨床心理学専攻では、教員組織を充実させるため、現場での臨床経験が豊富な教員

を配置する。 

保健看護学専攻においては、不足している専門領域の専任教員を確保し、実情に即

した教員組織への調整を図る。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科は、設置基準の専任教員数を満たしている。学術集会•研究会での発表件数

と学術誌への論文掲載数が少ない点を改善するために、中長期的展望に立った、学術

発表、論文作成の指導ができる専任教員の確保が必要である。同時に「教育研究等環

境の整備に関する方針」にのっとり十分な研究活動の時間の確保が必要である。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

特記事項なし。 

 

 

４．根 拠 資 料 

3-1: 川崎医療福祉大学教員選考規程 

3-2: 川崎医療福祉大学教員選考基準 

3-3: 川崎医療福祉大学大学院教員任用規程 

3-4: 川崎医療福祉大学学則(既出 資料 1-5) 

3-5: 川崎医療福祉大学大学院学則(既出 資料 1-7) 

3-6: 川崎医療福祉大学職務制度規程 

3-7: 川崎医療福祉大学運営委員会規程 (既出 資料 1-9) 

3-8: 川崎医療福祉大学学科長・専攻主任会議規程  

3-9: 川崎医療福祉大学人事委員会規程  

3-10: 川崎医療福祉大学教員会規程(既出 資料 1-14) 

3-11: 本学ホームページ「教員紹介」 

   (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/call/teacher/02_arai.php) 

3-12: 川崎医療福祉大学非常勤教員に関する規程  

3-13: 川崎医療福祉大学 FD・SD 委員会規程 

3-14: 平成 26 年度 FD・SD 報告書 

3-15: 本学ホームページ「FD(ファカルティ･ディベロップメント)活動」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/03-08_lecture.php) 
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3-16: 平成 27 年度 教員研修会参加一覧 

3-17: 川崎医療福祉大学 平成 27 年度 研究に関する研修会 

3-18: 科研費説明会(平成 23～27 年度) 

3-19: ハラスメント防止対策研修会(平成 23 年度～27 年度) 

3-20: 本学ホームページ「高大連携 過去の実績」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/tand/04-01.php) 

3-21: 本学ホームページ「連携講座 清心女子高等学校」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/tand/07-01-02.php) 
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第 4 章 教育内容・方法・成果 

〔1〕教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針 

 

１．現状の説明 

(1) 教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか。 

<1> 大学全体  

本学は、学園創設の理念及び大学の教育理念の下、「①健やかな心と身体を持つ。②

医療福祉について豊富な知識と技術を持つ。③人の多様性を理解し、すべての人を敬

うことができる。④高い教養を身につけ、創造的に行動できる。⑤国際的コミュニケ

ーション能力を持つ。」という５つの「教育目標」を掲げている。大学の「学位授与方

針(ディプロマ・ポリシー)」については、これらの教育目標を実現するために、より

明確な内容となるよう、大学運営委員会で従来の方針の見直しを行い、2015(平成 27)

年３月 18 日付で以下のとおり策定した。 

『本学では、学園創設の理念と教育理念のもと、医療と福祉の両分野にまたがる高

い知識と優れた技能を併せ備えた、有能にして社会の要請に応え得る人材を育成

するという目的を達成するために、所定の単位を修得し、以下の学習成果を獲得

した者に学位を授与する。 

１．幅広い教養、豊かな感性、人間理解、並びに国際的コミュニケーション能力

を身に付けるとともに、一人の人間として、他者と関わるための豊かな心を持

ち、福祉社会の担い手と成り得るための体力を身に付ける。 

２．豊かな人格形成の基本と専門領域へつながる基礎的な学力を養うとともに、

専門領域を超えて問題を探求する姿勢を身に付ける。 

３．医療福祉という総合的な視点を持ち、学際的に議論する力の修得を通して、

物事の本質を見抜き、医療と福祉の両分野における多様な課題を解決し得る判断

力を養う。 

４．４年間にわたる体系的な学習を通して、専門的な医療福祉人に必要な高いレ

ベルの専門的学力や技術力、さらには、スペシャリストとしての指導力を身に

付ける。』 

 これらの教育目標及び「学位授与方針」は、学科長・専攻主任会議で報告するとと

もに、学生便覧、大学案内、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている(資

料 4(1)-1，4(1)-2，4(1)-3)。 

 本学大学院においても、大学の教育目標に基づき、大学院として「学位授与方針」

を以下のとおり定めている。 

『本学大学院では、学園創設の理念と教育理念のもと、医療福祉及び健康の分野に

おける指導的人材を育成するという目的を達成するために、以下の学習成果を獲

得した者に学位を授与する。 

修士課程においては、所定の単位を修得し、かつ修士の学位論文又は修士作品

の審査に合格し、以下の知識･技能を身に付けた学生に対して修了を認定し、修士
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の学位を授与する。 

１．医療福祉分野の理論と実践についての深い知識、優れた技能及び高い倫理観

を備え、医療福祉現場のリーダーとしての問題解決能力を有している。 

２．医療福祉分野の研究を遂行するために情報収集能力、課題分析能力、研究実

行能力及びプレゼンテーション能力を備えている。 

博士後期課程においては、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ博士

の学位論文の審査及び最終試験に合格し、以下の知識･技能を身に付けた学生に対

して修了を認定し、博士の学位を授与する。 

１．研究者として自立して研究活動を行い、専門的業務に従事するのに必要な高

度な研究能力及び倫理観を備えている。 

２．医療福祉分野での高度専門職としての技能及びその基礎となる学識を有して 

 いる。 

３．教育者としての高い意識を有し、授業の実施方法や教材の作成方法などの教

育方法を修得している。』 

 大学院の「学位授与方針」もまた、学科長・専攻主任会議で報告するとともに、大

学院要覧、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている(資料 4(1)-4，

4(1)-3)。 

 

<2> 学 部 

（ア） 医療福祉学部 

本学部では大学全体の教育目標に基づき、「①問題を自ら発見し、分析し、解決案を

設計･評価する能力を身につける。②広い視野から事象をとらえ、論理的に問題を解決

する高度な判断力を身につける。③異文化･異技術との相互理解ができるコミュニケー

ション能力を身につける。④職業倫理を身につけ、専門職としての自覚を養う。」を教

育目標として掲げている。これらの教育目標に基づき、学部としての「学位授与方針」

を大学運営委員会で定め、2015(平成 27)年３月 18 日付で以下のとおり策定した。 

『医療福祉学部では、大学の学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)を踏まえ、所定

の単位を修得し、以下の学習成果を獲得した者に学位を授与する。 

１．幅広い教養、豊かな感性、人間理解、並びに他者とのコミュニケーション能力

を身に付け、医療福祉人として活動できる能力と体力を身に付ける。 

２．医療福祉という総合的な視点を持ち、専門領域における多様な課題を探索・解

決し得る能力を身に付ける。 

３．人々の幸福な生涯を支援するため、医療福祉専門職に必要な高いレベルの学力

と技術力、指導力を身に付ける。』 

 これらの教育目標及び「学位授与方針」は、学科長・専攻主任会議で報告するとと

もに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている。 

 また、本学部各学科についても、学部の教育目標に沿って各学科の教育目標を掲げ

ており、それぞれの教育目標に基づいて、各学科の「学位授与方針」を大学運営委員

会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している。 
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（イ）医療技術学部 

本学部では大学全体の教育目標に基づき、「①医療技術学部の各学科の専門性を生か

し、その必要とする資格取得を目標とする。②臨床･臨地実習における実習を充実させ、

現場を重視した職業観を確立する。③技術の習得に加えて、豊かな人間性を養う。」を

教育目標として掲げている。これらの教育目標に基づき、学部としての「学位授与方

針」を大学運営委員会で定め、2015(平成 27)年３月 18 日付で以下のとおり策定した。 

『医療技術学部では、大学の学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)を踏まえ、医療・

保健・福祉の分野で安全で質の高い医療技術が提供できる専門職業人を育成する

という目的を達成するために、所定の単位を修得し、以下の学習成果を獲得した

者に学位を授与する。 

１．医療技術学部の各学科の領域における高い専門性を身に付ける。 

２．臨床・臨地実習を充実させ、現場を重視した職業観を身に付ける。 

３．技術の修得に加えて、豊かな人間性を養う。』 

これらの教育目標及び「学位授与方針」は、学科長・専攻主任会議で報告するとと

もに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている。 

 また、本学部各学科についても、学部の教育目標に沿って各学科の教育目標を掲げ

ており、それぞれの教育目標に基づいて、各学科の「学位授与方針」を大学運営委員

会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

本学部では大学全体の教育目標に基づき、組織全体の運営の管理を担うために、「①

利用者や患者を全人格的に把握できる人間理解力を養う。②サービス提供に必要な“ヒ

ト、モノ、カネ、情報”等の経営資源に関する専門的知識・技術に精通する。③実践

的な関連資格の取得を目指す。」を教育目標として掲げている。これらの教育目標に基

づき、学部としての「学位授与方針」を大学運営委員会で定め、2015(平成 27)年３月

18 日付で以下のとおり策定した。 

『医療福祉マネジメント学部では、大学の学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)を

踏まえ、質の高い医療福祉サービスを提供するために、生活の支援や治療・指導

等の直接処遇を行う専門職業人を育成するという目的を達成するために、所定の

単位を修得し、以下の学習成果を獲得した者に学位を授与する。 

１．医療福祉マネジメント学部の各学科の領域における高い専門性を身に付ける。 

２．医療福祉施設での実習を通して、現場を重視した倫理観と職業観を身に付ける。 

３．専門知識と技術の修得に加えて、豊かな人間性を養う。』 

これらの教育目標及び「学位授与方針」は、学科長・専攻主任会議で報告するとと

もに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている。 

 また、本学部各学科についても、学部の教育目標に沿って各学科の教育目標を掲げ

ており、それぞれの教育目標に基づいて、各学科の「学位授与方針」を大学運営委員

会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している。 

 

<3> 大 学 院 
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（ア） 医療福祉学研究科 

本研究科では大学全体の教育目標に基づき、組織全体の運営の管理を担うために、

「①本学園および社会福祉法人旭川荘等の病院や福祉施設における実践現場と連携し、

実習・演習等をより体系的に高度な専門技能の向上をはかる。②専攻の枠を超えた単

位履修により関連領域の基礎的素養を習得する。③社会的に要望の高い医療福祉の特

定専門領域についてのコース制を通して高度専門職業人としての能力を身につける。

④学会での発表、学術誌への投稿、学内公募研究への応募にチャレンジすることによ

り、研究能力を身につける。」を教育目標として掲げている。これらの教育目標に基づ

き、研究科としての「学位授与方針」を大学運営委員会で定め、2015(平成 27)年３月

18 日付で以下のとおり策定した。 

『医療福祉学研究科では、本学大学院の学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)を踏

まえ、以下の学習成果を獲得した者に学位を授与する。 

修士課程においては、所定の単位を修得し、かつ修士の学位論文の審査に合格し、

以下の知識･技能を身に付けた学生に対して修了を認定し、修士の学位を授与する。 

１．医療福祉分野において、体系的・統合的に理論と実践についての幅広い知識

を身に付けている。 

２．医療福祉分野の担い手として、高度な専門知識と技能及び高い倫理観を備えて

いる。 

３．医療福祉分野の高度専門職業人として、課題探究及び課題解決への指導的能

力を身に付けている。 

博士後期課程においては、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ博士の

学位論文の審査及び最終試験に合格し、以下の知識・技能を身に付けた学生に対

して修了を認定し、博士の学位を授与する。 

１．医療福祉分野の高度な専門知識を基盤に各分野における課題の分析・評価す

る能力を身に付けている。 

２．医療福祉分野における研究者として研究技能及び倫理観を備えている。 

３．医療福祉における専門分野の研究を行い、専門分野の新領域開拓に向かう熱

意を有している。 

４．医療福祉分野の教育者として、最先端の知識・技能に精通し自己研鑽できる。』 

これらの教育目標及び「学位授与方針」は、学科長・専攻主任会議で報告するとと

もに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている。 

 また、本研究科各専攻についても、研究科の教育目標に沿って各専攻の教育目標を

掲げており、それぞれの教育目標に基づいて、各専攻の「学位授与方針」を大学運営

委員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している。 

 

（イ） 医療技術学研究科 

本研究科では大学全体の教育目標に基づき、組織全体の運営の管理を担うために、

「各専門の高度な学識と技術を習得させることを目標とする。ますます、多様化する

医療福祉のニーズに応えるため、優れた理念と透徹した技術を持つ専門職業人を養成

する。各専門の高度な学識と技術を習得する。多様化する医療福祉のニーズに応える

ため、優れた理念と透徹した技術を習得する。」を教育目標として掲げている。これら
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の教育目標に基づき、研究科としての「学位授与方針」を大学運営委員会で定め、

2015(平成 27)年３月 18 日付で以下のとおり策定した。 

『医療技術学研究科では、本学大学院の学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)を踏

まえ、医療、福祉及び健康の分野において、医療技術学領域における指導的人材

を育成するという目的を達成するために、以下の学習成果を獲得した者に学位を

授与する。 

修士課程においては、所定の単位を修得し、かつ修士の学位論文の審査に合格し、

以下の知識･技能を身に付けた学生に対して修了を認定し、修士の学位を授与する。 

１．医療、福祉及び健康の分野において、医療技術学の理論と実践についての深

い知識、優れた技能及び高い倫理観を備え、医療福祉健康現場のリーダーとし

ての問題解決能力を有している。 

２．医療、福祉及び健康の分野において、医療技術学に関する研究を遂行するた

めに、課題発見能力、情報収集能力、研究実行能力及びプレゼンテーション能

力を備えている。 

博士後期課程においては、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ博士の

学位論文の審査及び最終試験に合格し、以下の知識・技能を身に付けた学生に対

して修了を認定し、博士の学位を授与する。 

１．医療、福祉及び健康の分野において、医療技術学に関する研究者として自立

して研究活動を行い、あるいは専門的業務に従事するのに必要な高度な研究能

力及び倫理観を備えている。 

２．医療、福祉及び健康の分野において、医療技術学の高度専門職としての技能

及びその基礎となる学識を有している。 

３．教育者としての高い意識を有し、授業の実施方法や教材の作成方法などの教

育方法を修得している。』 

これらの教育目標及び「学位授与方針」は、学科長・専攻主任会議で報告するとと

もに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている。 

 また、本研究科各専攻についても、研究科の教育目標に沿って各専攻の教育目標を

掲げており、それぞれの教育目標に基づいて、各専攻の「学位授与方針」を大学運営

委員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

本研究科では大学全体の教育目標に基づき、組織全体の運営の管理を担うために、

「医療福祉マネジメント学研究科は、『福祉の心』を涵養しつつ、『医療福祉サービス

の社会的機能・役割あるいは制度的・技術的独自性に精通』させたうえで、経営、秘

書、デザイン、情報に関する専門知識・技術・実務能力の修得あるいは関連した諸資

格の取得を通して、医療・福祉施設の経営マネジメントに参画できる専門家・指導者・

研究者の養成のために、医療福祉のマネジメントに関連する諸理論を修得させる。」を

教育目標として掲げている。これらの教育目標に基づき、研究科としての「学位授与

方針」を大学運営委員会で定め、2015(平成 27)年３月 18 日付で以下のとおり策定した。 

『医療福祉マネジメント学研究科修士課程では、本学大学院の学位授与方針(ディプ

ロマ・ポリシー)を踏まえ、医療、福祉及び関連分野の組織で指導的人材を育成す

るという目的を達成するために、所定の単位を修得し、かつ修士の学位論文又は

修士作品の審査に合格し、以下の知識・技能を身に付けた学生に対して修了を認
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定し、修士の学位を授与する。 

１．医療福祉分野のマネジメントに関連する諸理論を修得し、かつ高い倫理観を

備えている。 

２．経営、秘書、デザイン、情報に関する専門知識・技術・実務能力を修得し、

医療福祉施設のマネジメント能力を備えている。 

博士課程後期においては、所定の期間在学し、所定の単位を修得し、かつ博士の

学位論文の審査及び最終試験に合格し、以下の知識・技能を身に付けた学生に対

して修了を認定し、博士の学位を授与する。 

１．医療福祉マネジメント分野について、研究者として自立して研究活動を行い、

専門的業務に従事するのに必要な高度な研究能力及び倫理観を備えている。 

２．医療福祉分野での高度な医療情報学の知識と技能を備え、高度専門職として

の学識を有している。 

３．教育者として高い意識を有し、授業の実施方法や教材の作成方法などの教育

方法を修得している。』 

これらの教育目標及び「学位授与方針」は、学科長・専攻主任会議で報告するとと

もに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている。 

 また、本研究科各専攻についても、研究科の教育目標に沿って各専攻の教育目標を

掲げており、それぞれの教育目標に基づいて、各専攻の「学位授与方針」を大学運営

委員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している。 

 

(2) 教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか。 

<1> 大学全体 

本学は、学園創設の理念及び大学の教育理念の下、「①健やかな心と身体を持つ。②

医療福祉について豊富な知識と技術を持つ。③人の多様性を理解し、すべての人を敬

うことができる。④高い教養を身につけ、創造的に行動できる。⑤国際的コミュニケ

ーション能力を持つ。」という５つの「教育目標」を掲げている。大学の「教育課程の

編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)」については、これらの教育目標を実現す

るために、より明確な内容となるよう、大学運営委員会で従来の方針の見直しを行い、

2015(平成 27)年３月 18 日付で以下のとおり策定した。 

『本学では、学園創設の理念と教育理念のもと、社会に貢献できる有能な医療福祉

人を育成するという方針に基づいて、科目を体系的に配置し、高度な専門性と実

践力に重点を置いた教育課程(カリキュラム)を以下のとおり編成し、実施してい

る。 

１．高い教養と専門科目を履修するために必要な基礎学力を身に付けるための人

間教育として、医療福祉、教養、外国語、健康体育、情報、総合教育の６つの

分野から構成される全学共通の「基礎教育科目」を配置する。 

２．医療福祉人としての知識と技術力を獲得するための専門教育として、学科ご

とに設定する「専門科目」を配置する。 

３．応用力と指導力を兼ね備えるための実践的な職業教育として、医療福祉施設

等にて行う実習に関する科目を配置する。』 
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これらの教育目標及び「教育課程の編成・実施方針」は、学科長・専攻主任会議で

報告するとともに、学生便覧、大学案内、ホームページに明示し、広く学内外に周知

を図っている。また、科目区分、必修選択の別、単位数等については、大学学則に定

めており、学生便覧に明示している(資料 4(1)-4,4(1)-2,4(1)-3)。 

 本学大学院においても、大学の教育目標に基づき、大学院として「教育課程の編成・

実施方針」を以下のとおり定めている。 

『本学大学院では、学園創設の理念と教育理念のもと、医療福祉及び健康の分野に

おける指導的人材を育成するという方針に基づいて、医療福祉学、医療技術学及

び医療福祉マネジメント学の学問体系に応じた科目を配置し、高度な専門性と実

践力に重点を置いた教育課程(カリキュラム)を以下のとおり編成し、実施してい

る。 

１．修士課程においては、学部・学科における教育を基礎として、医療福祉分野

に関する深い学識、高度の専門性を要する技能及び高い倫理観を修めることが

できる教育課程を編成する。 

２．博士後期課程においては、修士課程で養った高度な専門的学識及び技能をも

とに、専門分野に関して自立して研究活動を行い、あるいは専門的業務に従事

する能力を養うことができる教育課程を編成する。 

３．研究指導の過程において専門分野の研究プロジェクトに参加させ、プロジェ

クトの企画能力・管理運営能力を高める。』 

大学院の「教育課程の編成・実施方針」もまた、学科長・専攻主任会議で報告する

とともに、大学院要覧、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている。ま

た、科目区分、必修選択の別、単位数等については、大学院学則に定めており、大学

院要覧に明示している(資料 4(1)-4,4(1)-3)。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部では大学全体の教育目標に基づき、「①問題を自ら発見し、分析し、解決案を

設計･評価する能力を身につける。②広い視野から事象をとらえ、論理的に問題を解決

する高度な判断力を身につける。③異文化･異技術との相互理解ができるコミュニケー

ション能力を身につける。④職業倫理を身につけ、専門職としての自覚を養う。」を教

育目標として掲げている。これら教育目標に基づき、学部としての「教育課程の編成・

実施方針」を大学運営委員会で定め、2015(平成 27)年３月 18 日付で以下のとおり策

定した。 

『医療福祉学部では、大学の教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)

を踏まえ、各学科における科目を体系的に配置し、高度な専門性と実践力に重点

を置いた教育課程(カリキュラム)を以下のとおり編成し、実施している。 

１．高い教養と専門科目を履修するために必要な基礎学力を身に付けるための人

間教育として、医療福祉、教養、外国語、健康体育、情報、総合教育の６つの

分野から構成される全学共通の「基礎教育科目」を配置する。 

２．専門職としての知識と技術力を獲得するため専門教育として、４年間の体系
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的な教育が実施できるよう「専門科目」を配置する。 

３．応用力と指導力を兼ね備えるための実践的な職業教育として、演習、学内実

習に加えて多種の学外臨地実習科目を配置する。』 

これらの教育目標及び「教育課程の編成・実施方針」は、学科長・専攻主任会議で

報告するとともに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている。また、

科目区分、必修選択の別、単位数等については、大学学則に定めており、学生便覧に

明示している。 

なお、本学部各学科についても、学部の教育目標に沿って各学科の教育目標を掲げ

ており、それぞれの教育目標に基づいて、各学科の「教育課程の編成・実施方針」を

大学運営委員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している。各学科

の科目区分、必修選択の別、単位数等については、大学学則に定めており、学生便覧

に明示している。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部では大学全体の教育目標に基づき、「①医療技術学部の各学科の専門性を生

かし、その必要とする資格取得を目標とする。②臨床･臨地実習における実習を充実さ

せ、現場を重視した職業観を確立する。③技術の習得に加えて、豊かな人間性を養う。」

を教育目標として掲げている。これら教育目標に基づき、学部としての「教育課程の

編成・実施方針」を大学運営委員会で定め、2015(平成27)年３月18日付で以下のとお

り策定した。 

『医療技術学部では、大学の教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)

を踏まえ、各学科における科目を体系的に配置し、高度な専門性と実践力に重点

を置いた教育課程(カリキュラム)を以下のとおり編成し、実施している。 

１．高い教養と専門科目を履修するために必要な基礎学力、豊かな人間性を身に

付けるための「基礎教育科目」を配置する。 

２．医療技術の専門職職業人に必要な高い知識と技術を獲得するための「専門科

目」を配置する。 

３．各学科が重視する理論と実践の融合を重視した実習に関する科目を配置する。』 

これらの教育目標及び「教育課程の編成・実施方針」は、学科長・専攻主任会議で

報告するとともに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている。また、

科目区分、必修選択の別、単位数等については、大学学則に定めており、学生便覧に

明示している。 

なお、本学部各学科についても、学部の教育目標に沿って各学科の教育目標を掲げ

ており、それぞれの教育目標に基づいて、各学科の「教育課程の編成・実施方針」を

大学運営委員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している。各学科

の科目区分、必修選択の別、単位数等については、大学学則に定めており、学生便覧

に明示している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

本学部では大学全体の教育目標に基づき、「①利用者や患者を全人格的に把握でき
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る人間理解力を養う。②サービス提供に必要な“ヒト、モノ、カネ、情報”等の経営

資源に関する専門的知識・技術に精通する。③実践的な関連資格の取得を目指す。」

を教育目標として掲げている。これら教育目標に基づき、学部としての「教育課程の

編成・実施方針」を大学運営委員会で定め、2015(平成27)年３月18日付で以下のとお

り策定した。 

『医療福祉マネジメント学部では、大学の教育課程の編成・実施方針(カリキュラ

ム・ポリシー)を踏まえ、学部共通の科目と各学科の特徴的な専門科目を体系的に

配置し、高度な専門性と実践力に重点を置いた教育課程(カリキュラム)を以下の

とおり編成し、実施している。 

１．医療福祉マネジメント学部の各学科で専門科目を履修するために必要な基礎

学力や医療福祉に関わる学部共通の「基礎教育科目」を配置する。 

２．各学科が目指す専門職職業人に必要な高い知識と技術を獲得するための「専

門科目」を配置する。 

３．各学科が重視する実践力を養うために実習に関する科目を配置する。』 

これらの教育目標及び「教育課程の編成・実施方針」は、学科長・専攻主任会議で

報告するとともに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている。また、

科目区分、必修選択の別、単位数等については、大学学則に定めており、学生便覧に

明示している。 

なお、本学部各学科についても、学部の教育目標に沿って各学科の教育目標を掲げ

ており、それぞれの教育目標に基づいて、各学科の「教育課程の編成・実施方針」を

大学運営委員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している。各学科

の科目区分、必修選択の別、単位数等については、大学学則に定めており、学生便覧

に明示している。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科では大学全体の教育目標に基づき、組織全体の運営の管理を担うために、

「①本学園および社会福祉法人旭川荘等の病院や福祉施設における実践現場と連携し、

実習・演習等をより体系的に高度な専門技能の向上をはかる。②専攻の枠を超えた単

位履修により関連領域の基礎的素養を習得する。③社会的に要望の高い医療福祉の特

定専門領域についてのコース制を通して高度専門職業人としての能力を身につける。

④学会での発表、学術誌への投稿、学内公募研究への応募にチャレンジすることによ

り、研究能力を身につける。」を教育目標として掲げている。これら教育目標に基づき、

研究科としての「教育課程の編成・実施方針」を大学運営委員会で定め、2015(平成

27)年３月 18 日付で以下のとおり策定した。 

『医療福祉学研究科では、本学大学院の教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・

ポリシー)を踏まえ、以下の教育課程(カリキュラム)を編成し、実施している。 

１．修士課程において、医療福祉に関する学識を深め、各専攻の専門知識と技術

及び実践力を有する人材を養成するという方針に基づいて、研究分野の特論・

演習・実習科目による教育課程を編成する。 
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２．博士後期課程において、医療福祉分野における課題を探究し、研究者として

自立した研究活動を行い、高度な研究能力及びその基礎となる学識を養うこと

ができる科目による教育課程を編成する。』 

これらの教育目標及び「教育課程の編成・実施方針」は、学科長・専攻主任会議で

報告するとともに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている。また、

科目区分、必修選択の別、単位数等については、大学院学則に定めており、大学院要覧

に明示している。 

なお、本研究科各専攻についても、研究科の教育目標に沿って各専攻の教育目標を

掲げており、それぞれの教育目標に基づいて、各専攻の「教育課程の編成・実施方針」

を大学運営委員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している。各専

攻の科目区分、必修選択の別、単位数等については、大学院学則に定めており、大学

院要覧に明示している。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科では大学全体の教育目標に基づき、組織全体の運営の管理を担うために、

「各専門の高度な学識と技術を習得させることを目標とする。ますます、多様化する

医療福祉のニーズに応えるため、優れた理念と透徹した技術を持つ専門職業人を養成

する。各専門の高度な学識と技術を習得する。多様化する医療福祉のニーズに応える

ため、優れた理念と透徹した技術を習得する。」を教育目標として掲げている。これら

教育目標に基づき、研究科としての「教育課程の編成・実施方針」を大学運営委員会

で定め、2015(平成 27)年３月 18 日付で以下のとおり策定した。 

『医療技術学研究科では、本学大学院の教育課程の編成・実施方針(カリキュラム・

ポリシー)を踏まえ、医療、福祉及び健康の分野における指導的人材を育成すると

いう方針に基づいて、医療技術に関する学問体系に応じた科目を配置し、高度な

専門性と実践力に重点を置いた教育課程(カリキュラム)を以下のとおり編成し、

実施している。 

１．修士課程においては、学部・学科における教育を基礎として、医療福祉健康

分野において、医療技術に関する深い学識、高度の専門性を要する技能及び高

い倫理観を修めることができる教育課程を編成する。 

２．博士後期課程においては、修士課程で養った高度な専門的学識及び技能をも

とに、医療技術分野で自立して研究活動を行い、あるいは専門的業務に従事す

る能力を養うことができる教育課程を編成する。 

３．研究指導の過程において医療技術分野の研究プロジェクトに参加させ、プロ

ジェクトの企画能力・管理運営能力を高める。』 

これらの教育目標及び「教育課程の編成・実施方針」は、学科長・専攻主任会議で

報告するとともに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている。また、

科目区分、必修選択の別、単位数等については、大学院学則に定めており、大学院要覧

に明示している。 

なお、本研究科各専攻についても、研究科の教育目標に沿って各専攻の教育目標を

掲げており、それぞれの教育目標に基づいて、各専攻の「教育課程の編成・実施方針」



 

47 

 

を大学運営委員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している。各専

攻の科目区分、必修選択の別、単位数等については、大学院学則に定めており、大学

院要覧に明示している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

本研究科では大学全体の教育目標に基づき、組織全体の運営の管理を担うために、

「医療福祉マネジメント学研究科は、『福祉の心』を涵養しつつ、『医療福祉サービス

の社会的機能・役割あるいは制度的・技術的独自性に精通』させたうえで、経営、秘

書、デザイン、情報に関する専門知識・技術・実務能力の修得あるいは関連した諸資

格の取得を通して、医療・福祉施設の経営マネジメントに参画できる専門家・指導者・

研究者の養成のために、医療福祉のマネジメントに関連する諸理論を修得させる。」を

教育目標として掲げている。これら教育目標に基づき、研究科としての「教育課程の

編成・実施方針」を大学運営委員会で定め、2015(平成 27)年３月 18 日付で以下のと

おり策定した。 

『医療福祉マネジメント学研究科では、本学大学院の教育課程の編成・実施方針(カ

リキュラム・ポリシー)を踏まえ、医療、福祉及び関連分野の組織で指導的人材を

育成するという方針に基づいて、以下の教育課程(カリキュラム)を編成し、実施

している。 

１．修士課程においては、医療福祉分野のマネジメントに関する経営学、秘書学、

デザイン学、情報学等の卓越した専門知識や技術を修めることができる教育課

程を編成する。 

２．博士後期課程においては、修士課程で養った高度な専門的学識及び技能をも

とに、専門分野に関して自立して研究活動を行い、あるいは専門的業務に従事

する能力を養うことができる教育課程を編成する。』 

これらの教育目標及び「教育課程の編成・実施方針」は、学科長・専攻主任会議で

報告するとともに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている。また、

科目区分、必修選択の別、単位数等については、大学院学則に定めており、大学院要覧

に明示している。 

なお、本研究科各専攻についても、研究科の教育目標に沿って各専攻の教育目標を

掲げており、それぞれの教育目標に基づいて、各専攻の「教育課程の編成・実施方針」

を大学運営委員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している。各専

攻の科目区分、必修選択の別、単位数等については、大学院学則に定めており、大学

院要覧に明示している。 

 

(3) 教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が、大学構成員（教

職員および学生等）に周知され、社会に公表されているか。 

<1> 大学全体  

大学教職員への教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」の

周知については、学生便覧(資料4(1)-1)と大学院要覧(資料4(1)-4)を教職員へ配付し、

ホームページ(資料4(1)-3)に公開することにより行っている。 
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学部学生に対しては、学生便覧、ホームページ、入学時オリエンテーション、各学

期開始時の学年別履修ガイダンス等で教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の

編成・実施方針」の周知を図ることにより、学生は主体性を持って卒業までの学習計

画を立てることができる。また、大学院生に対しては、大学院要覧(資料4(1)-4)及び

年度当初のガイダンスで周知を図ることにより、修了までの研究計画を明確に立案す

ることができる。 

以上のことは、保護者及び受験生を含む社会一般に対しても大学案内(資料4(1)-2)、

ホームページを通じて公開しており、有為な人材を育成するという大学の使命や教育

活動に加え、地域貢献の内容も含めて広く社会に公表することにより、大学としての

社会的な責任を果たしている。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部の教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」は、ホーム

ページに掲載し、全教職員に周知している。各学科学生に対しては、新入生オリエン

テーション、各学期初めの学科ガイダンスなどで周知している。また、受験生を含む

社会に対しては、ホームページで公表している。 

 

（イ）医療技術学部 

医療技術学部の教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」は、

ホームページに掲載し、全教職員に周知している。各学科学生に対しては、新入生オ

リエンテーション、各学期初めの学科ガイダンスなどで周知している。また、受験生

を含む社会に対しては、ホームページで公表している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 他の２学部と同様に、本学部の教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・

実施方針」は、ホームページに掲載し、全教職員に周知している。各学科学生に対し

ては、新入生オリエンテーション、各学期初めの学科ガイダンスなどで周知している。

また、受験生を含む社会に対しては、ホームページで公表している。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科の教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」は、ホー

ムページに掲載し、全教職員に周知している。各専攻学生に対しては、各学期初めの

大学院ガイダンスなどで周知している。社会に対しては、ホームページで公表してい

る。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科の教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」は、ホ

ームページに掲載し、全教職員に周知している。各専攻学生に対しては、各学期初め

の大学院ガイダンスなどで周知している。社会に対しては、ホームページで公表して



 

49 

 

いる。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 他の２研究科と同様に、本研究科の教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の

編成・実施方針」は、ホームページに掲載し、全教職員に周知している。各専攻学生

に対しては、各学期初めの大学院ガイダンスなどで周知している。社会に対しては、

ホームページで公表している。 

 

(4) 教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定

期的に検証を行っているか。 

<1> 大学全体 

教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」の適切性については、

定期的に大学全体と各学科から相互に、また FD・SD 委員会、教務委員会及び大学院教

務委員会において検証を行っている。教育目標は、時代の要請に合わせて相応の変化

をしていくものと考えており、建学以来、教育目標の改訂を行ってきた。社会のニー

ズに合った教育目標を掲げることは、有為な人材の育成において必要なことであり、

本学の教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」は基本的に適切

であると判断している。現在の取組が有効に機能し続けることができるよう、引き続

き大学全体と各学科から相互に検証を行っていく。  

その他、検証に関する全学的な取組として、毎年卒業年次生を対象に、教育目標の

達成度に関する「学部卒業生アンケート」を実施している。そのアンケート結果を参

考に、各学科では教育目標・教育課程の編成についての適切性を検証し、カリキュラ

ムの編成計画に反映させている。さらに、毎年実施している「学部学生による授業評

価」の結果についても、FD・SD 委員会(資料4(1)-5)を中心に定期的に検証し、関係委

員会と連携を取りながら改善を図っている。それらの結果は「FD・SD 報告書」(資料

4(1)-6)として冊子にまとめ、図書館に設置して学生・教職員に公表するとともに、そ

の中の授業評価については教職員専用ポータルサイトに掲載している。また、大学運

営委員会で打ち出された方針に基づいて、各学科で具体的な方針を検討し、教務委員

会(資料4(1)-7)、大学運営委員会での検討を経て編成・実施するなど、相互に検証を

行っている。その他、卒業後３年経過した卒業生に対しては、どのような就業状況に

あるか、そして、本学における学修を振り返り、どのように評価しているかを把握す

るとともに、卒業時の就職先が彼らをどのように評価しているかを確認するためにア

ンケート調査を実施している。こうした情報も加えて、教育目標、「学位授与方針」

及び「教育課程の編成・実施方針」の適切性・妥当性については多面的な検証を行っ

ている。また、各学部において学部長を中心に全科目のシラバスをカリキュラム・ポ

リシーとの整合性の観点から内容を確認している。 

大学院においても、FD・SD委員会が大学院生を対象として実施している「大学院生

による授業評価」を参考に、また学部同様に各研究科においてシラバスとカリキュラ

ム・ポリシーとの整合性の評価を参考に、当該年度の教育課程の適切性の検証及び次

年度の教育課程編成計画を立案している。その結果、各研究科及び専攻からの改善策
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があれば、大学院教務委員会(資料4(1)-8)に提案し、大学運営委員会に上申する仕組

みとなっており、定期的に検証している。また、大学運営委員会で打ち出された方針

に基づいて各研究科及び専攻で検討するなど相互に検証している。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部では、教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」の適切

性について、大学全体で行われる教務委員会及び FD・SD 委員会で定期的な検証を行っ

ている。具体的には、教育方針と教育成果(資料 4(1)-9)、卒業生アンケート調査、「学

部学生による授業評価」などを踏まえ、教務委員会を中心に次年度の教育課程の構成

計画を行っている。この教育課程の編成計画を各学科で検討し、教務委員会が取りま

とめて大学運営委員会で報告している。 

 

（イ）医療技術学部 

医療技術学部では、教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」

の適切性について、大学全体で行われる教務委員会及び FD・SD 委員会で定期的な検証

を行っている。具体的には、教育方針と教育成果、卒業生アンケート調査、「学部学生

による授業評価」などを踏まえ、教務委員会を中心に次年度の教育課程の編成計画を

行っている。この教育課程の編成計画を各学科で検討し、教務委員会が取りまとめて

大学運営委員会で報告している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 他の２学部と同様に、本学部では、教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の

編成・実施方針」の適切性について、大学全体で行われる教務委員会及び FD・SD 委員

会で定期的な検証を行っている。具体的には、教育方針と教育成果、卒業生アンケー

ト調査、「学部学生による授業評価」などを踏まえ、教務委員会を中心に次年度の教育

課程の構成計画を行っている。この教育課程の編成計画を各学科で検討し、教務委員

会が取りまとめて大学運営委員会で報告している。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科では、大学院教務委員会及び FD・SD 委員会を中心として、教育目標に対す

る「教育課程の編成・実施方針」の適切性について定期的に検証し、必要事項につい

ては、大学運営委員会、研究科委員会、各専攻会議で検討を行っている。また、各専

攻において次年度の教育課程の構成計画を立てる際に、教育方針と教育成果、FD・SD

委員会による「大学院生による授業評価」を参考に当該年度の適切性について検証し

ている。 

 

（イ）医療技術学研究科 

 医療技術学研究科では、大学院教務委員会及び FD・SD 委員会を中心として、教育目

標に対する「教育課程の編成・実施方針」の適切性について定期的に検証し、必要事
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項については、大学運営委員会、研究科委員会、各専攻会議で検討を行っている。ま

