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Ⅰ 序  章 

 

本学は，幅広い教養と豊かな人間性のかん養を図るとともに，保健医療に関する専門

的かつ科学的な知識，技術を追求し，地域社会において広く活躍できる人材を育成する

ことを目的とし，保健医療学部に看護学科，理学療法学科，作業療法学科及び放射線技

術科学科の４学科を有する４年制大学として平成７年に設置された。 

その後，医療の急速な高度化を背景に，高度医療専門職の育成を目的として，平成 13

年に大学院保健医療科学研究科博士前期課程（看護学専攻，理学療法学・作業療法学専

攻，放射線技術科学専攻の３専攻）を，平成 22 年に博士後期課程（保健医療科学専攻）

を開設した。 

県立大学としての本学の使命は，超高齢社会において，住民が安心して日常生活を送

れるよう幅広い保健医療の分野に対応できる専門職を育成するとともに，大学院におい

て，高度医療専門職を養成し，保健医療の水準向上や地域社会に貢献することである。 

本学の自己点検・評価は，これらの理念を実現し，社会的責務を果たすために行うも

のであり，全学的な教育，研究の実践の研鑽を重ね，その状況とシステムを自ら点検・

評価し，その結果を絶えず改善・改革に繋げ，大学の教育研究の向上に資することであ

る。 

開学以来，自己評価委員会（平成 15 年に自己点検・評価委員会に名称変更）により

点検・評価を実施し，毎年度，年次報告書を作成してきた。委員会の審議事項や報告書

は，学長，副学長，事務局長をはじめ大学幹部職員で構成する企画調整会議に報告され，

学長のリーダーシップの下で，大学の課題，改善項目や改革案件が議論された後，教授

会を経て，学内の改善，改革に至る仕組みである。 

これら大学自らの点検・評価に加え，開学以来，知事委嘱による学外有識者で構成す

る大学運営協議会（平成 19 年に参与会から改組）を毎年度開催し，大学運営について

評価を受け，改善・改革に活かしている。 

設置者である県では，開学後 10 年を経た平成 17 年に，「茨城県立医療大学あり方検

討懇話会」（以下「あり方検討懇話会」という。）を設置し，開学の趣旨や教育理念に基

づいた教育による人材育成の更なる推進や効率的な運営，県立の大学として地域社会に

貢献する魅力ある大学づくりについて多方面から検討が行われた。本学では，平成 18

年４月に知事へ提出されたあり方検討懇話会の報告書に示された，「高い資質の人材育

成」，「地域貢献の推進」，「効率的，効果的な大学運営」及び「付属病院の機能の充実及

び経営改善」を柱として，平成 19 年３月に「大学改革プラン」を策定し，このプラン

に沿って大学改革を進めた。 

また，大学改革プランで示された 10 年間の後半に入る平成 24 年度には，改革プラン

進捗状況の把握と PDCA サイクルをより具現化するため，５カ年の中期計画をまとめた。

これに伴い，自己点検・評価の実施方法について，平成 24 年度年次報告書からは，中

期計画に基づき毎年度の取組状況を点検・評価し，次年度の目標設定に繋げる方法に改

め，PDCA サイクルによる内部質保証システムの構築を目指している。 

さらに，平成 25 年４月には，自己点検・評価委員会を企画調整会議と同様の委員構

成に改めるとともに，下部組織として自己点検・評価実施部会を設け，点検・評価及び
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その結果に基づく改善・改革の取組みがより円滑に推進できるよう体制強化を図った。 

第三者評価としては，平成 13 年度に大学基準協会による加盟判定を受け，正会員と

して登録された。その後，学校教育法により義務付けられた認証評価について，平成 19

年度に大学基準協会の審査を受け「適合」の評価を頂いた。当該評価に係る自己点検・

評価報告書及び評価結果については大学ホームページに掲載し，社会に広く公表した。

また，当該評価による助言５項目については，真摯に受け止め，社会に対して本学の質

を保証していく改善・改革のため不断の努力を行い，平成 23 年に大学基準協会へ改善

報告書を提出した。しかし，助言項目の一つである国際交流の推進については，福島第

一原子力発電所事故の影響から，学生交流の協議を進めていた海外大学関係者の来訪が

中止となり，明確な成果を報告出来なかった。このため，平成 25 年度導入の新カリキ

ュラムへの，海外で多職種協働の実際を学ぶ「国際多職種協働実習」科目の設定や，教

員の海外派遣研修を活用した海外大学との交流の可能性の調査などに積極的に取組み，

改善を図っている。 

この報告書の作成にあたっては，各評価項目に関係する部門の責任者等に執筆を依頼

し，自己点検・評価委員会及び同実施部会において全学的な視点から検討を加え，報告

書を取りまとめた。自己点検・評価の結果については，今後の改善・改革に繋げ，内部

質保証システムを機能させていくとともに，自己点検・評価報告書及び認証評価の結果

を広く公表することにより，本学の教育研究の透明性を一層高め，更なる質の向上に努

める。 

 



Ⅱ 本章 

第１章（基準１） 

3 

  

Ⅱ 本章 

第１章 理念・目的 

１ 現状説明 

(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。 

＜大学全体・保健医療学部＞ 

本学は県内の医療機関，福祉施設等多くの施設から，医療の高度化や専門化に対応で

きる質の高い医療専門職を育成する医療系大学設置の要望など地域の強い要請を受けて

設置された大学である。 

こうした社会の要請及び学校教育法第83条等を踏まえ，本学学則第１条では，「人間の

尊重を基本として，豊かな人間性のかん養と保健医療に関する科学分野の教育研究を行

い，学術文化の向上に寄与するとともに，地域社会において広く活躍できる人材を育成

すること」を目的としており，これを受けて，保健医療学部における教育目標（H26.1.22

一部改正）は，次の要件を備えた質の高い自己発展性のある医療専門職を育成すること

である。［資料1-1，資料1-2，資料1-3］ 

ア 人間や社会に対する理解と生命の尊厳についての認識を深め，医療専門職に相応し

い高い倫理観を身につける。 

イ 医療専門職として必要な知識，技術，態度を修得し，併せて教育，研究，行政等の

領域へ進むことのできる基礎的な能力を身につける。 

ウ 自らの知識，技術，態度を評価し，能動的学修と修練によって絶えず向上する習慣

を身につける。 

エ 他の関係職種と協働し，地域社会の人々の保健・医療・福祉・教育に貢献できるよ

うな態度を身につける。 

オ 社会の変化に伴い多様化するニーズに対応するとともに，新たな知識，技術の開発

に貢献できる能力を身につける。 

カ 広い視野をもち，保健医療システムの中で自らの役割と責任を担う心構えを身につ

ける。 

＜保健医療科学研究科＞ 

大学の設置理念及び学校教育法第 99条を踏まえ，大学院学則第１条では，「保健医療

に関する専門的な学術の理論と応用を教授研究し，精深な学識と研究能力を養い，学術

文化の進展と保健医療の向上に寄与すること」を大学院の目的とし，さらに，博士前期

課程については，「専門分野における基礎的研究能力を備え，地域の保健医療の質的向上

等に寄与できる看護職，理学療法士，作業療法士，診療放射線技師を育成し，同時に各

学問領域の基盤形成を目指す」ことを，博士後期課程については「多職種の協働による

（各種保健・医療等サービスの）利用者・患者中心の保健医療の実践及びその科学的根

拠の構築を目指すために，博士前期課程で形成された看護学，理学療法学，作業療法学，

放射線技術科学の各学術領域の連携を強化し，これらの領域を統合した 1つの専攻によ

り研究教育を行う」ことを目的に掲げている［資料 1-4，資料 1-5，資料 1-6］。これら

を受けて，大学院の教育目標を次のとおり定めている。 

【博士前期課程】 

ア 少子高齢化社会のニーズに応え，医学・医療技術の進歩に対応できる高度医療専門
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職として活躍できるための基本的能力を養う。 

イ 看護学，理学療法学，作業療法学，放射線技術科学及びこれらに関連する新たな知

識・技術情報等を収集し，自ら課題についての解決法を研究する基本的能力を養う。 

ウ 保健医療科学の視点に立ち，大学教育を担うことのできる基本的能力を養う。 

【博士後期課程】 

ア 保健医療の臨地・臨床実践において独自性の高い取り組みを提案し，リーダーシッ

プを発揮することで，利用者・患者中心の保健医療に貢献できる能力を養う。 

イ 自立して保健医療科学の科学的根拠を構築するための研究を展開し，学際的研究・

国際的研究に寄与できる能力を養う。 

ウ 保健医療科学の視点に立ち，大学及び大学院教育を担うことのできる能力を養う。 

 

(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。 

＜大学全体・保健医療学部＞ 

本学の教職員及び学生は，本学の理念・目的を理解し，大学における教育・研究・臨

床が理念・目的を実現するための活動であることを熟知することが重要である。 

また，本学が公立大学であることから，地域社会に貢献するため，理念・目的を大学

の意志として内外に公表する必要がある。 

このため，本学で作成する冊子（大学案内，学生便覧等）に理念・目的，教育目標を

掲載している。また，電子媒体（ホームページ等）を通じた一般的広報活動に加え，新

入生ガイダンス，新入生宿泊研修における自校史教育等を通して学生に，また，全学 FD

研修会など機会を捉えて教員に周知を図っている［資料 1-7，資料 1-8］。 

＜保健医療科学研究科＞ 

理念・目的については，大学院保健医療科学研究科の概要等への掲載や，電子媒体（ホ

ームページ等）を通じた一般的広報活動に加え，新入生ガイダンスや大学院 FD研修会等

を通じて周知徹底を図っている。その他，大学院教員へのアンケート調査や大学院生へ

の総合満足度調査の調査項目に取り入れるなどして更なる周知に努めている［資料 1-8］。 

 

(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。 

＜大学全体・保健医療学部＞ 

   本学の重要事項は，自己点検・評価の結果や学内各委員会等の検討，外部有識者で構

成する大学運営協会の提言等を踏まえ，学長のリーダーシップをサポートするために幹

部教職員等で構成する企画調整会議において議論がなされ，最終的には教授会［資料 1-9，

資料 1-10，資料 1-11］で承認を得る。 

本学では，少子高齢化の進展や医療技術の高度化・専門化など急激に変化する医療環

境，養成所指定規則の改正等に対応するためのカリキュラム改正や教育システムの見直

し，さらには，外部有識者によるあり方検討懇話会の提言（H18.4）を踏まえた「大学改

革プラン」(H19.5)の策定［資料 1-12］において，教育全般にわたる検証などとともに，

重要事項である理念・目的の適切性について検証を行ってきた。 

平成 22年からの第４次カリキュラム（平成 25年度入学生から適用）の編成作業にお
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いては，近年の医療情勢や学生の満足度調査等を踏まえ，学務委員会において，理念・

目的の達成状況の評価，教育目標の検証や各種ポリシーの検討を行い，「学士課程教育の

全体像」を纏め，企画調整会議において審議した後，教授会へ報告した［資料 1-2］。ま

た，新たなカリキュラムは，理念・目的の更なる実現に向けて，多職種協働に関する新

たなコースの設置など，よりチーム医療に重点を置き編成した。さらに，新カリキュラ

ム導入にあわせて，教育課程の円滑な運営や学生の学修支援の充実を図るため，教育・

学習センター（平成 26年４月に「教育・学修センター」に改称。以下新名称を使用。）

の設置など教育や学生の支援に係る学内組織を充実したところである［資料 1-13］。こ

れらも各委員会の検討を踏まえ，企画調整会議で審議した後，教授会の承認を得た。 

また，大学改革プランの進捗状況の把握と PDCAサイクルをより具体化するための中期

計画の中に理念・目的の検証を盛り込んでいる［資料 1-14］。 

＜保健医療科学研究科＞ 

大学院保健医療科学研究科において，上記の企画調整会議及び教授会にあたる組織と

して，研究科運営会議及び研究科委員会がある［資料1-15，資料1-16］。 

本研究科では，あり方検討懇話会の報告書に盛り込まれた外部有識者の意見や県内の

社会人ニーズ等を踏まえ，平成19年から博士後期課程の設置検討を進めた。多職種の協

働による利用者・患者中心の保健医療の実践，及びその科学的根拠を構築するため，修

士課程（博士前期課程）で形成された看護学，理学療法学，作業療法学，放射線技術科

学の各学術領域の連携を強化し，これらの領域を統合した一専攻による教育研究を行う

ことを目的とする博士後期課程保健医療科学専攻を平成22年に設置した。講義等を主に

平日の夕方・夜間に実施するとともに，長期履修制度及びTA制度などを導入し，県内の

社会人ニーズに対応した修学環境を整えた。 

また，研究科長や学長と大学院生代表との懇談会を定期的に実施し，その結果を大学

院の運営・改善等に活かしている［資料 1-17］。理念・目的を踏まえた大学院 FD研修会

も定期的に開催し，その都度，大学院担当教員に対するアンケートを実施し，教育研究

や運営等に関する意見収集・評価を行っている［資料 1-18］。さらに，毎年度末に全大

学院生への総合満足度調査を実施し，大学院の理念・目的等に関する理解や意見を収集

している［資料 1-19］。これらの意見等は精査した後に，全教員を対象とする大学院拡

大研究科委員会において結果を公表するとともに，大学院生にも公開している。これら

の取組を通して，理念・目的，教育目標等の適切性について検証している。 

なお，これらは，大学院運営会議の審議を経て，最終的には研究会委員会において承

認を得ている。 

 