た、各専攻において次年度の教育課程の構成計画を立てる際に、教育方針と教育成果、

FD・SD 委員会による「大学院生による授業評価」を参考に当該年度の適切性について

定期的に検証している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 他の２研究科と同様に、本研究科では、大学院教務委員会及び FD・SD 委員会を中

心として、教育目標に対する「教育課程の編成・実施方針」の適切性について定期的

に検証し、必要事項については、大学運営委員会、研究科委員会、各専攻会議で検討

を行っている。また、各専攻において次年度の教育課程の編成計画を立てる際に、教

育方針と教育成果、FD・SD 委員会による「大学院生による授業評価」を参考に当該年

度の適切性について検証している。 

 

 

２．点検・評価 

●基準４(1)の充足状況 

本学では教育目標と整合性の取れた「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施

方針」を定め、明示している。学生に対しては、各種ガイダンスにおいて、また、社

会に対してはホームページに掲載し、公表している。適切性についても定期的検証し

改善を図っていることから、同基準をおおむね充足していると言える。 

 

① 効果が上がっている事項 

<1> 大学全体  

 教育目標に基づいて「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」を見直し

たことにより、修得すべき学習成果及び科目区分、必修・選択の別、単位数等が明確

になった。それにより、学生に期待する学習効果の達成過程を教員自身が理解しやす

くなり、履修指導を円滑に行うことが可能となっている(資料4(1)-3)。 

大学院においても、教育目標と教育課程との整合性を持たせており、医療福祉分野

の高度専門職業人・研究者の育成を行うための体系的なカリキュラムを構築するとと

もに、適切に「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」を見直したことに

より、履修計画及び研究計画が立案しやすい環境を提供している(資料4(1)-3)。 

 

<2>  学 部 

（ア）医療福祉学部 

 本学部は、いずれの学科も明確に教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・

実施方針」を定め、ホームページ上で公表し、周知している。新入生には、各学科の

ガイダンスで具体的な履修方針を説明し、指導している。これらの結果として所定の

方針にのっとった履修を実現しており、このことは４年間の修学による順調な学位取

得と低い退学率(資料4(1)-10)、「学部学生による授業評価」における高い評価に現れ

ている。 
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（イ）医療技術学部 

 本学部は、いずれの学科も明確に教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・

実施方針」を定め、ホームページ上で公表し、周知している。新入生には、各学科の

ガイダンスで具体的な履修方針を説明し、指導している。これらの結果として所定の

方針にのっとった履修を実現しており、このことは４年間の修学による順調な学位取

得と低い退学率、「学部学生による授業評価」における高い評価に現れている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 他の２学部と同様に、本学部は、いずれの学科も明確に教育目標、「学位授与方針」

及び「教育課程の編成・実施方針」を定め、ホームページ上で公表し、周知している。

新入生には、各学科のガイダンスで具体的な履修方針を説明し、指導している。これ

らの結果として所定の方針にのっとった履修を実現しており、このことは４年間の修

学による順調な学位取得と低い退学率、「学部学生による授業評価」における高い評価

に現れている。 

 

<3> 大学院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科は、いずれの専攻でも明確に教育目標を設定し明示している。また、大学

院全体の「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」に従い、各専攻はそれ

ぞれ修了後に活躍する領域又は職種を想定した様々な指導を行っている。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科は、いずれの専攻でも明確に教育目標を設定し明示している。また、大学

院全体の「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」に従い、各専攻はそれ

ぞれ修了後に活躍する領域又は職種を想定した様々な指導を行っている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

他の２研究科と同様に、本研究科は、いずれの専攻でも明確に教育目標を設定し明

示している。また、大学院全体の「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」

に従い、各専攻はそれぞれ修了後に活躍する領域又は職種を想定した様々な指導を行

っている。 

 

② 改善すべき事項 

<1> 大学全体 

教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」について、

大学構成員への周知が不十分であり、検証方法も充実しているとはいえない。 

 

<2>  学 部 

（ア）医療福祉学部  
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本学部は、教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」

について、大学構成員への周知が不十分であり、検証方法も充実しているとはいえな

い。 

 

（イ）医療技術学部  

本学部は、教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」

について、大学構成員への周知が不十分であり、検証方法も充実しているとはいえな

い。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

他の２学部と同様、本学部も、教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教育課

程の編成・実施方針」について、大学構成員への周知が不十分であり、検証方法も充

実しているとはいえない。 

 

<3>  大学院 

（ア）医療福祉学研究科  

本研究科は、教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方

針」について、大学構成員への周知が不十分であり、検証方法も充実しているとはい

えない。 

 

（イ）医療技術学研究科  

本研究科は、教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方

針」について、大学構成員への周知が不十分であり、検証方法も充実しているとはい

えない。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

他の２研究科と同様、本研究科も、教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教

育課程の編成・実施方針」について、大学構成員への周知が不十分であり、検証方法

も充実しているとはいえない。 

 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

<1> 大学全体 

学部においては、学生自身が自分で設計した履修計画に沿って修学した結果、高い

国家試験等合格率や、医療福祉関係への高い就職率へとつながっている (資料

4(1)-11,12)。今後も教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実

施方針」のもと、高い学修成果を得るためには、履修指導の内容を充実させて、学生

の多様化にも丁寧に対応することにより、学生に期待する学習効果の達成度を高めて

いく。 
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大学院においては、教育目標と教育課程との整合性を保持しながら、明確な「学位

授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」のもと、引き続き適正に学位授与を行う。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部  

本学部における教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」は、

基本的に適切であると判断されるため、現在の取組を継続し、それらが有効に機能し

続けることができるよう、各学科での検証を強化する。就職率の高さと学生による授

業評価は、教育目標並びに「教育課程の編成・実施方針」の適切性に関する重要な指

標であると考えられることから、その推移を注意深く見守り、変動がある場合は速や

かに対処する体制を整備する。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部における教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」は、

基本的に適切であると判断されるため、現在の取組を継続し、それらが有効に機能し

続けることができるよう、各学科での検証を強化する。就職率の高さと学生による授

業評価は、教育目標並びに「教育課程の編成・実施方針」の適切性に関する重要な指

標であると考えられることから、その推移を注意深く見守り、変動がある場合は速や

かに対処する体制を整備する。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

他の２学部と同様、本学部における教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の

編成・実施方針」は、基本的に適切であると判断されるため、現在の取組を継続し、

それらが有効に機能し続けることができるよう、各学科での検証を強化する。就職率

の高さと学生による授業評価は、教育目標並びに「教育課程の編成・実施方針」の適

切性に関する重要な指標であると考えられることから、その推移を注意深く見守り、

変動がある場合は速やかに対処する体制を整備する。  

 

<3> 大学院 

（ア）医療福祉学研究科  

本研究科における教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」

は、基本的に適切であると判断されるため、現在の取組を継続し、それらが有効に機

能し続けることができるよう、各専攻での検証を強化する。大学院生による授業評価

は、教育目標並びに「教育課程の編成・実施方針」の適切性に関する重要な指標であ

ると考えられることから、その推移を注意深く見守り、変動がある場合は速やかに対

処する体制を整備する。  

 

（イ）医療技術学研究科  

本研究科における教育目標、「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」

は、基本的に適切であると判断されるため、現在の取組を継続し、それらが有効に機
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能し続けることができるよう、各専攻での検証を強化する。大学院生による授業評価

は、教育目標並びに「教育課程の編成・実施方針」の適切性に関する重要な指標であ

ると考えられることから、その推移を注意深く見守り、変動がある場合は速やかに対

処する体制を整備する。  

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科  

他の２研究科と同様、本研究科における教育目標、「学位授与方針」及び「教育課

程の編成・実施方針」は、基本的に適切であると判断されるため、現在の取組を継続

し、それらが有効に機能し続けることができるよう、各専攻での検証を強化する。大

学院生による授業評価は、教育目標並びに「教育課程の編成・実施方針」の適切性に

関する重要な指標であると考えられることから、その推移を注意深く見守り、変動が

ある場合は速やかに対処する体制を整備する。  

 

② 改善すべき事項 

<1> 大学全体  

教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」の周知に

ついては、大学構成員への周知の方法を見直す。また、検証方法については、従来ま

での授業評価に加えて、有効な方法を検討する。具体的には、学科・専攻ごとの教育

方針に沿った教育成果を学報で示すことにより、両方針の適切性を検証する。  

 

<2>学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部は、教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」

の周知について、大学構成員への周知の方法を見直す。また、検証方法については、

従来までの授業評価に加えて、有効な方法を検討する。具体的には、学科ごとの教育

方針に沿った教育成果を学報で示すことにより、両方針の適切性を検証する。  

 

（イ）医療技術学部 

本学部は、教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方針」

の周知について、大学構成員への周知の方法を見直す。また、検証方法については、

従来までの授業評価に加えて、有効な方法を検討する。具体的には、学科ごとの教育

方針に沿った教育成果を学報で示すことにより、両方針の適切性を検証する。  

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

本学部も他の２学科と同様、教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教育課程

の編成・実施方針」の周知について、大学構成員への周知の方法を見直す。また、検

証方法については、従来までの授業評価に加えて、有効な方法を検討する。具体的に

は、学科ごとの教育方針に沿った教育成果を学報で示すことにより、両方針の適切性

を検証する。 

 



 

56 

 

<3>大学院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科は、教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方

針」の周知について、大学構成員への周知の方法を見直す。また、検証方法について

は、従来までの授業評価に加えて、有効な方法を検討する。具体的には、専攻ごとの

教育方針に沿った教育成果を学報で示すことにより、両方針の適切性を検証する。  

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科は、教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方

針」の周知について、大学構成員への周知の方法を見直す。また、検証方法について

は、従来までの授業評価に加えて、有効な方法を検討する。具体的には、専攻ごとの

教育方針に沿った教育成果を学報で示すことにより、両方針の適切性を検証する。  

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

本研究科は、教育目標に基づいた「学位授与方針」及び「教育課程の編成・実施方

針」の周知について、大学構成員への周知の方法を見直す。また、検証方法について

は、従来までの授業評価に加えて、有効な方法を検討する。具体的には、専攻ごとの

教育方針に沿った教育成果を学報で示すことにより、両方針の適切性を検証する。  

 

４．根 拠 資 料 

4(1)-1: 平成 27 年度 学生便覧(既出 資料 1-2) 

4(1)-2: 2016 大学案内(既出 資料 1-3) 

4(1)-3: 本学ホームページ「３つの方針(ポリシー)」 

   (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/02-02.php) 

4(1)-4: 平成 27 年度 大学院要覧 

4(1)-5: 川崎医療福祉大学 FD・SD 委員会規程(既出 資料 3-13) 

4(1)-6: 平成 26 年度 FD・SD 報告書(既出 資料 3-14) 

4(1)-7: 川崎医療福祉大学教務委員会規程 

4(1)-8: 川崎医療福祉大学大学院教務委員会規程 

4(1)-9: 川崎医療福祉大学学報 第 24 号(既出 資料 1-19) 

4(1)-10: 平成 24～26 年度 退学・除籍状況一覧、休学状況一覧(既出 資料 1-21) 

4(1)-11: 平成 26 年度国家試験及び認定試験等合格状況(既出 資料 1-10) 

4(1)-12: 平成 27 年３月卒業生 業種別就職状況(既出 資料 1-11) 
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〔2〕教育課程・教育内容 

 

１．現状の説明 

(1) 教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体

系的に編成しているか。 

<1> 大学全体 

本学では、大学全体の「教育課程の編成・実施方針」に基づき、各学科で順次性の

ある授業科目の体系的配置がなされている。「KAWASAKI DIPLOMA SYSTEM」を構成する

２つの教育プログラムのうち「STARTS」では、専門科目を履修するために必要な基礎

学力を身に付けることに加え、医療福祉の原点であるコミュニケーションを行う上で

必要となる豊かな力(幅広い教養、豊かな感性、人間理解、国際的な感覚)を身に付け

るためのスタンダード科目を基礎教育科目として配置し、一方の「GOALS」では、各学

科における人材養成の目的に沿った専門分野を究める科目を専門科目として配置して

いる(資料 4(2)-1 p.6)。 

学部における教育課程の編成は春・秋学期の２学期制で、卒業に必要な単位数は全

学部・全学科ともに 124 単位以上、そのうち、基礎教育科目は 26 単位以上、専門科

目は 98 単位以上である。本学の教育理念の下、各学科のカリキュラムは、学年ごと

に設定された科目を選んで履修すると、国家試験・認定試験受験資格の取得等学生の

目的が達成できるように体系付けられている。なお、各学科とも毎年履修方法等の検

証を行い、必要に応じてカリキュラムの見直し等改善を図っている。 

「医療福祉学」を標榜する本学の特色として、基礎教育科目においては、医療福祉

分野の全ての科目「医療と福祉」、「入門医学概論」、「医療福祉学概論」、「生命

倫理学」と、各学科の専門科目として「医学概論」を全学必修科目として開講している。 

基礎教育科目では、「文章表現」、「基礎英語Ⅰ」、「基礎英語Ⅱ」、「健康体育

基礎理論」、「健康体育基礎演習」も全学必修科目とし、教養、国際、情報、健康、

運動を意識した科目配置を行っている(資料4(2)-2)。また、教養分野と外国語分野で

は、放送大学と単位互換協定を締結して利用するほか、岡山県下の16大学連携組織で

ある「大学コンソーシアム岡山」との協定により学生の選択肢の拡大にも努めている。 

さらに、基礎教育科目、専門科目とも、学生の多様な要望に応えられるよう可能な

限り開設科目を多くするなど、選択肢を広げており、専門科目では、本学の特色を活

かして多職種間の連携を学ぶとともに、学生の多様な要望に応えるため、履修規程(資

料4(2)-2)第８条により、他学科開講科目を履修できることとしており、10単位を上限

に卒業単位として認めている。 

大学院における教育課程の編成については、春・秋学期の２学期制で、修士課程で

は講義方式の特論、個別指導方式の演習・実習が開講されている。また、高度専門職

業人としての実践力の向上を図るため、関係機関等での実習をカリキュラムに組み込

んでいる。博士後期課程では講義方式の特殊講義、個別指導方式の特殊研究が開講さ

れている。このことにより、コースワークとリサーチワークを適切に組み合わせた教

育が行われているといえる。 
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<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

 本学部では、理論と実践力を備えた専門職業人を養成するために、体系的な教育課

程を編成している。具体的には、学部の「教育課程の編成・実施方針」に基づいて、

大学共通の基礎教育科目(26 単位以上)を開設し、各学科の教育に必要となる専門科目

(98単位以上)を配置している(資料 4(2)-2)。卒業要件単位数は 124単位以上である(資

料 4(2)-3 別表 2）。基礎教育科目により培われる豊かな教養を基盤として、各学科が

教育目標の達成に向けた専門教育科目を開設している。また、各学科ともに実習科目

を中心に科目別履修要件を設定し、１年次から４年次まで体系的かつ段階的に学修で

きる仕組みを整えている(資料 4(2)-1)。 

医療福祉学科においては、学科の「教育課程の編成・実施方針」に基づき、社会福

祉士国家試験及び精神保健福祉士国家試験の受験資格を取得することができるように、

社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則、精神保健福祉士短期

養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則に準拠した授業科目構成とな

っている。さらに、第一種衛生管理者の免許を取得する者は、厚生労働省指定科目を、

高等学校教諭一種免許状(福祉)、特別支援学校教諭一種免許状(聴覚障害者・知的障害

者に関する教育の領域)を取得する者は、教育職員免許法並びに教育職員免許法施行規

則に基づく所定の単位を取得するようにしている。 

臨床心理学科では、学科の「教育課程の編成・実施方針」に基づき、学科の授業科

目を適切に開設し、その教育課程を体系的に編成している。2015(平成 27)年度からは、

精神保健福祉士の課程が設置され、精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉

士一般養成施設等指定規則に定められた科目の受講が可能になった。本学科の「学位

授与方針」に基づき、専門科目は、「専門基礎分野」15 科目(実習４科目を含む)、「医

学関連分野」６科目、「医療福祉関連分野」25 科目（実習 4 科目を含む）、「専門科目」

35 科目(実習１科目、演習４科目を含む)、及び「精神保健福祉科目」(実習 4 科目、

演習 3 科目を含む)の 5 領域に配置し、臨床心理学の専門性を高めるのに加え、医学、

医療福祉学の領域も学習できるよう配置されている。学年の進行に伴い、講義科目か

ら演習・実習科目に重点が移行するように編成されている。すなわち、１年次では、

講義 15 科目、実習２科目を履修し、主に心理学の基礎的な知識を習得できるように配置

されている。 

保健看護学科では、学科の「教育課程の編成・実施方針」に基づき、保健看護学に

関する科目を体系的に配置している。高度な専門性と実践力に重点を置いた教育課程

を編成し、全学生が看護師国家試験受験資格を取得することができる。加えて、公衆

衛生看護学コースでは保健師国家試験受験資格を、学校看護学コースでは養護教諭一

種免許状を取得することができるように、保健師助産師看護師学校養成指定規則に準

拠した科目を開設している。さらに養護教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状(看

護)を取得するために、教育職員免許法並びに教育職員免許法施行規則に基づく所定の

単位を取得できるように科目を開設している。がん看護学、重症救急看護学、国際看

護学、災害看護学は指定規則にないが、国家試験の出題基準にあるため、選択科目と

して開設している。 
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（イ）医療技術学部 

学部の「教育課程の編成・実施方針」に基づき、基礎教育科目 26 単位以上、専門科

目 98 単位以上、卒業要件単位数は 124 単位以上とし(資料 4(2)-2,4(2)-3 別表 2)、授

業科目は適切に開設され、教育課程を体系的に編成している。入学後の初年次教育「ス

ターツアワー」を通じて、医療技術系職種を目指す学生の豊かな人間性を育めるよう

授業科目を適切に開設し、工夫を行っている。基礎教育科目と各学科の専門基礎科目

の中で、リメディアル教育を実施し、各専門科目を十分に修得できる基礎力向上を図

れる体系的な編成を工夫している。 

教育課程の体系的な編成について、各学科で専門科目の履修系統図を作成し、全て

の専門科目が各学問領域に配置され、学年を追うごとに有機的に展開されているのか

を明確に示している。各学科とも臨床実習などの実習科目の履修要件を設定し、段階

的に学習を進める目安となるように教育課程を体系的に編成している。 

各学科においては、学科ごとの「教育課程の編成・実施方針」に従い、視能訓練士・

言語聴覚士学校養成所指定規則、管理栄養士学校指定規則、理学療法士作業療法士学

校養成施設指定規則、臨床工学技士学校養成所指定規則に準拠した授業科目を適切に

開設している。健康体育学科において、第一種衛生管理者を取得する者は、厚生労働

省指定科目の単位を、また中学校・高等学校教諭一種免許状(保健体育)、養護教諭一

種免許状を取得する者は、教育職員免許法並びに教育職員免許法施行規則に基づく所

定の単位を取得できるよう授業科目を適切に開設している。臨床栄養学科においても

所定の単位を取得することで、栄養教諭一種免許状の取得が可能な授業科目を適切に

開設している。 

さらに、国家試験や認定試験などが臨床実習や卒業研究などと並行して実施される

現状に即し、より効率的に学習を進めるために履修科目の見直し、そして科目統合を

行った。具体的には、健康体育学科、臨床栄養学科、リハビリテーション学科、臨床

工学科の４学科がカリキュラム改訂を実施し、授業科目をより適切に開設した。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

学部の「教育課程の編成・実施方針」に基づき、医療福祉マネジメントの基礎力と

実践力の修得を目指して教育課程を編成している。基礎教育科目 26 単位以上、専門科

目 98 単位以上、卒業要件単位数は 124 単位以上である(資料 4(2)-2,4(2)-3 別表 2)。

他の２学部と異なり、本学部の教育課程が扱う領域には医療福祉分野の国家資格が存

在しないため、各学科が学科ごとの「教育課程の編成・実施方針」に従い、その教育

目標達成に向け順次性と体系性に配慮した教育課程の編成を行い、医療福祉及びその

関連分野での創造的担い手となる専門職業人の養成を目指している(資料 4(2)-1)。 

 各学科別の状況として、医療福祉経営学科では、１・２年次の２年間にわたり基礎

ゼミⅠ～Ⅳの計４単位を必修科目として設け、学習意欲の維持向上と専門教育におけ

る確実な知識の獲得を目指している。また一般的な経済学及び経営学的基礎教育のみ

ならず「医療福祉経済学」、「医療マネジメント論」など医療福祉機関のマネジメント

に特に配慮した専門科目を配置している。 

 医療秘書学科では、１・２年次で医学系基礎科目の履修を終え、３年次春学期の学
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外実習に備え、さらに、３年次終了時には診療情報管理士や診療報酬請求事務能力認

定試験などの認定資格の受験が可能になるよう各種科目を順序立てて配置している。 

 医療福祉デザイン学科では、１・２年次に医療科目群並びに福祉科目群の諸科目を

多く配置することで医療福祉に関する基礎知識の獲得を目指すとともに、医療福祉デ

ザインの現場で求められる幅広い知識と経験の醸成が可能になるよう、多数の専門科

目から選択できるように配慮している。 

医療情報学科では、専門基礎分野の諸科目を全て必修とし１年次に集中的に履修さ

せるとともに、医療情報学における多様な領域を網羅する科目編成に努め、学生が自

らの進路に応じて順次性のある科目選択ができるよう配慮している。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科では、研究科の「教育課程の編成・実施方針」に基づいた授業科目を開設

し、高度専門職業人の養成が図られるような体系的な教育課程を編成している。修士

課程の修了要件は専攻ごとに異なるが、博士後期課程については、全ての専攻におい

て、特殊講義４単位以上(２科目以上)及び特殊研究 12 単位以上の合計 16 単位以上を

修得し、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することと

して明示している(資料 4(2)-4,4(2)-5)。 

医療福祉学専攻では、専攻の「教育課程の編成・実施方針」に基づき、「医療福祉総

合コース」、「発達障害(TEACCH)コース」、「遺伝カウンセリングコース」を設けている。

それぞれのコースにおいて履修モデルを示している。共通して１年次では講義方式に

よる特論を開講し、特論で修得した知識を２年次でそれぞれのコースに特化した演習

や実習で応用できるように編成している。必修４単位を含む 32 単位以上修得し、かつ

修士論文を作成し、最終試験に合格することを修了要件として明示している。なお、

特別支援学校教諭専修免許状(視覚障害者・知的障害者・肢体不自由者に関する教育の

領域)及び高等学校教諭専修免許状(福祉)取得に関する科目も開講している。博士後期

課程は特殊講義と特殊研究で構成され、それらを履修しつつ博士論文の作成を行う。 

臨床心理学専攻は専攻の「教育課程の編成・実施方針」に基づき授業科目を適切に

開設し、教育課程を体系的に編成している。臨床心理学専攻修士課程では、授業科目

を特論、演習、実習で構成し、１年次の特論で修得した知識を、２年次の演習や実習

で応用できるように編成している。加えて、臨床心理士指定大学院第一種のカリキュ

ラムに基づき指定科目を履修し単位を修得することにより、臨床心理士の資格認定試

験の受験資格を得ることができる。必修 16 単位を含む 32 単位以上修得し、かつ修士

論文を作成し、最終試験に合格することを修了要件としている。博士後期課程の教育

課程は、授業科目を特殊講義と特殊研究で構成し、前者は講義形式で、後者は個別指

導形式で開講している。 

保健看護学専攻では、専攻の「教育課程の編成・実施方針」に基づき、授業科目を

適切に開設し、教育課程を体系的に編成している。修士課程においては、基礎理論研

究分野を開設し、さらに、保健看護学実習などの実習科目や保健看護学セミナーを履

修することで、研究と実践を連動させて問題解決できるように編成している。必修４



 

61 

 

単位を含む 32 単位以上修得し、かつ修士論文を作成し、最終試験に合格することを修

了要件として明示している。また、がん看護学コースでは、がん看護専門看護師認定

審査受験資格が取得できるように、15 科目 30 単位以上が配置されている。助産学コ

ースでは、助産師国家試験受験資格が取得できるように助産学研究分野を開設、必修

12 科目 28 単位が配置されている。なお、養護教諭専修免許状取得に関する科目も開

講している。博士後期課程では、発達期看護学研究や包括的地域看護学研究を選択科

目として開設し、さらに、研究支援科目を設けて、研究的なエビデンスの下に幅の広

い看護ケアの開発が行えるような教育課程を編成している。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科の「教育課程の編成・実施方針」に基づいて、医療技術に関する学問体系

に応じた授業科目を配置し、高度な専門性と実践力に重点を置いた教育課程を体系的

に編成している。各専攻の修了要件は、修士課程では、32 単位以上を修得し、かつ修

士論文を作成して最終試験に合格することであり、博士後期課程では、特殊講義４単

位以上及び特殊研究 12 単位以上の合計 16 単位以上を修得し、博士論文の審査及び最

終試験に合格することを踏まえた授業科目の配置となっている(資料 4(2)-4,資料

4(2)-5)。感覚矯正学専攻、リハビリテーション学専攻においては、修士課程、博士後

期課程ともに、３つの研究分野を有し、健康体育学専攻修士課程では５研究分野、臨

床栄養学専攻修士課程では３研究分野を有している。臨床工学専攻では修士課程は３

研究分野、博士後期課程は２研究分野を有している。いずれの専攻も各研究分野に即

した授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的に編成している。また、健康体育学

専攻修士課程と臨床栄養学専攻修士課程の上に健康科学専攻博士後期課程を設けてお

り、運動科学研究、保健学研究、栄養学研究の３つの研究分野から構成し、各研究分

野に即した授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的に編成している。なお、健康

体育学専攻修士課程では、中学校教諭専修免許状(保健体育)及び高等学校教諭専修免

許状(保健体育)取得に関する科目を、臨床栄養学専攻修士課程では、栄養教諭専修免

許状取得に関する科目を開講し、免許取得が可能な授業科目を適切に開設している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

大学全体並びに研究科としての「教育課程の編成・実施方針」に基づき、医療福祉

マネジメント学研究科の教育課程は、修士課程において各専攻とも、基礎理論と専門

研究分野の講義及び研究指導の組合せから構成されている。１年次のうちに基礎理論

に相当する科目履修を徹底させ、２年次における専門的な研究の遂行がスムーズにな

されるよう工夫している。医療福祉経営学専攻、医療秘書学専攻、医療福祉デザイン

学専攻及び医療情報学専攻の修士課程４専攻における修了要件は、いずれも、32 単位

以上を修得し、修士論文(医療福祉デザイン学専攻では修士作品でも可)を作成して最

終試験に合格することである(資料 4(2)-4,4(2)-5)。なお、医療情報学専攻修士課程

では、高等学校教諭専修免許状(情報)取得に関する科目も開講している。 

 医療情報学専攻博士後期課程では、特殊講義４単位以上及び特殊研究 12 単位以上の

合計 16 単位以上を修得し、博士論文の審査及び最終試験に合格することになっている。
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医療福祉分野の発展と多様化に対応した教育課程を整備し、講義と演習そして研究指

導を実施している。 

専攻別の特記事項として、医療秘書学専攻では「医療秘書倫理特論Ⅰ」、「医療秘書

国際コミュニケーション特論Ⅰ」、「医療秘書学特論Ⅰ」、「医療秘書機能特論Ⅰ」をい

ずれも１年次の必修の講義科目として開設し、これらを基盤に、学部より一層高度化

した２年次の現場実習(「医療秘書学実習」、「国際医療秘書学実習」)に結び付けてい

る。 

 

(2) 教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供している

か。 

<1> 大学全体 

本学では、「教育課程の編成・実施方針」に基づき、学士課程教育にふさわしい教育

内容を提供している。基礎教育科目(資料 4(2)-3 別表 1-(1))については、医療福祉分

野(４科目)、教養分野(13 科目)、外国語分野(５科目)、健康・体育分野(５科目)、情

報分野(３科目)、総合分野(８科目)の６分野(38 科目)で構成し、１年次開講科目とし

て適切に配当している。これらは、専門知識と高度な技術を身に付けたスペシャリス

トである前に、まず一人の人間として、幅広い教養、豊かな感性、国際的感覚を身に

付けるなど、専門科目を履修するために必要な基礎学力を養う科目群として設定している。 

専門科目(資料4(2)-3 別表1-(2))については、学科ごとに教育課程が設定されてお

り、教育目標や取得資格についての指定基準に応じて適切に配当されている。そして、

各学部・学科の理念・目的を実現するための学問体系が組まれており、それぞれが学

科の特色を出しながら独自に展開している。また本学では、国家試験・認定試験の受

験資格を取得させることに重点を置いた教育課程を総合的に組んでいる。国家試験の

ガイドラインや資格取得に係る指定科目の特性を踏まえ、各学科とも、講義、演習、

実習(学内及び学外)科目の連携を考えた教育課程を構築するとともに、実習報告会や

卒業論文発表会を開催するなど、プレゼンテーション能力を学生に身に付けさせるこ

とにも力を入れている。 

その他本学では、入学前学習(資料 4(2)-6)として、学科ごとの特性や専門性に合わ

せた内容で構成された課題を Web 上から提供しており、高校で身に付けてきた知識や

技能と、入学後の大学における基礎教育科目や専門科目の授業内容とを有機的に結び

付けるための準備学習と位置づけている。そして、入学後の初年次教育としては、近

年多様な背景を持つ学生が多く入学してきていることに対応するためのリメディアル

教育や、本学の教育理念や学生自身の目的を明確にして、「受け身の勉強」から「自

主的な学び(アクティブ・ラーニング)」へと学習スタイルを転換させ、自ら学ぶ姿勢

を身に付けさせることを目的とする「スターツアワー」(資料 4(2)-7)を提供している。

本学独自の初年次教育プログラムである「スターツアワー」では、大学での学習習慣

にスムーズに移行できるよう、新入生オリエンテーションやアセンブリーアワーを活

用して、本学の教育理念や医療福祉に関連する講話を織り交ぜながら、専門知識を修

得することへの意欲や目標を達成するためのモチベーションの向上を図っている。ま

た、多くの学科で開講している「基礎ゼミナール」では、大学特有の学習スキルや大

学生としての基本的な態度を修得させており、「スターツアワー」の一環として位置
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付けている。このように、入学後の早い段階から大学生活における留意事項を丁寧に

伝え、学習スキルの向上を図るとともに、キャリアデザインの主体的な構想力と医療

福祉分野における職業意識を涵養しており、基礎教育から専門教育への教育課程の接

続が有機的に行えるよう工夫されたプログラムとなっている。この「スターツアワー」

においては、従来の教育実績を踏まえ、2014(平成 26)年度から、授業として単位化が

可能な内容と、オリエンテーションの範疇に留める内容とを区別した上で、基礎教育

科目に「医療と福祉」(資料 4(2)-8)を開講した。これに連動して基礎教育科目全体の

編成を発展的に見直し、これまで以上に専門科目へ有機的につながる深化した基礎教

育の内容を提供している。 

その他高大連携として、高校生を対象とした学内での模擬授業及び高校での出張講

義等により(資料4(2)-9)、入学後の専門性との接続を意識した取組を継続しており、

高校生の学習意欲の向上などの地域貢献としての意義に加え、その成果をもとに本学

の授業を深化させ、適切な教育内容の提供につなげることを目的とした取組を継続し

ている。 

大学院においては、各専攻でその教育目標に応じ、「必修と選択」、「理論と実践」

を組み合わせた体系的な教育課程を提示しており、高度専門職業人養成のシステム化

が図られている。また、各課程においては「教育課程の編成・実施方針」に基づき教

育を提供しており、その内容については、各研究科の人材育成の目的に適合した教育

課程で編成されている。その上で、各教育課程は大学院教務委員会での検証を経て、

大学運営委員会での了承を受けており、大学の組織的な検証を経ることで、教育の質

の保証につながっている。 

  

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

学部の「教育課程の編成・実施方針」の内容に合致した学士課程にふさわしい教育

内容を提供している。「KAWASAKI DIPLOMA SYSTEM」(資料 4(2)-1 p.7)に基づき、効果

的な初年次教育を実現するために、全学科共通で取り組むべき内容を初年次教育プロ

グラム「スターツ・アワー」(資料 4(2)-7)として実施している。 

医療福祉学科では学科の「教育課程の編成・実施方針」に基づき、「スターツアワー」

に加え、１年次生を対象に 10 名以下の少人数で実施する「基礎ゼミナール」(資料

4(2)-12)を開講し、丁寧な指導・支援を行っている。また、社会福祉士、精神保健福

祉士の国家試験受験資格及び教職免許の資格取得が可能となる専門科目を設定している。 

臨床心理学科では、学科の「教育課程の編成・実施方針」に基づき、教育課程を適

切に編成し、それにふさわしい教育内容を提供している。学外の医療機関や福祉施設

で、より実践的な実習が行われ、本学科が目指す「医療福祉領域での心理専門家」を

養成するためには必要不可欠な教育内容を提供できる。 

保健看護学科では、学科の「教育課程の編成・実施方針」に基づき、看護師国家試

験受験資格、保健師国家試験受験資格、養護教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許

状(看護)を取得するための教育内容を展開し、各資格に必要な単位数の実習を隣接す

る川崎医科大学附属病院、旭川荘の各施設、岡山県内の保健所・市町村・小中学校等

で行っている。 
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（イ）医療技術学部 

学部の「教育課程の編成・実施方針」の内容に合致した学士課程にふさわしい教育

内容を提供している。 

リメディアル教育も兼ねた授業科目を含む全学科共通の基礎教育科目において、感

覚矯正学科(言語聴覚専攻)が「統計学」及び「生物学」を必修にしている(資料 4(2)-1 

p.9)。その他の学科においても、必要に応じて履修要件を設定して、「教育課程の編成・

実施方針」に基づいた教育内容を提供している。専門科目については、基礎的知識や

医療技術分野の関連領域を学ぶため専門基礎分野、専門分野に細分化している。すな

わち、専門知識と高度な技術を身に付けるための実践的な教育課程を提供するととも

に、各学科とも学内実習、学外実習、臨地実習、臨床実習など豊富な実習科目を開講

して、実践力を養成するための教育内容を提供している。さらに、卒業研究を通じて、

問題発見とその解決能力を身に付けられるように教育内容を工夫しており、卒業時に

国家試験がある学科においては、専門科目における指導のみならず、特別講義や演習、

個別指導、模擬試験などの学部課程にふさわしい教育内容を提供している。 

さらに、国家試験や認定試験などが臨床実習や卒業研究などと並行して実施される

現状に即し、より効率的に学習を進めるために履修科目の見直し、そして科目統合を

行い、各学科の現状を踏まえた教育内容を提供している。  

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

本学部においても、学部の「教育課程の編成・実施方針」の内容に合致した学士課

程にふさわしい教育内容を提供している。全学的に導入された初年次教育プログラム

「スターツアワー」(資料 4(2)-7)と、各学科における初年次教育科目とを可能な限り

融合させ、学習スキルや基本的生活態度を修得するとともに、本学に入学した意義や

意味を考える機会としている。医療福祉経営、医療秘書、医療情報の３学科において

「基礎ゼミ」を設け対応している。なお、全学的な初年次教育プログラム及び基礎教

育科目の発展的再編成と並行して、本学部では 2014(平成 26)年度から、１年次必修の

学部共通科目を設けた新たな教育課程を導入した。。この共通科目は、医療福祉概念の

更なる理解を促し、２年次以降の実習を含む専門科目との連携を通して、医療福祉と

その関連分野における有能な人材の育成へとつなげている。 

本学部の各学科では、医療福祉に関連し、卒業後に医療福祉を含めた関連組織でも

活かせる資格の取得に対応した教育内容を提供している(資料 4(2)-1 p.29-34)。学部

の主要科目でもあり共通の資格に関連する科目では、複数の教員が対応して教育内容

の均一化と内容の質的向上を図るため、学科間の連絡を密に取って実施している。ま

た、川崎医科大学附属病院での病院実習では、各学科の実習担当者が集まり、定期的

に実習計画を作成して教育内容の質の向上に努めている。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 本研究科では、各専攻における「教育課程の編成・実施方針」に基づき、各課程に

ふさわしい教育内容を提供している(資料 4(2)-5)。 
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医療福祉学専攻修士課程では、医療福祉の専門性を身に付けるための科目を数多く

設置し、医療福祉の理論・技術を備えた高度な専門職・研究者・教育者の養成に取り

組んでいる。発達障害(TEACCH)コースでは、自閉症・発達障がい児(者)支援の専門的

人材養成を目的とした教育内容の科目を数多く提供している。さらに、遺伝カウンセ

リングコースでは、遺伝医療の現場で活躍できる認定遺伝カウンセラー養成を目的と

した教育内容の科目を提供している。博士後期課程の授業科目は、理論研究、運営・

システム研究、実践研究の３つの研究分野及び医療福祉学特殊研究から構成されてお

り、それらを履修しつつ博士論文の作成が行われるよう指導している。 

臨床心理学専攻は、修士課程及び博士後期課程においても、教育課程に相応した教

育内容を十分に提供している。なお、本専攻は、臨床心理士資格取得に関する指定大

学院 1 種に指定されており、それに基づく教育課程も組み込まれている。博士後期課

程では、教育課程のうち３つの研究分野(基礎理論研究・基礎関連研究・臨床関連研究)

では各「特殊講義」を設け、博士論文作成に係わる知識・技能を習得する。 

保健看護学専攻では、2014(平成 26)年度に教育課程の見直しを行い、専攻の「教育

課程の編成・実施方針」に基づいた教育内容を提供している。修士課程の教育課程は、

基礎理論研究、保健看護学研究、助産学研究の３研究分野及び実習、セミナー、研究

から構成されており、保健看護の専門性を身に付けるための科目を数多く設定してい

る。平成 26 年度に正式認定されたがん看護専門看護師教育課程(がん看護学コース)