２ 点検・評価 

●基準１の充足状況 

   社会の要請等を踏まえて理念・目的が定められている。また，大学構成員への周知及

び社会への公表が行われており，同基準を概ね充足している。 

①効果が上がっている事項 

＜保健医療学部＞ 

ア 第４次カリキュラムの導入に向けた検討の中で，理念・目的及び教育目標の検証，
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各種ポリシーの検討を行い，「学士課程教育の全体像」を明確に示すことにより，理念・

目的，教育目標及び育成する人材像などを学内構成員に改めて周知することができた。

また，教育課程の編成にあたっては，近年の医療の状況や社会の要請に鑑み，よりチ

ーム医療に力点を置いた教育を展開することを柱として新たな教育課程を編成すると

ともに，その円滑な運用を図る教育・学修センターの設置等を行い，理念・目的の実

現に向けた教育の質の更なる向上に取り組んだところである。 

イ 本学の理念・目的の達成状況は，卒業生の就職状況にも表れており，就職先である

医療福祉施設からの評価も高く，就職を希望する学生の就職率は開学以来 100％を達

成している。また，国家試験合格率も高いレベルを維持している。［根拠資料 4-28］ 

＜保健医療科学研究科＞ 

ア 大学院の理念・目的の実現に向けて中期的課題であった博士後期課程を平成 22年４

月に開設し本学の教育研究組織が完成した。平成 24年度には第３回の入学試験を実施

し，入学者数は定員（５名）を充足している。 

また，博士後期課程は，主に夜間等に授業を行うカリキュラムを導入することによ

り，大学院への社会人のニーズに対応した教育課程となっている。大学院総合満足度

調査によれば，大学院生から適切な運営形態と評価されている。 

イ 大学院教員及び大学院生へのアンケート等を行い，その結果を大学院教育の評価と

改善等に繋げるとともに，理念・目的の周知にも活かした。 

(ｱ)  大学院教員へのアンケート：大学院 FD研修会終了後に，研究設備，教員組織，研

究科委員会の進行・運営，大学院及び教員の自己評価，大学院生の質的評価等につ

いて，設問と自由記載の２方式で調査を実施した。大学院運営等に関する教員の意

見・提案が得られている。 

(ｲ） 大学院生への総合満足度調査：年度の授業終了時に，大学院の運営（理念・目的

に関する設問を含む）や講義等の内容，大学院生自身の自己評価等について調査を

実施した。特別研究や講義等に関する院生の積極的な意見・提案が得られた。必要

に応じて，研究科長の回答を付している。 

(ｳ） 大学院生と研究科長の懇談会：他専攻・他分野の学生を交えて，大学院生の特別

研究，臨床，大学院運営等に関する自由討論会を開催している。 

②改善すべき事項 

＜大学全体・保健医療学部＞ 

理念・目的等の達成状況及び教育システムに係る評価について，真摯な自己点検・評

価に加え，卒業生に関する多面的，長期的な検証等を行い，本学の理念・目的の更なる

実現を図る。 

＜保健医療科学研究科＞ 

博士後期課程設置に関連して，修士課程（博士前期課程）修了生の進路調査を行った。

今後，定期的に修了生の活動状況を把握する必要がある。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜保健医療学部＞ 
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本学の使命は，豊かな人間性を有し保健医療に関する高い知識・技術と高い自己発展

性を有する専門職を養成することである。第４次カリキュラムの特色である IPE コース

（後述）の円滑な実施など，チーム医療教育を進め，学生の多職種協働に関する知識及

び技術の習得を図り，医療専門職としての実践能力を高める。 

また，新たに設けた教育・学修センターの機能を発揮し，学生による自主的な学修活

動の促進や GPA制度の円滑な導入等を図る。 

＜保健医療科学研究科＞ 

ア 多職種の協働による利用者・患者中心の保健医療の実践，及びその科学的根拠の構

築を目指す大学院教育の更なる充実を図るため，理念・目的及び教育目標の不断の検

証とともに，博士前期課程の専攻の在り方について検討を行う。 

イ 教員及び学生へのアンケート等を継続し，大学院教育の改善や理念・目的の周知等

に活かしていく。 

(ｱ)  大学院教員へのアンケート：調査項目を定期的に検討するとともに，重要な指摘

事項については，即時対応しその結果を教員に周知する。 

(ｲ)  大学院生への総合満足度調査：調査項目の定期的検討と重要な指摘事項について

は，即時対応し，その結果を大学院生に周知する。 

(ｳ)  大学院生と研究科長の懇談会：研究科長によるミニレクチャーは，大学院生に関

心の高いテーマを選ぶ必要があるため，総合満足度調査の自由記載を調査してテー

マを決める。また，自由討論の概要を大学院生に伝える。 

②改善すべき事項 

＜保健医療学部＞ 

学生の就職等を支援するキャリア支援センターの機能等を活かすなどして，就職先に

おける卒業生に対する評価等を多面的に把握する。 

＜保健医療科学研究科＞ 

定期的（５年程度毎）に修了生の活動状況を調査することとし，そのための効果的な

調査方法を検討する。 

 

４ 根拠資料 

 1- 1 茨城県立医療大学学則 

 1- 2 茨城県立医療大学における学士教育課程の全体像 

 1- 3 大学案内パンフレット（2014，2013） 

 1- 4 茨城県立医療大学大学院学則 

 1- 5  大学院のアドミッションポリシー，カリキュラムポリシー及びディプロマポリシー 

 1- 6 大学院保健医療科学研究科の概要（平成 26年度，平成 25年度） 

 1- 7 平成 25年度学生便覧 

1- 8 大学ホームページ（教育情報） http://www.ipu.ac.jp/article/15043580.html 

  1- 9  茨城県立医療大学運営協議会規程   

1-10 茨城県立医療大学企画調整会議規程 

1-11 茨城県立医療大学教授会規程   

1-12 茨城県立医療大学改革プラン報告書の骨子（平成 19年５月）   
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1-13 茨城県医療大学教育・学修センター設置要項 

1-14 茨城県立医療大学改革プラン（後期）中期計画 

1-15 茨城県立医療大学大学院研究科運営会議設置要項   

1-16 茨城県立医療大学大学院研究科委員会規程   

1-17 平成 24年度「大学院生と研究科長の懇談会」次第   

1-18 大学院教員アンケート   

1-19 平成 24年度大学院総合満足度調査票  
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第２章 教育研究組織    

 

１ 現状説明 

(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。 

本学における教育研究組織の目標は，大学の理念・目的及び教育目標を達成するため

に，学部の各学科，大学院の各専攻及び大学の付属施設が適切に設置され，それぞれの

組織に教職員が適切に配置されていることである。 

これを踏まえて，以下のとおり教育研究組織を編成しており，大学が目指す，高い医

療技術に加え，豊かな人間性をあわせ持った専門職の育成という目標に合致した組織体

制が整っている［資料 2-1］。 

<教育研究組織体系図> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

保健医療学部には，看護学科，理学療法学科，作業療法学科及び放射線技術科学科の

４学科を置き，さらに，人文科学，社会科学，自然科学，健康体育科学などいわゆる教

養基礎分野の教育研究を担当する人間科学センター及び，医療に係る科学的基礎を身に

付けるため，基礎医学，社会医学，臨床医学等いわゆる専門基礎分野の教育研究を担当

する医科学センターを設置し，豊かな人間性と専門性を兼ね備えた医療人の育成を可能

にしている［資料 2-2，資料 2-3］。 

大学院保健医療科学研究科の博士前期課程では，専門分野における基礎的研究能力を

備え，地域の保健医療の質的向上等に寄与できる看護職，理学療法士，作業療法士，診

療放射線技師を育成し，同時に各学問領域の基盤形成を目指すため，看護学専攻，理学

学長 

保健医療科学研究科 

保健医療学部 

看護学科 

理学療法学科 

作業療法学科 

放射線技術科学科 

博士前期課程 

博士後期課程 

看護学専攻 

理学療法学・作業療法学専攻 

保健医療科学専攻 

地域貢献研究センター 

人間科学センター 

医科学センター 

付属病院 

放射線技術科学専攻 

附属図書館 

学務委員会 

学生委員会 

入学試験委員会 

教育・学修センター 

キャリア支援センター 

アドミッションセンター 
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療法・作業療法学専攻，放射線技術科学専攻の３専攻を，博士後期課程では，多職種の

協働による利用者・患者中心の保健医療の実践及びその科学的根拠の構築を目指すため

に，博士前期課程で形成された看護学，理学療法学，作業療法学，放射線技術科学の各

学術領域の連携を強化し，これらの領域を統合した１つの専攻により教育研究を行う保

健医療科学専攻を設けている。 

また，付属施設としては，附属図書館及び付属病院がある［資料 2-4，資料 2-5］。さ

らに，本学の地域貢献を組織的に推進するため地域貢献研究センターが設けられている

［資料 2-6］。 

付属病院は，国公立の医療系大学では全国で初めて開設され，本県最初のリハビリテ

ーション専門病院である。診療業務のほか，本学学生の臨床・臨地実習（以下「臨床実

習」という。）及び学生・教員の臨床研究の場としての役割も有している。付属病院の設

置により教育・研究・臨床を一体として進めることが可能となっており，これも本学の

教育研究目標を達成するうえで極めて有効な組織である。また，本県の地域リハビリ支

援体制において指導的役割を担い，地域のリハビリテーション医療の向上に寄与してお

り，地域貢献の面からも大きな役割を果たしている。 

このほか，理念・目的の更なる実現のため，教育・学修センター，キャリア支援セン

ター及びアドミッションセンターを設けている［資料 2-7，資料 2-8，資料 2-9］。 

 

(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。 

ア 学内の検証組織 

本学では，理念・目的の更なる実現に向けて，学長が主導する企画調整会議におい

て，教育研究活動及び大学運営の不断の点検・評価に努めるとともに，教育研究組織

の適切性の観点からも検証を行い，組織の充実を図ってきた。各委員会・部会の検討

等を踏まえ，企画調整会議において検証や改正案件の議論が行われ，教授会の承認を

経て改正に至る［資料 2-10，資料 2-11］。また，大学院には，運営会議及び研究科委

員会がこれらに相当する組織として設置・運営されている［資料 2-12，資料 2-13］。 

イ 学外有識者の意見の反映 

学長の諮問機関である，外部有識者で構成する大学運営協議会を毎年度開催し，理

念・目的を達成するための重要事項について審議がなされている［資料 2-14］。博士

後期課程設置や後述の助産学専攻科の設置についても同協議会で審議されている。 

ウ 最近の主な検証内容等 

保健医療学部では，保健医療の動向や学生の評価等を踏まえて，カリキュラムの改

正を行っており，その都度，組織の適切性の観点からも検討を行っている。 

平成 22年度からの第４次カリキュラム導入に向けた編成作業においては，学生の満

足度調査等を踏まえ，教育全般にわたる検証等を行い，平成 25年度から新たな教育課

程を導入した。この間，学生支援や入試も含め，組織の検討が行われた。学生委員会

の検討を受けて，平成 24年４月には，就職資料室を発展的に解消し，卒業生も含めた

学生の就職及びキャリア形成を支援するキャリア支援センターを設置した。さらに，

第４次カリキュラムを円滑に運営するため，教育課程の評価や学生の学修支援等を行

う教育・学修センター（教育推進室を改組）及び，入試広報の強化や入試データの分
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析等を行うアドミッションセンターについて，所管委員会（学務委員会，入学試験委

員会）で検討を進め，企画調整会議における審議を経て，教授会の承認を得，第４次

カリキュラム導入に合わせて設置した。これら３つのセンターは，各種データを収集・

解析し学生の支援等に活かすこと等を目的に設置された「支援３センター」であり，

それぞれが密に連携するとともに，教員だけではなく事務局職員も一体となり運営し

ていることが特色である。 

また，専門職教育における最新の動向，保健師助産師看護師法等の改正や「大学に

おける看護系人材養成の在り方に関する検討会」の報告，さらには，県内における本

学助産師養成教育への期待等を踏まえ，より充実した助産師養成を行うため，平成 26

年度に助産学専攻科を設置することとした。準備委員会等を設置し，各種検討及び開

設準備を進めている［資料 2-15］。 

大学院保健医療科学研究科では，本学の研究のさらなる活性化及び教育研究組織と

して完結するため，あり方検討懇話会の意見や県内医療者を対象としたニーズ調査等

を踏まえ，大学院博士後期課程を設置すべく，平成 19年に大学院博士課程設置特別委

員会等を設け，検討・準備を開始し，平成 22年４月に博士後期課程保健医療科学専攻

を設置した。現任者のニーズを踏まえ，主に平日夕方・夜間，週末に授業を行う教育

課程，社会人特別選抜及び長期履修制度を導入し，社会人のニーズを踏まえた体制を

整えた［資料 2-16，資料 2-17，資料 2-18］。 

 