において、がん看護専門看護師認定試験受験資格の取得を可能とする科目を設定して

いる。また、助産学研究分野では、助産師の養成を目的とした教育内容の科目を設置

している。博士後期課程では、修士課程での研究から保健看護学の構築を目指すため

に、発達期看護研究や包括的地域看護研究、研究支援科目を選択科目として開設して

いる。 

 

（イ）医療技術学研究科 

各専攻では、医療技術に関する学問体系に応じた授業科目を配置し、高度な専門性

と実践力に重点を置いた教育課程を編成し、それに従って授業が行われ、各専攻にふ

さわしい教育内容を提供している。また学年進行に合わせて研究論文作成に必要な教

育内容を提供している(資料4(2)-5)。 

感覚矯正学専攻修士課程は、基礎感覚矯正学研究、視能矯正学研究及び言語聴覚学

研究の３つの研究分野から構成される。また、博士後期課程は、視能矯正学研究と言

語聴覚学研究に加え感覚高次脳機能学研究の３つの研究分野から構成され、専攻にふ

さわしい教育内容の提供が行われている。そして、感覚障がいを個々の器官の障がい

のみならず、高次脳機能との関連を考えて解析することに特色をおいた教育内容を提

供している。 

健康体育学専攻修士課程では、運動学研究、生涯スポーツ医学研究、健康学研究、

健康教育学研究、及び学校教育学研究の５つの研究分野を軸に、ライフスタイルが健

康に与える意義と効果について学ぶための教育内容を提供している。 

臨床栄養学専攻修士課程は、基礎栄養学研究、医療栄養学研究及び食品科学研究の

３つの研究分野から構成されており、それぞれ充実した指導教員と研究設備の下に講



 

66 

 

義・演習を提供し、きめ細かな個別研究指導が受けられる。 

健康科学専攻博士後期課程は、運動科学研究、保健学研究、栄養学研究の３つの研

究分野から構成されている。そして、健康体育学と臨床栄養学のそれぞれの高度な専

門性を追求するとともに、両者を融合体系化した高度な研究活動ができる教育内容を

提供している。 

リハビリテーション学専攻修士課程は、基礎研究、理学療法学研究、作業療法学研

究の３つの研究分野から構成されている。博士後期課程は、リハビリテーション学基

礎研究、理学療法学研究、作業療法学研究の３つの研究分野から構成されている。科

学的方法論の基礎が身に付くような授業科目を配し、生涯を通じて研鑽を続ける学究

的能力の涵養に努め、研究が可能な人材を育成ができる教育内容を提供している。 

臨床工学専攻修士課程は、基盤研究、臨床工学研究、及び生体工学研究から研究分

野が構成されている。博士後期課程は、臨床工学研究と生体工学研究から研究分野が

構成されている。そして、医療技術の発展・深化を見据えた幅広い基盤研究や応用研

究ができる教育内容を提供している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

各専攻とも、その教育目標に見合った成果を上げるため、独自の科目編成を行って

いる。これらの内容は大学院要覧に明示されるとともに、各専攻での授業運営を通し

てその適切性が随時検証され、専攻会議にて情報共有が図られている(資料 4(2)-5)。 

 医療福祉経営学専攻修士課程では、医療福祉施設経営に特化した科目を豊富に設定

し、医療福祉マネジメントの専門家を養成する教育内容の充実に努めている。 

 医療秘書学専攻修士課程では、医事業務並びに医療秘書機能に関する科目や組織行

動や英語による国際秘書コミュニケーションに関する科目等を設定し、医療機関にお

ける秘書業務を理論と実践の両面から理解し得る教育内容に配慮している。 

 医療福祉デザイン学専攻修士課程では、デザインによる医療福祉への貢献という目

標に向けて多様な研究テーマへの視点を広げるための「医療福祉デザイン学特論」を

必修科目として開講し、その上でより専門的・個別的な科目内容につなげるようにし

ている。 

医療情報学専攻においては、修士課程並びに博士後期課程を通じて、高度化する病

院管理システムの構築と運用の担い手を育成するための新しい教育課程・内容の整備

を行っている。 

 

 

２．点検・評価 

●基準４(2)の充足状況 

 「教育課程の編成・実施方針」に基づき、授業科目は適切に開設され、体系的に配

置されている。また、学部・大学院の各課程にふさわしい教育内容を提供しているこ

とから、同基準を充足している。 

 

① 効果が上がっている事項 
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<1> 大学全体 

「教育課程の編成・実施方針」に基づき、本学の教育課程は、講義・演習・実習を

組み合わせて、教養・基礎学力と専門知識をバランス良く配置できている。基礎教育

科目では、専門科目を履修するために必要な基礎学力を養うスタンダード科目を配置

しており、専門科目では、目標とする資格や実践的な技術力を身に付けることができ

る授業科目を適宜開設している。また、初年次教育プログラム「スターツアワー」(資

料 4(2)-7)では、学習スキルに関する事項、充実した学生生活を送るための知識など、

入学時から自ら学ぶ姿勢を身に付けさせている。それらの成果として、高い国家試験

等合格率や医療福祉関係への高い就職率が挙げられる。  

大学院においては、「教育課程の編成・実施方針」に基づき、各課程にふさわしい教

育内容を提供している。FD・SD 委員会の大学院生を対象とした「大学院生による授業

評価」は、各専攻のカリキュラム全体に対する評価として実施しているが、「教育の満

足度」、「カリキュラムの体系性」、「研究指導」等について高い満足度を示す結果とな

っている(資料 4(2)-10)。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部の目的は、理論と実践力を備えた専門職業人の養成であり、その目的に合致

した教育内容を提供している。基礎教育科目を基盤とした専門科目の開設は、理論と

実践の統合に役立っている。さらに、科目別履修要件の設定は、専門知識や技術の体

系的修得のみならず、専門的職業人としての意識の涵養につながっている (資料

4(2)-1)。このことは、医療、福祉関連の専門職への就職率の高さから示すことができ

る(資料 4(2)-11)。 

 

（イ）医療技術学部 

 本学部の各学科では、「教育課程の編成・実施方針」を掲げ、それに沿った教育課程

が編成され、授業科目の適切な開設、及び各学科にふさわしい教育内容を提供できて

いる。臨地実習や臨床実習に向けて、専門基礎科目、専門科目の講義、演習、実習と

ステップを踏んで成果を上げている。さらに、臨地実習や臨床実習においても、見学

から評価、そして訓練へと進み、成果を上げている(資料 4(2)-1)。また、実習終了後、

実習報告会を開催し、情報の共有や実習担当者会議を通して次年度に向けて改善も図

っている。そして、各学科とも卒業研究を遂行することで、各分野についての理解を

深め、目指している専門職を意識させるのに役立っている。これらの効果は、医療・

福祉関連の専門職への就職率の高さとして示される(資料 4(2)-11)。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

各学科は、「教育課程の編成・実施方針」に基づいた科目のほか、各学科独自が目指

す資格取得に対応した科目を体系的に配置することで(資料 4(2)-1)、学生の卒業後の

目標に向けた科目選択を可能にしている。資格取得のみならず、各学科の教育目標に

ふさわしい多様な授業科目を開設していることで、学生は幅広い教養と技能を身に付

けることができ、卒業後に医療福祉施設だけでなく関連する分野における専門職業人
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として活躍している(資料 4(2)-11)。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科 3 専攻では社会的ニーズの高い教育課程を編成し、実績を上げている。 

 医療福祉学専攻では、特に発達障害(TEACCH)コース及び遺伝カウンセリングコース

の修了者は、コース開設以来、100％の就職率を達成している。さらに、遺伝カウンセ

リングコースの修了生は全員、認定遺伝カウンセラーの資格を取得している(資料

4(2)-12)。 

保健看護学専攻では、2014(平成 26)年度には修士課程９名、博士後期課程が春学期

末修了者を含めて３名が修了した。保健看護学コースの修了者１名が養護教諭専修免

許状を取得、助産学コース修了者３名が助産師国家試験を受験し全員が合格した(合格

率 100％)(資料 4(2)-13)。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科・各専攻で「教育課程の編成・実施方針」 を掲げ、それに沿った教育課程

が編成され、授業科目の適切な開設及びふさわしい教育内容の提供ができている。研

究指導の過程において医療技術分野の研究プロジェクトに参加させ、プロジェクトの

企画能力・管理運営能力を高めることも、本研究科の「教育課程の編成・実施方針」

の一つとして掲げており、研究に力点を置いた医療技術研究科にふさわしい教育内容

を具体的に設定できている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

特記事項なし 

 

② 改善すべき事項 

<1> 大学全体 

学生数の多い学科においては、入学者の実情に応じた教育方法や初年次教育がスム

ーズに実施できていない場合も見受けられる。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

医療福祉学科では、社会福祉士をはじめとする国家資格受験資格などの関連資格の

取得が可能である。学生にとって選択の幅がある一方、複数以上の資格を取得しよう

として、学習に無理が生じることがある。教育課程の在り方について改善する必要がある。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部は、４学科で国家資格の取得を目指しており、そのための専門科目を開設し

ているが、専門技術職に求められる知識と内容は、年々増加している。そのために必

要な知識を厳選し、効率的に教育することが必要である。３、４年次における学外で
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の臨地実習や臨床実習と並行して、国家試験に関わる知識の復習も求められ、学生に

高い負荷を与えている。そうした状況で卒業研究も実施されている。健康体育学科に

おいても、教育実習、就職活動、卒業研究が４年次に集中している。こうした点にお

いて、効率的な学習の進め方を継続的に検討する必要がある。 

感覚矯正学科では、基礎及び専門教育課程で真剣な学習態度を示す学生が増加した

が、科目の理解が不十分なまま進級する学生が後を絶たない。特に１年次生の生理学・

解剖学の理解が困難であることから、関係教員が別途に特別講義をせざるを得ない状

況であった。また、その他の学生においても理解不足者に追加講義を行う機会が増え

ている。卒業研究では、基礎から臨床まで広い範囲のテーマが実施された。視能訓練

士や言語聴覚士の国家試験対策では、成績不良者に対してゼミ単位あるいは特別講義

等により重点的指導を行った。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

教育課程の編成においては、各検定試験の受験時期に合わせた科目開講の結果、特

定の学年に科目が集中する傾向にあるので、学生の履修上の負担が大きい。  

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

特記事項なし 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科並びに各専攻の掲げる「教育課程の編成・実施方針」にある「高い倫理観

を修める」ためのより具体的な教育内容の提供について継続的に検討する必要がある。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

本学では大学全体として社会人大学院生の受入れを積極的に進めるため、2012(平成

24)年度から、大学院における教育方法の特例措置の適用や履修年限の延長などの便宜

を図っている。この措置により、本研究科では新たに社会人の入学生を複数名迎えて

いるが、本研究科における現行の教育課程・教育内容は社会人大学院生を強く意識し

て編成されたものではないため、改善の余地があると考えられる。 

 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

<1> 大学全体 

初年次教育プログラム「スターツアワー」は、従来のオリエンテーションにおける

教育実績を踏まえ、2014(平成 26)年度からは、その内容の一部を基礎教育科目医療福

祉分野の授業科目「医療と福祉」として開講している(資料 4(2)-7,4(2)-8)。そのこ

とと併せて、関連科目の内容を見直し、「教育課程の編成・実施方針」と本学の特色の

整合を保持した上で、順次性を継続的に検証し、体系的に授業科目を配置している。
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また、専門科目においては、国家資格に係る指定規則及び各種関連資格試験と各学科

の教育課程が整合性をもって運用できるよう工夫するとともに、継続して高い国家試

験等合格率を維持する。 

 大学院においては、各専攻の教育課程全体に対する評価として、FD・SD 委員会が「大

学院生による授業評価」を実施しているが、いずれの項目においても高い満足度を示

している。今後も高い満足度を得られるように教育内容の水準を維持向上させる。  

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

 社会情勢の動向により、専門職業人に求められる知識や技術も変化しつつある。こ

れらの変化を考慮した教育内容を提供するために、各学科において教育課程編成の点

検を随時行い、必要に応じて見直す。なお、各学科で今後のカリキュラム一部改正に

向けて案を作成し検討している。 

 

（イ）医療技術学部 

 各学科において、講義、演習、実習における流れが知識や技術の修得効率を高めて

おり、この流れを維持していくとともに、実習報告会や実習担当者会議などを通じて

得られた情報に基づいて、必要に応じて見直し、より学習効果が上がるようにする。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部  

本学部では、2014(平成 26)年度からの全学的な基礎教育科目の編成見直しに合わ

せ、専門科目との有機的連関を一層意識した新教育課程を導入した。各学科における

科目内容の多様性と資格取得に向けた体系的な科目配置を維持しつつ、学部共通科目

を新設し、医療福祉概念の理解を基礎とした幅広い教養と技能の修得を促すことによ

り、高い目的意識の下で、医療福祉とその関連分野に及ぶ専門職業人を養成する。こ

れらの取組を通して、学生の高い満足度と就職率の高さに反映される、教育課程・教

育内容の水準を維持向上させる。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 社会情勢の動向により、高度専門職業人に求められる知識や技術も変化しつつある。

これらの変化を考慮した教育内容を提供することで、理論と実践の統合を更に促進す

る。 

医療福祉学専攻では、学生が本専攻の教育課程や教育内容を理解し、履修ができる

ように、今後も専攻独自のオリエンテーション資料を作成して、十分な説明を実施す

る。発達障害(TEACCH)コース及び遺伝カウンセリングコースにおいては、これまでと

同様に、関連する認定資格を修了生全員が取得し、また 100％の就職率が保持継続で

きるように教育内容の精選と充実を図る(資料 4(2)-12)。 

保健看護学専攻では、２年の修学年数の中で、助産学コースの学生が修士の学位授

与と助産師国家試験 100％の合格が継続できるように(資料 4(2)-13)、更に教育内容の
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精選と充実を図る。また、がん看護専門看護師の認定試験に向け、がん看護学コース

修了者と在学生を対象とした事例検討会を定期的に行うなど、教育内容の精選と充実

を図る。さらに、本専攻での学修を活かした就職を維持していくために、教育内容を

今後も定期的に検証し、充実を図る。 

 

（イ）医療技術学研究科 

研究指導の過程において医療技術分野の研究プロジェクトへの参加を積極的に促す

など、プロジェクトの企画能力・管理運営能力を高めるための教育内容を継続的に提

供するようにする。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

特記事項なし 

 

② 改善すべき事項 

<1> 大学全体 

いくつかの学科から専門科目を理解するための基礎学力の不足が指摘されているこ

とから、学生の基礎学力向上に向けた大学全体としての取組を検討する。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

医療福祉学科では、専門職養成の特徴を鮮明にし、加えて保健医療現場で即戦力と

して機能するソーシャルワーカー養成を際立たせるため、社会福祉士関連科目の必修

化、医学関連科目の強化を骨子とした教育課程の改正を 2014(平成 26)年度に実施して

おり、さらにその定着化を推進する。 

 

（イ）医療技術学部 

入学後の初年次教育「スターツアワー」を通じて、医療技術系職種を目指す学生の

豊かな人間性を育めるよう授業科目を開設しているが、今後「スターツアワー」のテ

キスト作成などの検討が必要である。同時に基礎学力と専門基礎科目の連携を図り、

国家試験に係る負荷軽減のためにリメディアル教育を充実させる。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

検定試験の受験時期に合わせた科目配置の結果として履修上の負担が生じている現

状を改善するため、各学科とも一部科目の開講時期を見直し、４年間を通じたバラン

スを調整する。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 社会情勢の動向により、高度専門職業人に求められる知識や技術も変化しつつある。

これらの変化を考慮した教育内容を提供することで、理論と実践の統合を更に促進する。 
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医療福祉学専攻では、学生が本専攻の教育課程や教育内容を理解し、履修ができる

ように、今後も専攻独自のオリエンテーション資料を作成して、十分な説明を実施す

る。発達障害(TEACCH)コース及び遺伝カウンセリングコースにおいては、これまでと

同様に、関連する認定資格を修了生全員が取得し、また 100％の就職率が保持継続で

きるように教育内容の精選と充実を図る(資料 4(2)-12)。 

臨床心理学専攻では、臨床心理士資格試験の体験者(臨床心理士)を招聘し、筆記試

験及び面接の受験対策について情報を提供してもらう。 

 

（イ）医療技術学研究科 

高い倫理観を修めるための具体的な教育内容の提供について、本学の「研究者の行

動規範・研究倫理基準」(資料 4(2)-14，4(2)-15)や本学動物実験委員会による「動物

実験のための教育訓練」(資料 4(2)-16)などを有機的に利用した教育内容の提供につ

いて検討する。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

今後拡充が予定されている社会人大学院生にふさわしい教育課程・教育内容の整備

に向けて、各専攻会議において、開講科目数並びに開講時期に関して、修得しやすい

時間割の設定や集中講義の実施など、社会人対応のための具体的な対策を検討する。 

 

 

４．根 拠 資 料 

4(2)-1: 平成 27 年度 学生便覧 (既出 資料 1-2) 

4(2)-2: 川崎医療福祉大学履修規程 

4(2)-3: 川崎医療福祉大学学則(既出 資料 1-5) 

4(2)-4: 川崎医療福祉大学大学院履修規程 

4(2)-5: 平成 25 年度 大学院要覧(既出 資料 4(1)-4) 

4(2)-6: 本学ホームページ「入学前学習」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/03-09.php) 

4(2)-7: 本学ホームページ「スターツアワー」 

     (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/03-03.php) 

4(2)-8: シラバス(抜粋)「医療と福祉」 

4(2)-9: 本学ホームページ「高大連携 高校生の受入れ」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/tand/01-01.php) 

4(2)-10: 平成 26 年度 FD・SD 報告書(既出 資料 3-14)  

4(2)-11: 平成 27 年３月卒業生 業種別就職状況(既出 資料 1-12) 

4(2)-12: 大学院医療福祉学研究科医療福祉学専攻 各コース修了者について 

4(2)-13: 保健看護学専攻修士課程 資格取得状況 

4(2)-14: 川崎医療福祉大学における研究者等の行動規範 

4(2)-15: 川崎医療福祉大学研究倫理基準 

4(2)-16: 川崎医療福祉大学動物実験等の実施に関する規程 
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〔3〕教 育 方 法 

 

１．現状の説明 

(1) 教育方法および学習指導は適切か。 

<1> 大学全体 

 本学の教育は、教育目標の達成に向けて、基礎教育科目並びに専門科目では、講義、

演習、実習という順に、教育内容が深く理解されるような授業形態と順次性を持って

進められている。新入生においては、本学独自の初年次教育プログラムである「スタ

ーツアワー」を導入し、それが学生の授業への主体的参加の基盤となっている。さら

に、専門教育における卒業研究ゼミや、演習、実習を重視することにより、学生の主

体的参加を促している(資料 4(3)-1 p.7)。 

履修方法は各学部・学科によって異なるが、本学履修規程(資料4(3)-2)第４条の２

に「各年次に履修登録することのできる単位数は、原則として49単位を上限とする」

と定めており、単位の実質化を図っている。また、全科目においてオフィスアワー(資

料4(3)-3)を設け、教員が学生からの授業に関する質問や様々な相談に応じる体制を整

え、学習指導の充実を図っている。また、時間割表(資料4(3)-4)を学科別に全学年分

を作成してオリエンテーション時に配付、又はWebで掲示し、履修指導や履修登録に活

用することにより、学生のスムーズな受講支援につなげている。 

大学院では、修士課程及び博士後期課程ともに、大学院学則(資料 4(3)-5)第 20 条、

第 22条及び大学院履修規程(資料 4(3)-6)に基づき、教育目標の達成を目指して講義、

演習、実習を行っている。入学時や年度初めのオリエンテーションにおいて、時間割

表(資料 4(3)-7)を配付するとともに、開講科目や学習・研究方法について説明し履修

指導を行っている。 

指導教員は、本大学院での学習・研究を希望する志願者から、入学者選抜の出願前

にあらかじめ研究内容の相談を受け、その研究指導を承諾している(資料 4(3)-8)。そ

の上で、大学院入学後は、年次を追って計画的に研究活動を遂行し、課程の修了期間

内に評価に耐え得る学位論文を完成できるように教育指導を行っている(資料 4(3)-9 

p.53-65)。大学院要覧には、研究指導計画の作成・決定からそれに基づく具体的な研

究指導の方法や学位論文の論文題名の登録、作成、提出、さらには論文審査や最終試

験、そして学位授与に至るまでの主要日程を明示している(資料 4(3)-9 p.2-3)。なお、

指導は大学院教務委員会(資料 4(3)-10)を中心に大学院全体として組織的に取り組ん

でおり、主要日程に沿って、大学院教務委員及び担当指導教員が行っているが、それ

以外にも大学院生の必要に応じ随時行っている。いずれの専攻においても、長期履修

学生制度(資料 4(3)-11)や、教育方法の特例の取扱いの適用(資料 4(3)-12)により、職

業を持った社会人に対しては、個々の状況に応じて指導することが可能となっている。 

このように本大学院では、教育目標を明確にした上で、授業科目の履修方法、研究

指導の内容・方法、授業及び研究指導計画及び課程修了要件等をあらかじめ明示・説

明し、理解させた上で学位論文の作成に向けて教育を行っており、その指導方法は適

切であると言える。  
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<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

 本学部は、理論と実践力を備えた専門職業人の養成を目的としていることから、講

義と演習と実習の統合に重点を置いた教育を行っている(資料 4(3)-1 p.10-18)。履修

規程(資料 4(3)-2)第４条の２に定められているとおり、１年間の履修可能な単位の上

限を 49 単位に設定し、無理のない履修指導を行っている。各学科の特徴は下記のとお

りであり、教育方法及び学習指導は適切である。 

医療福祉学科では、講義で知識を修得し、演習で知識に基づいた技術を取得し、実

習で知識・技術に基づいた態度を修得できるように授業形態を配置している。それぞ

れが各学年においてバランス良く配置されており、有機的に関連付けている。学生が

取得を希望するそれぞれの資格に向けて、低学年から体系的に教育課程を編成してい

る。１年次に 10 名以下の少人数で実施する「基礎ゼミナール」を開講し、専門的な科

目を主体的かつ計画的に学習することが可能となるよう丁寧な指導を行っている。必

要に応じて、学科長、副学科長、教務委員、ゼミ担当教員がチームを組んで個別支援

を行っている。 

臨床心理学科では、学科の教育目標を達成するために、適切な教育方法を採用し、

適切な学習指導を行っている。学年の進行、授業科目間の連携等を十分に考慮して、

授業形態として講義、演習、実習を配置している。学年の進行に伴い、講義科目から

演習・実習科目に重点が移行するように系統的に編成している。なお、2015(平成 27)

年度入学生から、精神保健福祉士の養成課程が開始され、その指定規則に基づいた科

目を配置している。本学科の履修指導は、担当教員・教務委員が協力して「履修モデ

ル」等を用いた、きめ細やかな授業を行っている。 

保健看護学科では、臨床看護学(高等学校(看護)教員免許選択可)コース、公衆衛生

看護学コース、学校看護学コースの教育課程の完成年度にあたる。３年次から臨床看

護学コース、公衆衛生看護学コース、学校看護学コースに分かれるが、学校看護学コ

ースの必修科目は１年次から、臨床看護学コースの高等学校教諭(看護)は２年次から

始まるため、１年次の４月からコース選択ガイダンスを行うことで、教育目標に沿っ

た動機づけを行っている。履修登録時には、履修モデルと履修系統図を用いて、学生

担任と教務委員が学生個々の履修登録状況をチェックしている。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部では、各学科の教育目標を達成するために実習科目を重視している。実習は

講義と演習で修得した知識・技能を実践につなげ、将来、専門職として必要とされる

判断力及び問題解決能力を養う場と位置づけている(資料4(3)-1 p.19-28)。履修規程

(資料4(3)-2)第４条の２に定められている通り、１年間の履修可能な単位の上限を49

単位に設定し、徹底した修得を図っている。各学科の特徴は下記の通りであり、教育

方法及び学習指導は適切である。 

感覚矯正学科では、講義は一斉授業をできるだけ避け、グループあるいは個別での

課題発表による自主的学習を取り入れている。その中で教員がファシリテーターを務

め、科学的根拠に基づく討論を促している。臨床実習科目では、川崎医科大学附属病
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院だけでなく近隣の様々な規模の病院・福祉施設及び保育園と連携して臨地実習を行

い、臨床の多様性を学習できる機会を設けている。 

健康体育学科では、講義とそれに対応した演習を通じて、修得した知識・技能を教

育実習や現場実習に活かせるように工夫している。各個人が専門職業人となるべく指

導を充実させている。 

臨床栄養学科では、臨床に強い管理栄養士の養成を目指し、21週間の臨床実習を取

り入れている。学内での講義や実習が臨床実習の場で活かせるように実習前の３年次

春学期では、臨地実習に関連した講義や実習を組み入れている。 

リハビリテーション学科では、臨床実習を重視しており、１年次から川崎医科大学

附属病院リハビリテーションセンターでの見学実習を実施している。 

臨床工学科では、理論(講義)と実践(実験、実習)を有機的に結び付けるために、可

能な限り同じ教員が双方を担当している。また、各教科間の連携を重視し、学生の反

応を見ながら細かな調整を行いつつ、教育を実施している。さらに、綿密に計画され

た臨床実習により、技術・技能の修得に加え、豊かな人間性が育成されている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 学部の教育目標は、医療福祉の組織を効率的に運営することができる人材の育成で

あることから、各学科において講義・演習・実習を有機的に関連付けた授業形態で専

門知識と実践力を兼ね備えた人材の育成を目指して教育を行っている(資料 4(3)-1 

p.29-34)。履修規程(資料 4(3)-2)第４条の２に定められているとおり、１年間に履修

登録できる単位数は、49 単位を上限としている。教育目標の達成を支援するため、医

療福祉経営学科と医療秘書学科では、１・２年次にはアドバイザー制、３・４年次に

はゼミナール制を導入して学生指導を行っている。 

 新入生の学力に関しては多様な入試制度により、学力面での開きや入学時の動機の

違いなどがあるので、様々な初年次教育の取組を行っている。医療福祉の専門職業人

としての実践力と現場を学生時代から理解する目的で力を入れている実習は、学部全

体で取り組んでいる。各学科の特徴は下記のとおりであり、教育方法及び学習指導は

適切である。 

医療福祉経営学科では、入学前教育の現状を踏まえ、入学後の研修時に上級生を交

えたグループディスカッション等の機会を設け、医療福祉に関する動機づけと講義へ

のスムーズな導入につなげている。３年次の学外実習では、公的機関、医療機関、福

祉施設、医療福祉関連一般企業等で２週間の実習を行い、学生は将来の就職を考えて

実習先を選択するようになっている。 

医療秘書学科では、１年次から学内での豊富な演習科目を開設するとともに、２年

次の実習概論を経て３年次の学外実習では学生の主体的参加を促すため、それぞれが

希望する実習現場で実習できるように調整を行っている。また、ゼミナール形式で行

う卒業研究では、学科で作成したテキストを利用して指導を行っている。 

医療福祉デザイン学科では、１年次の専門基礎科目を経て、主に２年次からデザイ

ン関連の実技科目を、３年次には学外実習を取り入れ、それ以前に得た基礎知識・技

能を現場で活かすための指導を行っている。なお、医療福祉の生きた知識を獲得する

ため、病院での実習も取り入れている。 
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医療情報学科では、履修指導については各学期の開始時期にガイダンスを行ってい

る。また、病院実習、診療情報管理士関連科目など、特定の科目については履修希望

者への指導を行っている。また、学生の到達度を把握し、必要に応じた学習指導を行

っている。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 本研究科では、修士課程及び博士後期課程ともに、大学院学則(資料 4(3)-5)第 20

条、第 22 条及び大学院履修規程(資料 4(3)-6)に基づき、教育目標の達成を目指して

講義・演習・実習を行っており、教育方法及び学習指導は適切である。 

医療福祉学専攻では、主指導教員予定者が入学者選抜の出願前にあらかじめ入学志

願者から研究内容の相談を受け、その研究指導を承諾した上で研究計画を立てて指導

を行っている。また、修士課程の「発達障害(TEACCH)コース」では、自閉症・発達障

がい者支援プログラムの１つである TEACCH プログラムについて、国内外の優れた専門

家、実践者による講義及び実習指導を行っている。さらに、「遺伝カウンセリングコー

ス」では、遺伝カウンセリングに必要な技術・態度を修得するための実習に重点を置

いて指導している。 

臨床心理学専攻では、指導教員により、研究計画の作成、研究の実施、論文の作成・

提出、論文審査までのプロセスを適切に実施している。入学時や年度開始時に行われ

るガイダンスで、専攻主任及び教務委員が中心となって教育方法や学習指導に関して

詳細に説明し周知させている。さらに、指導教員が学生と個別に面談し、随時、個別

的に指導を行っている。加えて、修士課程では、臨床心理士資格認定試験の受験資格

を得るための履修指導も行い、同様の方法で学生に説明し周知させている。 

保健看護学専攻では、入学時及び年度初めのオリエンテーションにおいて「教育課

程の編成・実施方針」を説明し、開講科目や履修方法などの履修指導を行うとともに、

学位申請要件、「学位授与方針」、学位論文審査基準、及び中間研究発表会や論文審査

会までの流れについて、年間の予定を明示し、自ら主体的に研究計画が立案できるよ

うに指導している。また、がん看護学コースにおいてはがん看護専門看護師認定審査

資格、助産学コースにおいては助産師国家試験受験資格を得るための履修指導並びに

説明を行っている。さらに、各指導教員は学生個々の状況に応じて個別に履修指導を

行い、修了までの履修計画について指導をしている。長期履修学生制度を活用した社

会人大学院生も多く(資料 4(3)-13)、指導教員は必要に応じ担当学生と面談を行い、

随時指導を行っている。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科では、他の研究科と同様に修士課程及び博士後期課程ともに、大学院学則

(資料4(3)-5)第20条、第22条及び大学院履修規程(資料4(3)-6)に基づき、専攻ごとの

教育目標の達成を目指して講義・演習・研究を行っており、教育方法及び学習指導は

適切である。 

いずれの専攻も比較的少人数の授業であり、学生に主体的参加を促すための双方向
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授業形式によるきめ細かい研究指導が実施されている。科目により教育方法は異なり、

履修科目に応じた論文抄読や実験等を行う場合もあり、教育・研究を充実させている。

特に時間的制約の多い社会人学生に対しても、個々の就業形態に応じて柔軟な講義時

間帯の設定と指導を行っている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 本研究科では、他の２研究科と同様、修士課程及び博士後期課程ともに大学院学則

(資料 4(3)-5)第 20 条、第 22 条及び大学院履修規程(資料 4(3)-6)に基づき、専攻ごと

の教育目標の達成を目指して講義・演習・研究を行っており、教育方法及び学習指導

は適切である。医療秘書学専攻及び医療情報学専攻においては、学部より更に高度化

した学外実習をカリキュラムの中に取り入れている。 

 学習指導に関しては、大学院教務委員及び担当指導教員が入学時及び各学期の開始

時等に個別に実施している。教育方法としては、いずれの専攻も比較的少人数である

ことから、双方向授業形式によるきめ細かな指導が実施されている。時間的制約の多

い社会人学生に対しては、個々の状況に応じた講義時間帯の設定と指導を行っている。 

 

(2) シラバスに基づいて授業が展開されているか。 

<1> 大学全体 

シラバス(資料 4(3)-14)は、学部全体で統一した書式で作成しており、各授業科目

の目的、到達目標、授業内容、授業計画(原則的には定期試験、小テストを除く 15 回)、

成績評価基準、使用テキスト・参考書、開講時期、対象学科・学年、オフィスアワー、

準備学習等を記載している。授業は基本的にこのシラバスに基づいて展開されており、

授業内容や計画に変更等があった場合には、学生用ポータルサイトに掲載するととも

に授業中に伝達し、学生に周知している。学生への基本的な対応として、担当教員が

授業の初回時に、シラバス記載事項である授業方法・内容及び評価方法等について詳

細に説明し、客観性及び厳格性の確保に努めるとともに、シラバスの中にオフィスア

ワーを明記することにより、学生が授業内容について相談しやすい環境を整備している。 

シラバスの公開は、当該年度の全ての開講授業科目が対象となっており、ホームペ

ージ(資料 4(3)-14)に掲載することにより、学生・教職員が 24 時間学内・学外を問わ

ずアクセス可能となっている。その掲載フォーマットについては教務委員会で検証し

ており、学生による授業評価の結果も踏まえ、学生の利便性を最大限考慮した上で、

修正を行うなど継続的に改善を図り、記載事項と授業内容との整合性が取れるよう努

めている。また、体系的なカリキュラムの構築のために、シラバスの内容が適正かど

うか、各学科内で担当教員以外の第３者チェックを行っている。 

 大学院においても、シラバスは統一した書式で各授業科目の目的、方法、内容、計

画、成績評価基準、使用テキスト・参考書、開講時期、対象専攻・学年等が記載され、

学部と同様に運用されており、各専攻内で担当教員以外の第３者チェックを行ってい

る。単位の認定、成績の評価については、履修規程にのっとり各科目のシラバスの中

に具体的に成績評価方法を明記している。 
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<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部では、本学の統一された書式に従いシラバス(資料 4(3)-14)を作成し、授業

はシラバスに基づいて適切に展開されている。なお、授業内容は、「学部学生による授

業評価」(資料 4(3)-15)の結果などをもとにシラバスとの整合性を確保できるように

毎年度見直しが行われている。 

 

（イ）医療技術学部 

シラバスの作成・編集については全学科で統一されており、各科目の担当教員が授

業方法と内容について 15 回分を作成し、使用テキスト、参考書などの情報と合わせて、

ホームページに掲載している(資料 4(3)-14)。シラバスの内容については、学科長と

教務委員が全てチェックし、必要に応じて改訂している。シラバスに従って、全ての

講義・実習が展開されている。講義予定の変更があった場合は必ず補講を実施し、15

回分の枠を確保している。成績評価方法もシラバスに明記されており、これに基づい

て評価している。 

シラバスに即した授業展開となっているかについての学生自身による授業評価もホ

ームページで閲覧可能となっている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

他学部と同様に、シラバスの中で各授業科目の目的・概要、成績評価方法、授業計

画、その他履修に必要な情報が明示されている。シラバスは全学的に統一された書式

に従って作成し、各学期 15 回全ての授業計画を掲載している(資料 4(3)-14)。 

 各教員は、シラバスに基づいた内容・方法で授業を展開し、学生の理解度や社会動

向に応じて変更・修正した場合は、その都度学生に明示している。授業内容・方法と

シラバスとの整合性については、担当教員に直接フィードバックされる学期末の「学

部学生による授業評価」(資料 4(3)-15)の結果等を踏まえ、各授業についてより一層

学生の理解度に沿った平明かつ詳細な記述を行うよう、必要に応じた修正が毎年度図

られている。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 本研究科では、本学の統一された書式に従いシラバスを作成し、授業はシラバスに

基づいて適切に展開されている。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科では、各専攻共に「教育課程の編成・実施方針」に沿ったシラバスを全専

攻共通の書式で作成し、ホームページ上に公開している。シラバスの内容については、

専攻主任と教務委員が全てチェックし、必要に応じて改訂している。入学前の背景が

異なった学生を対象とするために、シラバスの内容を柔軟なものへと工夫するととも

に、個々の学生に応じた履修指導を行い、シラバスに基づいた講義・研究指導を展開

している。 
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（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

他研究科と同様、本研究科では本学の統一された書式に従いシラバスを作成し、ホ

ームページ上で公開している。授業はシラバスに基づき、少人数教育であることから

個別学生の状況を踏まえて進められている。 

 

(3) 成績評価と単位認定は適切に行われているか。 

<1> 大学全体 

学部の成績の評価及び単位認定については、学則(資料4(3)-16)第24条(単位)、第25

条(授業期間)、第26条(単位の授与)、第28条(成績の評価)において、また、履修規程(資

料4(3)-2)第９条(単位の認定)、第10条(試験の種類)、第11条(受験資格)、第12条(成

績の評価)、第13条(不正行為に対する成績判定)、第14条(進級および卒業)において規

定され、適切に行われている。授業科目担当教員は、授業ごとのシラバスに記載した

成績評価基準に基づいて厳格な成績評価を行っており、その評価は履修規程第12条に

より、優(80点以上)、良(70点以上80点未満)、可(60点以上70点未満)、不可(60点未満)

で表示し、可以上を合格としている。また、各授業科目の１単位は、大学設置基準第

21条により、45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準としており、

学生に十分な学習量を確保させる上で、年間49単位の履修上限単位数を設けて(資料

4(3)-17)、単位制度の実質化の趣旨に沿った教育環境において単位認定を行っている。

GPA制度に関しては、2014(平成26)年度よりGPAが記載された成績評価資料を作成して

おり、2015(平成27)年度に本格的な導入を開始した。学生の勉学意欲の向上や、適切

な履修計画の策定、教員による履修指導などの活用を想定し、厳格な成績評価を行う

上での一指標として本学の教育に適合した制度として位置づけている。 

第１年次入学者の既修得単位認定は、他大学・出身学校等で修得した単位について、

授業科目名又は授業内容が本学に準ずると認められた場合に、30単位を上限として本

学において修得したものとして認定する制度であり、学則第31条(入学前の既修得単位

等の認定)により規定されている。認定手続きは、認定を受けようとする学生が、入学

した年度の履修登録期間中に所定の申請書及び成績証明書を学科長へ提出し、教務委

員を中心に学科内で認定の可否について判断した上で、教務委員会を経て大学運営委

員会で審議され、各学部教授会の議を経て、学長が認定することとしている (資料

4(3)-18)。 

第３年次編入学生の既修得単位認定は、他大学・出身学校等で修得した単位につい

て、授業科目名又は授業内容・単位数等が本学に準ずると認められた場合に、本学に

おいて修得したものとして認定する制度であり、学則第21条(編入学等の場合の取扱

い)により規定されている。認定する単位数の上限は、基礎教育科目については26単位

を目安とし、専門科目と合わせて、各学科の卒業に必要な単位数の半分程度としてい

る。編入学試験出願時に修得及び修得見込み単位数について事前審査を行っているが、

入学後の認定手続きとしては第１年次入学者と同様に取り扱っており、既修得単位の

認定は学内基準を設けて適切に行っている。 

大学院の成績の評価及び単位認定については、大学院学則(資料4(3)-5)第22条の２

(成績評価基準等の明示等)、第27条(単位の認定)、第29条(成績の評価)において、ま
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た、大学院履修規程(資料4(3)-6)第８条(単位の認定)、第９条(試験の種類)、第10条(受

験資格)、第11条(成績の評価)、第12条(不正行為に対する成績判定)、第13条(進級及

び卒業)において規定され、適切に行われている。成績の評価は厳格に行っており、大

学院履修規程第11条により、優(80点以上)、良(70点以上80点未満)、可(60点以上70点

未満)、不可(60点未満)で表示し、可以上を合格としている。授業科目担当教員は初回

の授業で、論文作成及び研究指導計画を立案するとともに、評価方法を説明し、評価

基準に基づいて成績評価を行っている。大学院を修了するためには、修士課程・博士

後期課程共に修了に必要な単位を修得するほかに、修士課程では、修士論文又は特定

の課題について研究の成果の審査を、博士後期課程では博士論文の審査を経た上で、

最終試験に合格しなければならない。このことについては、大学院学則第30条(最終試

験)、第31条(課程修了の要件)に規定している。 

大学院における第１年次入学者の既修得単位認定は、他の大学院で修得した単位に

ついて、授業科目名又は授業内容が本学に準ずると認められた場合に、10単位を上限

として修士課程において修得したものとして認定する制度であり、大学院学則第26条

(既修得単位の認定)により規定している。認定手続きは、認定を受けようとする学生

が、入学した年度の履修登録期間中に所定の申請書及び成績証明書を専攻主任に提出

し、大学院教務委員を中心に専攻内で認定の可否について判断した上で、大学院教務

委員会を経て大学運営委員会で審議され、各研究科委員会の議を経て、学長が認定す

ることとしており、学部と同様に学内基準を設けて適切に行っている。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

 本学部では、学則(資料 4(3)-16)及び履修規程(資料 4(3)-2)に従い、シラバス(資料

4(3)-14)に記載した評価方法・評価基準に基づいて、成績を厳正に評価し単位認定を

適切に行っている。評価方法・評価基準については、授業の中で直接説明することに

より学生に周知している。 

 

（イ）医療技術学部 

成績評価は、履修規程(資料 4(3)-2)第９条(単位の認定)に基づき、定期試験、レポ

ート、小テスト、出席点等によって総合的に判定しており、その方法について、シラ

バス(資料 4(3)-14)に明記している。成績評価方法は、授業の中でも直接説明するこ

とにより、学生に周知している。シラバスは、大学ホームページに掲載している。評

価のための試験の多くは筆記試験で、一部の講義科目や実習・実験科目については、

レポートあるいは口述試験等で適切に評価している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 成績評価は、シラバス(資料 4(3)-14)の中に明示された方法で科目担当者が定期試

験やレポート課題、授業態度、出席状況等を総合的に判定し、適切に単位認定を行っ

ている。 

 医療福祉経営学科では、学科教員全員が関与する「基礎ゼミⅠ～Ⅳ」、「実習概論」

の成績評価については、主担当教員が評価方法を提示し、小グループ担当のアドバイ
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ザーがそれに従って、レポートや出席管理を含めた取組姿勢の評価を行っている。 

 医療秘書学科では、ゼミナール形式で行う卒業研究の成績評価は、指導教員による

成績評価の不公平が生じないよう、統一した評価基準を定め、シラバスに明記してい

る。また、学外実習の成績評価も、実習先による評価の極端な相違が生じないよう、

統一した評価基準を定めるとともに、実習報告を含めた総合評価としている。 

 医療福祉デザイン学科の場合、特にデザイン実技の授業では、課題の全作品につい

て、担当教員以外の教員を含む組織で確認し、適切に評価している。また、複数教員

によるオムニバス形式の授業においては、それぞれの担当教員の評価の違いを検討す

ることで、公正かつ適切に評価している(資料 4(3)-2,4(3)-16)。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科では、大学院学則(資料 4(3)-5)第 27 条に従い、シラバス(資料 4(3)-14)

に記載した評価方法・評価基準に基づいて、成績を厳正に評価し単位認定を行ってい

る。評価方法・評価基準については、授業の中で直接説明することにより学生に周知

している。既修得単位認定の適切性は、大学院学則第 26 条により研究科委員会で厳密

に審議される。 

 

（イ）医療技術学研究科 

各専攻において、講義や実験時における態度、論文抄読、理解度を加味し、厳正な

成績評価を実施している。評価方法については、各科目の担当者から予めシラバスに

提示され、ホームページに掲載されている。既修得単位認定の適切性は、大学院学則

第 26 条により研究科委員会で審議される。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 本研究科では他研究科と同様に、大学院学則(資料 4(3)-5)第 27 条に従い、シラバ

ス(資料 4(3)-14)に記載した評価方法・評価基準に基づいて、成績を厳正に評価し単

位認定を適切に行っている。評価方法・評価基準については、授業の中でも直接説明

することにより学生に周知している。既修得単位認定の適切性は、大学院学則第 26

条により研究科委員会で厳密に審議される。医療福祉デザイン学専攻では、主観性が

入りやすい作品の評価に関しては、指導教員だけでなく複数分野の教員の合議により

行っている。 

 

 (4) 教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法

の改善に結びつけているか。 

<1> 大学全体 

教育成果の定期的な検証の１つとして、毎年、春・秋の各学期末に学部在学生を対

象に「学部学生による授業評価」(資料4(3)-15)を実施し、教育内容や授業方法の改善

に結び付けている。具体的には、学生の満足度が高かった授業科目(おおむね10科目)

には創意工夫した事例等を、低かった授業科目(おおむね10科目)には改善するべき事
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項等について担当教員に報告を求め、FD・SD委員会(資料4(3)-19)で検証を行っている。

また、毎年、年度末に作成して全教員へ配付している「FD・SD報告書」(資料4(3)-15)

には、FD・SD活動の概要や教員の資質向上に資する取組の他、学生の高い満足度を獲

得した授業科目担当者の創意工夫の事例を記載(資料4(3)-15)しているので、他の教員

がそれらを参考にすることにより、個々の授業改善に結び付けている。さらに、学生

の満足度を高めることを目的に、授業評価の個別の集計結果は、別途科目ごとに担当

教員へフィードバックしており、各教員はその結果をもとに授業内容を見直し、授業

方法の改善に役立てている。 

また、FD・SD 委員会の主催により、全学教職員を対象とした講演会・研修会(資料

4(3)-15 p.3-6)を定期的に行っており、教育の内容や方法、日々の授業改善に関連し

たテーマを積極的に取り上げ、教育改善に取り組む教員の資質向上を図っている。 

このほかに、授業内容や方法の改善のための取組として、教員間の授業参観を実施

している(資料4(3)-15)。さらに授業評価アンケートで評価が高かった講義科目の一部

について公開授業を行い、評価の低かった科目の担当者を含む全学教員が参観してい

る。互いに学び合い、また自ら学生と同じ視点から授業を客観的に振り返ることによ

り、各教員の授業スキルの向上や授業改善につなげている。 

大学院においても、年度末に大学院在学生を対象に「大学院生による授業評価」(資

料4(3)-15)を実施し、各専攻における教育の満足度、研究の質、研究指導及びカリキ

ュラムの体系等に対しての評価の結果を「FD・SD 報告書」にまとめ、大学院教員にフ

ィードバックしている。 

これら一連の改善方策は、FD・SD委員会が企画立案して実施しており、検証の実行

や結果のフィードバック等については、教務委員会とも連携して実施効果を高めてお

り、PDCAサイクルとして大学運営委員会の了承の下、大学の組織的な取組として注力

している。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

大学全体に準拠して、学生による授業評価、同僚教員による授業参観、FD・SD 委員

会による講演会・研修会への各教員の参加促進を実施している。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部は、医療福祉学部と同様に、大学全体に準拠して、学生による授業評価、同

僚教員による授業参観、FD・SD 委員会による講演会・研修会への各教員の参加促進を

実施している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

本学部では他の２学部と同様に、大学全体に準拠して、学生による授業評価の参加、

同僚教員による授業参観、FD・SD 委員会による講演会・研修会への各教員の参加促進

を実施している。 

 

<3> 大 学 院 
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（ア）医療福祉学研究科 

 「大学院生による授業評価」により、各専攻の授業内容や授業方法が評価され、そ

れらの結果をもとに各教員は改善を図っている。さらに、各専攻内の会議等で、各学

生の情報や研究の進捗状況などについて教員間で意見交換を行い、随時改善を図るよ

うに努めている。 

臨床心理学専攻では、月１回行われる専攻会議で、各学生の情報や研究進捗状況な

どについて教員間で意見交換を行い、改善を図るように努めている。また、臨床心理

士などの専門職として働く修了生から、大学院での教育内容やその方法についての意

見を聞き、それをもとに改善を行っている。 

 

（イ）医療技術学研究科 

各専攻において、それぞれの大学院生の受講状況、研究活動の進捗状況等の教育成

果について、指導教員を介して各教員が情報を共有して、各自の担当講義内容に反映

させ、教育内容の改善に努めている。大学院生の研究内容については、専攻別中間研

究発表会(資料 4(3)-8)を開催して、指導教員以外の研究科教員にも周知し、研究の進

捗状況について客観的な確認・評価を受け、助言等をもらいながら、その後の研究指

導について検討・改善している。学部同様に、学生による授業評価を実施し、教員へ

のフィードバックを定期的に行い、検証を改善に結びつけている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 他研究科と同様に、「大学院生による授業評価」により授業内容や授業方法が評価さ

れており、それらの結果をもとに各教員は改善を図っている。各専攻内の会議等では

各学生の情報や研究進捗状況などについて教員間で意見交換を行い、随時改善を図る

ように努めている。大学院生の研究内容については、専攻別中間研究発表会や修士論

文発表等を開催して(資料 4(3)-8)、指導教員以外からも確認と助言を受け、その後の

研究指導について検討・改善している。 

 

 

２．点検・評価 

●基準４(3)の充足状況 

 本学における教育方法及び学習・研究指導は、教育目標の達成に向けて適切であり、

授業はシラバスに基づいて実施され、厳格な成績評価により単位認定されている。授

業の内容や方法については、学生による授業評価結果をもとに定期的に検証を行い、

授業改善のための講演会や研修会を大学全体の組織的な取組として実施し、教員の資

質の向上及び教育方法の改善に努めている。これらのことから同基準は充足している

と言える。 

 

① 効果が上がっている事項 

<1> 大学全体 

学部において、年間の履修可能な単位を上限49単位に設定することにより、無
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理のない履修指導を行うことができ、知識と技能をバランスよく修得することが

可能となっている。 

シラバスに、学部・大学院ともに統一した書式で各授業科目についての必要事

項を記載し、担当教員が授業初回時に、授業方法及び成績評価方法等を口頭で説

明することにより、客観性及び厳格性が確保できている(資料4(3)-14)。また、シ

ラバス内容の第３者チェックを行うことにより、カリキュラム体系と各科目内容

の整合性を担保することが可能となった。 

大学院においては、長期履修学生制度や大学院設置基準第 14 条に定める教育方

法の特例の取扱いの適用により、社会人が入学しやすくなっており、多様な教育

の場が提供できるようになった。そして、授業の開講時間など社会人学生に配慮

した体制での教育指導が実施可能となった(資料 4(3)-13,4(3)-20,4(3)-21)。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部では、大学全体と同様に、各科目の詳細な情報は、シラバスや初回講義にお

いて、学生に明示し周知できている。そして、年次ごとの履修登録可能単位を上限 49

単位に設定し、講義、演習、実習科目などを通じて、教育目標の達成に向けた知識と

技術の確実な修得が可能となるよう指導できている。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部では、大学全体と同様に、各科目の詳細な情報を、シラバスや初回講義にお

いて、学生に明示し周知できている。そして、年次ごとの履修登録可能単位を上限 49

単位に設定し、講義、演習、実習科目などを通じて、教育目標の達成に向けた知識と

技術の確実な修得が可能となるよう指導できている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

本学部では、大学全体と同様に、各科目の詳細な情報を、シラバスや初回講義にお

いて、学生に明示し周知できている。そして、年次ごとの履修登録可能単位を上限 49

単位に設定し、講義、演習、実習科目などを通じて、教育目標の達成に向けた知識と

技術の確実な修得が可能となるよう指導できている。 

 

<3> 大学院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科では、大学全体と同様に、各科目の詳細な情報を、シラバスや初回講義に

おいて、大学院生に明示し周知できている。また、社会人大学院生については、各学

生の状況に応じてきめ細かい指導ができている(資料 4(3)-15)。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科では、大学全体と同様に、各科目の詳細な情報を、シラバスや初回講義に

おいて、大学院生に明示し周知できている。また、社会人大学院生については、各学

生の状況に応じてきめ細かい指導ができている(資料 4(3)-15)。 
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（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

本研究科では、大学全体と同様に、各科目の詳細な情報を、シラバスや初回講義に

おいて、大学院生に明示し周知できている。また、社会人大学院生については、各学

生の状況に応じてきめ細かい指導ができている(資料 4(3)-15)。 

 

② 改善すべき事項 

<1> 大学全体 

「学部学生による授業評価」によると、講義科目の方が演習・実習科目に比べて満

足度が低いという結果が表れている(資料4(3)-15)。演習・実習科目に比べて、講義科

目においては学生の主体的参加が不足していることが満足度の低さにつながっている

と推測され、改善が必要である。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

 「学部学生による授業評価」によると、本学部では大学全体と同様、講義形式の科

目の方が演習・実習科目よりも満足度が低い傾向にある。 

 

（イ）医療技術学部 

学部全体としては、おおむね教育方法は適切であるが、学生の気質の多様化に伴い、

一部の学生においては、個別の学習指導が必要となっている場合がある。大学から社

会に出た場合の適応が困難な場合もあり、臨床実習や国家試験に際して、そうした問

題が顕在化することがある。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 本学部では、大学全体と同様に、「学部学生による授業評価」の結果によると(資料

4(3)- 15)、講義形式の科目が演習・実習科目よりも満足度が低い傾向にある。また、

多様化する学生の増加に伴い、学習成果に個人差を生じがちである。 

 

<3> 大学院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科においては資格試験合格率と教育の満足度を高める対策が求められている。 

臨床心理学専攻の改善すべき事項として、修了生の「臨床心理士認定資格試験」の

合格者数が年度により大きく変動し、一部に合格率の低い年度がみられる。 

保健看護学専攻修士課程において、2014(平成 26)年度大学院生による授業評価にお

いて、専攻教員の指導方法及び教員間の連携において満足度が低く、自由記述におい

てもこの点についての指摘がみられている(資料 4(3)-15)。 

 

（イ）医療技術学研究科 

医療技術の飛躍的進歩を踏まえ、本研究科教員の教育方法及び学習指導能力のさら
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なる向上を進める必要がある。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

特記事項なし 

 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

<1> 大学全体 

学部において、今後も無理のない履修指導の下で、課題を与えるなどして丁寧に学

習指導を行い、各学生が自学自習するよう導くことにより、単位の実質化を図る。 

 シラバスについては、今後も客観性と厳格性を維持しながら、学生にとって、履修

計画及び予習・復習等のためにこれまで以上に有効なものとなるよう、内容の見直し

を行っていく。また、シラバス内容の第３者チェックについても継続して実施する。 

大学院においては、社会人学生が学びやすい環境を整備することができたため、今

後はよりそれを有効に利用し、教育・研究指導の上で機能するよう努める。 

 

<2>学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部では、大学全体と同様に、各科目の詳細な情報は、シラバスや初回講義にお

いて、学生に明示し周知できており、今後も定期的に点検と見直しを実施しながら改

善を続けていく。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部は、各科目の詳細な情報を、シラバスや初回講義において学生に明示し、周

知を実現している。今後も定期的に各学科でシラバスの点検と見直しを実施しながら

改善を続けていく。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

特記事項なし 

 

<3> 大学院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科は、社会人大学院生への対応として、今後も個別指導を中心とした丁寧か

つきめ細かい学習指導及び研究指導を実践していく。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科は、社会人大学院生への対応として、今後も個別指導を中心とした丁寧か

つきめ細かい学習指導及び研究指導を実践していく。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 
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本研究科は、他の２研究科と同様、社会人大学院生への対応として、今後も個別指

導を中心とした丁寧かつきめ細かい学習指導及び研究指導を実践していく。 

 

 

② 改善すべき事項 

<1> 大学全体 

学部の講義科目の満足度が上がるよう、学生の主体的な参加を促す授業方法を取り

入れるなど、教員が授業内容を分析・改善していく。そのために、教員のFD活動の一

環として行っている授業参観について、さらに内容の見直しを図る。学部・学科独自

のFD研修については、参加教員数が少ないなどの問題点もあり、検証の責任主体を明

確にした上で、より一層の取組が望まれる。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部では、学生の主体性を高めるために双方向の授業など教育方法を工夫する。

また、各学科においてますます多様化する新入生の個別性に十分配慮した効果的な初

年次教育を、教育方法・学習指導の観点からも入念に検討していく。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部は、学生によっては、臨床実習の前段階での潜在的なコミュニケーション力

の発掘及び臨床実習に際し、適応が困難な場合もあるので、学外実習先との連携をよ

り強化していく。学生の多様化に適合した様々なリメディアル教育を実施する。さら

に、実習先への直接訪問に加えて、学内での様子も含めて学生ごとの情報を吸い上げ、

その共有化により、きめ細かい指導を実施する。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 本学部では、学生の主体性を高めるために双方向の授業など教育方法を工夫する。

また、各学科においてますます多様化する新入生の個別性に十分配慮した効果的な初

年次教育を、教育方法・学習指導の観点からも入念に検討していく。 

 

<3> 大学院 

（ア）医療福祉学研究科 

臨床心理学専攻では、「臨床心理士認定資格試験」の合格率を上げるために、資格試

験に対応した授業内容の充実を図ることにより受験に対しての動機づけを高める。ま

た、試験対策として合格者による学習会を開催する。 

保健看護学専攻では、指導教員を中心とした研究指導に加えて、資格取得を目的に

複数の教員が密度の高い関わりを持つ場合には、一層教員間の連携が求められること

から、各コース内、専攻内教員の会議を定期的に行うとともに、情報交換を密にする。 

 

（イ）医療技術学研究科 

最新の医療技術を本研究科の教育方法及び学習指導に生かすためには、教員の専門
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分野の学術研究集会への参加・発表の促進を行う。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

特記事項なし 

 

４．根 拠 資 料 

4(3)-1: 平成 27 年度 学生便覧(既出 資料 1-2) 

4(3)-2: 川崎医療福祉大学履修規程 (既出 資料 4(2)-2) 

4(3)-3: 本学ホームページ「オフィスアワー」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/03-06.php) 

4(3)-4: 2015 時間割表(１～４年次生) 

4(3)-5: 川崎医療福祉大学大学院学則(既出 資料 1-7) 

4(3)-6: 川崎医療福祉大学大学院履修規程 (既出 資料 4(1)-11)  

4(3)-7: 2015 大学院時間割表(修士課程、博士後期課程) 

4(3)-8: 大学院入学試験要項 2015 

4(3)-9: 平成 27 年度 大学院要覧(既出 資料 4(1)-4) 

4(3)-10: 川崎医療福祉大学大学院教務委員会規程 (既出 資料 4(1)-8) 

4(3)-11: 川崎医療福祉大学大学院長期履修規程 

4(3)-12: 川崎医療福祉大学大学院における教育方法の特例措置の実施に関する申合

せ 

4(3)-13: 平成 27 年度 長期履修学生一覧 

4(3)-14: 川崎医療福祉大学シラバス Web 

(https://mwnet.kawasaki-m.ac.jp/syllabus/search/10_index.php) 

4(3)-15: 平成 26 年度 FD・SD 報告書(既出 資料 3-14) 

4(3)-16: 川崎医療福祉大学学則(既出 資料 1-5)  

4(3)-17: 本学ホームページ「単位制・キャップ制」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/03-05.php) 

4(3)-18: 川崎医療福祉大学第１年次入学者の既修得単位認定取扱要領  

4(3)-19: 川崎医療福祉大学 FD・SD 委員会規程(既出 資料 3-13) 

4(3)-20: 14 条特例利用者数 

4(3)-21: 大学院社会人入試在籍者集計 

  

http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/03-06.php
https://mwnet.kawasaki-m.ac.jp/syllabus/search/10
http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/03-05.php
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〔4〕成 果 

 

１．現状の説明 

(1) 教育目標に沿った成果が上がっているか。 

<1> 大学全体 

本学では、FD・SD委員会が在学生及び卒業生等に対し、各種アンケート調査を実施

し、本学の教育成果の指標として活用している。 

各学科においては、本学の教育目標に沿って、それぞれ固有の専門性を教授するべ

き教育内容を適切に提供している。それらに関する評価としては、卒業年次生を対象

に「学部卒業生アンケート」(資料4(4)-1)を卒業時に実施し、教育目標の達成度の指

標としている。アンケートでは、本学が掲げる５つの教育目標について４段階に分け

て評価している。また、卒業後３年経過した本学卒業生と卒業生の就職先に対しての

アンケート調査(資料4(4)-1)も実施しており、本学の教育目標についての評価の指標

とし、適切に運用している。 

「学部卒業生アンケート」結果によると、学科により多少の差はあるが、おおむね

４段階の3.0以上の評価を得ている。しかし、５つの教育目標のうち、「国際的コミュ

ニケーション能力を持つ」の達成度は、４段階評価で卒業時は2.1、卒業後３年を経過

した卒業生では1.8と他の項目に比較して低い評価となっている(資料4(4)-1)。 

学部在学生に対しては、春・秋の各学期末に実施している「学部学生による授業評

価」において、「出席率の自己評価」、「教室外での学習への積極的な取り組み」と

いう質問項目を設置し、学生による自己評価を実施している(資料4(4)-1)。 

国家試験、各種認定試験等合格率及び就職率についても学習成果を測定することに

対して有効である。国家試験合格率(資料4(4)-2)については、ほとんどの領域におい

て全国平均を上回る高い水準を示し、毎年100％の合格率を誇る分野もある。就職率(資

料4(4)-3)についても、ほとんどの学科は毎年100％となっている。これらのことから、

教育目標に基づく教育成果は上がっていると言える。 

大学院では、本学教員が関係した学会や研究会を本学で開催していること、FD・SD

委員会が大学院生を対象として実施した授業評価アンケート「大学院生による授業評

価」(資料4(4)-1)の中の「教育の満足度」が比較的高いこと、学位授与者数が多いこ

と、修了者の60％以上の者が医療福祉の高度専門職として就職していることなどを教

育成果の指標として見ると、教育目標に沿った教育成果は上がっている。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

 本学部では、上記のとおり FD・SD 委員会が実施している「学部学生による授業評価」

の満足度調査、国家試験合格率及び就職・進学状況を学習成果の指標としており、学

科ごとにこれらの指標を用いて教育成果について検証を行っている(資料 4(4)-1,4(4)

-2,4(4)-3)。 

 全ての学科において教育への満足度が高く、教育目標に沿った成果が上がっている
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と評価できる。また、学生の自己評価(授業への出席率、教室外での積極的な学習)も

高く(資料 4(4)-1)、学習成果に結び付いていると考える。さらに、医療、福祉関連の

専門職への就職率は高く(資料 4(4)-4)、基礎教育科目を基盤とした専門科目の開設が

理論と実践の統合に役立っていると言える。 

医療福祉学科の国家試験合格率(社会福祉士・精神保健福祉士)は、過去３年間、全

国平均を上回る合格率を維持している。就職率においても過去３年間は 98％以上と高

い水準を維持している。 

臨床心理学科では、2014(平成 26)年度の就職率が 97.6％であり、そのうちの 31.8％

が医療機関あるいは福祉施設に就職している。さらに、毎年、卒業生の約 81.8％が臨

床心理士の資格取得を目指し、日本臨床心理士資格認定協会が指定する大学院に進学

している。医療、福祉領域への就職率は比較的低いが、国家資格が存在しないことを

考慮すると、教育目標に沿った成果が上がっていると評価できる。 

保健看護学科では、2014(平成 26)年度の看護師国家試験合格率は 97.1％、保健師国

家試験合格率は 100％で全国平均を上回り、養成校としての使命を果たしている。

2014(平成 26)年度卒業生の約 93.4％は看護師、保健師、養護教諭として就職し、約

6.6％は看護系大学院に進学するなど、養成機関として社会の要請に応えている。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部は、他学部と同様にFD・SD委員会による「学部学生による授業評価」(資料

4(4)-1)と「学部卒業生アンケート」(資料4(4)-1)の結果、国家試験等の合格率、就

職率を教育目標に基づく教育成果の指標としてとらえている。 全ての学科において教

育への満足度が高く、教育目標に沿った成果が上がっていると評価できる。さらに、

学生の自己評価(授業への出席率、教室外での積極的な学習)も高く(資料4(4)-1)、学

習成果に結び付いていると考える。卒業年次生を対象にした「学部卒業生アンケート」

の「本学の教育への満足度」は、いずれの学科ともに「まずまず満足」以上に相当す

る評価になっており、本学部の教育に満足している卒業生が多い(資料4(4)-1)。 

国家資格取得を目指す４学科の合格率は、2014(平成 26)年度には、82.9％～100％

を達成しており、教育目標に沿った教育効果が上がっているものと判断できる(資料

4(4)-2)。また、就職率もほぼ 100％であり、就職先は主に医療機関であることから、

その点においても教育目標に沿った教育成果が上がっていると判断される (資料

4(4)-3，4(4)-4)。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

本学部も、他学部と同様に FD・SD 委員会による「学部学生による授業評価」と「学部

卒業生アンケート」の結果、各学科の専門に関係した認定試験や検定試験の合格状況

及び卒業後の就職率などの結果を分析することで、教育目標の成果についても検証し

ている(資料 4(4)-1)。 

 全ての学科において教育への満足度が高く、教育目標に沿った成果が上がっている

と評価できる。卒業生に対するアンケートでも、教育全体への満足度の平均値は、「ま

ずまず満足」に相当する数値を得ており、一定の成果が上がっていると判断できる。

さらに、学生の自己評価(授業への出席率、教室外での積極的な学習)も高く、学習成
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果に結び付いていると考える。 

 全体としての就職率は、４学科ともほぼ 100％近い数値である(資料 4(4)-3)。本学

部は国家資格のない分野であるが、各学科で適切な資格取得に向けた指導を行って、

様々な検定試験に合格しており、一定の成果を上げている。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 本研究科では、「大学院生による授業評価」(資料 4(4)-1)、国家試験等合格率(資料

4(4)-2)及び就職状況(資料 4(4)-5)を学習・研究の成果の指標としている。  

全ての専攻において、教育に対する満足度は高く、教育目標に沿った成果が上がっ

ていると評価できる。大学院生の自己評価(学習・研究への意欲)も高く、学習・研究

の成果に結び付いたと考える。  

各専攻とも修了後は、それぞれの専門領域で高度な専門職業人、研究者、大学教員

等として活躍し、高い評価を受けている。 

保健看護学専攻修士課程では保健看護学コースの修了者１名が養護教諭専修免許状

を取得、助産学コース修了者３名が助産師国家試験を受験し全員が合格した(合格率

100％)。また、社会人大学院生を含め、修了者全員が、看護師(２名)、保健師(１名)、

養護教諭(２名)、大学助教(１名)、助産師(３名)として、本専攻での学びを活かした

進路を選択しており、教育目標に沿った成果が上がっていることを示している。さら

に、2014(平成 26)年度入学した学生については、10 名全員が「保健看護学セミナーⅠ」

を受講し、自己の関心領域における最新の知見を得るとともに、ディスカッション能

力の課題に気づいた。また７名が保健看護学実習、助産学実習、がん看護学実習等を

履修し、高度看護実践能力及びマネジメント能力能を高めるとともに、研究的視点か

ら臨床実践現場の現象を捉える力を育むことができた。また、2014(平成 26)年度、

2015(平成 27)年度とも１名の学生がティーチング・アシスタント(TA)として活動し、

教育者としての資質及び視点について学んだ。博士後期課程では 2014(平成 26)年度は、

春学期末修了者を加え３名が博士論文を完成させ、修了した。また、休学中の学生を

除く２名が中間研究発表会を行い、質疑応答を通して保健看護学の博士論文に値する

研究へと発展させていくための示唆を得た。また、研究筆頭者として、学会発表：国

内９題、国外２題、研究論文：和文２編を発表した。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科は、「大学院生による授業評価」(資料4(4)-1)や就職状況(資料4(4)-5)等

を教育目標に基づく教育成果の指標としている。修士課程、博士後期課程共に本研究

科の教育に対する満足度は高く、成果が上がっていると判断する(資料4(4)-1)。また、

大学院生の自己評価(学習・研究への意欲)も高く、学習・研究の成果に結び付いたと

考える。その結果として、各専攻とも修了後は、それぞれの専門領域で高度な専門職

業人、研究者、大学教員等として活躍し、高い評価を受けている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 
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他の研究科と同様に、「大学院生による授業評価」(資料 4(4)-1)や就職状況(資料

4(4)-5)を成果の指標としている。教育目標・教育課程・教育内容等に対する満足度は

おおむね高い水準を示している。また、大学院生の自己評価(学習・研究への意欲)も

基本的に高く、学習・研究の成果に結び付いたと考える。 

各専攻の修了生は医療福祉マネジメントの専門家として医療福祉施設等に就職して

おり、一部はこの分野の教育・研究の専門職として活躍している。本学教員として後

進の指導に従事している修了生もいる。これらは、本研究科での教育目標に沿った教

育成果が上がっていることを示すものである。 

 

(2) 学位授与（卒業・修了判定）は適切に行われているか。 

<1> 大学全体 

本学では、「教育基本法及び学校教育法に基づき、医療と福祉の両分野にまたがる高

い知識と優れた技能を併せ備えた有能にして社会の要請に応え得る有為な人材を養成

すること」を大学の目的として掲げており、学部・学科ごとに、その人材の養成に関

する目的を定めている。そして、その目的の実現のために、高い専門性と実践教育に

重点を置いた体系的なカリキュラムを構築して、あらかじめ学生に明示している成績

評価基準に沿って厳格な成績評価を行っている。その厳格な成績評価の下、卒業認定

及び学位授与については、本学の「学位授与方針」に基づき、学則(資料 4(4)-6)及び

学位規程(資料 4(4)-7)にのっとり、本学に４年以上在学し、各学科所定の卒業に必要

な単位数を修得し、教授会の議を経て、学長が卒業認定を行い、学士の学位を授与し

ている。また、このことは学生便覧により、あらかじめ学生に明示している(資料

4(4)-8)。このように、学部における学位授与(卒業判定)は、本学の人材の養成の目的

を実現するためのカリキュラム、そして厳格な成績評価に基づいた単位認定の下、適

切に行っている。 

大学院においても、研究科・専攻ごとに人材の養成に関する目的及び教育研究上の

目的を定めており、その目的の実現のために必要な専門的かつ高度な知識を獲得し、

独創的かつ有意義な理論を構築する能力を身に付けたか否かが修了認定の基準となっ

ている。なお、2015(平成27)年度より、修士課程・博士後期課程の専攻ごとの学位申

請要件及び学位論文審査基準を大学運営委員会で定め、大学院要覧に掲載し、学生に

周知した(資料4(4)-9)。 

修士課程では、専攻ごとに提示されている履修モデルをもとに必要な科目を履修し

て高度な専門知識を身に付けるとともに、指導教員による論文指導を中心に研究を進

める。専攻ごとの中間報告会を経て、最終的に各専攻で定めた学位申請要件を満たし、

学位論文審査基準に基づく修士論文の審査及び最終試験に合格した者について、研究

科委員会の議を経て、学長が修了認定を行い、修士の学位授与を行う(資料4(4)-10)。 

博士後期課程では、入学後に作成する研究計画書をもとに必要な科目を履修し、中

間研究発表会、関係学会で発表を行いながら研究を継続する。そして、２年次に博士

論文作成計画を提出し、博士論文執筆有資格の審査を受け、資格を認められた者は博

士論文を提出する。最終的に各専攻で定めた学位申請要件を満たし、学位論文審査基

準に基づく博士論文の審査及び最終試験に合格した者について、研究科委員会の議を
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経て、学長が修了認定を行い、博士の学位授与を行う(資料4(4)-10)。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

 本学部では、教育目標に基づく「学位授与方針」を踏まえて、学位授与が適切に行

われている。卒業判定資料をもとに単位取得状況と卒業要件を満たしているかを確認

して、大学運営委員会及び卒業判定の学部教授会で厳正に審議し、所定の単位を修得

した者に対して卒業認定が行われる。卒業を認定された者には、学士(医療福祉学)、(臨

床心理学)、(保健看護学)の学位が与えられる(資料 4(4)-6 第 41 条)。国家資格のある

学科は、これらの学位授与によって受験資格が与えられる。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部は、教育目標に基づく「学位授与方針」を踏まえ、学位授与が適切に行われ

ている。卒業判定資料をもとに単位取得状況と卒業要件を満たしているかを確認して、

大学運営委員会及び学部教授会で審議し、所定の単位を修得した者に対して卒業認定

が行われる。卒業を認定された者には、学士(感覚矯正学)、(健康体育学)、(臨床栄養

学)、(リハビリテーション学)、(臨床工学)の学位が授与される(資料 4(4)-6第 41条)。

国家資格取得を目指す学科においては、学位授与によって国家試験の受験資格が与え

られる。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 本学部でも他の２学部と同様に、教育目標に基づく「学位授与方針」を踏まえて、

学位授与が適切に行われている。卒業判定資料をもとに単位取得状況と卒業要件を満

たしているかを確認して、大学運営委員会及び学部教授会で厳正に審議し、所定の単

位を修得した者に対して卒業認定が行われる。卒業を認定された者には、学士(医療福

祉経営学)、(医療秘書学)、(医療福祉デザイン学)、(医療情報学)の学位が与えられる

(資料 4(4)-6 第 41 条)。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 本研究科の教育目標に基づく「学位授与方針」を踏まえて、学位授与が適切に行わ

れている。修士課程及び博士後期課程の学位授与に至る指導・評価の流れは、大学院

要覧等に明記され、かつ学位審査も論文発表会等を設けることにより、評価判定の透

明性は確保されており、適切に行われている(資料 4(4)-9)。 

 各課程修了の判定は、修了判定資料をもとに大学院学則第 31 条に基づいて適切に行

われている。まず、審査委員会において修士論文、博士論文を中心とした審査が行わ

れた後、研究科委員会で学位授与の可否が議決され、その結果、認められた者に修士

あるいは博士(医療福祉学)、(臨床心理学)、(保健看護学)の学位が授与される(資料

4(4)-10)。なお、各専攻において、学位申請要件及び学位論文審査基準を定め、(資料

4(4)-9)、学生にあらかじめ示した上で研究指導を行っている。 
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（イ）医療技術学研究科 

本研究科の教育目標に基づく「学位授与方針」を踏まえて、学位授与が適切に行わ

れている。修士課程及び博士後期課程の学位授与に至る指導・評価の流れは、大学院

要覧等に明記され、かつ学位審査も論文発表会等を設けることにより、評価判定の透

明性は確保されており、適切に行われている(資料4(4)-9)。 

各課程修了の判定は、修了判定資料をもとに大学院学則第 31 条に基づいて適切に行

われている。審査委員会において修士論文、博士論文を中心とした審査が行われた後、

研究科委員会で学位授与の可否が審議され、承認された者に、修士(健康体育学)、(臨

床栄養学)、修士若しくは博士(感覚矯正学)、(リハビリテーション学)、(臨床工学)、

あるいは博士(健康科学)の学位が授与される(資料 4(4)-10)。各専攻において、学位

申請要件及び学位論文審査基準を定め(資料 4(4)-9)、学生にあらかじめ示した上で研

究指導している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 他研究科と同様に、本研究科の教育目標に基づく「学位授与方針」を踏まえて、学

位授与が適切に行われている。修士課程及び博士後期課程の学位授与に至る指導・評

価の流れは、大学院要覧等に明記され、かつ学位審査も論文発表会等を設けることに

より、評価判定の透明性は確保されており、適切に行われている(資料 4(4)-9)。 

 各課程修了の判定は、修了判定資料をもとに大学院学則第 31 条に基づいて適切に行

われている(資料 4(4)-10)。まず、審査委員会において修士論文、博士論文を中心と

した審査が行われた後、研究科委員会で学位授与の可否が議決され、その結果、認め

られた者に修士(医療福祉経営学)、(医療秘書学)、(医療福祉デザイン学)、修士ある

いは博士(医療情報学)の学位が授与される(資料 4(4)-10)。各専攻において、学位申

請要件及び学位論文審査基準を定め(資料 4(4)-9)、学生にあらかじめ示した上で研究

指導している。 

 

 

２．点検・評価 

●基準４(4)の充足状況 

 本学では、就職率や国家試験等の合格率等、及び卒業生や在学生を対象とした教育

に対する満足度についてのアンケートを、教育目標の成果を表す評価指標としてとら

えており、その結果を見ると成果は上がっていると言える。また、大学院に関しては、

学位授与は適切に行われている。これらのことから、同基準はおおむね充足している。 

 

① 効果が上がっている事項 

<1> 大学全体 

学部卒業生への教育目標の達成度評価及び在学生による授業評価の中での自己評価

を、本学での学習成果を測る上での評価指標としている(資料4(4)-1)。これらの評価

値が高く、学習成果の表れである国家試験等合格率(資料4(4)-2)及び就職率(資料

4(4)-3)が高いことから、評価指標の適切性が認められ、本学の教育目標に基づく教育
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成果を評価するために有効である。 

大学院においては、学位申請要件及び学位論文審査基準を明確に定めた。それに加

えて学位論文審査の際は、原則として主査を主指導教員以外から選任することや、内

容の専門性によっては学外及び学内他専攻の審査委員を加えることができるなど、審

査の客観性や透明性が十分に確保されていると言える(資料4(4)-9)。 

  