２ 点検・評価 

 ●基準２の充足状況 

   高い医療技術に加え，豊かな人間性をあわせ持つ専門職の育成という理念・目標に合

致した教育研究組織を設置するとともに，また，企画調整会議等を核として，その適切

性についても適宜検証し，必要な見直しを行っており，同基準を概ね充足している。 

①効果が上がっている事項 

本学の教育研究組織は，医療系４学科の専門組織に加え，各学科の教育を支援する人

間科学センター及び医科学センターを有し，また，教育・研究・臨床を一体として進め

ることを可能とする付属病院を併設している。これらの組織は，本学の教育研究の目標

を達成するうえで極めて有効に活用されている。 

中期的課題であった博士後期課程を開設し，本学の教育研究組織が完成した。また，

主に平日夕方・夜間，週末に授業を行う教育課程や長期履修制度を導入し，現に保健医

療福祉施設に勤務する専門職のスキルアップに寄与する教育課程としたことも意義深い

ものである。これにより，学部教育における専門職育成から大学院教育における高度専

門職業人等の育成までを担うこととなり，地域で活躍できる医療専門職の育成という本

学の理念・目的をかなえる組織となった。 

②改善すべき事項 

学生の学修時間の確保や主体的な学修の推進が求められており，学生の学修支援等を

行う体制を充実する必要がある。 

   

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 

医療の高度化・複雑化に伴い，近年医療現場では，患者の状態にあわせて，様々な医

療関連職種が連携し，治療やサポートを行う多職種協働の実践が広がっており，平成 25

年度導入の第４次カリキュラムにおいてもチーム医療を柱としている。４学科・２セン

ターの更なる連携の下に，それらを併設する強みを最大限発揮し，チーム医療教育の充

実に努めている。 

大学院においては，引き続き，複数の教員による指導体制等を活かし，看護学，理学

療法学，作業療法学，放射線技術科学など各領域の連携を強化し，これらの領域を統合

した一つの専攻により教育研究を展開し，多職種協働による利用者・患者中心の保健医

療が実践できる，高度専門職業人を育成し，理念・目的である地域で活躍できる医療専

門職の更なる育成に努める。 

また，平成 24年度の自己点検・評価に係る実施内容の見直しを踏まえ，企画調整会議

及び大学院運営会議における教育研究組織の適切性の検証を不断に行っていく。 

②改善すべき事項 

平成 25年４月に教育推進室を改組し設置した教育・学修センターによるラーニングコ

モンズプロジェクトを推進し，学生の主体的な学修活動を促進する［資料 2-19］。 

 

４ 根拠資料 

2- 1 茨城県立医療大学組織図 

2- 2 茨城県立医療大学人間科学センター規程 

2- 3  茨城県立医療大学医科学センター規程 

2- 4 茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例 

2- 5 茨城県立医療大学付属病院パンフレット 

2- 6 地域貢献研究センター設置要項 

2- 7 茨城県立医療大学教育・学修センター設置要項（既出 1-13） 

2- 8 キャリア支援センター設置要項 

2- 9 茨城県立医療大学アドミッションセンター設置要項 

2-10 茨城県立医療大学企画調整会議規程（既出 1-10） 

2-11 茨城県立医療大学教授会規程（既出 1-11） 

2-12 茨城県立医療大学大学院研究科運営会議設置要項（既出 1-15） 

2-13 茨城県立医療大学大学院研究科委員会規程（既出 1-16） 

2-14  茨城県立医療大学運営協議会規程（既出 1-9） 

2-15 茨城県立医療大学助産学専攻科準備委員会設置要項 

2-16 大学院時間割表 

2-17 平成 25年度茨城県立医療大学保健医療科学研究科学生募集要項抜粋（社会人選抜） 

2-18 大学院長期履修規程 

2-19 教育・学修センター 平成 25年度プロジェクト概要  
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第３章 教員，教員組織 

 

１ 現状説明 

(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。 

＜大学全体・保健医療学部＞ 

教員組織は，理念及び教育目標を実現するため，教員の募集，任免，昇任を適切に実

施し，主要な授業科目に質の高い優れた専任教員を配置すること及び教員の年齢構成の

適正化に努めること，さらには，教員の教育研究活動に関する評価方法を構築すること

を目標としている。また，大学が求める教員の能力・資質については，大学設置基準等

を踏まえた茨城県立医療大学教員選考規程及び同教員選考基準に明示している［資料 3-1，

資料 3-2］。 

＜中期計画＞ 

・本学の理念・目的を達成するため，教育・研究を担当するに相応しい応力と豊かな

人間性を有し，熱意をもって，かつ，真摯に教育に取り込むとともに，不断の教育

改革に努力を惜しまない教員の確保と教員組織づくりに努める。 

・学問の進展や社会の要請に応じた教育研究を効果的・効率的に推進するため，必要

に応じ，教員像及び教育組織の点検・見直しを行う。 

   ・人事に係る諸規程を明確に示し，高い資質を有するとともに情熱をもって教育・研

究に取り組む教員の人事を適切に行う。 

・教員組織の活性化，教育研究の質の向上を図るため，教員評価を実施する。 

・単発的な資質向上研修等に加え，長期的な視点，テーマでの FD活動を行い，本学ら

しさ，オリジナリティの醸成につなげる。 

・大学院については，博士後期課程設置申請書の計画に沿って FD活動を進める。 

＜保健医療科学研究科＞ 

大学院の教員組織は，研究科の理念及び教育目標を実現するため，大学教員の中から

大学院博士前期課程や同後期課程の教育研究を担当するに相応しい教育研究上の能力を

有する者を配置することを目標としている。研究科が求める教員の能力・資質について

は，大学院設置基準等を踏まえた茨城県立医療大学大学院教員選考基準に明示している

［資料 3-3］。 

 

(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。 

＜大学全体・保健医療学部＞ 

ア 教員組織としての適切性 

(ｱ) 学部の教員数 

平成 25年５月現在，学長の他，保健医療学部に教授 35名，准教授 24名，講師６

名，助教 28名の計 93名の教員が在籍しており，大学設置基準により定められた必

要数を満たしている。このほか，実験及び実習の補助を行う非常勤嘱託職員(嘱託助

手)を４学科並びに人間科学センター及び医科学センター（以下「２センター」とい

う。）に配置している。 

また，病院教員として，教授１名，准教授３名，講師６名の計 10名が付属病院に
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配置されている。病院教員は全員医師の資格を持ち，診療業務に従事している。ま

た，医師免許を持つ学部教員 10名のうち学長等を除く７名が付属病院の診療業務に

当たっている。その他，各学科の教員については原則として週 1回の病院業務を兼

務で担当し，勤務時間等は各学科において調整している。 

なお，平成 17 年度以降に採用された助教に任期制を導入している［資料 3-4］。 

(ｲ) 教員の学位の取得状況［資料 3-5］ 

教員の６割強が博士の学位を，３割が修士の学位を有している 

博士の学位では，教授は 36名中 33名，准教授では 27名中 18名，講師では 12名

中５名，助教では 28名中８名が取得している。 

修士の学位では，教授３名，准教授９名，講師４名，助教 18 名が取得している。  

(ｳ) 教員の年齢構成［資料 3-5］。 

教授で最も多い年代は 51～55歳代で 35.1％，次いで 61～65歳代が 29.7％である。 

准教授では，41～45歳代が最も多く 37.0％，次いで 46～50歳代が 25.9％である。 

講師，助教では，36～40歳代が最も多く，それぞれ 41.7％と 25.0％である。 

全ての専任教員の平均年齢は 47歳となっており，適正な年齢構成と考えられる。 

(ｴ) 教員会議 

教育研究活動を円滑に進めるための協議機関として，４学科，２センターに教員

会議（以下「学科等教員会議」という。）［資料 3-6］が置かれている。 

学科等教員会議は，それぞれ所属する専任の教授，准教授及び講師をもって組織

されるが，各学科等の長が必要と認めたときは，助教を含めることができる。 

学科等教員会議は，学科長又はセンター長（以下「学科長等」という。）［資料 3-7］

が招集し，議長となるが，会議の開催には構成員の過半数の出席が必要で，出席者

の過半数をもって決定する。 

     学科等教員会議の主な協議事項は，次のとおり（学科等教員会議規程第３条）。 

a 当該学科長又は当該センター長の推薦に関する事項 

b 各種委員会の委員の推薦に関する事項 

c 教授会又は各種委員会の審議事項に関する事項 

d 当該学科又は当該センターの運営に関する事項 

e その他学長又は教授会等で必要と認められた事項  

(ｵ) 学科長及びセンター長 

学科長等は，当該学科又は当該センターを代表し，次の事項を担当する。 

a 当該学科又は当該センターの総括に関すること。 

b 当該学科又は当該センターの学科等教員会議を主宰し，意見のとりまとめ及び調

整を図ること。 

c 他学科及び他センター等との連絡調整を図ること。 

d 所属教員の研修及び兼業等の服務に関すること。 

 

＜保健医療科学研究科＞ 

ア 教育研究組織としての適切性 

大学院教員は，原則として博士の学位を有することとしている。博士の学位を保有
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しない教員については，博士の学位取得を奨励している。教員の研究業績については，

毎年編集する「茨城県立医療大学教員研究業績」を確認し，研究の進捗状況を確認し

ている。平成 24年度は，大学院教員評価基準を設けた。教員構成は，毎年度の初めに

大学院研究科委員会の名簿により確認を行っている。この中では，研究指導教員，研

究指導補助教員を明確に分けて運用し，研究業績と教育経験を考慮した教員配置を実

現している。また，各専門領域の教員配置に偏りが生じないよう研究科長と各専攻・

領域の代表者（原則学科長が兼務）が適時確認している。 

大学院生の指導体制については，博士前期課程では，主たる研究指導教員の他に研

究指導補助教員１名（論文指導教員）を，また博士後期課程では，主たる研究指導教

員の他に副指導教員１名の配置を必須とすることで教育指導体制の充実に努めている。

教育研究に係る責任の所在は，特別研究（学位論文作成のための科目）については，

主たる研究指導教員にあり，その他の講義科目等については，科目責任者にある。毎

年度，講義初めに行う成績評価基準の明示等は，教育・学修センター（大学院担当）

が確認する。  

(ｱ) 教員数 

（博士前期課程） 

専任教員の構成：教授（研究指導教員数・研究補助及び講義担当教員数），准教授

（研究指導教員数・研究補助及び講義担当教員数），講師（研究指導教員数・研究指

導補助及び講義担当教員数）は，看護学専攻では教授９名（8・1），准教授９名（2・

7）である。理学療法学・作業療法学専攻は，教授 16名（15・1），准教授６名(5・

1) ，講師２名（0・2）である。放射線技術科学専攻は教授９名(9・0)，准教授５名

(4・1)，講師１名（1・0）である。学生数は１学年 15名が定員であり，設置基準を

満たす教員数である。 

（博士後期課程） 

専任教員の構成：教授（研究指導教員数・研究指導補助及び講義担当教員数），准

教授（研究指導教員数・研究指導補助及び講義担当教員数）は，教授 32（29・3），

准教授８（5・3）である。学生数は，１学年５名が定員であり，設置基準を満たす

教員数である。 

(ｲ) 組織の適切性（教員の質） 

（博士前期課程） 

教員の質を取得学位の面からみると，博士の学位を有する者は 46/57名（80.7％），

修士の学位のみを有する者は 11/57 名（19.2％）である。専攻別の博士取得者は，

看護学専攻では 12/18 名（66.6％），理学療法学・作業療法学専攻では 19/24 名

（79.1％），放射線技術科学専攻では 15/15名（100.0％）である。 

（博士後期課程） 

博士の学位を有する者は 36/40名（90.0％），修士の学位のみを有する者は，４/40 

名（10.0％）である。 

(ｳ) 組織の妥当性（教員組織の構成） 

（博士前期課程） 

教授 34名，准教授 20名，講師 3名の計 57名である。 
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年齢構成（教授）は，60 歳代 35.2％（12 名），50 歳代 50.0％（17 名），40 歳代

14.7％（５名）である。 

（博士後期課程） 

教授 32名，准教授 8名である。 

年齢構成（教授）は，60 歳代 34.3％（11 名），50 歳代 53.1％（17 名），40 歳代

12.5％（４名）である。 

 