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

本学部では、全ての学科において教育への満足度(資料 4(4)-1)、就職率が高く(資

料 4(4)-3)、さらに、国家資格を有する学科については、その合格率も全国平均以上(資

料 4(4)-2)と高いレベルを維持しており、教育目標に沿った成果が上がっていると評

価できる。 

保健看護学科は看護専門職が看護の専門教育を担当することで、第 104 回看護師国

家試験合格率 97.1％、第 101 回保健師国家試験合格率 100％で、全国平均を上回る合

格率であった。養護教諭一種免許状は 40 名が取得した。卒業生進路状況は就職率は

94.3％、進学率は 6.6％であった。 

 

（イ） 医療技術学部 

本学部においては、卒業すなわち学位取得が国家試験の受験資格となる。いずれの

国家試験においても高い合格率を上げていることから、教育目標に基づく学習成果が

上がっており、学位授与基準の設定が適切であると判断できる。国家試験を受験する

４学科は、特別講義や演習、個別指導、模擬試験などを学生の習熟に合わせて実施し

ており、それらが成果につながっている。健康体育学科においては、運動指導関係希

望者をはじめ、教職志願者、公務員志願者に個別指導を行っており、成果につながっ

ている(資料 4(4)-2)。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 各学科における教育への満足度(資料 4(4)-1)及び就職率の高さ(資料 4(4)-3)は、本

学部における教育目標・内容・方法の適切性を表す指標として解釈できる。 

 本学部の領域では医療福祉分野の国家資格が存在しないが、各学科で適切な資格取

得に向けた特別講義や模擬試験、個別指導等を行い、ある程度の成果を上げている。

医療秘書学科においては、秘書検定１級の合格者を毎年複数輩出しているほか、医療

秘書学科と医療情報学科では、2015(平成 27)年度の診療情報管理士の合格率が 63.2％

に達しており(資料 4(4)-2)、効果が上がっていると言える。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 本研究科では、高度専門職業人としての就職率も高く、学位授与を適切性の評価の

指標としており、高い評価を得ている。各専攻ともに「大学院生による授業評価」に

おいて高い満足度が得られており(資料 4(4)-1)就職率も極めて高い値を維持してい

る(資料 4(4)-5)。さらに、修士課程、博士後期課程ともに、退学者がほとんどなく、
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課程を修了し学位授与につながっていることが最大の教育成果である。 

 

（イ）医療技術学研究科 

  医療技術学研究科は、「大学院生による授業評価」を教育成果の評価指標としている。

教育全体に対する満足度は、５段階評価で 4.0～5.0 であったことから、各専攻の教育

目標に沿った教育成果が十分上がっている(資料 4(4)-1)。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 「大学院生による授業評価」の結果により、研究科の教育目標に沿った教育成果の

測定とそれに基づく検証はおおむね効果的に行われていると言える(資料 4(4)-1)。 

 なお、直接の評価機会ではないが、大学院生の研究の進捗及び成果について、初年

次から公開の報告会を複数回実施しており、指導教員・指導教員補佐による指導並び

に研究それ自体の質を相互確認する機会として効果が上がっている。 

 

② 改善すべき事項 

<1> 大学全体 

学生の学習成果を経年的に測定するための評価指標として、卒業年次生及び卒業生

対象に実施するアンケート調査(資料4(4)-1)はあるが、学生が各学部・学科の教育目

標に対応した自己評価を行うための方法が整備されていない。「学部学生による授業

評価」において、評価指標となる質問が、十分とは言えず(資料4(4)-1)、学習達成度

を測るための体系的な自己評価、及びその結果を学生及び教員へフィードバックし、

授業改善に結び付ける仕組みが構築されていない。 

また、「学部卒業生アンケート」の結果において、本学の教育目標の１つ「国際的

コミュニケーション能力を持つ」については評価が低い(資料4(4)-1)。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

 学生の多様化が著しい現状において、学生の教育目標達成度や達成過程の個人差も

大きくなりつつある。しかし、「学部学生による授業評価」による満足度調査、国家試

験合格率及び就職・進学状況といった指標だけでは、学生一人一人の教育目標達成度

や 達 成 経 路 に つ い て 個 別 的 か つ 多 面 的 に 評 価 す る こ と が で き な い ( 資 料

4(4)-1,4(4)-2,4(4)-3)。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部では、一部の入学生の目的意識と基礎学力の低下が問題となっている。これ

により、学習成果の指標である国家試験の合格率の低下と学位取得率(卒業率)の低下

に至る可能性がある(資料 4(4)-2,大学ﾃﾞｰﾀ集(表 8))。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 本学部における教育目標の達成の指標である全体としての就職率は満足のいくもの
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であるが、医療福祉分野に限ってみると決して高くない(資料 4(4)-3,4(4)-4)。 

 資格取得に向けたカリキュラムの整備や指導に努めているが、一部には合格率の高

くない資格や、受験者そのものが少ない資格もある。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 学位論文審査は、本学の規定にのっとり適切に行われ、公開での論文発表会も実施

されている。しかし、全学への公開発表会案内にも関わらず、発表会への出席者は当

該専攻内教職員、大学院生、学部学生にとどまっている。 

 

（イ）医療技術学研究科 

大学院修了後は、それぞれの専門領域で高度な専門職業人や研究者、教育者として

活躍している。しかしながら、在学中の教育成果の指標の１つと考える学術集会・研

究会等での発表件数と学術誌への論文掲載数が少ない。  

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 本研究科における学位授与のための論文審査については、研究発表会などの機会を

通じて諮られているが、論文の評価に際して外部の審査員を加えられる制度が、博士

後期課程を有する医療情報学専攻を除いては十分に活用されていない。 

 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

<1> 大学全体 

教育目標の達成度の評価指標である、学部及び大学院在学生による授業評価、卒業

年次生、卒業生及び卒業生の就職先へのアンケート等について、質問項目や内容を更

に充実させることによって、指標としての精度を高めていき、教育課程に反映させる。

また、国家試験等の合格率や、就職率については、本学の教育の結果の表れであるた

め、今後も注視していく。 

 大学院では各研究科の教育目標に沿った指導を行うことにより、社会的に有用な内

容の研究・教育が行われており、学位申請要件、学位論文審査基準の策定及び周知に

より、論文審査における客観性、透明性がより確保されているので、今後も継続して

行っていく。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

保健看護学科をはじめとして、資格試験の合格率と就職率がいずれも高い値を維持

していることから、各学科で実施されている試験対策等の教育が有効であると考えら

れ、今後もこれを維持していく。しかし、今後更に多様化すると予測される学生のニ
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ーズを汲み取るために、教員と学生との個別面接や指導の機会を増やし、そこで得ら

れた情報をもとに学生の資格取得に対する動機づけを更に強化する。  

 

（イ）医療技術学部 

教育成果の指標としての資格試験の合格率と就職率がいずれも高い値を維持してい

ることから、各学科で実施されている試験対策等の教育方法が有効であると考えられ、

今後もこれを維持していく。しかしながら、今後更に多様化すると予測される学生の

ニーズを汲み取るために、教員と学生との個別面接・指導の機会を増やし、そこで得

られた情報を教員が共有し、学生の資格取得に対する動機づけを更に強化する。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 教育への満足度及び就職率の高さに反映される教育目標・内容・方法の適切性を維

持伸長させるため、FD・SD 委員会が実施している、学部及び大学院在学生による授業

評価並びに卒業生による評価を引き続き活用するとともに、在学生の状況を把握する

ための個別指導を充実させる。 

 資格取得に向けた各学科での特別講義、模擬試験、個別指導は基本的に継続し、成

果との関連性を確認しながら内容の更なる改善に努める。医療秘書学科においては、

入学時からの認定資格取得に向けた継続的・段階的な指導とともに、秘書検定の上位

級の受験者に対する個別指導を引き続き実施する。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科では、就職率の高さ及び「大学院生による授業評価」による高い満足度を

維持するために、今後も授業評価の結果を授業改善に結び付けていく。さらに、修士

課程、博士後期課程ともほとんど退学者がなく学位取得に至っている状況を維持して

いくために、今後も中間研究発表会などを通じて、研究の進捗状況を公開し、教員間

の連携を強化することで、複数教員による研究指導体制を更に充実させる。 

 

（イ）医療技術学研究科 

教育成果の評価指標としての「大学院生による授業評価」において、本研究科の教

育全体への満足度が高いことから、それを維持すべく、従来のきめ細かい大学院生指

導を更に強化しつつ、今後も高いレベルの教育・研究を展開していく。  

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 教育への満足度及び就職率の高さに反映される教育目標・内容・方法の適切性を維

持伸長させるため、FD・SD 委員会による「大学院生による授業評価」を引き続き活用

するとともに、在学生の状況を把握するための個別指導を充実させる。研究について

は、論文指導において、今後もきめ細やかに指導をし、公開の報告会を継続していく。 

 

② 改善すべき事項 
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<1> 大学全体 

学生の学習達成度の自己評価指標の仕組みと、評価結果を学生及び教員へフィード

バックする仕組みを構築する。今後は、学生の自己評価結果が、自身のモチベーショ

ンアップにつながり、教員にとっては授業改善ができるように、在学生及び卒業生対

象のアンケート内容を見直し、学生本人の自己評価及び教員に対する評価を追加する

とともに、学生によるポートフォリオ作成についても視野に入れる。 

教育目標の１つ「国際的コミュニケーション能力を持つ」についての評価の低さに

対しては、早急な対応が必要であるため、2014(平成26)年度からの基礎教育カリキュ

ラムを変更し、英語を必修科目にしている。海外語学研修プログラムも開設し、国際

的コミュニケーションのために必要不可欠な語学力、特に英語については、全ての学

生が在学中に必ず学ぶ機会を設けることとし、教育目標の達成を図っている。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

履修・単位取得状況、各科目の成績、資格取得状況等を総合的に分析することによ

って、学生一人一人の教育目標達成度や達成過程をとらえ、個に応じた指導体制の充

実を図る。 

 

（イ）医療技術学部 

学生が、目的意識を高めるため各学科の目指す専門職業人像を明確に理解し、動機

づけを維持し、本学部の教育による学習成果が最大限得られるように、新入生として

入学した時から、施設見学や講演会等を実施する。また、総合教育センターと連携し、

基礎学力が不足している学生の対応策として、入学前学習と初年次教育を引き続き実

施する。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 医療福祉分野への就職率の向上に向けて、学生の興味関心及び教育目標達成に向け

た学習への動機づけの伸長と就職先の開拓を図る。 

 資格取得状況の改善のために、担当科目において資格関連の授業内容を充実させる

等の方法により、各学科で取得を指導している資格に対する受験者数の増加と合格率

の向上を図る。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

学位論文審査の客観性と透明性を更に深化させるため、公開論文発表会への出席者

が専攻内にとどまっている現状から研究科全体の構成員が参加するよう促す。 

 

（イ）医療技術学研究科 

今後、本学が大学院生に求める研究活動の促進のために、英語での成果発表と英文

での論文投稿を奨励する。医療福祉研究センターの機能を強化し、大学院生の研究活

動の向上を図る。 
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（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 学位論文審査については、医療情報学専攻を除く３専攻においても、論文の内容に

応じて外部の審査員を加えられる制度を活用する。内部教員のみならず外部の専門家

を含めた評価を行うことによって、学位審査の一層の質的向上を図る。 

 

 

４．根 拠 資 料 

4(4)-1: 平成 26 年度 FD・SD 報告書(既出 資料 3-14) 

4(4)-2: 平成 26 年度 国家試験及び認定試験等合格状況(既出 資料 1-10)  

4(4)-3: 川崎医療福祉大学学部生 平成 28 年 3 月卒業生 最終進路状況  
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第 5 章 学生の受け入れ 

 

１．現状の説明 

(1) 学生の受け入れ方針を明示しているか。 

<1> 大学全体 

大学の「入学者の受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)」については、より明

確な内容となるよう、大学運営委員会で従来の方針の見直しを行い、2015(平成 27)年

３月 18 日付で以下のとおり策定した。 

『本学では、学園創設の理念と教育理念のもと、医療福祉の理念を理解し、社会に

貢献できる専門的な医療福祉人を育成することを目的としている。そのために、

以下の学生を入学者として求めている。 

１．医療や福祉の分野で活躍するために、その知識と技術を修得する意欲のある人 

２．弱者の気持ちを理解するとともに、その苦悩に共感できる人 

３．社会人としての良識や倫理観を身に付け、社会に貢献したいと願っている人 

４．他者の言葉に耳を傾け、適切に説明できるというコミュニケーション能力を

持つために努力する人 

５．他の医療福祉人と連携して働くために、チームワークの能力を備えている人』 

大学の「入学者の受け入れ方針」については、学科長・専攻主任会議で報告すると

ともに、大学案内、入学試験要項、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っ

ている(資料 5-1)。 

入学に際して事前に修得しておくべき知識等の内容・水準については、出願資格並

びに入学試験科目を適切に設定し、入学後の学習基盤となるよう配慮している(資料5-2)。 

また、入学予定の合格者に対し、高等学校等で身に付けてきた知識や技能と、入学

後の大学における教養科目や専門科目の授業内容とを有機的に結び付けるための、入

学前学習の課題を提供している。課題はホームページ上に掲載し、適宜その到達度を

確認して指導を行っている。 

本学大学院においても、「入学者の受け入れ方針」について、より明確な内容となる

よう、大学院運営委員会で従来の方針の見直しを行い、2015(平成 27)年３月 18 日付

で以下のとおり策定した。 

『本学大学院では、学園創設の理念と教育理念のもと、医療、福祉及び健康の分野

における指導的人材を育成するという目的を達成するために、以下の学生を入学者

として求めている。 

１．修士課程においては、学士課程で養った十分な基礎学力をもとに、医療福祉

分野の理論と実践についての知識と技能を修得する意欲のある人 

２．博士後期課程においては、修士課程で養った医療福祉分野における高度な知

識及び技能をもとに、専攻分野について自立して研究活動を行い、あるいは専

門的業務に従事する意欲のある人』 

大学院の「入学者の受け入れ方針」についても、学科長・専攻主任会議で報告すると

ともに、大学院入学試験要項、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている
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(資料 5-1)。 

障がいのある学生については、本学の教育目標及び「入学者の受け入れ方針」にふ

さわしい限り入学できる。このことを、「障がいを有する人の受け入れ」として学部入

学試験要項及び大学院入学試験要項に明記するとともに、ホームページに掲載してい

る(資料5-2 p.29,5-3 p.5,p.20,5-4)。しかし、障がいの程度により必要とされる配慮

が異なることや、目的・目標を達成できない場合があることから、学部・大学院とも

に、受験上の特別措置事前相談書、医師の診断書、及び障害者手帳を有する者につい

てはその写しを、出願する前に提出してもらい、必要に応じて個別面談により試験の

実施方法や入学後の履修方法等を決定している。この事前相談の方法についても両入

学試験要項に明記するとともにホームページに掲載している (資料 5-2 p.29,5-3 

p.5,p.20,5-4)。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

 本学部の「入学者の受け入れ方針」については、より明確な内容となるよう、大学

運営委員会で従来の方針の見直しを行い、2015(平成 27)年３月 18 日付で以下のとお

り策定した。 

『医療福祉学部では、大学の入学者の受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)を

踏まえ、以下の学生を入学者として求めている。 

１．医療や福祉の分野で活躍するために、医療福祉専門分野の知識と技術を修得

する意欲のある人 

２．他者を理解し、他者と共に考え、他者と協働して、人々の幸福な生活実現に

貢献する意志のある人 

３．他の医療福祉専門職の人と連携して働くために必要なコミュニケーション能

力と実践力の基礎資質を備えている人 

４．社会人としての良識や倫理観を身に付け、他者を支援する専門職として社会

に貢献したいと願っている人』 

本学部の「入学者の受け入れ方針」については、学科長・専攻主任会議で報告する

とともに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている(資料 5-1)。 

また、本学部各学科についても、各学科の「入学者の受け入れ方針」を大学運営委

員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している(資料 5-1)。 

 

（イ）医療技術学部 

 本学部の「入学者の受け入れ方針」については、より明確な内容となるよう、大学

運営委員会で従来の方針の見直しを行い、2015(平成 27)年３月 18 日付で以下のとお

り策定した。 

『医療技術学部では、大学の入学者の受け入れ方針(アドミッション・ポリシー)を

踏まえ、以下の学生を入学者として求めている。 

１．豊かな人間性と社会性のある人 

２．医療技術の各分野に高い目的意識と探究心を持つ人 
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３．チーム医療の一員として、関連する他の医療福祉人との協調性やコミュニケ

ーション能力を持つために努力する人 

４．社会的ルールを尊重できる人』 

本学部の「入学者の受け入れ方針」については、学科長・専攻主任会議で報告する

とともに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている(資料 5-1)。 

また、本学部各学科についても、各学科の「入学者の受け入れ方針」を大学運営委

員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している(資料 5-1)。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 本学部の「入学者の受け入れ方針」については、より明確な内容となるよう、大学

運営委員会で従来の方針の見直しを行い、2015(平成 27)年３月 18 日付で以下のとお

り策定した。 

『医療福祉マネジメント学部では、大学の入学者の受け入れ方針(アドミッショ

ン・ポリシー)を踏まえ、以下の学生を入学者として求めている。 

１．医療福祉の理念を理解し、豊かな人間性と社会性のある人 

２．医療福祉と関連する各分野に高い目的意識と探究心を持つ人 

３．組織の一員として他の医療福祉人と連携して働くために必要なコミュニケー

ション能力を持つために努力する人』 

本学部の「入学者の受け入れ方針」については、学科長・専攻主任会議で報告する

とともに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている(資料 5-1)。 

また、本学部各学科についても、各学科の「入学者の受け入れ方針」を大学運営委

員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している(資料 5-1)。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 本研究科の「入学者の受け入れ方針」については、より明確な内容となるよう、大

学院運営委員会で従来の方針の見直しを行い、2015(平成 27)年３月 18 日付で以下の

とおり策定した。 

『医療福祉学研究科では、本学大学院の入学者の受け入れの方針(アドミッション・

ポリシー)を踏まえ、医療福祉分野における指導的人材を育成するという目的を達

成するために、以下の学生を入学者として求めている。 

１．修士課程においては、論理的な思考と実践的能力を向上させたいと考える人、

医療福祉分野の課題に対して使命感を持って解決しようとする意欲のある人、

及び人の多様性を尊重することを重要と考え、医療福祉分野から社会に貢献しよ

うとする人 

２．博士後期課程においては、これまでに修得した高度な専門知識や技能を更に

向上させて医療福祉分野を発展させる資質と意欲のある人、医療福祉分野の新

たな課題や新たな領域の開発に対し使命感を持って取り組もうとする人、及び

国内外の医療福祉分野で専門性の高い研究・教育機関で活躍することを目指す

人』 
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本研究科の「入学者の受け入れ方針」については、学科長・専攻主任会議で報告す

るとともに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている(資料 5-1)。 

また、本研究科各専攻についても、各専攻の「入学者の受け入れ方針」を大学院運

営委員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している(資料 5-1)。 

 

（イ）医療技術学研究科 

 本研究科の「入学者の受け入れ方針」については、より明確な内容となるよう、大

学院運営委員会で従来の方針の見直しを行い、2015(平成 27)年３月 18 日付で以下の

とおり策定した。 

『医療技術学研究科では、本学大学院の入学者の受け入れの方針(アドミッショ

ン・ポリシー)的人材を育成するという目的を達成するために、以下の学生を入学

者として求めている。 

１．修士課程においては、学士課程で養った十分な基礎学力をもとに、医療福祉

健康分野において、医療技術の理論と実践についての知識と技能を修得する意

欲のある人 

２．博士後期課程においては、修士課程で養った医療福祉健康分野における高度

な知識及び技能をもとに、医療技術学に関して自立して研究活動を行い、ある

いは専門的業務に従事する意欲のある人』 

本研究科の「入学者の受け入れ方針」については、学科長・専攻主任会議で報告す

るとともに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている(資料 5-1)。 

また、本研究科各専攻についても、各専攻の「入学者の受け入れ方針」を大学院運

営委員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している(資料 5-1)。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 本研究科の「入学者の受け入れ方針」については、より明確な内容となるよう、大

学院運営委員会で従来の方針の見直しを行い、2015(平成 27)年３月 18 日付で以下の

とおり策定した。 

『医療福祉マネジメント学研究科では、本学大学院の入学者の受け入れの方針(ア

ドミッション・ポリシー)を踏まえ、医療、福祉及び関連分野の組織で指導的人材

を育成するという目的を達成するために、以下の学生を入学者として求めている。 

１．修士課程においては、学士課程で養った十分な基礎学力をもとに、医療福祉

マネジメントの理論と実践についての知識と技能を修得する意欲のある人 

２．博士後期課程においては、修士課程で養った医療福祉マネジメントの理論を

もとに、専攻分野について自立して研究活動を行い、あるいは専門的業務に従

事する意欲のある人』 

本研究科の「入学者の受け入れ方針」については、学科長・専攻主任会議で報告す

るとともに、ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている(資料 5-1)。 

また、本研究科各専攻についても、各専攻の「入学者の受け入れ方針」を大学院運

営委員会で定め、ホームページに明示し、広く学内外に公表している(資料 5-1)。 
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(2) 学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行

っているか。 

<1> 大学全体 

学生募集については、「入学者の受け入れ方針」に基づき、入試広報委員会(資料5-5)

において年次の広報活動を計画・実施している。 

具体的な広報活動として、高校教員対象入試説明会(６月)、オープンキャンパス(６

月、８月、９月、10月、３月)、在学生による母校訪問、入試課職員・学科教員による

高校訪問を行うほか、進学相談会、高校内ガイダンスに精力的に参加している。大学

案内(資料5-6)、入試ガイド(資料5-7)及び各種パンフレットを作成するとともに、ホ

ームページ(資料5-8)に同等の内容を掲載することにより、公正かつ適切な学生募集に

努めている。 

学部の入学試験については、学長を委員長とする入学試験委員会(資料5-9)を設置し、

その計画及び実施方針の策定を行っている。入学試験の実施に当たっては、入試部長

を委員長とする入試実行委員会(資料5-10)を設置し、その円滑な遂行に努めている。 

2015(平成 27)年度入試においては、AO 入試、特別入試、推薦入試、一般入試前期・

後期及びセンター試験利用入試前期・後期を実施した。 

AO 入試は専願制で、学力中心の入試では測れない、学科の求める資質を持つ人を多

面的に評価するものであり、医療福祉学科、臨床心理学科、医療福祉経営学科、医療

秘書学科、医療福祉デザイン学科及び医療情報学科の６学科が実施している。当該入

試では、書類審査、面接・課題指導、課題審査により入学者を選抜している(資料 5-2 

p.2-3,5-7 p.4-5)。 

特別入試は専願制で、本学を第一志望とする強い入学意欲、専門分野への志向性を

重視するものであり、出願資格区分として「自己推薦」、「有資格」、「指定校」の３方

式がある。また、専願制の社会人特別選抜及び帰国生徒特別選抜を特別入試と同時に

実施している。「自己推薦」では、本学への進学を専願し、本学の特性を理解した上で

自己推薦書を提出した者に対し、教養基礎テスト、小論文及び面接を実施し、入学者

を選抜している。「有資格」は、一部の学科で採用しており、それら各学科への進学を

専願し、それぞれの学科が指定する出願条件を満たす者が出願できる。当該方式では、

小論文と面接により入学者を選抜している(資料 5-2 p.4-10,5-7 p.6-9)。「指定校」

は、一部の学科で採用しており、それら各学科への進学を専願する本学指定の高等学

校を卒業見込みの者が出願できる。当該方式では、志望する学科に興味、関心、意欲

及び適性を持ち、出身学校における評定平均値が一定の基準を満たしている人物で優

秀かつ健康な者に対し、面接を実施し、入学者を選抜している(資料 5-11)。 

推薦入試は、出身学校長の推薦に基づき、人間性・適性などを重視するものであり、

出願資格区分として「全科目型」、「特定科目型」の２方式がある。「全科目型」では、

全体の評定平均値が 3.5 以上であり、かつ出身学校長の推薦が得られる者に対し、小

論文と面接を実施し入学者を選抜している。「特定科目型」は、一部の学科で採用して

おり、それら各学科が指定する出願条件を満たし、かつ出身学校長の推薦が得られる

者が出願できる。当該方式では、面接により入学者を選抜している (資料 5-2 

p.11-13,5-7 p.10-11)。 
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一般入試前期は、学力を重視しており、試験科目として選択科目 11 科目(英語、国

語、日本史、世界史、数学、物理基礎、化学基礎、生物基礎、物理、化学、生物)から

２科目(ただし、理科科目については２科目で１科目分として扱っている)を選択受験

させているが、臨床工学科では、１科目を数学に指定している。また、医療福祉デザ

イン学科では、選択した１科目と作品の提出による選抜も実施している(資料 5-2 

p.14-16,5-7 p.12-13)。なお、2015(平成 27)年度入試より国語と英語を除く選択科目

について、また 2016(平成 28)年度入試より全選択科目について、試験問題の作成に当

たり、作問者によるチェックだけでなく第三者によるチェックを実施し、出題ミスの

防止に万全を期している。 

一般入試後期は、学力と資質などの総合力を重視しており、小論文と面接を実施し

入学者を選抜している(資料 5-2 p.23-24,5-7 p.16)。 

センター試験利用入試では、前・後期ともに当該試験の成績を利用して選抜してい

る(資料 5-2 p.21-22 25-26,5-7 p.17-18)。 

なお、特別入試、社会人特別選抜、帰国生徒特別選抜及び一般入試後期の小論文問

題については、2016(平成 28)年度入試より全学科共通の問題とし(資料 5-7 p.30)、判

断力、論理性、文章構成力、文章表現力などの総合的な能力及び「入学者の受け入れ

方針」への適性をより適切に評価している。また、健康体育学科では、特別入試、社

会人特別選抜、帰国生徒特別選抜、推薦入試及び一般入試後期において、運動適性検

査を実施している(資料 5-2,5-7)。 

個々の入学試験の実施に当たっては、入試実施本部、各試験室の監督者、面接・検

査担当者等による事前の打合せ会を開いて試験当日のスケジュールや実施要領を確認

し、慎重かつ厳格な入学者選抜に努めている。入学試験終了後、全ての試験において、

学科ごとに複数の教員が厳正に採点を行い、受験者が特定されないように配慮した上

で合否判定の原案を作成し、入試判定委員会(資料5-11)及び各学部教授会に諮り、公

正かつ適切な合否判定を実施している。 

３年次編入学試験は８月に実施している。出願者又は合格者が募集定員に満たない

学科については、２月に２次募集を行った上で当該試験を実施している。実施体制は

上記の各入試と同様である(資料5-12)。 

大学院の入学試験についても、学部と同様に入学試験委員会(資料5-10)の下に大学

院入試実行委員会(資料5-13)を設置し、公正かつ適切な入学者選抜の実施に努めている。 

入学試験は、修士課程、博士後期課程ともに、８月及び２月にそれぞれ１期及び２

期として実施している。出願資格、試験内容、選抜基準等は大学院入学試験要項に明

記して透明性の確保を図っている(資料 5-2)。修士課程では、社会人区分を設け、各専

攻の専門領域に関する２年以上の実務経験を有する、より専門性の高い学生を受け入

れている。なお、修士課程の英語の試験問題は、全専攻共通の問題とし、修士課程の

大学院生に必要な英語力を確認している。 

個々の入学試験の実施に当たっては、学部と同様に入試実施本部、筆記試験監督者、

口述試験担当者等による事前の打合せ会を開いて試験当日のスケジュールや実施要領

を確認し、慎重かつ厳格な入学者選抜に努めている。試験終了後、専攻ごとに複数の

教員が厳正に採点を行い、受験者が特定されないように配慮した上で、大学院入試判
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定委員会(資料5-14)及び各研究科委員会に諮り、公正かつ適切な合否判定を実施して

いる。 

学部・大学院ともに、各入試において、その透明性を確保するため、出願受付開始

と同時に募集人員に対する志願状況をホームページ上で公表し、日々更新している。

合格発表については、学内に合格者の受験番号を掲示するとともに、受験者本人がホ

ームページ上で確認できるようにしている。合格発表後は、合格者数をホームページ

上で公表している。また、特別入試の教養基礎テスト及び一般入試前期の選択科目の

個人成績については、受験生本人の申請に基づいて開示することにより、それらの透

明性を確保している(資料5-2 p.52)。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

 本学部では、「求める学生像」や「入学者の受け入れ方針」に基づき、全学的な方法

により学生募集及び入学者選抜を公正かつ適切に実施している。医療福祉学科及び臨

床心理学科で実施している AO 入試では、面接と課題指導を通して、各学科が掲げる受

け入れ方針に見合った学生を選抜している。医療福祉学科では、特別入試において福

祉系の課程を有する高等学校を中心に指定校を認定している(資料 5-2)。 

 

（イ）医療技術学部 

 本学部は、「求める学生像」や「入学者の受け入れ方針」に基づき、全学的な方法に

より学生募集及び入学者選抜を公正かつ適切に実施している。 

 本学部で実施している入試は、AO 入試を除く、特別入試、推薦入試、一般入試前期・

後期及びセンター試験利用入試前期・後期である。入学試験要項及びホームページに

より学生募集及び入学者選抜を公表している。健康体育学科は、受験生の運動適性を

より正確に見極めるために、特別入試、推薦入試及び一般入試後期において、運動適

性検査を実施している。特別入試において「有資格(スポーツ競技で全国大会出場ある

いは同等の成績を収めた者)」による出願を認めている。臨床工学科は、一般入試前期

とセンター試験利用入試前期・後期において、数学の選択を必須としている(資料 5-2)。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 本学部では、「求める学生像」や「入学者の受け入れ方針」に基づき、全学的な方法

により学生募集及び入学者選抜を公正かつ適切に実施している。４学科とも実施する

AO 入試では面接と課題指導により、医療福祉マネジメント分野への強い関心と学習意

欲を持つ受験生の確保に努めている。特別入試の「有資格」において学科の特性に応

じた資格取得を出願条件の一部としている。 

 医療福祉デザイン学科と医療情報学科では、各々デザイン系と情報系の課程を有す

る高等学校を中心に指定校として認定している。また、医療福祉デザイン学科では、

一般入試前期において選択科目８科目から１科目を選択し、他の１科目を作品で評価

できる受験科目を配置している(資料 5-2)。 
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<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 本研究科では、「求める学生像」や入学者の受け入れ方針」に基づき、全学的な方法

により学生募集及び入学者選抜を公正かつ適切に実施している(資料 5-4)。なお、受験

生に求める専門性が専攻ごとに異なるため、修士課程と博士後期課程の専門科目及び

博士後期課程の英語の試験問題の作成、口頭試問並びに合否判定の原案作成は専攻ご

とに行っている。 

 

（イ）医療技術学研究科 

 本研究科では、「求める学生像」や「入学者の受け入れ方針」に基づき、全学的な方

法により学生募集及び入学者選抜を公正かつ適切に実施している(資料 5-3)。 

 本研究科で実施している入試は、修士課程 1 期・2 期、博士後期課程 1 期・2 期であ

る。大学院入学試験要項及びホームページにより学生募集及び入学者選抜を公表して

いる。専門性が専攻ごとに異なるため、修士課程と博士後期課程の専門科目及び博士

後期課程の英語の試験問題の作成並び口述試験は、各専攻で行っている。合否判定の

原案作成も各専攻で行っている。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 本研究科でも、「求める学生像」や「入学者の受け入れ方針」に基づき、全学的な方

法により学生募集及び入学者選抜を公正かつ適切に実施している(資料 5-3)。他の研

究科と同様に、受験生に求める専門性が専攻ごとに異なるため、修士課程と博士後期

課程の専門科目及び博士後期課程の英語の試験問題の作成、口頭試問並びに合否判定

の原案作成は専攻ごとに行っている。 

 

(3) 適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づ

き適正に管理しているか。 

<1> 大学全体 

学部全体の入学定員は、856名である。2011(平成23)年度以降の入学者は924、883、

882、859、831名と推移しており、入学定員に対する入学者数比率の５年間平均は 1.02 

である。また、2015(平成27)年５月１日現在の在籍学生数は3,491名で、収容定員に対

する在籍学生数比率は1.00と学部全体では適正に管理されている(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表

4))。しかし、一部の学部・学科では、入学定員に対する入学者数比率の5年間平均や

収容定員に対する在籍学生数比率が0.90未満又は1.20以上と管理が不十分である。 

編入学については、2011(平成 23)年度以降の入学者は 13、18、14、９、15 名であ

り、入学定員に対する入学者数比率の５年間平均は 0.35 と低い。また、2015(平成 27)

年５月１日現在の在籍学生数は 25 名で、収容定員に対する在籍学生数比率は 0.31 と

好転には到っていない(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。現今の社会情勢の中で、医療福祉分野

における３年次編入学の持つ意義が薄れていることがその要因と考えられ、更なる定

員の見直し等の対応が望まれる。 
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 大学院修士課程については、2011(平成 23)年度以降の入学者は 41、44、41、45、34

名と推移しており、入学定員に対する入学者数比率の５年間平均は 0.48 である。また、

2015(平成 27)年５月１日現在の在籍学生数は 85 名で、収容定員に対する在籍学生数

比率は 0.50 である(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。多くの研究科・専攻において、収容定員に

対する在籍学生数比率が 0.50 未満と定員充足率が低い。 

 大学院博士後期課程については、2011(平成 23)年度以降の入学者は 12、11、６、６、

５名と推移しており、入学定員に対する入学者数比率の５年間平均は 0.47 である。ま

た、2015(平成 27)年５月１日現在の在籍学生数は 26 名で、収容定員に対する在籍学

生数比率は 0.51 である(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。一部の研究科・専攻において収容定員

に対する在籍学生数比率が 0.33 未満と定員充足率が低い。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

2015(平成 27)年５月１日現在における医療福祉学部の入学定員に対する入学者数

比率(５年間平均)、学生収容定員と在籍学生数比率は、大学基礎データの表４に示さ

れている。過去５年間での入学定員に対する入学者数比率の平均は、本学部全体では

0.99、医療福祉学科では 0.87、臨床心理学科では 0.98、保健看護学科では 1.18 であ

る。また、2015(平成 27)年５月１日現在での収容定員に対する在籍学生数比率は、本

学部全体では 0.97、医療福祉学科では 0.84、臨床心理学科では 0.93、保健看護学科

では 1.17 である。 

 

（イ）医療技術学部 

2015(平成 27)年５月１日現在における医療技術学部の入学定員に対する入学者数

比率(５年間平均)、学生収容定員と在籍学生数比率は、大学基礎データの表４に示さ

れている。 

過去５年間での入学定員に対する入学者数比率の平均は、本学部全体が 1.19、感覚

矯正学科の視能矯正専攻が 1.23、言語聴覚専攻が 1.16、健康体育学科が 1.19、臨床

栄養学科が 1.10、リハビリテーション学科の理学療法専攻が 1.21、作業療法専攻が

1.23、臨床工学科が 1.22 である。収容定員に対する在籍学生数比率は、本学部全体が

1.20、感覚矯正学科の視能矯正専攻が 1.26、言語聴覚専攻が 1.22、健康体育学科が

1.20、臨床栄養学科が 1.07、リハビリテーション学科の理学療法専攻が 1.23、作業療

法専攻が 1.26、臨床工学科が 1.21 である。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

2015(平成 27)年５月１日現在における医療福祉マネジメント学部の入学定員に対

する入学者数比率(５年間平均)、学生収容定員と在籍学生数比率は、大学基礎データ

の表４に示されている。学部全体としては、過去５年間での入学定員に対する入学者

数比率の平均は 0.82、2015(平成 27)年５月１日現在での収容定員に対する在籍学生数

比率は 0.75 と、いずれもやや低めの数値を示している。 

 学科別にみると、過去５年間での入学定員に対する入学者数比率の平均については、
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医療福祉経営学科では 1.09、医療秘書学科では 0.80、医療福祉デザイン学科では 0.44、

医療情報学科では 0.83 である。また、2015(平成 27)年５月１日現在での収容定員に

対する在籍学生数比率については、医療福祉経営学科では 1.02、医療秘書学科では

0.73、医療福祉デザイン学科では 0.41、医療情報学科では 0.72 である。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科の 2015(平成 27)年５月１日現在の収容定員に対する在籍学生数比率は、修

士課程 0.72、博士後期課程 0.38 である(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科の 2015(平成 27)年５月 1 日現在の収容定員に対する在籍学生数比率は、修

士課程 0.38、博士後期課程 0.75 である(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 本研究科の 2015 年(平成 27)５月１日現在の収容定員に対する在籍学生数比率は、

修士課程 0.29 である。博士後期課程を有しているのは医療情報学専攻のみで、現在在

籍学生はいない。(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。 

 

(4) 学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に

実施されているかについて、定期的に検証を行っているか。 

<1> 大学全体 

学生募集については、各種広報活動の内容や成果が入試広報委員会から大学運営委

員会に報告され、当該運営委員会において、「入学者の受け入れ方針」に基づき、公正

かつ適切に実施されているかを確認している。 

入学者選抜については、各入試終了後に、学科又は専攻ごとに行った合否判定結果

を、入試判定委員会を経て学部教授会又は大学院研究科委員会に諮り、「入学者受け入

れ方針」に基づき公正かつ適切に実施されているかを検証し、その結果を大学運営委

員会において確認している。また、各入試結果をもとに、学科又は専攻ごとに各入試

の定員、出願資格、試験問題、面接内容等を再考し、それらを入学試験委員会での審

議を経て大学運営委員会に諮り、次年度の入学試験要項の改定に反映させているが、

定員管理等については更なる検証が必要である。  

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

 本学部では、各学科会議において、各種学科広報活動の内容や成果を提示し、「入学

者の受け入れ方針」に基づき、学生募集が公正かつ適切に実施されているかを確認し

ている。また、各入試の終了後、各学科の合否判定結果を入試判定委員会を経て学部

教授会に諮り、「入学者の受け入れ方針」に基づき、入学者選抜が公正かつ適切に実施

されているか確認している。そして、各入試結果をもとに、各学科の学科会議におい
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て、翌年の定員配分、指定校の認定、面接内容、広報活動等の検討を毎年実施している。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部は、「入学者受け入れ方針」に基づいて、公正かつ適切に実施し、検証してい