教授のうち 33 名は研究指導教員資格者で，教育研究業績自体は非常に高い評価を受

けている。准教授のうち 11名は既に研究指導教員資格者としての審査を合格している。

専攻毎の教員数は，大学院設置基準によって定められた必要数を満たしている。 

 

(3)  教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。 

＜大学全体・保健医療学部＞ 

教員の採用及び昇任の選考については，教育公務員特例法等に基づき，茨城県立医療

大学教員選考規程及び同教員選考基準で規定する手続きに則り適正に行われている。 

教員の採用候補者の募集は公募を基本とし，学内に適任者がいる場合には昇任による

人事を採り入れる場合がある。教員の募集は，本学のホームページに掲載し，関係する

全国の国公私立大学に文書で依頼するほか，科学技術振興事業団が運営する研究者人材

データベースに求人情報を登録している。応募があったときは，学長は総務委員会（副

学長が委員長に充てられ，各学科長及び各センター長，研究科長，付属病院副院長及び

総務課長で構成）［資料 3-8］に応募者の審査を命じる。総務委員会は，募集の条件，選

考規程，選考基準などに照らして応募者を審査し，教員候補者として適当と認められる

者があったときは，そのうち１名を選定し学長に報告する。学長は教授会の議に基づき

教員候補者を決定する［資料 3-9］。 

学内教員の昇格人事についても，選考規程，選考基準により適正に審査を行っている。 

＜保健医療科学研究科＞ 

大学教員の中から大学院博士前期課程や同後期課程の教育研究を担当するに相応しい

研究上の能力を有する者を選抜する。茨城県立医療大学教員選考資格基準（大学院）に

おいて，研究指導教員，研究指導補助教員，および授業担当教員を明確に区別し，それ

ぞれについて基準となる教育歴，研究歴，臨床歴を規定している。当該基準に照らして，

研究科委員会における審議を経て選考される［資料 3-10］。 

なお，研究指導補助教員は原則として３年間の教育経験を積んだ後に研究指導教員へ

の昇格審査を行っている。 

 

(4)  教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。 

＜大学全体・保健医療学部＞ 

FD活動は教員の授業スキルをはじめとする教育能力の向上のために必須であり，本学

では，平成 13 年度に第１回の全学 FD 研修会を開催した。平成 19 年度には新たに FD 企

画運営部会を学務委員会の下に設置し，全学を挙げての組織的な FD活動を展開させるこ

ととなった。更に，平成 20年度からは教員による公開授業の見学と，授業検討会を開く
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方式の導入や，FD 通信の発行などを通じて日常的な FD 活動にも注力するとともに，東

日本地域の大学・短大等の教育改善を推進する『FDネットワークつばさ』に加盟し他大

学との連携も深めている。平成 20 年９月 12 日，公立大学協会の要請により，同協会主

催平成 20年度第２回 FDミニセミナーを本学で開催し，全国から約 30 名の大学教職員の

参加を得た。平成 24 年度には，集合型の第 25 回全学 FD 研修会（「TBL による能動的な

グループ学習の可能性」）に加え，個別ニーズに対応できる対話等を用いた FD活動「IPU

ミーティング」を４回開催した。授業評価については，毎学期末に科目毎に行う学生に

よる科目別満足度調査や，公開授業・授業検討会の導入により教員の更なる資質向上に

取り組んでいる［資料 3-11］。 

教員評価については，企画調整会議の下に教員評価ワーキンググループを設け，評価

制度の検討を行い，全教員への評価項目アンケート等を経て，平成 24 年度から試行を実

施している。[資料 3-12，資料 3-13） 

また，本学の名声を高めるとともに，広く地域に貢献し，大学の進歩発展に著しい功

労，功績があった者を学長が表彰する制度［資料 3-14］を平成 24 年度に創設し，平成

24年度に教員１名及び学生のボランティア１団体を表彰した。 

＜保健医療科学研究科＞ 

大学院教員の資質向上を図るために，年１回の大学院 FD研修会を開催している。博士

後期課程の開設に合わせ，①大学院授業の総合満足度調査の FDへの活用，②教育研究の

質的向上に関する教員アンケート，③集計結果の FDへの活用，④研究科長と大学院生の

懇談会の実施と FD への活用などを実施することにより FDの充実を図っている。 

平成 24年度の大学院 FD研修会（「理学療法の対象と方法，そして理学療法学の発展」）

には，学生２名を含む 81名が参加した。 

 

２ 点検・評価 

 ●基準３の充足状況 

   大学が求める教員の資質や教員組織編制の目標を明示し，明文化された規定に基づき

教員の採用等が公正・適切に行われており，学位の取得状況や年齢構成も概ね妥当と判

断される。さらに，教育の質向上を図る FD活動を積極的に行うとともに，教員評価につ

いては本格実施に向けて試行が行われていることから，同基準を概ね充足している。 

①効果が上がっている事項  

＜大学全体・保健医療学部＞ 

職階，年齢構成などバランスのとれた教員組織の編成となっており，カリキュラムを

円滑に実施できる体制が確保されている。 

全学 FD研修会に加え，比較的少人数で対話等を用いて行う活動 IPU ミーティングを導

入し，本学の教育を考えるうえで重要なトピック等を取り上げて教員相互にディスカッ

ションするなど，教員の資質向上の取組を充実させることができた。 

これまで教員の教育研究活動の評価は部分的に実施されてきたが，教員評価ワーキン

ググループで検討を進め，平成 24年度から教員活動全般（教育・研究・地域貢献・臨床・

学内業務）にわたり教員評価を試行している。 

＜保健医療科学研究科＞ 
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全学 FD 研修会とは別に，大学院 FD 研修会を実施しており，特に博士後期課程は一専

攻で学際領域の教育・研究を目指していることから，大学院 FD研修会においても異なる

領域の教員間の連携と相互理解を図る内容を取り入れ，教育研究組織の充実に努めた。 

②改善すべき事項 

＜大学全体・保健医療学部＞ 

   チーム医療教育を更に推進する新たなカリキュラムを導入したことから，教員組織の

更なる連携を進め，教育システム全体のさらなる充実を目指す。   

＜保健医療科学研究科＞ 

博士後期課程の開設に伴い，博士前期課程においても学際研究，連携教育を進めてお

り，教員間の更なる連携及び他専攻の教員の指導が受けられるよう制度の見直しを検討

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 

＜大学全体・保健医療学部＞ 

教員組織については，教員組織の目標を踏まえ適切な採用等とともに，不断の検証を

継続し，必要に応じて見直しを行い，教育課程に相応しい教員組織を整備していく。 

   研修活動，公開授業及び学生の満足度調査を継続し，教育や学生の状況等に応じた教

員の資質向上の取組を進めていく。 

試行を実施している教員評価については，検証及び必要な改正等を行い，本格実施に

移行する。 

＜保健医療科学研究科＞ 

大学院教員は学部教員が兼務の形で務めており，学内規定を満たした教員の研究指導

教員，同補助教員，科目担当教員への速やかな選任を随時実施し，人的な面から大学院

の教育，研究体制の充実に努める。 

 