る。各種学科広報活動の内容や成果を各学科会議に提示すること、及び各入試での選

抜終了後に、各学科が作成した合否判定の原案を入試判定委員会で判定し、学部教授

会で審議することにより、学生募集及び入学者選抜を定期的に検証している。さらに、

各入試結果をもとに、翌年の定員配分や受験資格の設定並びに広報活動の見直しを毎

年定期的に実施している。感覚矯正学科視能矯正専攻とリハビリテーション学科作業

療法専攻の過去５年間での入学定員に対する入学者数比率の平均が 1.23 となってい

る。その対応として合格者判定基準を再検討し、適切な入学者数に収まるように改善

している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 学生募集については、各学科会議において、各種広報活動の内容や成果を提示し、

検証している。また、入学者選抜については、各入試終了後に、各学科の合否判定結

果を入試判定委員会を経て学部教授会に諮り、検証している。その後、各学科会議に

おいて、翌年度における各入試の定員配分や出願資格、指定校の設定並びに広報活動

について、見直しの必要性を吟味している。 

 

<3> 大学院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科では、各専攻会議において、各種専攻広報活動の内容や成果を提示し、「入

学者の受け入れ方針」に基づき、学生募集が公正かつ適切に実施されているかを確認

している。また、各入試終了後に、各専攻の合否判定結果を入試判定委員会を経て大

学院研究科委員会に諮り、入学者選抜が受入れ方針に基づいた公正かつ適切な方法で

行われているかを確認している。そして、各入試結果をもとに、各専攻会議において、

翌年度の定員配分、面接内容、試験問題、広報活動等の検討を毎年実施している。 

 

（イ）医療技術学研究科  

 本研究科は、「入学者の受け入れ方針」に基づいて、学生募集及び入学者選抜を公正

かつ適切に実施し、検証している。各種専攻広報活動の内容や成果を各専攻会議に提

示すること、及び各入試終了後に、各専攻が作成した合否判定の原案を入試判定委員

会で判定し、研究科委員会で審議することにより、学生募集及び入学者選抜が公正か

つ適切な方法で実施されているかを検証している。さらに、各専攻会議において、翌

年の定員配分と試験問題並びに広報活動の検証を毎年定期的に実施している。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科  

 本研究科では、「入学者の受け入れ方針」に基づき、学生募集が公正かつ適切に実施

されているかについては、各専攻会議において、各種専攻広報活動の内容や成果を提
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示し、検証している。また、「入学者の受け入れ方針」に基づき、各入試が公正かつ適

切に実施されているかについては、各入試終了後に、各専攻の合否判定結果を入試判

定委員会を経て大学院研究科委員会に諮り、検証している。その後、各専攻会議にお

いて、翌年度における定員配分、出願資格、試験問題の作成や担当者の設定並びに広

報活動の方法等について検討を行っている。 

 

 

２．点検・評価 

●基準５の充足状況 

本学では、「入学者の受け入れ方針」を明示した上で、それに基づいた公正かつ適切

な学生募集及び入学者選抜を実施し、定期的な検証を行っている。学科の中には定員

が未充足又は超過のものがあり、また多くの大学院専攻において定員が未充足の状態

であるため、その改善に向けた対応を必要としているが、大学全体としては、適切な

定員設定による学生の受入れ及び収容定員に基づいた在籍学生数の適正な管理ができ

ている。このことから、同基準はおおむね充足されている。 

 

① 効果が上がっている事項 

<1> 大学全体 

「入学者の受け入れ方針」を明示し、受験生を含む社会一般に周知することにより、

目的意識の高い学生を多く受け入れている。また、多様な入試形態を採用することに

より、適正な学生数を確保している。それにより、学部全体としては、入学定員に対

する入学者数比率の５年間平均が 1.02 であり、学生募集及び入学定員確保の目標は

達成されている(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

 本学部では、各学科がその独自性を活かして多様な入試区分を設定しており、保健

看護学科においては、「入学者の受け入れ方針」に見合った学生を確保できている(大

学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部は、定員を確保している(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。多様化する受験生について、

様々な入試方法を実施することで対応している。さらに、一部の入試において、健康

体育学科で運動適性検査、臨床工学科で数学を課すことで、学科の方向性を明示して

いる(資料 5-1)。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

医療福祉経営学科は、2015(平成 27)年５月１日時点での収容定員に対する在籍学生

数比率は、適正な水準にある(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。 
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<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 本研究科では、保健看護学専攻において、川崎学園大学院等在職進学制度(資料

5-16)を活用した同一法人内の川崎医科大学附属病院からの社会人入学者があった。 

 

（イ）医療技術学研究科 

 本研究科は、2012(平成 24)年度から大学院における教育方法の特例措置(資料 5-15)

を採用したことにより、毎年数名ずつの社会人が入学している。健康科学専攻博士後

期課程の収容定員に対する在籍学生数比率が 1.67、入学定員に対する入学者数比率

(５年間平均)が 1.50 であり、定員を確保している(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

 特記事項なし 

 

 

② 改善すべき事項 

<1> 大学全体 

 学部では、医療福祉学科、医療秘書学科、医療福祉デザイン学科及び医療情報学科

において、入学定員に対する入学者比率の５年間平均がそれぞれ 0.87、0.80、0.44

及び 0.83 であり、入学定員が充足されていない。一方、感覚矯正学科、健康体育学科、

臨床栄養学科、リハビリテーション学科及び臨床工学科では、入学定員に対する入学

者比率の５年間平均がそれぞれ 1.19、1.19、1.10、1.22 及び 1.22、と入学者が入学

定員を超過している。編入学については、編入学定員に対する編入学生数比率は 0.31

であり、目標値が達成されていない(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。 

 大学院の入学定員の確保については、修士課程では、医療福祉学専攻、感覚矯正学

専攻、健康体育学専攻、臨床栄養学専攻、リハビリテーション学専攻、臨床工学専攻、

医療福祉経営学専攻、医療福祉デザイン学専攻及び医療情報学専攻において、収容定

員に対する在籍学生数比率がそれぞれ 0.30、0.38、0.38、0.38、0.42、0.38、0.33、

0.38 及び 0.19 であり、目標値が達成されていない。博士後期課程では、医療福祉学

専攻、臨床工学専攻及び医療情報学専攻において、収容定員に対する在籍学生数比率

がそれぞれ 0.11、0.17及び 0.00であり、目標値が達成されていない(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

 医療福祉学科では、2015(平成 27)年５月１日現在における入学定員に対する入学者

数比率(５年間平均)が 0.87と他学科に比べやや低くなっている(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。 

 

（イ）医療技術学部 

本学部は、入学定員に対する入学者数比率(５年間平均)と収容定員に対する在籍学

生数比率は、それぞれ 1.19 と 1.20 であり、ほぼ適正な範囲に収まっている。しかし
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ながら、いくつかの学科においては、いずれかの比率が 1.21 以上 1.26 以下であり、

やや多めになっている(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。 

編入学定員に対する編入学生数比率は、健康体育学科が 0.67、臨床栄養学科が 0.67

であり、低い状態にある。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

 各学科で導入した、特別入試における有資格による出願や、推薦入試での特定科目

型を設定した背景には、各学科の教育目標に沿った学生の確保にあった(資料 5-1 p.5, 

p.12)が、受験者数を見る限り有効に機能していない(資料 5-6 p.23)。 

医療福祉経営学科以外の学科については、入学定員に対する入学者数比率(５年間平

均)、収容定員に対する在籍学生数比率のいずれも低い。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 本研究科では、全ての専攻において修士課程・博士後期課程の入学定員を充足して

いない(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。 

 

（イ）医療技術学研究科 

 本研究科は、健康科学専攻博士後期課程を除いて、いずれの専攻も入学定員を確保

できていない(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 4))。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

本研究科全体での問題点として、収容定員に対する在籍学生数比率が低い(大学基礎

ﾃﾞｰﾀ(表 4))。 

 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

<1> 大学全体 

 学部では、目的意識の高い学生を現状よりも更に安定して確保するため、大学案内、

ホームページ等を見直し、「入学者の受け入れ方針」、学生募集及び入学者選抜につい

て一層の周知を図っていく。  

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

保健看護学科においては、順調に入学定員を確保している。今後も適正な学生数を

確保するために、各入試における出願状況や成績をもとに、定員や合格者数について

常に検討し、必要に応じて見直す。 

 

（イ）医療技術学部 
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本学部は、５学科で順調に入学定員を確保している。今後も継続的に意欲ある学生

を多く確保するために、各学科で大学案内、学校訪問、新聞、オープンキャンパス、

ホームページ上での広報活動などを通して入試広報活動等を展開する。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

医療福祉経営学科においては、適正な学生数を確保している。オープンキャンパス

や高校訪問等の取組を充実させ、高校側のニーズを把握しつつ各学科で求める学生像

などの一層の周知を図ることにより、引き続き「入学者の受け入れ方針」に沿った受

験生の安定的確保を図る。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

 本研究科では、保健看護学専攻において、川崎学園大学院等在職進学制度(資料 5－

15)を使用した入学者があった。今後、同一法人内の川崎医科大学附属病院及び附属川

崎病院との連携を更に強化し、適切な人材確保に努める。 

 

（イ）医療技術学研究科 

本研究科の健康科学専攻博士後期課程では、順調に入学定員を確保している。今後

も、優秀な学生を安定的に確保するため、社会人に対する長期履修制度を大学院入試

要領、大学院案内、ホームページ、関連の学会・研究会などを通じて周知し、広報活

動を展開する。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

特記事項なし 

 

 

② 改善すべき事項 

<1> 大学全体 

 学部では、入学定員割れ対策につき、関係学科を交え大学全体として多方面から取

り組むとともに、2016(平成 28)年度入試に向けて入試広報活動等の更なる強化を図る。

一方、学科単位での定員未充足又は定員超過の状況を根本的に改善するため、及び継

続してモチベーションの高い学生を確保するために、川崎医療福祉大学、川崎医療短

期大学及び川崎リハビリテーション学院による合同入試制度を設立し、2017(平成 29)

年度入試より川崎学園アドミッションセンターの方針の下で入試を実施する。当該制

度では、受験機会を拡大すること(AO 入試前・後期、推薦入試前期、推薦入試後期 A・

B 日程、一般入試前期 A・B 日程、一般入試後期及び大学入試センター試験利用入試を

実施)、推薦入試後期、一般入試前・後期及び大学入試センター試験利用入試において

当該３施設の併願受験を可能とすること、並びに適切な学外会場を設定することによ

り、目的意識の高い生徒等がより受験しやすいよう配慮する。また、医療福祉専門職

に必要とされるコミュニケーション能力や協調性を評価するため、全入試区分におい



 

116 

 

て面接を実施する。更に、合同入試制度の設立に合わせてインターネット出願を導入

し、出願手続きの迅速化及び入試業務の効率化を図る。2017(平成 29)年度入試に向け

ては、合同入試制度設立の意図・特色・意義が正しく理解されるよう、高等学校等に

対して入試広報活動を精力的かつ丁寧に行う。編入学については、学部入試制度の変

更に合わせて入学定員等の見直しを検討する。 

 大学院では、入学定員確保に向け、大学院設置基準第 14 条の教育方法の特例に基づ

く措置制度、長期履修制度及び川崎学園職員を対象とした大学院等在職進学制度(資料

5-16,5-17,5-15)を柱とした入試広報活動の一層の強化を図るとともに、学部入試制度

の変更に合わせて入学定員等の見直しを検討する。 

 

<2> 学 部 

（ア）医療福祉学部 

医療福祉学科では、入学定員確保に向けて専門職養成の特徴を明確にする。関連科

目担当教員に対して講義内容の充実と評価の厳正化を図るよう周知するなどさらに専

門職養成機能を高め、広報活動を行い学生の確保につながるよう努めていく。 

 

（イ）医療技術学部 

 本学部は、定員を超過している学科の合否判定における合格者判定基準を見直し、

適切な範囲に収めるようにする。 

 編入学を認めている学科においては、編入学試験方法を見直し受験者の増加につな

がるよう努める。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学部 

入学定員確保の機能を上げるために、特別入試の有資格での出願や、推薦入試の特

定科目型での出願を、オープンキャンパスや高校訪問の機会を利用し、受験生及び高

校教員に分かりやすく説明する。 

 

<3> 大 学 院 

（ア）医療福祉学研究科 

本研究科では、安定した志願者確保のために、広報活動を強化する。具体的には、

社会人に対する長期履修制度を含めて、大学院案内、ホームページなどを通じての周

知、あるいは医療機関や教育機関への積極的な宣伝を行い、学生募集に努める。 

 

（イ）医療技術学研究科 

 本研究科は、更に社会人が入学しやすいように、大学院設置基準第 14 条に基づいた

教育方法の特例措置(資料 5-16)や長期履修制度(資料 5-17)を大学院入試要項、大学院

案内、ホームページなどを通して周知し、学生募集に努める。 

 

（ウ）医療福祉マネジメント学研究科 

本研究科における入学定員確保を図るため、学部在学生に対する進路意識の醸成の
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取組の中に、大学院という選択肢を明示し、その目的と魅力を PR する。社会人に対す

る長期履修制度(資料 5-17)についても、大学院案内、ホームページなどを通じての周

知、あるいは医療機関や教育機関への積極的な宣伝を行い、学生募集に努める。 

 

 

４．根 拠 資 料  

5-1: 本学ホームページ「アドミッションポリシー」 

(【学  部】http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/exam/01-01.php 

【大学院】http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/exam/01-02.php)  

5-2: 学部入学試験要項 2016 

5-3: 大学院入学試験要項 2016(既出 資料 4(3)-8) 

5-4: 本学ホームページ「受験上の特別措置」  

   (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/exam/02-11.php) 

5-5: 川崎医療福祉大学入試広報委員会規程  

5-6: 2016 大学案内(既出 資料 1-3) 

5-7: 入試ガイド 2016  

5-8: 本学ホームページ「入試情報」 

   (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/exam/index.php) 

5-9: 川崎医療福祉大学入学試験委員会規程  

5-10: 川崎医療福祉大学入試実行委員会規程  

5-11: 川崎医療福祉大学入試判定委員会 規程 

5-12: 編入学試験要項 2016  

5-13: 川崎医療福祉大学大学院入試実行委員会規程  

5-14: 川崎医療福祉大学大学院入試判定委員会 規程 

5-15: 学校法人川崎学園大学院等在職進学制度規程 

5-16: 川崎医療福祉大学大学院における教育方法の特例措置の実施に関する申合せ 

  (既出 資料 4(3)-12) 

5-17: 川崎医療福祉大学大学院長期履修規程(既出 資料 4(3)-11) 
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第 6 章 学生支援 

 

１．現状の説明 

(1) 学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する
方針を明確に定めているか。 

学生支援に関しては、教務委員会・就職委員会の意見をもとに、学生生活委員会で

検討し、大学運営委員会において、修学支援・生活支援・進路支援の３つの柱から成

る「学生支援に関する方針」として定め、2015(平成 27)年 12 月１日付で以下のとお

り策定した。またこの方針については、学科長・専攻主任会議で報告するとともに、

本学ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている(資料 6-1)。 

『建学の理念に沿った医療福祉人を育成するため、修学・生活・進路における支援

の方針を次のように定める。 

修学支援 

１．学生個人の修得単位などの成績状況を的確に把握し、春学期ならびに秋学期

の授業開始前のガイダンス期間において、徹底した履修指導を行う。 

２．各学科で取得目標としている国家試験や各種検定の合格に向けて、模擬試験・

対策講座などを実施し、学生個人の進路に対応した支援を行う。 

３．休退学防止に努めるため、成績不振の状況を把握し、教務委員・学年担任・

ゼミ担当教員などにより個別面談する機会を設け、必要に応じて補習・補充教

育を行う。 

生活支援 

１．健康管理センターや学生相談室をはじめとする相談支援体制を充実させ、学

生が自ら健康管理を行い心身の健康を保持できるように支援を行う。 

２．ボランティアセンターを中心に、学生のボランティア活動を積極的に支援し、

人間性を形成する機会を提供する。 

３．奨学金制度や緊急時の学費減免制度などを整備し、経済的援助の必要な学生

が円滑に大学生活が送れるように支援を行う。 

４．ハラスメント防止委員会を中心に、様々なハラスメントの防止だけでなく、

人権に関わる啓発活動にも努める。 

５．部・同好会、学園祭を含む学友会の活動に対して指導・助言を行い、学生が

自主的な課外活動を通じ、社会性や人間性を向上させることができるよう支援

を行う。 

進路支援 

１．各学科の講義・実習や行事などを通じて、初年次から将来を見据えた学年別

キャリア形成支援を行う。 

２．一人ひとりが「自分らしい生き方」を描き、自己実現に向けた方法を考え実

行しながら成長できるよう進路選択に関わる指導・ガイダンスを行う。 

３．就職支援センターの相談体制の充実により、学生一人ひとりのキャリア形成・

就職活動などの支援を行う。』 
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 (2) 学生への修学支援は適切に行われているか。 

学生への修学支援については、各学科の担任教員、教務委員及び学生生活委員の緊

密な連携の下、ガイダンス機能の充実を図りながら、学生が修学する上で必要な情報

の提供を行い、組織の効果的な活用を通じて全学的に対応している。新入生に対して

入学時に行うオリエンテーションにおいては、学生便覧及び時間割表に基づき、大学

暦を示した上でカリキュラムや履修登録の方法などの全体説明を実施している。さら

に、学科別ガイダンスを設け、４年間の履修計画を系統立てて立案できるようコース、

分野、資格等の別に年次ごとの履修モデルを提示して、きめ細かい履修指導を行い、

資格取得に関わる必要科目や履修要件について、一層の理解と周知を図っている。 

在学生においても学期初めには学科別ガイダンスを適宜実施し、直前学期の成績に

ついて、GPA や単位修得状況から各学科で定めた基準をもとに適切に履修指導を行っ

ている。 

学生が進路変更や体調不良等により修学することが困難となった場合には、学生か

らの申し出により各学科の担任教員が学生本人、場合によっては保護者とも面談を行

いながら事情等を聴取するとともに、修学の継続について話合いを行っている。その

結果、やむを得ないと判断される場合には、大学運営委員会で審議し、学長が休学又

は退学を承認している。2014(平成 26)年度～2015(平成 27)年度の退学者数は大学デー

タ集(表 15)のとおりである。休学又は退学に至る学生の場合、授業の長期欠席や成績

の低迷などの兆候が多く見られることから、関係部署が連携を密にして学生の動向を

把握し、早期に対応することにより、できる限り修学を継続できるように適切に支援

を行っている。その他、留年者・卒業延期者に対しては、単位の修得状況により、個

別に十分な指導を行うとともに、国家試験等の受験や卒業後の進路を見据え、卒業ま

での履修計画を立てている。 

補習・補充教育に関する支援体制については、医療福祉分野における人材の育成、

関連する指定規則、国家試験等への対応を踏まえ、特に自然科学分野と専門基礎分野

については、専門知識を身に付ける上での基盤となるため、学科ごとに学生の成績を

詳細に分析し、補習・補充講座を適宜開設している。また、本学では、基礎教育科目

を全学共通科目と位置づけた上で自然科学分野の科目を充実させているが、高等学校

においてこれらの科目を未履修の学生には積極的に履修するように指導しており、本

学において必要かつ基礎的な知識が得られるよう、適切な支援を行っている。 

初年次教育プログラム「スターツアワー」では、「医療と福祉」、「医療福祉学概論」

など一部単位化されたものを含み、様々な分野の専門講師による講演会、新入生歓迎

レクリエーション大会、各学科独自の交流会、さらには社会福祉法人「旭川荘」での

研修などを実施している。特に福祉施設での研修は、全ての学生においてこれから学

ぶべき教育内容への関心や意欲を高め、医療福祉人として自らが進むべき道を自覚さ

せる上で役立っている。 

障がいのある学生については、学生支援センターがその詳細についての情報を厳密

に保管し、現状を掌握している。学生支援センターに登録された肢体に障がいのある

学生については、各々の講義担当者に対し、受講時の配席、板書や印刷物の特別配慮、

定期試験時の時間の延長などの要請を行っている。さらに、聴覚障がいを持つ学生に
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対しては、総合科目「ボランティア入門」の受講者やボランティアの学生などによる

PC ノートテイクが行われている。これは２名の学生が講師の話す内容を交替で PC に

入力し、障がい学生の講義への理解を手助けするものである。さらに、各講義担当者

には視覚的に理解しやすいビデオプロジェクターの利用促進と適切な印刷物配付など

も要請している。学生支援センターは必要な機材の購入を行い、障がい学生が所属す

る学科の教職員は、ノートテイク技法の研修やボランティア学生のスケジュールを管

理し、互いに連携しながら実施している。 

日本学生支援機構による奨学生の選考については、各学科の学科長又は大学院専攻

主任が組織する奨学生選考委員会を開き、有効な修学支援が行えるよう奨学生の選考

を適切に行っている。2014(平成 26)年度、日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けて

いる学生は全体の 44.2％であり、他の団体の奨学金の給付又は貸与を受けている学生

を含めると、全体の 51.1％に上っている(資料 6-2)。また、本学独自の制度として、

無利子で年間 30 万円を限度に貸付けを行う川崎医療福祉大学協助会奨学金制度を実

施している。災害救助法適用地域における被災者に対しては、従来から入学金減免や

学費減免の措置等を行ってきたが、2013(平成 25)年度にはそれを制度として明確に位

置づけ(資料 6-3,6-4)、また、家計急変により学費の納入が困難となった学生に対す

る学費減免制度も新たに設けた(資料 6-5)。学生課では、その他の奨学金についても

情報収集と学生への紹介及び手続き上の支援を行っている。 

大学院生については、ティーチング・アシスタント(TA)制度を採用することにより、

学部生の修学支援に大いに役立っている。また、TA に支払われる給与は TA に採用さ

れた大学院生自身に対する経済的支援ともなっている(資料 6-6,大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 2))。 

 

(3) 学生への生活支援は適切に行われているか。 

学生生活への支援に関して、2015(平成 27)年度事業計画書では、「地域との共生に

重点を置き、学生生活支援を展開する」ことを目標とした(資料 6-7)。その一環とし

て、2015(平成 27)年 6 月にはボランティアセンターが主催して「中庄クリーンアップ

作戦」を行い、49 名の学生及び職員のボランティアが大学近辺の清掃活動を行った。

この活動は年３回実施することを計画している(資料 6-8)。 

年々変わりゆく学生の実態や要望を把握するため、本学では「学生生活実態調査」

を隔年で実施し(資料 6-9)、その結果を公表することにより、学生及び教職員が大学

の現状を理解し、学生生活向上への方針を定める上でも役立てている。また、日常の

学生生活の不便や不満を解消するため、「オレンジボックス」と呼ばれる投書箱を設置

し、学生生活に関する学生からの要望や提案等を収集し、可能な限りそれらに応じる

ようにしている。投書箱は目立つオレンジ色の箱で、２階学生ラウンジ付近の２か所

に設置している。 

学生の心身の健康保持に関しては、健康管理センターと学生相談室が担当し、また、

障がいを持つ学生の生活支援に関しては、学生支援センターとボランティアセンター

が協力して担当している。これらの責任者は情報共有を行い、各学科とも連携を取っ

ている。 

健康管理センターには、看護師１名、事務職員１名が常駐し、怪我や体調不良など
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の応急手当て、健康診断の実施及び健康に関する啓発活動を行っている。定期健康診

断は、毎年全学生を対象に一定期間に集団で実施している。学部生については、毎年

ほとんどの学生が受診できており、2015(平成 27)年度の受診率は、98.2％であった。

ただし、大学院生については、修士課程 90.6％、博士後期課程 57.7％であったが、社

会人学生は職場で受診している者も多い(資料 6-10)。健康診断結果は全学生に個別に

配付することで、フィードバックしている。特に、抗体検査結果については、新入生

全員を集めて医師による説明会を実施し、抗体価の低い学生にはワクチン接種を強く

勧めている。また、全ての学年を通じて、各検査項目に要所見がある学生に対しては、

個別指導及び精密検査等の指示を行っている。 

違法薬物の禁止、未成年者の飲酒・喫煙の防止に関してはホームページ及び学内掲

示板で注意を喚起するとともに、新入生対象のオリエンテーションの中で、警察官、

健康管理センター長及び学生部長が講演を行い、啓発活動に努めている(資料 6-11)。

同様に感染症の予防・対応についても、ホームページや入学生全員に配付する冊子「快

適な学生生活のために」を利用して、積極的に啓発活動を行っている(資料 6-12)。特

に、喫煙については、2010(平成 22)年に「川崎医療福祉大学キャンパス全面禁煙宣言」

(資料 6-13)を行い、教職員が輪番で定期的に大学内外を巡回し、清掃や禁煙指導に取

り組んでいる(資料 6-14)。これには学友会も参加し、自主的に各部・サークルの輪番

による構内の清掃活動を実施している。これらの成果により、喫煙学生の割合は

2010(平成 22)年度の 6.8％から 2015(平成 27)年では 3.0％と年々減少している(資料

6-15)。 

精神的な悩みなどについては、月曜日から金曜日の午後、カウンセラー若しくは精

神科医が学生相談室に常駐し、個人のプライバシーに配慮しながらカウンセリングに

当たっている(資料 6-16)。相談内容としては、「対人関係の悩み」と「情緒問題」が

大部分を占めている。カウンセリングによってカウンセラーが必要と判断すれば、病

状に応じて医療機関等を紹介することもある。なお、相談件数は大学データ集(表 17)

のとおりである。学生相談室の年間利用数は、年度によって多少の増減はあるものの

全体として増加傾向にある。2014(平成 26)年度相談件数の 48.1％は、対人関係、情緒

問題等の精神的な悩みに関する相談であるが、相談内容は今後更に多様化すると思わ

れる。また、高機能自閉症、学習障がい、注意欠陥・多動性障がいと見られる特徴を

持つ学生からの相談も増えていくことが予想される(資料 6-17)。 

障がいのある学生については、入学前から数回にわたって、学生課、学科の担当教

員及び学生支援センター長が本人と保護者に対し、希望する支援についてヒアリング

を行っている。その後、学生支援センター委員会において、各学科から選出された担

当教員が、健康管理センター、ボランティアセンター等と連携しながら支援策等を協

議し、支援を行っている。 

大学の施設・設備としても、障がい者用トイレへのアクセスの改善、開き戸から自

動ドアへの変更、段差や障害物の除去などバリアフリーに向けた取組が行われている。

さらに、ボランティアの学生が中心となり、障がい学生が他の学生と同じように有意

義な大学生活を送ることができるよう支援を行っている。 

ハラスメント防止については、2015(平成 27)年度に「川崎医療福祉大学ハラスメン
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ト防止等に関する規程」を改正し、ハラスメント防止委員会はハラスメント防止のた

めの指針の策定及び啓発、研修に関すること担当し、具体的な事例への対応について

は学長が招集する調査委員会が担当することで、それぞれの役割を明確にした。また、

これまで「学内ハラスメント」としていたものを、「アカデミック・ハラスメント」と

「パワー・ハラスメント」に区別し、定義をより明確にした(資料 6-18)。 

ハラスメント防止委員会は、委員長、学生部長、各学科から選任された委員、ハラ

スメント相談員並びに学長が指名する委員で構成され、情報の共有に努めている。ま

た、速やかな対応を目指してホームページにハラスメント相談員の氏名と連絡先を掲

載し(資料 6-19)、学生や教職員からの相談を常時受け付ける体制を取っている。なお、

冊子「快適な学生生活のために」(資料 6-12)の中でもハラスメントの内容、防止、相

談方法などを具体的に記載し啓発に努めている。 

学生の課外活動も健康保持・増進に役立っているが、部・同好会活動を推進する組

織として学生の自治組織である学友会がある。2015(平成 27)年度、学友会の体育会に

は 29 部、10 同好会があり、文化会には７部、15 同好会がある。本学では、これらの

活動において顕著な功労のあった学生に対し、2004(平成 16)年度から「功労賞」を授

与することにより部活動を活発化させ、ひいては学生の心身の健康増進に寄与するこ

とを期待している。また、学生部では、学友会が主催する学園祭等の行事や、各部が

実施する学内外の部活動に際して、企画書や学内学外活動届などを吟味するとともに、

安全や衛生面に十分配慮をするよう、適宜必要な助言を行っている。 

 
(4) 学生への進路支援は適切に行われているか。 

「学生支援に関する方針」に基づき、初年次から将来を見据えた学年別キャリア形

成支援を行っている。 

そのための具体的な方策である、キャリア形成支援体制(資料 6-20,6-21)は、各学

科が講義・実習や OB・OG 講演会、保護者就職懇談会(資料 6-22)などを通じて行う学

年別キャリア形成支援と、就職支援センターが企画し実施主体となる進路・就職支援

プログラムとで構成(資料 6-21)されている。また、就職支援センターが実施する個人

面談も、就職活動をバックアップするものとして重要な役割を果たしている。 

 進路支援の組織としては、副学長(教学担当)及び就職支援センター長の下に、各学

科からの選出委員で構成する就職委員会(資料 6-23)を設置しており、この委員会が中

心となって進路支援の具体策を企画・立案し、大学運営委員会での審議・承認を経て、

キャリア形成支援に関する諸行事を実施したり、各学科の学生及び教職員への働きか

けを行ったりしている。また、就職支援センターは、大学として必要な就職に関する

状況の把握や適切な判断を行うための資料として、求人票の受理状況や就職内定状況

及び関係行事の実施状況などを作成し、就職委員会及び大学運営委員会に定期的に提

出している。 

 就職活動のベースとなる求人情報の提供については、本学に寄せられた求人情報を

データベースに入力して学生・教職員に提供している。提供方法は、紙ベースによる

掲示や学科教員への提供に加え、学内のパソコンからアクセスできる「就職ナビ」(求

人情報検索システム)(資料 6-24)によって、求人情報のキーワード検索や PDF 化した
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求人票の閲覧、ホームページへのアクセスも可能な体制を整えている。 

 また、学外からも本学の学生・教職員は、川崎医療福祉大学ポータルサイトにアク

セスし、ID とパスワードを入力することで、求人情報の閲覧が可能な体制となっている。 

 学生への個別的キャリア形成支援・問題解決支援と就職支援については、就職支援

センターに、認定資格を持つキャリアカウンセラーを常勤で３名配置して、個人の相

談を中心としたきめ細かな支援を実施している(資料 6-21)。支援及び相談の内容は、

求人情報の提供や自己分析の支援、エントリーシートや履歴書作成の添削指導、面接

指導など様々であり、学生の要望に応じて幅広く対応している。 

希望者対象のキャリア形成支援行事としては、年度の後半に就職準備が本格化する

３年次生を対象に、就職ガイダンスを年３回実施している。そこでは「就職の手引き」

(資料 6-20)等の関係資料を使い、就職活動スケジュールの概略が理解できるように、

折々の情報提供や指導を行っている。また、就職活動が大きな山を迎える４年次生に

対しては、就職ガイダンスを年度当初に１回実施し、病院・福祉施設を中心に幅広く

就職先に関する最新情報と、就職活動について必要な知識を提供している。 

さらに、専門的視点に立った職業観などの講演を通じて、学生一人一人に、自分ら

しい生き方を実践し探求することの大切さを学ばせるキャリア講演会を年３回、自己

分析や履歴書の書き方など、就職活動の基本に力点を置く就職力向上セミナーを年６

回、内定を得るための様々な実践的テクニックを中心に指導する就職対策講座を年５

回実施している。 

医療福祉の総合大学である本学を将来の職業を意識した大学選択の結果として選ん

で入学してきた学生に対して、こうした取組による支援が一定の効果を上げているこ

とについては、本学が開学以来継続して高い就職率(資料 6-25)を維持してきているこ

とが有力な証左となっている。 

 

 

２．点検・評価 

●基準６の充足状況 

本学では、教育理念を実現するために、学生の修学、生活、進路について年度ごと

の方針を明確に定め、組織的な支援体制を整えている。それにより、個々の学生の状

況に応じ、適切かつきめ細かな支援を実施していることから、同基準を充足している。 

 

① 効果が上がっている事項 

学科の担任及び教務委員による細やかな指導により、留年生及び休・退学者数が低

水準に維持されている(大学ﾃﾞｰﾀ集(表 15))。 

学生支援センターでは、それぞれの障がい学生に合わせた日常生活活動のサポート

体制を整えている。ノートテイカーとして必要な技能と責任感を有する学生サポータ

ーの安定した確保を目指して、2013(平成25)年度から、15回以上ノートテイクを行っ

た学生にはクオカードを配付する制度を導入し、現在のところ必要な人員が確保でき

ている(資料6-26)。 

学部学生の健康診断受診状況(資料6-10)は極めて高く、また検査項目別結果におい
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て異常のある学生には、学科の学生生活委員を通じて、再検査や専門医への個別の指

導を行うことで学生の健康が維持できている。 

2013(平成25)年度からは、災害救助法適用地域における被災者に対する支援制度や

家計急変による授業料の減免制度を導入しており、2014(平成26)年度には家計急変に

陥った１名の学生がこの制度を利用し、秋学期の学費の半額減免を受けた。この後も

学生へ経済支援としての活用が見込まれる(資料6-3,6-4,6-5)。 

進路支援においては、各学科で行う進路ガイダンス及び資格取得へ向けた指導と、

就職支援センターにおける個別相談を中心とした就職支援との連携が、専門性を生か

した医療福祉分野への就職の多さ(資料 6-22)と高い就職率(資料 6-25)という結果につ

ながっている。 

 

② 改善すべき事項 

日常の学生生活の不便や不満を解消するための「オレンジボックス」は、２階学生

ラウンジ付近の２か所に設置しているが、その存在を特別に案内していなかった。今

後はオリエンテーション時に全新入生に配付する冊子「快適な学生生活のために」等

にも明記してその周知を更に徹底してゆく。 

 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

今後も留年生及び休・退学者数を低水準に維持するために、学生、保護者、教員、

学科、学生相談室等がより密接な連携を取っていく(大学ﾃﾞｰﾀ集(表 15))。 

ノートテイク支援については「遠隔要約筆記システム」を導入した。これにより、

現場だけでなく離れた場所からでもノートテイク支援が行え、ノートテイカーの負担

軽減につながった。この後も支援体制の更なる組織化、効率化を図ることで聴覚障が

い学生への持続可能な支援を行う。 

健康診断の高い受診率を維持するために、学科と健康管理センターが協力して、自

らの心身の健康の大切さについて啓発活動を行う。また、機会を捉えては、喫煙の問

題についても取り上げていく。 

大規模災害の被災学生や、家計急変に陥った学生に対する支援を更に強化するため

に、学科長及び学生生活委員と情報共有を緊密にし、学生の家庭における困窮状況に

ついて、いち早く情報収集できるようにしていく。 

進路支援では、これまでの高い就職率を維持するとともに、専門性をより一層生か

した就職が実現するように、必修科目として設定した「医療と福祉」等を活用して学

生の医療福祉への意思を更に大きく育てていく。また、各学科と就職支援センターと

の連携で大きな役割を果たしている求人情報の提供・共有についてはポータルサイト

による学外からの閲覧方法について、ガイダンスなどを通じて一層の周知徹底を進める。 

 

② 改善すべき事項 
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「オレンジボックス」への投書に対する回答については、記名のものだけでなく、

可能な限りポータルサイト等で回答する。それにより学生の満足度を上げる。 

 

 

４．根 拠 資 料 

6-1: 本学ホームページ「学生支援に関する方針」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/14-03.php) 

6-2: 平成27年度 奨学金受給者状況 

6-3: 川崎医療福祉大学災害救助法適用地域における被災者に対する入学金等減免特別措置 

6-4: 川崎医療福祉大学災害救助法適用地域における被災学生に対する学費減免特別措置 

6-5: 川崎医療福祉大学学費減免制度規程 

6-6: 川崎医療福祉大学ティーチング・アシスタントに関する規程 

6-7： 平成27年度 川崎医療福祉大学事業計画書(既出 資料1-17) 

6-8： 本学ホームページ「第1回中庄クリーンアップ作戦を実施しました！」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/volunteer/2015/060401.php) 

6-9: 平成27年度 学生生活実態調査報告書 

6-10: 平成27年度 学生の健康診断受診結果報告 

6-11: 平成27年度 オリエンテーション日程表 

6-12: 快適な学生生活のために 2015 

6-13: 本学ホームページ「川崎医療福祉大学キャンパス全面禁煙宣言」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/09-02.php)  

6-14: 平成27年度 喫煙者巡視日程表  

6-15: 平成22年度～平成27年度 学生の喫煙率 

6-16: 本学ホームページ「心とからだのサポート 心の健康(学生相談室)」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/life/04-01.php) 

6-17： 平成27年度川崎医療福祉大学学生相談室利用状況(2015年4月～2016年3月) 

6-18： 川崎医療福祉大学ハラスメント防止等に関する規程 

6-19: 本学ホームページ「ハラスメントについて」   

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/life/04-03.php)  

6-20: 就職の手引き 

6-21: 本学ホームページ「進路・就職」  

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/support/)  

6-22: 就職支援センターだより 

6-23: 川崎医療福祉大学就職委員会規程 

6-24: 本学ホームページ「求人情報検索システム 就職ナビ」 

(http://recruit.kawasaki-m.ac.jp/mw/) 

6-25: 開学以来の就職率の推移 

6-26: 平成24～26年度 ノートテイクサポート状況 
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第７章 教育研究等環境 

 

１．現状の説明 

(1) 教育研究等環境の整備に関する方針を明確に定めているか。 

本学の教育環境の整備に関する方針については、毎年度当初の事業計画書(資料7-1)

において単年度の方針を定め、学科長・専攻主任を通じて各学科・各専攻に周知して

いるが、研究環境の整備及び大学全体としての教育研究環境等の整備についての中・

長期的な方針が明確ではなかった。 

そこで、大学運営委員会において、「教育研究等環境の整備に関する方針」として定

め、2015(平成27)年12月１日付で以下のとおり策定した。また、この方針については、

学科長・専攻主任会議で報告するとともに、本学ホームページに明示し、広く学内外

に周知を図っている(資料7-2)。 

『本学は、建学の理念及び教育理念のもと、教育目標の実現に向けて、学生が安心

安全に学修に専念し、教員が十分に教育・研究を行うことができるよう次の方針

を掲げ、教育研究等環境の整備に努める。 

１．学生、教職員、その他の大学施設利用者が安心して利用できるように安全性

を確保し、教育研究等環境に配慮した施設・設備の整備を図る。 

２．学生の修学及び部活動等の支援のためのスペースと施設・設備を確保し、安

心安全な教育等環境の整備を図る。 

３．研究専念時間及び研究費の確保に努めるとともに、各種研修会等を実施し、

教員及び全ての研究者が能力を発揮し、研究の質を高めることができるように

研究等環境の整備を図る。』 

なお、図書館の整備については、図書館運営委員会で検討し、大学運営委員会にお

いて「川崎医療福祉大学附属図書館基本方針」として定め、2015(平成27)年８月１日

付で以下のとおり策定した。この方針も、学科長・専攻主任会議で報告するとともに、

本学ホームページに明示し、広く学内外に周知を図っている(資料7-3)。 

『川崎学園創設の理念、本学の教育理念及び教育目標を実現するために、豊かな人

間性を育み、医療福祉に係る学問を究めるための学修、教育、研究活動の支援に

不可欠な学術情報基盤としての機能を担う。』 

今後は、これらの方針に従って、年度ごとの方針を定め、事業計画書により大学運

営委員会に諮り、併せて教職員、学生及び社会に対して周知し、大学全体でよりよい

教育研究等環境の整備に努める。また、年度末には、年度ごとの方針について自己点

検・評価委員会で検証し、大学運営委員会に諮り、事業実績書(資料7-4)にまとめ報告する。 

 

 (2) 十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか。 

本学は、倉敷市の東北部、JR山陽本線中庄駅近くに位置しており、県道をはさみ南

側に川崎学園を構成する川崎医科大学や実習の場である川崎医科大学附属病院などの

施設が立地し、本学の教育研究及び実習に一体性を持てる環境にある。 

本学の現有校地面積は、131,476㎡で、大学設置基準に定める必要校地面積の約3.7
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倍に上り、学生１人当たりの面積は36.5㎡である。校舎面積は、79,854㎡で、必要校

舎面積の約2.4倍、学生１人当たり約22㎡であり、校地・校舎共に余裕を持った状況に

ある(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表5))。 

教室等の整備状況については、一般講義室や演習室、教養基礎教育のコンピュータ

実習室は、全学共通として使用しており、97室保有している。各学部学科の専門教育

に係る実験・実習室等は、学科が専有的に確保し、それぞれの教育研究目的・課程に

合わせて整備されている(大学ﾃﾞｰﾀ集(表28,29))。1,500人収容可能な川﨑祐宣記念講

堂は、本学独自の行事、学部合同授業のほかに、2015(平成27)年度から学園の新入生

合同オリエンテーションでも使用している。体育施設は、屋内施設として１階に温水

プール・柔道場・剣道場・第２アリーナ、２階にメインアリーナを備える本学専有の

体育館のほか、隣接地に学園全体が利用できる総合体育館がある。2015(平成27)年3

月には、400ｍトラックを有する夜間照明付きの全天候型グラウンドが完成した。この

ほか、多目的グラウンド、テニスコート、弓道場、野球場などを備えており、学生の

体育授業、部活動において十分な環境を整えている。 

学生が集う場として、本館棟２階に学生ラウンジを設置しているほか、校舎棟と講

義棟等建物群の間に、キャンパスプラザがあり、コミュニケーションの場となってい

る。厚生施設として、学生職員食堂は、厚生棟２階と３階の２か所あり、708席が用意

されている。その他ベーカリーカフェ、売店、ATM、ブックショップが整備されており、

学生のキャンパスライフをサポートしている。食堂等の厚生施設の運営は外部業者に

委託されており、管理会社である株式会社松島が、学園と十分な連携を取りながら一

括管理する仕組みになっている。図書館は校舎棟２階中央に位置し、利用しやすくな

っている。 

本学は、1991(平成３)年の開学時の設計段階から、障がい者へ配慮したバリアフリ

ー、ユニバーサルデザインの考え方を基本とした施設設備の整備を実施している。外

部アプローチから建物への入り口の段差解消のためのスロープ及び玄関まで点字ブロ

ックを設け、身障者用駐車場は建物の近くに設置している。また、各棟に身障者用ト

イレや、庫内に鏡をつけたエレベーターを設置している。講義室の出入口を一部引き

戸にして車椅子対応に改修し、建物の出入口についても、2013(平成25)年度に５か所

を自動ドア化した。また、2015(平成27)年度は、キャンパスプラザへの階段横架設ス

ロープの勾配をなだらかに改修し、障がい者がより利用しやすい環境を目指している。 

施設・設備の維持・管理等については、教育研究現場での安全を確保し、快適な修

学環境を形成するために施設・設備の正常かつ良好な運転状態を保つように維持・管

理に当たっている。2014(平成26)年から2015(平成27)年にかけて、全館の窓外面の一

斉清掃を実施し、2015(平成27)年の夏季休業期間には、３階渡り廊下の雨漏り防止の

ための塗装工事を実施した。さらに、省エネ活動として、学園全体で地球温暖化対策

推進委員会(資料7-5)を設置し、具体的な省エネルギー対策に取り組んでいる。 

化学物質等の毒物・劇物等は川崎学園毒物・劇物取扱要領(資料7-6)に従い適切に管

理を行い、実験・実習などで発生する無機・有機廃液などの廃棄物等は、全て回収の

上処理業者へ委託し適正に処理している。排水は、浄化槽で処理を行い、処理水はト

イレの水洗や灌水等に使用している。 
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本学は、「健康と福祉に貢献できる職業人」の育成を目標とする責任ある教育･研究

機関という立場から、タバコを吸わない学生を社会に送り出すことが社会的責任の１

つと捉え、「医療福祉大学キャンパス全面禁煙宣言」(資料7-7)を掲げ、積極的に禁煙

推進対策を進めてきた。現在、教職員が学内及び近隣のパトロールを行い、喫煙者に

は禁煙を勧めている。その他、災害などの突発的なリスクに対応するため、「防災マニ

ュアル(災害予防と安全)」(資料7-8)を整備するとともに、被害を最小限に食い止める

ための事前点検等を行っている。防犯・警備体制については、学園総務部警備課が各

施設の警備を一括担当しており、2009(平成21)年に、建物出入口に防犯ネットワーク

カメラを整備するとともに、本学防災センターに日中は警備課職員が常駐し、守衛及

び構内巡視により安全を確保している。他の時間帯は建物内立入りを原則禁止にする

とともに、学園防災センターが24時間体制で対応している。2015(平成27)年度は、新

設された総合グラウンド及び駐車場からの不審者監視のための防犯ネットワークカメ

ラを２台設置した。実習室の一部は学生証・職員証のIDカードによる入退室としている。 

また、川崎医療福祉資料館は、2015(平成27)年9月末に閉館し、医療福祉に関する貴

重な蔵書及び資料は、附属図書館に滞りなく移管した。 

 

(3) 図書館、学術情報サービスは十分に機能しているか。 

図書館は、基本方針に従って図書館活動を展開し、学部、研究科等における多種多

様な教育研究活動を支援している(資料7-9)。本館棟２階に位置し、延べ床面積は2,453

㎡、総座席数は606席である。個人閲覧席は40席あり、このうち12席を自習室に配置し

ている(大学ﾃﾞｰﾀ集(表33))。 

蔵書検索システム(OPAC)用パソコンを５台、マルチメディア学修用パソコンを10台

配備している。視聴覚コーナーには、CD聴取用機器を２台、DVD-VIDEO、ビデオカセッ

トの視聴用機器を３台設置しており、同時に12人の利用が可能である。また、図書館

内では無線LAN環境を提供しており、対応機器を使用してインターネット利用が可能である。 

2015(平成27)年度の図書購入予算は2,330万円で、雑誌購入予算は4,855万８千円で

ある。所蔵する定期刊行物の種類数は1,278種類(内国誌837、外国誌441)である。電子

ジャーナルは、897種類を閲覧することができる。図書(製本雑誌を含む)の年間受入冊

数は約5,000冊、所蔵冊数は206,662冊である。視聴覚資料は721点を所蔵している(大

学ﾃﾞｰﾀ集(表31))。 

図書館資料の受け入れに当たっては、図書管理規程(資料7-10)を定め、図書館情報

管理システムを導入して管理、運用を行っている。図書館情報管理システムは、適時

更新及びバージョンアップを行って最新の状態で支障なく稼動するようにしている。 

図書の選書については、図書選書システムを導入し、教員による研究・教育用専門

書や学生用図書の選書を支援している。学生も図書館情報管理システムのマイライブ

ラリ機能を利用して購入希望図書の購入依頼をすることができる。なお、シラバスに

掲載された教科書・参考書は網羅的に購入している。図書館資料の利用については、

図書利用規程(資料7-11)を定めて運用している。 

また、学生・教職員は川崎学園内の川崎医科大学、川崎医療短期大学の各図書館を

利用することができる。蔵書検索システム(OPAC)によって３館の蔵書検索が可能であ
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り、学科構成等の相違により蔵書構成や各種サービスに専門性・独自性を有している。

その他の情報検索サービスについては、各種情報検索データベースを提供している。

また、情報検索講習会を通年で開催し、検索方法や論文の入手方法等の講習を行って

いる。なお、館外文献複写、現物貸借を行う相互利用サービスについては、国立情報

学研究所のNACSIS-ILLを主に介して全国の図書館間で実施している。ただし、学生・

教職員からの館外文献複写依頼が多い雑誌は極力購入するようにしている。 

図書館ホームページ(資料7-9)を公開し、学内外へ情報を発信している。学生・教職

員は、蔵書検索、電子ジャーナル・eBOOKの閲覧、図書購入依頼、情報検索、相互利用

依頼等を図書館ホームページ上から行うことができる。また、博士論文、川崎医療福

祉学会機関誌収載論文、学術雑誌掲載論文等学内研究成果物を蓄積、公開する「川崎

医療福祉大学学術機関リポジトリ」(資料7-12)にもトップページからアクセスできる

ようにしている。 

新入生図書館オリエンテーションを年度初めに実施して、図書館サービスの利用方

法を指導することによって図書館利用の支援を行っている。また、学生協働体験型選

書企画「図書館学生選書ツアー」の実施(資料7-13)、図書館資料を積極的に利用した

学生を表彰する「図書館ベストリーダー賞」の贈呈(資料7-14)等、学生参加型の企画

によって図書館利用の活性化、推進を図っている。 

職員は司書資格を有する専門職員10名が配置されている。国立情報学研究所開催の

講習会受講、私立大学図書館協会等加盟団体主催の研修会参加、川崎医科大学、川崎

医療短期大学各図書館とのローテーションによる広範な専門知識の修得によって、学

生・教職員へ支障なく学術情報サービスを提供している。 

なお、図書館からの学術情報サービスを十分に提供するための具体案については、

図書館運営委員会(資料 7-10)で検討し、大学運営委員会で諮ることとしている。 

 

(4) 教育研究等を支援する環境や条件は適切に整備されているか。 

本学の施設・設備は、学生数や教育研究目的に応じて専用の実習室・演習室・研究

室や設備・機器備品等を、各学科の特性に応じて割り当てられ適切に整備されている。

また、隣接する川崎医科大学附属病院での実習・実践教育を一体的に実施しており、

臨床教育研修センターなどの充実した施設・設備を十分活用できる状況にある。 

学生が授業や実習時に使用するパソコンについては、おおむね７～８年で更新して

いる。基礎教育等で全学生が共通使用できるものとして、284台を配備し、Webを利用

したオンライン教育も可能にしている。これらの実習室は、授業時間外においても開

放し、学生が自由に利用できるようになっている。さらに、各学科においても、学科

の学生数に配慮しながら、適切な台数のパソコンを揃えている。パソコンについては

学園情報システム室の協力を得ながら教育研究に支障が生じないよう配備・保守・点

検等を行っている。2014(平成26)年度から各学科にパソコン担当者を配置し、無駄の

ない適正な管理に努めている。大講義室や一般講義室のうち現在29室に液晶プロジェ

クターを常設しているが、パソコン、液晶プロジェクター、資料提示装置等を常設し

たマルチメディア講義室の改修を検討している。 

講義・実習等授業に大学院生をティーチング・アシスタント(TA)として33名配置し
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支援体制を取っている(資料7-15,大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表2))が、教員の研究時間確保のため、

増員を考えている。また、保健看護学科には看護実習助手を４名採用、実習時の教員

の負担の軽減となり、学生に対して、きめ細やかな教育が実施できている(大学基礎ﾃﾞ

ｰﾀ(表2))。その他、専門基礎分野の実習には、専属の技術員を配置している。また、

全学共通的な利用に適している教育研究資材について、集中的に購入、整理、保管し

て中央化を図り、能率的かつ効率的に支援する目的で、教育研究支援センターを置い

ているが、教育と研究についてそれぞれの支援を有効かつ円滑に行えるよう、組織の

改編を検討した。センターには、AV等に関する専門技術職員を配置し、講義室の環境

整備、教材や教具等機器の貸出しなど、日常的に備品の故障、修理、定期点検を行う

とともに、整備計画の立案を行っている。より専門的な教育研究活動に必要となる高

額精密大型機器の利用に関しては、隣接する川崎医科大学の電子顕微鏡センターや生

化学センター等の研究設備を活用することが可能になっている。また、一部教員が研

究のため科学研究費等の研究助成金を利用して雇用契約を結んで研究補助者を雇用し

ている。 

教員研究費の2014(平成26)年度の執行額は、総額約6,600万円で、教員１人当たりは、

約26万円であった(大学ﾃﾞｰﾀ集(表20))。医療福祉研究費は、独創的で医療福祉分野に

貢献するような研究の推進を目的として支援・配分されるもので、学内複数の研究者

による共同的なプロジェクト研究を対象としている。医療福祉研究委員会(資料7-16)

で審査し、2014(平成26)年度は37件、2,284万円が採択・配分された(大学ﾃﾞｰﾀ集(表

22))。また、学会旅費は、2014(平成26)年度は約3,586万円が配分された(大学ﾃﾞｰﾀ集(表

21))。このほか、教育研究業績については学園の一元管理の下、川崎医科大学や川崎

医療短期大学教員も含め「研究業績プロ」のシステムによりデータベース化されている。 

教員研究室は、校舎棟９・10階に集中して配置し、個室、共同使用を含め234室用意

されており、教員研究室使用規程(資料7-20)により、適切な運用を図っている。教員

１人当たりの研究室の広さは平均約15.7㎡である(大学ﾃﾞｰﾀ集(表26))。研究室には、

備え付けの本棚、机、椅子などが配置され、教授、准教授には個室が、講師は２人で

１室が割り当てられている。助教は各学科共同研究室や実習準備室を利用している。

共同研究室は、学科内・専攻内の教職員の打合せや情報交換の場としても活用されている。 

教員の活動は、教育、研究、学内業務、社会貢献が挙げられる。それぞれの時間配

分は各教員によってまちまちであるが、各学科とも専門職業人育成という実学的色彩

の強い分野であるため、実習等授業時間を超えた指導に時間をかけざるを得ない面が

ある。研究時間の確保については、今後、TAの増員や組織改編による支援体制の強化

を進めていく。そのために、教員個々の研究専念時間の工夫及び希望に関するアンケ

ートを実施する予定である。 

 

(5) 研究倫理を遵守するために必要な措置をとっているか。 

本学では、研究活動を行う全ての者に対して、研究倫理を遵守するための規程を整

え、研究者である教員、大学院生に対して指針を示している。特に2015(平成27)年度

は、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基

準)」に対応するため、研究費不正使用防止計画の制定を始めとして、研究に関する規
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程の改正及び制定を実行した。 

 2015(平成27)年４月には、研究者等の行動規範及び公的研究費の取扱いに関する規

程の規程名称及び内容を改正し、研究費の不正使用に関する規程は内容の一部改正及

び倫理委員会規程の一部改正を行った(資料7-17,7-18)。また、同年６月には、利益相

反マネジメントポリシーの一部を改正し(資料7-23)、同じく８月には、公的研究費内

部監査実施細則(資料7-20)の制定、研究活動上の不正行為に関する規程(資料7-21)、

動物実験委員会規程(資料7-22)、利益相反マネジメント規程(資料7-23)の一部を改正

した(資料7-22)。2015(平成27)年４月には、「人を対象とする医学系研究に関する倫理

指針」にのっとり倫理審査を行うため、倫理委員会審査に関する申合せ事項の一部を

改正した(資料7-24)。これら規程の改正等は、大学運営委員会に諮り、学科長・専攻

主任会議、教授会等で報告の後、学内ポータルサイトに掲載し、研究者である教員、

大学院生に周知徹底している。 

倫理委員会、動物実験委員会、利益相反マネジメント委員会での審査報告は、大学

運営委員会で報告している。2014(平成26)年度の実績は、倫理審査66件、動物実験審

査15件、利益相反委員会審査12件であった。 

研究者等の行動規範の周知を徹底するため、2015(平成27)年度は、研究者等の倫理

的配慮に関する研修会を５月から７月にかけて５回開催し、計290名の教職員及び大学

院生が参加した。また、昨年度から実施しているコンプライアンスに関する研修会を

７月に開催し、137名の参加を得ている。同月５回開催した科研費獲得に関する研修会

については、計延べ381名が参加した。研修の機会を増やしたことによって、科研費事

業応募件数は70件と、昨年度の53件を大きく上回り(資料7-25)、教員個々の研究に対

する意識の強化を感じられる結果となった。これらの研修会はいずれもFD・SD委員会

との共催で開催されている。 

科学研究費の適正な執行を確保するため、通常監査と特別監査の内部監査を実施し

ているが、2015(平成27)年度は、それに加え、対象者に対してのモニタリングを実施

し、より適正な執行状況の確認ができた。 

 

 

２．点検・評価 

●基準７の充足状況 

学習や教育研究等のための整備については、大学全体で「教育研究等環境の整備に

関する方針」を策定した上で、年度ごとに方針を定めることとなり、検証システムが

構築できた。また、図書館においては、従来のサービスに加え情報管理システムを更

新し利用者の満足度につながっている。研究倫理を遵守した研究環境についても、規

程の整備、研修会の開催頻度を増やす等、研究者が安心して研究に専念できる体制づ

くりが構築できたことで、科研費助成事業への応募件数が増加した。以上のことから、

同基準を充足しているといえる。 

 

① 効果が上がっている事項 

「教育研究等環境の整備に関する方針」を３項目策定し学内外に周知したことで、
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目的が明確になり、大学の方針に沿った年度ごとの目標設定の企画・立案がスムーズ

に行えるようになった(資料 7-3,7-4)。また、この方針に沿った事業内容については、

年度末に検証し、事業実績書にまとめることで、課題となった内容を次年度の目標に

設定することが可能となり、検証システムの構築につながる。 

総合グラウンドの新設、校舎の窓一斉清掃、渡り廊下の塗装工事等、学生及び教職

員、その他の利用者が安心・安全に利用できるよう環境整備を進めることができた。 

図書館の基本方針を策定したことによって、その方針に基づいた教育研究活動支援

等の図書館活動を展開することができるようになっている(資料 7-3)。図書館情報管

理システムを更新したことによって、常に最新の状態でサービスを提供することがで

きるようになり、利用者の検索効率や図書館サービス享受の利便性、業務処理効率の

永続的な向上が可能になっている。「川崎医療福祉大学学術機関リポジトリ」について

は、博士論文、川崎医療福祉学会機関誌に加えて学術雑誌掲載論文、図書等の登録を

進め、学内研究成果物の学外発信を積極的に推進している(資料 7-12)。 

 研究倫理の遵守については、研究費不正使用防止計画の制定及び研究に関する規程

を整備し周知したことにより、研究者が安心して研究に専念できる体制づくりが構築

できた(資料 7-17～7-24)。また、研究に関連する研修会については、特に重要な研修

会を複数回同内容で実施することにより、参加機会を増やすことで研究者の満足度を

上げることができた。その結果、科研費助成事業への応募件数が増加し、個々の研究

に対する意識が高まってきたといえる(資料 7-25)。 

 

② 改善すべき事項 

教員の研究専念時間確保のため、TA の増員、組織改編による支援体制の強化を検討

しているが、現実的にはまだ取り組むことができていない。アクティブラーニングを

支援する学修環境の整備が課題である。 

 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

「教育研究等環境の整備に関する方針」を基礎として、年度ごとの方針を設定し検

証するシステムを構築することができたので、問題点の解決を迅速に実施できるよう

課題によってはワーキンググループ等を設置し取り組む。 

また、施設・設備面の環境整備については、障がい者に対応するための自動ドア必

要箇所の検討を含め今後も積極的に実施していく。 

図書館の基本方針に基づいた教育研究活動支援の充実のため、図書館業務内容、司

書の職務内容の精査を行い、利用者サービスの質をより向上する。図書館情報管理シ

ステムのバージョンアップにより追加修正される機能を、利用者に迅速に提供するこ

とによってサービスの向上を継続的に行う。「川崎医療福祉大学学術機関リポジトリ」

を運用する JAIRO CLOUD が提供する新機能を取り入れることによって、登録コンテン

ツ、構成・デザイン等の質的向上を行い、学内研究成果物を効果的に学外発信する。 

 研究者が研究倫理を遵守するための規程は、今後も必要に応じて整備し、全ての研
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究者に周知徹底する。研究に関する研修会については、参加者を増やすよう開催内容

を工夫する。また、今後は、発明に関する規程等を整備し、知財に関する研修会等も

積極的に実施していく。 

 

② 改善すべき事項 

教員の研究専念時間の工夫及び希望に関して、教員個々にアンケート調査を調査企

画室で実施し、研究専念時間確保の検討の参考とする。 

その他、TA については 2016(平成 28)年度規程を見直し、増員するよう計画する。

また、教育と研究について、それぞれ有効かつ円滑に支援することが可能となるよう

教育研究支援センターを含めた組織改編を 2016(平成 28)年度実施する予定である。 

アクティブラーニングを支援する学修環境を整備するための調査、情報収集を行い、

環境整備によってより有効な活用が見込める電子媒体資料の収集を継続して行う。 

 

 

４．根 拠 資 料 

7-1: 平成27年度川崎医療福祉大学事業計画書(既出 資料1-17) 

7-2: 本学ホームページ「教育研究等環境の整備に関する方針」 

   (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/14-04.php) 

7-3: 本学ホームページ「川崎医療福祉大学附属図書館基本方針」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/library/01-01_4.php) 

7-4: 平成26年度川崎医療福祉大学事業実績書(既出 資料1-18) 

7-5: 学校法人川崎学園地球温暖化対策推進委員会規程 

7-6: 学校法人川崎学園毒物・劇物取扱要項 

7-7: 本学ホームページ「川崎医療福祉大学キャンパス全面禁煙宣言」(既出 資料6-13) 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/09-02.php) 

7-8: 川崎医療福祉大学防災マニュアル(災害予防と安全)  

7-9: 本学ホームページ「図書館」 

  (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/library/)(既出 資料2-6) 

7-10: 川崎医療福祉大学附属図書館運営委員会規程 

7-11: 川崎医療福祉大学附属図書館図書利用規程 

7-12: 本学ホームページ「川崎医療福祉大学学術機関リポジトリ」 

(https://kwmw.repo.nii.ac.jp/) 

7-13: 本学ホームページ「図書館：学生選書ツアー」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/library/2015/010701.php) 

7-14: 本学ホームページ「第3回図書館ベストリーダー賞授賞式」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/library/2014/020201.php) 

7-15: 川崎医療福祉大学ティーチング・アシスタントに関する規程(既出 資料6-6) 

7-16: 川崎医療福祉大学教員研究費規程  

7-17: 川崎医療福祉大学における研究者等の行動規範  

7-18: 川崎医療福祉大学倫理委員会規程  
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7-19: 川崎医療福祉大学利益相反マネジメントポリシー 

7-20: 川崎医療福祉大学公的研究費内部監査実施細則 

7-21: 川崎医療福祉大学における研究活動上の不正行為に関する規程  

7-22: 川崎医療福祉大学動物実験委員会規程  

7-23: 川崎医療福祉大学利益相反マネジメント規程  

7-24: 川崎医療福祉大学倫理委員会審査に関する申合せ事項  

7-25: 科学研究者応募及び採択状況一覧 
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第８章 社会連携・社会貢献 

 

１．現状の説明 

(1) 社会との連携・協力に関する方針を定めているか。 

本学では、2014(平成 26)年度までは社会との連携・協力を担当する組織として「エ

クステンションセンター」が置かれ、主に公開講座や TEACCH 普及活動を中心に事業を

行ってきた。しかし大学基準協会の認証評価を受審し、エクステンションセンターの

事業内容及び運営組織をより明確にする必要があることが明らかになった。そのため、

本学独自の特色ある取組として高い評価を受けた事業をより強化するとともに、これ

までの事業に高大連携・国際交流等の事業を加えた社会連携業務を一括して担当する

部署として、2015(平成 27)年４月１日、「社会連携センター」を設置し、学内外に向

けて周知した(資料 8-1)。 

社会との連携・協力に関する方針に関しては、大学運営委員会において、「社会連携・

社会貢献に関する方針」として定め、2015(平成 27)年 12 月１日付で以下のとおり策

定した。この方針については、学科長・専攻主任会議で報告するとともに、本学ホー

ムページに明示し、広く学内外に周知を図っている(資料 8-2)。 

『本学は、建学の理念及び教育理念のもと、教育目標の実現に向けて取り組んでい

る特色ある教育・研究の成果を広く地域社会に開放し、公開講座、高大連携、国

際交流等の社会連携活動を通して社会に貢献するために以下の方針を定める。 

１．本学の教育・研究の成果を広く地域社会に還元するため、公開講座、公開セ

ミナー等を開催する。 

２．自閉症者及びその家族を支援するための TEACCHプログラム普及活動を展開する。 

３．高等学校と本学の教育を円滑に接続するための取り組みを強化し、高大連携

を発展させる。 

４．本学の学生及び教職員の視野を拡げ、教育・研究の成果を国際社会に発信す

るため、友好協定を締結している連携校をはじめとして、海外の他大学・機関

との交流を深める。 

５．本学の学生及び教職員に対し、社会連携・社会貢献を促進するための支援の

充実を図る。』 

 また、産学官連携推進に関する基本方針を「大学の責務である社会的貢献を果たす

ため、本学が蓄積してきた知的財産等を活用し、社会との連携協力を積極的に推進す

る」と定め、産学官連携受託研究・共同研究を実施している(資料 8-3)。 

 

(2) 教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。 

 本学における教育研究の成果は、以下の４つの事業を通じて社会に適切に還元されて

いる。 

 地域連携事業では、大学公開講座・学科公開セミナー・一般市民対象学外出張講座

の開催、岡山県生涯学習大学の主催講座や連携講座・大学コンソーシアム岡山に関す

る事業等への積極的参加等を通じ、本学の特色ある教育・研究の成果を広く地域社会に
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開放している(資料 8-4)。大学公開講座の年間テーマを、2014(平成 26)年度は「高齢

者と健康」、2015(平成 27)年度は「豊かに生きる」とし、基礎教育担当教員によるも

のを年 1 回、医療福祉関連の専門教員によるものを年 2 回、合計 3 回の公開講座を開

催している。各学科でも教員の専門知識を活かし、医療関係者・自治体関係者・一般

地域住民等を対象に多彩な公開セミナーが開催されている。なお、以上の公開講座・

公開セミナーは全て、岡山県生涯学習大学連携講座として登録されている。また、生

涯学習及び大学開放事業の一環として、教員による一般市民対象学外出張講座を積極

的に実施している。さらに、大学コンソーシアム岡山、及び倉敷市大学連携推進会議

において、他大学との大学間教育協力と講師派遣及び連携事業等の要請に対して協力

している。特に本学の専門性を活かし、生涯学習事業である「吉備創生カレッジ」へ

の講師派遣、「日ようび子ども大学」への出展等を行っている(資料 8-5)。 

 TEACCH 普及活動事業では、自閉症特別講座や TEACCH に関する各種セミナー等を実

施している(資料 8-6)。本学が提携してきたアメリカ・ノースカロライナ大学医学部

の TEACCH 部が州立機関へと発展し、名称が TEACCH Autism Program に変わったことに

伴い、本学の TEACCH 部も 2015(平成 27)年度、名称を TEACCH Autism Program(TEACCH

自閉症プログラム)へと変更した。毎年合計 25 回にわたる「自閉症特別講座」では、

国内の優れた TEACCH の専門家・実践者が自閉症に関する最新の理論と療育、TEACCH

モデルの実際について講義や実習指導を行い、教育者・療育者として高度な専門家・

実務者・実践者の養成を行っている。また、2014(平成 26)年度は「発達障害をめぐる

今までとこれから―今改めて TEACCH とは―」、2015(平成 27)年度は「豊かな成人期の

ために」という特定のトピックに焦点をあてた「TEACCH トピックセミナー」を 3 月に

開催し、講演や実践発表、シンポジウムを行ってきた。 

 高大連携事業では、高等学校との連携講座、教員による出張講義、中学・高校生への

公開授業、中学校・高等学校からの見学の受入れ等を行っている(資料 8-7)。清心女

子高等学校との高大連携プロジェクトでは、生徒の学力向上と社会・職業に対する意

識形成を目指し、「文理コース」2 年次の「発展科目」の１つとして、全学的に１つの

テーマのもとに年間 25 回の講義や演習を体系的に行っている。また、その他の高校生

の学びへの関心や進路意識を高めることを目指し、高等学校からの依頼を受けて教員

による出張講義を実施している。さらに、岡山県内外の中学校・高等学校からの見学

を受け入れている。連携協定を結んでいる岡山県立玉野光南高等学校の生徒に対して

は、模擬授業・演習等を体験する機会を提供している。 

 国際交流事業では、留学生の受入れ、海外の大学との教員の交流、海外からの視察

見学の受入れ等により、本学の教育研究の成果を国際社会に還元している(資料 8-8)。

本学と交流協定を締結している海外８校の大学及び教育機関のうち、上海中医薬大学

及び上海健康医学院(旧上海健康職業技術学院)から留学生と研究生を受け入れている。

また、アジアをはじめとする諸外国の機関・医療福祉従事者・研究者・学生等より、

本学での視察見学や研修等の申し入れがあった場合には、可能な限り希望に沿う内容

で受け入れ、本学の専門的知識や技術を提供している。 

 この他、教職課程を有している医療福祉学科、保健看護学科、健康体育学科は、教

員免許状更新講習を通じて最新の知識技能を提供し、本学における研究成果を各学校
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の教員に還元している(資料 8-9)。また、2014(平成 26)年度は、産業・情報技術等指

導者養成研修において、本学の保健看護学科が学内での講義・演習及び川崎医科大学

附属病院での実習等を行った。以上に加えて、本学教員の専門分野により、全国の教

育機関、自治体、各種協会等からの講師派遣要請、各種外部委員会等からの委員の委嘱

依頼にも随時対応している。 

 

 

２．点検・評価 

●基準８の充足状況 

 「社会連携・社会貢献に関する方針」を定め、教育研究の成果を地域社会や学外の

組織等との連携を通じて適切に社会に還元していることから、同基準を充足している。 

 

①  効果が上がっている事項 

 2015(平成 27)年度に社会連携センターを設置したことにより、社会連携に関する業

務が当該センターに集約され、より効率的に社会連携事業を展開できるようになった。

本学ホームページでもトップページに社会連携センターのバナーを設置し、学内外に

向けて事業内容及び運営組織がより明確になった(資料 8-10)。 

 公開講座は、地域の参加者の関心に合致し、なおかつ本学の教育研究の特色を活か

したテーマを定めることにより、2013(平成 25)年度は延べ 1,371 名、2014(平成 26)

年度は 1,489 名の参加があった(資料 8-4)。その他の地域連携事業も多くの関心を呼

んでいる。例えば本学と倉敷市、倉敷地域自立支援協議会主催で行われた「第 10 回・

11 回障がい者福祉くらしきフォーラム with AB-1 コンテスト」には、2014(平成 26)

年度には２日間で 1,500 名以上、翌年度は１日で 1,400 名を超える来場者があり、地

域社会における障がいに対する理解の促進に貢献することができた。 

TEACCH Autism Program(TEACCH 自閉症プログラム)は、年間活動実績を着実に上げ

ており、各開催事業に対する学外の認知度を確実に高めている。特に、自閉症特別講

座への教育・福祉関係者の参加者数は増加している(資料 8-6)。 

清心女子高等学校との高大連携講座は、受講生の知的好奇心を刺激し、学習への動

機づけを高め、進路意識の明確化につながっている。2015(平成 27)年度からは全学的

な取組として実施し、その成果については、年度末に行われる生徒による成果発表会

での報告と授業評価アンケートから明らかである(資料 8-7)。 

上海中医薬大学からは、2014(平成 26)年度には２名の留学生及び１名の研究生、

2015(平成 27)年には４名の留学生及び１名の研究生を受け入れている。留学生は半年

間、研究生は１年間、臨床栄養学科で勉学と研究に励んでいる。また、ミャンマー・

国立リハビリテーション病院、韓国・建陽大学校、中国・上海中医薬大学等からの視

察・見学も受け入れ、本学の医療福祉教育について紹介することにより、国際的にも

貢献している(資料 8-8)。 

 

② 改善すべき事項 

 本学の教育研究の成果を国際社会に発信・還元し、国際交流を促進していくため、
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英語版ホームページの充実が課題である。 

 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

 社会連携センターを主体として、新たに作成した「社会連携活動届」を活用し、大

学ホームページ等での広報や外部からの問い合わせへの対応等を充実させ、社会連

携・社会貢献を更に促進する。従来講義形式が中心であった公開講座には、受講者参

加型形式の導入を試みることにより、参加者の学びの深化を図る。TEACCH Autism 

Program(TEACCH 自閉症プログラム)については、更なる広報に努め、普及を一層促進

する。10 年にわたり実施されている清心女子高等学校との連携講座は、2014(平成 26)

年度までは医療福祉マネジメント学部の教員が担当していたが、2015(平成 27)年度に

は全学部の教員が共同して行うものに発展している。今後は担当教員間の連携を強め、

学習の体系性を維持しつつ、高校生の視野を広げることに貢献していく。また、留学

生が帰国後、本学での学習をどのように活用しているか報告を求め、今後の留学生受

入れに活かしていく。上記のことをふまえ、社会連携センター委員会を中心として、

各事業間の連携を図る。 

 

② 改善すべき事項 

 ホームページ委員会と連携し、英語版ホームページの充実を図る。 

 

 

４．根 拠 資 料 

8-1: 川崎医療福祉大学社会連携センター規程(既出 資料 2-9) 

8-2: 本学ホームページ「社会連携・社会貢献に関する方針」 

  (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/14-05.php) 

8-3: 本学ホームページ「産学官連携受託研究・共同研究」 

  (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/13-02.php) 

8-4: 本学ホームページ「生涯学習・公開講座」 

  (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/extension/index.php) 

8-5: 大学コンソーシアム岡山ホームページ 

  (http://www.consortium-okayama.jp/) 

8-6: 本学ホームページ「TEACCH・自閉症支援」 

  (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/teacch/index.php) 

8-7: 本学ホームページ「高大連携」 

  (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/tand/index.php) 

8-8: 本学ホームページ「国際交流」 

   (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/international/index.php) 

8-9: 本学ホームページ「教員免許状更新講習」 

  (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/news/2015/031603.php)  
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8-10: 本学ホームページ「社会連携センター」 

  (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/)  
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第９章 管理運営・財務 

〔1〕管理運営 

１．現状の説明 

(1) 大学の理念・目的の実現に向けて、管理運営方針を明確に定めているか。 

 本学の管理運営については、教育理念、教育目標の実現に向けて、教育研究が十分

に行われるよう大学学則(資料 9(1)-1)第６条の大学運営委員会(資料 9(1)-2)での審議

事項の中に、「(5)全学的研究教育計画に関する重要な事項」として定めている。 

 その基礎となる「川崎医療福祉大学管理運営方針」については、大学運営委員会で

定め、2015(平成 27)年度から施行するよう以下のとおり策定した。またこの方針につ

いては、学科長・専攻主任会議で報告するとともに、本学ホームページに明示し、広

く学内外に周知を図っている(資料 9(1)-3)。 

『本学の管理運営は、本学建学の理念である学園創設の理念、教育理念、教育目標

の実現に向けて、教職員が有する力を十分に発揮できるよう配慮している。具体

的には、以下の方針によって、大学の管理運営ならびに意思決定を行っている。 

 なお、本学を含める５施設を総合的に管理運営している学校法人川崎学園では、

運営協議会及び理事会により、財務を含めた重要事項を統括し審議決定しており、

本学の最高決定機関である大学運営委員会での決定事項は、定期的に上申、報告

することとなっている。 

・大学における最高決定者は学長であり、最高決定機関は大学運営委員会である

が、教育研究に関する重要事項については、学部教授会及び大学院研究科委員

会の意見を聴き、学長が決定する。 

また、学科長・専攻主任会議、学部教授会及び大学院研究科委員会から提案さ

れた審議事項は、大学運営委員会の議を経て決定する。十分な審議によっても

意見の総意が得られない場合には、学長が最終的に意思決定を行うものとする。 

・大学が行う事業については、各担当部門で事業実績書を作成することにより検

証を行う。 

また、その結果に基づいて次年度の目標を定め事業計画書を作成する。これら

の作成にあたっては、学長直轄の調査企画室が短期目標、中長期目標の原案を

提示し、自己点検・評価委員会において計画の策定及び検証を行う。短期目標、

中長期目標による計画の策定、検証にあたっては、大学運営委員会の議を経た

のち、理事会での承認を得るものとする。』 

 

(2) 明文化された規程に基づいて管理運営を行っているか。 

大学の意思決定については、本学管理運営方針に基づき、学長のリーダーシップの

もと、戦略的に大学を運営できるガバナンス体制を構築するため、2015(平成27)年４

月１日より、大学運営委員会と大学院運営委員会を合議体とし、学部教授会・大学院

研究科委員会の役割を明確にした。これにより、学則及び大学院学則 (資料

9(1)-1,9(1)-4)、大学運営委員会規程(資料9(1)-2)、教授会規程及び大学院研究科委
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員会規程(資料9(1)-5,9(1)-6)を改正した。 

 大学運営委員会と大学院運営委員会を合議体としたことで、大学運営に関する重要

事項を迅速かつ円滑に行える体制が整った。また、学部教授会及び大学院研究科委員

会を「大学運営に関して学長が決定を行うにあたり意見を述べる」機関とし、その内

容については、教授会規程及び大学院研究科委員会規程、並びに学部教授会内規及び

大学院研究科委員会内規(資料 9(1)-7,9-(1)-8)に定めた。 

 大学運営委員会委員と学部教授会並びに研究科委員会の委員との間の意思疎通がよ

り円滑に行われることを目的として、本学では学科長・専攻主任会議(資料 9(1)-9)を

設けている。意思決定の権限はないが、情報伝達には重要であると認識している。各

学科長・各専攻主任は会議で報告された重要事項について、学科会議・専攻会議で報

告を行っているが、学科会議・専攻会議の形式が学科、専攻により異なっているため、

その内容について現在調整中である。 

 また、本学と川崎学園との協議が迅速に行われることを目的として、理事長並びに

学園内の各施設、事務系の部長を構成員とした川崎学園運営協議会(資料 9(1)-10)が毎

月１回開催されている。さらに、理事長と学長、事務部長との連絡会議も月に１回開

催され、懸案事項についての事前協議を行う等、大学と法人組織間での緊密な意思疎

通を図り、風通しの良い運営を心掛けている。 

 従来までも、施設の拡充や設備の新設等に関する事項は学校法人である川崎学園全

体の財務に関わることであるため、大学運営委員会で協議し、理事長に上申している。

重要な経営計画は学園理事会・評議員会に提案・承認の後、実行に移している。大学

の管理運営方針に基づいた年度ごとの短期的な管理運営方針については、学長の指示

の下、調査企画室が調査、提案し、自己点検・評価委員会で検討を行い、大学運営委

員会の責任の下で次年度の事業計画書(資料 9(1)-11)を作成し、学園理事会・評議員

会にて審議することとなっている。承認された事業計画は教職員に周知している。ま

た、前年度の事業実績書(資料 9(1)-12)についても同様に、理事会・評議員会にて承

認を受けた後、冊子として発刊している。加えて、教育に関する方針と成果について

は、2014(平成 26)年度から、従来から発行していた「学報」の内容を大幅に修正した

うえで作成し、教職員に周知徹底することができた(資料 9(1)-13)。 

 大学運営委員会は、大学運営委員会規程第４条に基づいて、毎週１回定例委員会を

招集している。学部教授会は、教授会規程第５条に基づいて、毎月１回定例教授会を

開催している。大学院研究科委員会は、大学院研究科委員会規程第５条に基づいて、

毎月１回定例研究科委員会を開催している。その他、適時臨時会を開催している。 

 学校法人である川崎学園の理事会は川崎学園寄附行為第12条に明文化され、現在13

名の理事、３名の監事により、５月、１月、３月を定例会とし、開催されている。ま

た、そのほかに臨時会が開催されている。 

大学の諸規程等は、規程集にまとめて記載され、教職員専用ポータルサイトにも公

開されている。これらの諸規程の制定・改廃については、規程の内容によって、大学

運営委員会・学部教授会・大学院研究科委員会・学園理事会の承認を要する。大学の

諸規程に沿った管理運営がなされていることを検証するため、学内の各委員会におい

ては議事録の作成及び決裁を徹底することとし、大学運営委員会において、学内の各



 

142 

 

委員会からの報告を行っている。 

学長は大学学則第５条並びに職務制度規程(資料9(1)-14)第１条に定められており、

学校法人の理事を兼務する。大学運営委員会の委員長を務め、教学組織の最高責任者

であり、学務全般を掌理する義務がある。副学長は大学学則第５条並びに職務制度規

程第２条に定められており、学校法人の評議員を兼務する。大学の管理運営の全般又

は学長から指定された業務に関して、学長を補佐し、命を受けて校務をつかさどる。

学部長は大学学則第５条並びに職務制度規程第４条に定められており、学長の方針に

従い、学部全般の管理運営を行う。教授会規程第４条に定められているとおり、教授

会を招集し、その議長を務める。大学院研究科長は大学院学則第７条並びに職務制度

規程第５条に定められており、学長の方針に従い、当該研究科全般の管理運営を行う。

大学院研究科委員会規程第３条に定められているとおり、研究科委員会の委員長を務

め、会務を総括する。また、2015(平成27)年度から、学部長及び大学院研究科長につ

いては、学部教授会及び大学院研究科委員会において、学長が意見を聴くこととして

定めた事項について審議した結果を学長に報告するという職務を加え、職務制度規程

に明文化し、学長のリーダーシップの確立及び大学のガバナンス体制の構築をより明

確にすることができた。 

学長の選考に関しては、職務制度規程第１条に定められており、理事会が選考し、

理事長が任命することとなっている。副学長の選考に関しては、職務制度規程第２条

に定められており、学長の推薦に基づき、理事会の議を経て、理事長が任命すること

となっている。学部長・大学院研究科長の選考に関しては、職務制度規程第４条、第

５条に定められており、学長の推薦に基づき、理事会の議を経て、理事長が任命する

こととなっている。これまでの学長等の選考は、規定どおり適切に手続きが行われている。 

 

(3) 大学業務を支援する事務組織が設置され、十分に機能しているか。 

本学の事務組織は、学校法人川崎学園事務組織及び事務分掌規程(資料9(1)-15)に定

められている。これらの事務組織は、法人業務の統括及び経営管理面の企画立案等、

学園全体に係る事項を所掌する事務組織と、学園が有する各施設単位に必要な業務に

係る事務組織が施設ごとに設けられている。具体的には、法人事項のほか本学や医科

大学、医科大学附属病院、医科大学附属川崎病院、医療短期大学などで発生する学園

全体に係る共通事項を所掌する事務組織として大学事務局を置き、法人に関する庶

務・人事・給与等を所掌する総務部、広報連携を含む調査企画を所掌する企画部、経

理・出納を所掌する経理部、物品の購入・補給を所掌する購買部、学園全体の施設・

設備の整備保守を所掌する施設部の５部を擁している。各施設単位の事務組織の１つ

として、本学には、教学部門の事務組織として医療福祉大学事務部を設けている。現

在は、庶務課、教務課、学生課、入試課、就職課の５課を置き、大学運営委員会の決

定に基づき、大学事務の統括と教学面の企画立案等を主とした教学事項を所掌し、教

育研究活動・学修活動の支援と環境整備の充実強化を図っている。大学事務の統括と

して事務部長を置き、教学面の企画立案等の統括として、教務部長、学生部長、入試

部長をそれぞれ配置している。なお、教務部長、学生部長、入試部長は教員が兼務し

ている。事務部長については、2015(平成27)年度より、職務制度規程により業務内容
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を明文化することとした(資料9(1)-14)。また、教務部長、学生部長、入試部長は、そ

れぞれ担当副学長補佐を兼務しており、実務がスムーズに行えるよう配慮している。 

医療福祉大学事務部での人員配置は、大学データ集(表34)に示すとおりで、教学組

織の適正な運営支援が確保できるよう適切に配置されている。大学院は３研究科を有

しているが、大学院に関わる事務を専任で担当する独立した事務組織はなく、事務の

内容ごとに学部の事務系統に付随して兼任されており、教務課、学生課、入試課等に

それぞれ担当者を定めて、事務処理に当たっている。学生の就職・キャリア支援、入

試広報活動やホームページによる情報発信など特化した専門的な力量が必要とされる

分野には、キャリアカウンセラーなどの専門的な資格を持った人材や、業務内容に精

通した人材を積極的に採用し配属・対応している。 

職員の採用については、学校法人川崎学園就業規則(資料9(1)-16)の第２章に規定し

ている。新規採用は、当該年度事業計画に基づき、大学事務局人事課が年度初めに職

員採用計画を策定し、一般公募による職員募集を行い、書類選考、一般常識試験、適

正検査、面接試験などにより採用候補者を選考・審査し、理事長が採用決定している。 

職員の昇任・異動等は、人事課が毎年実施している人事評価を参考にしつつ、職員

の退職状況、適材適所などを勘案して、所定の手続きを経て、毎年原則として６月に

定期的に実施している。2015(平成27)年度から、勤続５年以上の事務職員の異動を優

先的に実施し、事務の活性化を図ることとした。また、中・長期的な人材確保の観点

から、嘱託等で任用した事務職員の中から、今後正職員として、また、将来事務局の

役職者としての成長、発展が期待できる有為な人材及び該当部署における高度な知

識・技術を有するエキスパートの確保、登用を図ることを目的として、事務職員任用

替評価取扱要領(資料9(1)-17)を定めて、任用替え発令を行っている。 

 

(4) 事務職員の意欲・資質の向上を図るための方策を講じているか。 

学園では、2007(平成19)年度から人事評価制度(学校法人川崎学園人事評価規程(資

料9(1)-18))を導入している。この目的は、「学校法人川崎学園に勤務する職員の業務

成績、勤務成績及び職務遂行能力を評価し、昇給、昇格、昇任、賞与、配置等の人事

処遇並びに教育訓練を適正に行うための基礎資料として利用するとともに、職員の能

力の向上及び資質の啓発に努め、もって学園及び各施設の理念の下にその目標の達成

に向けての業務の改革、改善に資すること」となっている。 

この制度は、１年間の職員の行動評価(態度・実績・能力)と目標管理評価に分かれ

ている。行動評価では、所属上長との面接を通じて、主に職員個々人がこれまで気が

付いていないような能力を引き出すことや、職員の顕在あるいは潜在能力や適性を把

握して、適材適所の人事を行うことにより、組織業績の向上や働き甲斐のある職場作

りに活用している。目標管理評価では、目標達成に向けて実施する過程の中で、現状

での問題点、将来に向けての課題を検討し、状況によっては助言や目標の軌道修正を

行い、組織価値を向上、業務改善を推進することに活用している。 

そのほか、学園全体の事務職員を対象にしたスタッフ・ディベロップメント(SD)研

修として、様々な研修を行っている。新任職員に対しては、学園や大学の沿革、建学

の精神、組織や役割等を中心に、より理解を深めることを目的に、就任前の３月に実
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施している。中堅役職職員に対する研修として、事務職員主任・副主任研修を実施し

ている。これは、単発の研修会ではなく、「自ら考え行動する“情熱力”ある人材を育

成する。」ことを目的として、通算１年半にわたり、「研修(講義・演習・グループワー

クなど)」と「課題と評価(自ら立てた課題に対して、進捗状況の報告・自己評価)」を

繰り返す仕組みとなっている。また、職場におけるメンタルヘルスへの対応として、

職員のストレス症状を改善し、職場の活性化につながるメンタルヘルスケアの基礎知

識や活動内容についての研修など、学園及び大学運営を担う管理職の役割認識や問題

解決などにつながる研修を開催している(資料 9(1)-19)。それに加え、2017(平成 25)

年度から新たに事務職入職１年目研修、事務職入職２・３年目研修を、１年間実施し、

個々のモチベーションを高める工夫をしている。 

また、医療福祉大学事務部職員を対象としたFD・SD研修としては、学内で開催され

る研修会、文部科学省や日本学生支援機構、大学コンソーシアム岡山など外部団体が

開催する各種説明会や研修会・セミナーへ積極的に参加し、職員個々の能力や意識を

高め、スキルアップに取り組んでいる(資料9(1)-19)。学外において開催された研修会

等の一部については、参加者は帰学後、医療福祉大学事務部の全事務職員を対象に、

事務部SD研修会を実施し、研修で得た知識や考え方などを発表し、研修内容の共有化

と徹底を図ってきた。なお、2014(平成26)年度からは、教職協働の観点から、事務部

SD研修会を「SD研修会」に変更し、教員も参加できる研修会とした。 

 

２．点検・評価 

●基準９(1)の充足状況 

 新しく管理運営方針を定め広く学内外に周知している。また、それに基づき大学の

意思決定が迅速かつ円滑に進むよう運営に関する規程を整備した。明文化された規程

に基づいて管理運営を行っていること、また事務組織が十分に機能し、事務職員の資

質向上にも恒常的に努めていることから、運用上は同基準をおおむね充足している。 

 

① 効果が上がっている事項 

 「川崎医療福祉大学管理運営方針」を大学運営委員会で決定し、学内外に周知した

ことで、年度ごとの管理運営を計画する方向性が定まった。それにより、学長の指示

のもと、調査企画室が調査・提案し、自己点検・評価委員会で検討を行い事業計画書

に表し、その結果を自己点検・評価委員会で取りまとめ、事業報告書にまとめるとい

う検証システムが構築できた(資料 9(1)-3)。 

 それに加え、教育に関する方針と成果については、2014(平成 26)年度から、従来か

ら発行していた「学報」の内容を大幅に修正したうえで作成し、教職員に周知徹底す

ることができた(資料 9(1)-13)。 

 また、大学運営委員会と大学院運営委員会を合議体とし、学部教授会及び大学院研

究科委員会の役割と学部長及び大学院研究科長の職務を見直した。これにより、学長

のリーダーシップのもと、戦略的な大学運営ができるガバナンス体制を構築できた(資

料 9(1)-2, 9(1)-14)。 

 事務部長の業務内容を職務制度規程により明確にし、教務部長、学生部長、入試部
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長等実務担当部長との差別化を図った(資料 9(1)-14)。 

 教職協働の観点から、事務部 SD 研修会を「SD 研修会」に変更し、教員も参加でき

る研修会としたことで、教職員が共通の情報を得ることができ問題点を共有すること

ができるようになった。 

 

② 改善すべき事項 

 学科長・専攻主任は大学運営委員会で決定された重要事項について、学科長・専攻

主任会議で報告を受け学科・専攻に持ち帰り報告しているが、学科会議・専攻会議の

形式が学科、専攻により異なっているため、大学運営は円滑に行われているが、迅速

性についてより明確にする必要がある。 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

 「川崎医療福祉大学管理運営方針」を基礎として、年度ごとの管理運営方針を定め

スムーズな大学運営が行えるよう、学長の指示のもと、調査企画室で問題点を調査す

るとともに、より分かりやすい検証システムにするため、各種計画書、報告書等の役

割を明確にする作業を行う。 

 新規改訂した「学報」については、今後毎年内容の見直しを実施し、充実させていく。 

 学長が大学の管理運営について決定を行う際、学部教授会及び大学院研究科委員会

での意見や、学科会議・専攻会議での意見が迅速かつ有効に反映できるよう、学部・

研究科単位の会議を検討する必要がある。 

 「SD 研修会」にふさわしい内容の外部研修に事務職員を参加させ、少なくとも年２

回は発表させ、教員の参加を促していく。 

 

② 改善すべき事項 

 大学運営が迅速かつ円滑に行われているかどうかを明確にするため、調査企画室で、

各学科会議・各専攻会議の形式を調査し、学科・専攻会議に関する共通の規程を策定

する。また、学部・研究科単位の会議のあり方を検討する。 

 

 

４．根 拠 資 料 

9(1)-1: 川崎医療福祉大学学則(既出 資料1-5)  

9(1)-2: 川崎医療福祉大学大学運営委員会規程(既出 資料1-9) 

9(1)-3: 本学ホームページ「川崎医療福祉大学管理運営方針」  

    (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/14-01.php) 

9(1)-4: 川崎医療福祉大学大学院学則(既出 資料 1-7) 

9(1)-5: 川崎医療福祉大学教授会規程 

9(1)-6: 川崎医療福祉大学大学院研究科委員会規程 

9(1)-7: 川崎医療福祉大学教授会内規 

9(1)-8: 川崎医療福祉大学大学院研究科委員会内規 
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9(1)-9: 川崎医療福祉大学学科長・専攻主任会議規程(既出 資料 3-8) 

9(1)-10: 川崎学園運営協議会規程 

9(1)-11: 平成 27 年度 川崎医療福祉大学事業計画書(既出 資料 1-17) 

9(1)-12: 平成 26 年度 川崎医療福祉大学事業実績(既出 資料 1-18) 

9(1)-13: 川崎医療福祉大学学報 第 24 号(既出 資料 1-19) 

9(1)-14: 川崎医療福祉大学職務制度規程(既出 資料 3-6)  

9(1)-15: 学校法人川崎学園事務組織及び事務分掌規程  

9(1)-16: 学校法人川崎学園就業規則 

9(1)-17: 事務職員任用替評価取扱要領 

9(1)-18: 学校法人川崎学園人事評価規程  

9(1)-19: 事務職員 SD 研修状況 
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〔2〕財 務 

１．現状の説明 

(1) 教育研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財政的基盤を確立しているか。 

 学校法人川崎学園は、本学の他に川崎医科大学、川崎医科大学附属病院、同附属川崎病

院、川崎医療短期大学及び川崎医科大学附属高等学校を設置する医療系学校法人であり、

本学の財政運営は法人全体の財政計画の中に組み込まれている。学園において中長期的に

安定した財政基盤を確立するために、学校法人内の大規模事業に対する財源確保を目的と

した第 2 号基本金への組入れを毎年行っている。本学の将来計画に関する内容としては、

大学院又は学部学科の改組再編、建物やグラウンドの整備、教育研究用機器備品の更新等

を目的とした特定資産を確保している。 

 本学の財務状況について、2010(平成 22)年度から 2014(平成 26)年度の消費収支計算書

関係比率及び貸借対照表関係比率の主な項目を 2013(平成 25)年度の私立大学の全国平均

(日本私立学校振興・共済事業団「平成 26 年度版 今日の私学財政」)と比較分析した結果

を示す(大学基礎ﾃﾞｰﾀ(表 7,8))。 

○消費収支計算書関係比率 

 ①人件費比率(人件費/帰属収入) 

  ５ヵ年平均で 48.3％(全国平均：49.3％)となっており、全国平均と比較しても適正な

数値を保っている。人件費は消費支出の中で占める割合が最も大きいため、収支バラン

ス安定のために継続して抑制に努める必要がある。 

 ②教育研究経費比率(教育研究費/帰属収入) 

 教育研究経費は、教育活動の維持・発展のために不可欠なものであり、比率が高い方

が望ましいが、５ヵ年平均は 19.5％(全国平均：33.9％)となっている。これは、学長以

下教職員がコスト意識を持って効率的執行に努めた結果である。経費の執行に関して、

本学の物品調達は集中購買方式となっており、大学事務局購買部が業者の選定や購入価

格の交渉を集中して行うことで効率的な物品調達を行っている。 

 ③管理経費比率(管理経費/帰属収入) 

  ５ヵ年平均は 3.0％(全国平均：7.2％)と全国平均よりかなり低い値となっている。管

理経費比率についても教育研究経費比率と同様に、教職員の徹底したコスト削減と集中

購買方式による経費の効率的執行の成果が現れている。 

 ④帰属収支差額比率((帰属収入－消費支出)/帰属収入) 

 帰属収入から消費支出を差し引いた帰属収支差額の帰属収入に対する割合で、経営的

に高い方が望ましい比率である。５ヵ年平均は 28.9％(全国平均：8.2％)と非常に良好

な経営状態を維持している。 

 ⑤学生生徒等納付金比率(学生生徒納付金/帰属収入) 

  学生生徒等納付金は、帰属収入の中で最大の比重を占めており、この比率の推移が経

営の安定に大きく影響する。例年 88～89％(全国平均：79.5％)の高い水準で安定推移し

ている。 

○貸借対照表関係比率 

 ①流動資産構成比率(流動資産/総資産) 
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  この比率が高いということは、資産の中で現金又は１年以内に現金化が可能な資産の

比重が大きいことを示しており、資金流動性に富んでいると見なすことができる。比率

が特に低い場合には、資金流動性に欠け資金繰りに苦しいと判断できるが、５ヵ年平均

で 35.2％(全国平均：14.1％)となっており、十分な運転資金を常時確保できていること

が分かる。 

 ②自己資金構成比率(自己資金/総資金) 

  自己資金の総資金に占める構成割合で、この比率が高いほど財政的に安定している。

５ヵ年平均は 87.4％(全国平均：85.5％)となっており、安定した財政基盤が維持できて

いる。 

 ③消費収支差額構成比率(消費収支差額/総資金) 

  消費収支差額の総資金に占める構成割合であり、比率が高い方が望ましい。５ヵ年平

均は-1.1％(全国平均：-16.0％)となっており、2012(平成 24)年度から収入超過(累積黒

字)となっている。 

 ④流動比率(流動資産/流動負債) 

 この比率は、１年以内に支払わなければならない流動負債に対して、流動資産がどの

程度用意されているかという、学校法人の短期的な支払い能力を判断する指標の１つで

ある。年度により多少バラつきはあるが、５ヵ年平均は 578.3％(全国平均：243.4％)

となっており、十分な支払い能力を確保している。 

 科学研究費補助金の採択状況について、2014(平成 26)年度は大学全体における新規課題

の採択率が 18.2％と例年より低い値となっている。申請件数は増加傾向にあるため、採択

率の向上が課題である。また、受託研究費等外部資金の受入れは、学部によっても差異は

あるが、大学全体で約 2,400 万円となっている。これらの外部競争的資金の 2014(平成 26)

年度獲得合計金額は約 7,000 万円となっており、大学の財政基盤の充実を図る上で、適切

と考えられる(大学ﾃﾞｰﾀ集(表 24,25))。 

 

(2) 予算編成および予算執行は適切に行っているか。 

本学の予算編成は、大学で編成する実勢型予算と大学事務局経理部が編成する目標型予

算の双方で行っており、以下のとおり適切に執行されている。 

実勢型予算の編成過程は、本学において、年度末に実施する各学科、各部署へ次年度所

要経費に関する要望調査をもとに、事務部庶務課で内容精査を行い、学長による教育方法、

事業計画を含む予算に関するヒアリングを経て、財務委員会に諮り成立する。なお、この

内容については、理事長の承認を得て執行される。 

また、目標型予算の編成過程は、大学事務局経理部によって行われる。年度末に経理部

長による事務部長との意見交換の後、経年実績と予算要素を加味し収入支出を積算の上、

法人全体の予算案を作成する。これについて、理事長の承認を経て、評議員会の意見を聴

取し理事会の議決を得て成立する。 

なお、法人全体では、同様の手続きを経て、当初予算のほか補正予算(１月)及び追加補

正予算(３月)を編成する。本学の予算と学校法人の予算は、双方の共通部分と相違部分が

混在するが、その目的が異なることから齟齬が生じることはない。 
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本学の予算執行については、各部署の責任者が実勢型予算の中で行うことを基本とする。

なお、教育研究や管理運営上の効果が期待できる偶発的事案や緊急を要する突発的事案に

ついては、その都度学長の決裁を経て理事長の承認を得ることにより、教育研究を支援し、

停滞を生じさせることなく効果的、機動的に対応している。 

 さらに、重要かつ大規模な支出については、学長、理事長との間で事前協議が行われ、

法人との意思疎通が図られた上での執行となるほか、予算外の経費発生時には、適宜、稟

議により執行が認められる。 

 このように、予算の硬直化を防ぐとともに不要不急の経費執行を回避し、適正な予算執

行管理を実現している。 

また、会計監査は、学校法人川崎学園寄附行為及び学校法人川崎学園経理規程(資料

9(2)-1)で規定する監事の監査によるもの(私立学校法第 37 条第３項)と公認会計士による

もの(私立学校振興助成法第 14 条第３項)で成り立っており、監事の監査報告書は公表され

ている。 

さらに、必要に応じて理事長が監査担当者を定め、業務及び会計監査を実施することと

なっている。 

学校法人川崎学園監事監査実施基準(資料 9(2)-2)を定め監事の職責を明確にし、監事と

公認会計士の意見交換、公認会計士と理事長、理事との意見交換は年間を通じ不定期に行

われており、財産状況、資金運用状況の監査結果は適切に示されている。 

 

 

２．点検・評価 

●基準９(2)の充足状況 

教育研究のための十分な財政的基盤を確立し、予算編成及び執行は適切に行っているこ

とから、同基準は充足している。 

 

① 効果が上がっている事項 

 財政基盤の要となる学生生徒等納付金比率が過去５年間の平均で 88.6％と安定した推

移をたどっており、教職員による学生確保のための取組の成果が表れている(大学基礎ﾃﾞｰ

ﾀ(表 7))。 

 

② 改善すべき事項 

 科学研究費補助金は外部競争的資金の中で大きな比重を占めるが、近年その採択率が大

きく減少している(大学ﾃﾞｰﾀ集(表 24))。本学は科学研究費補助金の申請件数が少ないこと

もあり、採択件数としては数件の減少ではあるが、１件でも採択件数を増やす努力が必要

である。 

 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 
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本学の帰属収支差額比率の過去５ヵ年平均値は、28.9％と高い数値となっている(大学

基礎ﾃﾞｰﾀ(表 7))。今後も収入面では大学が一丸となって学生確保に努めることで安定した

学納金収入を保持し、支出面では不要な経費の削減による更なる支出抑制を行うことで、

十分な財政基盤を維持していく。 

 

② 改善すべき事項 

 2014(平成 26)年度外部競争的資金の総額は 2012(平成 24)年度と比べて増加しているが、

科学研究費補助金の採択件数及び採択率は減少しているため、科研費応募説明会等を活用

し、採択率の向上を図りたい(大学ﾃﾞｰﾀ集(表 24,25))。 

 

 

４．根 拠 資 料 

9(2)-1: 学校法人川崎学園経理規程 

9(2)-2: 学校法人川崎学園監事監査実施基準 
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第 10 章 内部質保証 

 

１．現状の説明 

(1) 大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を公表することで社会に対する説

明責任を果たしているか。 

 本学の自己点検・評価は、学校教育法第 109 条に対応するよう、大学学則(資料 10-1)並

びに大学院学則(資料 10-2)第２条に、「教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的

使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検•評価を行うものとする。」

と規定している。 

 本学は、1993(平成５)年に自己点検・評価委員会規程(資料 10-3)を整備して、学長を委

員長とした大学自己点検・評価委員会を設置、1997(平成９)年には、大学院自己点検・評価

委員会(資料 10-4)を設置した。現在は、規定に従って両委員会を合同で開催している。自

己点検・評価委員会は、大学基準協会の定める評価項目に従い点検・評価を定期的に行い、

その結果は「自己点検・評価報告書」の形で２年又は３年に一度、冊子として取りまとめ

教職員に配付している。また、ホームページに掲載し、広く社会に公表している(資料 10-5)。

さらに、大学の諸活動については、単年度計画を定め、事業計画書(資料 10-6)に示し、年

度末に自己点検・評価委員会を中心に点検・評価を行い、事業実績書(資料 10-7)としてま

とめ大学運営委員会で検証している。なお、本学は、2014(平成 26)年度、公益財団法人大

学基準協会による認証評価を受審し、2015(平成 27)年３月に同協会が定める大学基準に適

合していると認定され、その結果をホームページに公表している(資料 10-8)。 

 本学の教育研究活動等の状況についての情報公開は、学校教育法施行規則第 177 条の２

の規定を念頭に、ホームページにおいて「大学情報の公表」(資料 10-9)として、コンテン

ツを設け、閲覧者がアクセスしやすく、一元的に情報を取得できるよう配慮している。教

育研究上の基本組織・目的・目標、教員組織、「入学者の受け入れ方針」を含む学生に関す

る情報、「教育課程の編制・実施方針」など教育課程に関する情報、「学位授与方針」など

学修評価・卒業に関する情報、学習環境、学生納付金、学生支援、研究、社会貢献、財務

に関する情報を公表し、受験生を含む社会一般に対し説明責任を果たしている(資料

10-10)。情報公開請求に関しては、適宜関係窓口が対応している。入学試験の個人成績開

示については、受験生本人の申請に基づき、部分開示している(資料 10-11)。 

 

(2) 内部質保証に関するシステムを整備しているか。 

 2014(平成 26)年度末に大学基準協会より適合との認定を受けたが、2015(平成 27)年度は

自己点検・評価委員会の活動を見直し、重要課題についてはワーキンググループ(WG)を立

ち上げ、委員会が指名する者により効率的かつ効果的な取組が行えるよう努めた。内部質

保証に関する活動をシステムとして整備するために、2015(平成 27)年度より学長直轄で

「調査企画室」を設置した。調査企画室には専任の事務職員を配置し、毎週定例会議を開

催し、内部質保証活動に関する企画・立案・調整を行っている(資料 10-12)。具体的な取

組としては、事業計画書と事業実績書の内容を大学基準協会が定める大学基準に基づいた

内容に変更した。また、教育研究面では「学報」を全面的にリニューアルするために「平
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成 26 年度 学報」作成 WG を設置し、掲載する項目や分量等を検討した上で、新しい形で

2015(平成 27)年 12 月に発行した。引き続き「平成 27 年度 学報」についても同様の方針

で取組み、平成 28 年度の早い時期に発行できる予定である。また、「平成 26・27 年度 自

己点検・評価報告書」については、報告書作成チームと WG を立ち上げ、効率的に原稿作成

を行った。これら各種報告書については、学園発行の事業計画書や事業実績書等との相関

を整理し、適切な内容となるよう努めた。その結果、不明瞭であった内部質保証に関する

システムの基盤ができた。 

 

(3) 内部質保証システムを適切に機能させているか。 

 内部質保証システムを整備したことにより、組織レベル・個人レベルでの自己点検・評

価活動が適切に機能できている。 

組織レベルでは、前述のとおり内容を見直した事業計画書、事業実績書、及び学報の作

成を通じて、単年度ごとの計画に対する実績を検証できている。また、隔年で作成する自

己点検・評価報告書でも大学基準に基づいた検証ができている。また、学報については、

全教員に配付することで検証システムの周知ができている。 

 個人レベルの活動としては、上記の内部質保証システムに加え、「専任教員の教育・研究

業績」(資料 10-13)を毎年公表していることが挙げられる。これは教員の実績報告に基づ

いて作成されるものであり、教員個人にとっては、教育・研究及び社会貢献に関して自己

点検・評価を行う格好の機会となっている。また、全学的に行われる FD 活動における「学

部学生による授業評価」及び「大学院生による授業評価」の結果を受けて、改善点を次の

学期に反映させている。 

 専任教員の教育研究活動については、「研究業績プロ」により、教職員専用ポータルサイ

トから検索・閲覧が可能となっており、博士論文や川崎医療福祉学会誌収載論文、その他

学術成果物を蓄積・保存し、無償で発信するためのインターネット上の書庫として、「川崎

医療福祉大学学術機関リポジトリ」(資料 10-14)を活用している。 

 これら全ての活動については、事業計画書、事業実績書に明記している。 

 今後の中期的な自己点検・評価のスケジュールについては、第３期認証評価を見据えて

計画し、2016(平成 28)年度に実施予定の「総合外部評価」の外部評価委員の選定を行った。 

 また、2014(平成 26)年度に受審した大学基準協会の認証評価では「努力課題」、「改善勧

告」が指摘されている。これらの指摘事項への対応として、調査企画室が課題をとりまと

め、関係各部署に依頼する等して、改善に向け取り組んでいる。 

 

 

２．点検・評価 

●基準 10 の充足状況 

本学では、内部質保証システムを明確にし、教職員に周知することができた。この内部

質保証システムを有効に活用し、更なる PDCA サイクルの充実を図る。認証評価機関等から

の指摘事項等には適宜対応し、学外者からの客観的な意見を取り入れる取組を継続してい

ることなどから、同基準はおおむね充足している。 
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① 効果が上がっている事項 

 「調査企画室」が機能し、不明瞭であった内部質保証システムを明確にしたことにより、

PDCA サイクルが実質化された。 

 

② 改善すべき事項 

 「内部質保証に関する方針」及び「教員の教育・研究活動の業績・能力についての具体

的な評価指標」が明文化されていない。 

 自己点検・評価委員会は、「自己点検・評価報告書」を作成することにより、点検・評価

は行っていたが、新たな改善策を策定する機関とはなっていない検証システムを確立する

ため、「学報」の内容を変更したが、検証結果を十分に活かすまでには至っていない。 

 

 

３．将来に向けた発展方策 

① 効果が上がっている事項 

 内部質保証システムの教職員への周知をより徹底させ、自己点検・評価委員会が調査企

画室と連携をとり、PDCA サイクルをより円滑に実践できる方策を講じる。 

 

② 改善すべき事項 

 「内部質保証に関する方針」を明文化する。「教員の教育・研究活動の業績・能力につい

ての具体的な評価指標」については、2015(平成 27)年度に新設された調査企画室において

資料収集等を行ったところであり、2016(平成 28)年度も引き続き検討を続ける。 

 自己点検・評価委員会を、大学基準協会の基準に沿った形で中長期的な目標と方針を設

定できる委員会へと発展させ、大学全体あるいは委員会等の各領域で、より充実した PDCA

サイクルが可能となる仕組みを構築していく。 

 「学報」による検証結果が次年度の計画に活かせるよう、「学報」の活用方法について自

己点検・評価委員会で検討する。 

 

 

４．根 拠 資 料 

10-1: 川崎医療福祉大学学則(既出 資料 1-5) 

10-2: 川崎医療福祉大学大学院学則(既出 資料 1-7) 

10-3: 川崎医療福祉大学自己点検・評価委員会規程  

10-4: 川崎医療福祉大学大学院自己点検・評価委員会規程 

10-5: 本学ホームページ「自己点検・評価」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/05-02.php) 

10-6: 平成 27 年度川崎医療福祉大学事業計画書(既出 資料 1-17) 

10-7: 平成 26 年度川崎医療福祉大学事業実績書(既出 資料 1-18) 

10-8: 本学ホームページ「認証評価」(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/05-01.php) 

 

10-9:  本学ホームページ「大学情報の公表」(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/data/) 

http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/info/05-01.php
http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/data/index.php
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10-10: 学校法人川崎学園ホームページ「財務状況」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/gakuen/gaiyou/06.php) 

10-11: 本学ホームページ「入試にかかる個人成績の開示について」 

(http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/exam/02-13.php) 

10-12: 川崎医療福祉大学調査企画室規程(既出 資料 2-10) 

10-13: 本学ホームページ「教員紹介」 

    (http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/call/teacher/02_arai.php) 

       (既出 資料 3-11) 

10-14: 本学ホームページ「川崎医療福祉大学学術機関リポジトリ」 

(https://kwmw.repo.nii.ac.jp/)(既出 資料 7-12) 

  

http://www.kawasaki-m.ac.jp/gakuen/gaiyou/06.php
http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/exam/02-13.php
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終  章 

 

本学では、大学基準協会による２度目の認証評価を受審したことによって、大学の理

念・目的に沿った「内部質保証システム」の構築に重点を置くこととなり、中・長期的視

点に立った教育研究体制を整えるために「調査企画室」を設置した。また、社会連携及び

貢献のための窓口を明確にするために「社会連携センター」を設置し、大学全体の教育を

検討する組織として「総合教育センター」を設置した。「総合教育センター」は、今後「教

育研究支援センター」との統合により、教育研究組織の充実を図っていく予定である。 

なお、本学では、今後さらなる需要が求められるであろう医療福祉分野で活躍

する様々な職種の医療福祉人を育てるため、川崎医療短期大学から３学科を移設し、

2017(平成 29)年度から子ども医療福祉学科、臨床検査学科、診療放射線技術学科として新

設する予定である。 

2015(平成 27)年度に設置された「調査企画室」では、まず、大学評価において指摘され

た課題の整理及び解決策の検討を行った。さらに、担当部署を確定し、自己点検・評価委

員会に提案した。自己点検・評価委員会において更なる検討を重ね、大学運営委員会での

審議を経て、各担当部署が問題解決に取り組んできた。この度作成した「2014(平成 26)・

2015(平成 27)年度 点検・評価報告書」では、その過程及び成果については明確に示して

いるが、すべての課題について解決したとは言えない。３つのポリシーをはじめとする各

種方針については、明確に定め、学内外に周知しているが、一部の方針については明確に

策定できていない状況にある。特に「求めるべき教員像」、「教員組織の編制方針」の策定

は急務となっているが、2017(平成 29)年度からの新学科設置及び一部の学科の収容定員増

に合わせて、教員の評価基準及び教員の定数の設定を考慮する予定である。 

なお、本学の入学定員の適正な管理については大きな課題の一つであるが、学科単位で

の定員の未充足を是正し、定員超過を改善する。これに関しては、前述の一部の学科の入

学定員増によって、モチベーションの高い学生の確保を行うとともに、入試広報活動の強

化を進めていく。また、受験生に対して受験機会の拡大を図ることを考慮し、2017(平成

29)年度入試より、本学及び川崎医療短期大学、川崎リハビリテーション学院との３校合同

入試を実施する。そのために「川崎学園アドミッションセンター」を設置し、共通の入学

者の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）のもと、多面的・総合的な入試選抜を実

施するよう検討中である。併せて、大学院入試及び編入学試験についても、今後入学定員

の検討を図る。 

今後ますます少子高齢化が進む状況下において、2017(平成 29)年度からの新体制におい

ても、本学の教育の理念・目的の実現のために、「内部質保証システム」をより充実させる。

そして、PDCA サイクルを機能させるために、教職員個々の自己点検・評価活動を活性化し

く所存である。 

 

川崎医療福祉大学  

学 長 椿 原  彰 夫 
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