②改善すべき事項 

＜大学全体・保健医療学部＞ 

   全教員を対象とする拡大教授会における情報共有や，適時に重要なテーマを設け開催

する IPU ミーティングを有効に活用することにより，教員間の更なる連携を深め，本学

の重点テーマの一つに掲げるチーム医療教育の更なる推進等により，教育全体の質向上

に努める。  

＜保健医療科学研究科＞ 

博士前期課程における学際領域の教育・研究推進のため，異なる領域の教員間の相互

理解を図る取組みの推進に努めるとともに，博士前期課程においても，他専攻の教員の

指導が受けられるようシステムの見直しを検討していく。 

 

４ 根拠資料 

3- 1 茨城県立医療大学教員選考規程 

 3- 2 茨城県立医療大学教員選考基準 
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 3- 3 茨城県立医療大学大学院教員選考基準 

3- 4  茨城県立医療大学における教員の任期に関する規程 

3- 5 専任教員の学位取得状況及び年齢構成  

3- 6 茨城県立医療大学学科等教員会議規程 

3- 7  茨城県立医療大学学科長及びセンター長選考規程 

 3- 8 茨城県立医療大学総務委員会規程 

 3- 9 茨城県立医療大学教授会規程（既出 1-11） 

3-10 茨城県立医療大学大学院研究科委員会規程（既出 1-16） 

3-11  FD通信（第 11号～第 20号） 

3-12  茨城県立医療大学教員評価運用方針 

3-13  教員評価シート 

 3-14  茨城県立医療大学学長表彰要項 

 3-15  専任教員の教育・研究業績（別綴） 
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第４章 教育内容，方法，成果 

 

第 1節 教育目標，学位授与方針，教育課程の編成・実施方針   

１ 現状説明 

(1)  教育目標及び教育目標に基づく学位授与方針を明示しているか。 

＜大学全体＞ 

  保健医療学部及び保健医療科学研究科のそれぞれに教育目標及びそれに基づく学位授

与方針（ディプロマポリシー）を定めている。 

＜保健医療学部＞ 

卒業認定の要件及び学修の評価等については，以前から学則，履修規程及びシラバス

等で示していたが，ディプロマポリシーを明示していなかったため，学務委員会におけ

る平成 25年度導入の第４次カリキュラムの策定にあたって，教育目標の達成状況等の評

価及び教育課程の編成・実施方針（カリキュラムポリシー）の検証とともに，学生が修

得すべき学修成果であるディプロマポリシーの検討を行った。その結果は，大学の理念・

目的，入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）とともに，「茨城県立医療大学に

おける学士課程教育の全体像」［資料 4-1］として取りまとめ，教授会（平成 24年 12月）

に報告し，教職員へ周知した。 

ア 教育目標 

本学の教育目標が質の高い自己発展性のある医療専門職の育成であることは，第１

章に記載のとおりである。 

   イ ディプロマポリシー 

     教育目標を踏まえ，ディプロマポリシーを次のとおり定めている。  

(ｱ) 人間や社会に対する理解と生命の尊厳についての認識を深め，医療専門職に相応

しい高い倫理観を身につけている。 

(ｲ) 知識，技術，態度を自ら評価し，探究心と向上心を持って自己研鑚する習慣を身

につけている。 

(ｳ) 保健・医療・福祉に関するチームの一員として，多職種協働関係を構築・実践・

発展させ，地域社会の健康課題に取り組む基礎的な能力を身につけている。 

(ｴ) 専門分野の発展に寄与できる論理的思考に基づく研究的態度を身につけている。 

(ｵ) 生涯にわたって医療専門職業人として成長できる能力を身につけている。 

  上記に加え，学科毎に医療専門職として必要な知識・技術・態度について規定して

いる。［資料 4-1］  

以上に述べたディプロマポリシーは，４年間に修得すべき学修成果を示しており，

理念・目的及びその実現を図る教育目標との整合性も確保されている。また，各授業

科目における行動目標等をシラバスに記載しており，これらにより，学生に期待する

学修成果を細かく明示している。 

＜保健医療科学研究科＞ 

  ア 教育目標 

       教育目標は，第１章に記載したとおり，博士前期課程においては，医学・医療技術

の進歩に対応できる高度医療専門職等を養成することであり，博士後期課程において
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は，先駆的臨床指導者，優れた教育・研究者の育成を目標としている。 

これらを踏まえ，平成 24年度にディプロマポリシーを検討し，その結果を大学院研

究科委員会に報告した。［資料 4-2］。 

  イ ディプロマポリシー 

【博士前期課程】 

(ｱ) 人間性の尊重を基本とし，保健医療に関する学術の理論及び応用を身につけている。 

(ｲ) 高度医療専門職として多岐にわたる保健医療分野へのニーズに応えうる専門分野

に関する基礎的研究能力を身につけている。 

(ｳ) 優れた教育者，研究者となりうる基本的能力を身につけている。 

上記に加え，専攻毎に必要な能力についても規定している［資料 4-2］。 

【博士後期課程】 

(ｱ) 人間性の尊重を基本として，多職種の協働による利用者・患者中心の保健医療に貢

献できる能力を身につけている。 

(ｲ) 高度専門職業人として，地域保健医療に貢献する独自性の高い提案と，それを実践

するためのリーダーシップがとれる卓越した能力を身につけている。 

(ｳ) 自立して保健医療科学の科学的根拠を構築するための研究を展開し，学際的研究・

国際的研究にも寄与できる能力を身につけている。 

(ｴ) 保健医療科学の視点に立ち，大学及び大学院教育を担うことのできる能力を身につ

けている。 

 

(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。 

＜大学全体＞ 

  保健医療学部及び保健医療科学研究科のぞれぞれに教育目標に基づく教育課程の編

成・実施方針を定めている。 

＜保健医療学部＞ 

カリキュラムポリシーは次に示すとおりである［資料 4-1］。当該方針についても，第

４次カリキュラムの編成作業において，教育目標等を踏まえ，学務委員会で検討を重ね

たものであり，教育目標や他の方針との整合性も十分確保されている。 

ア カリキュラムポリシー 

    基礎科目，専門基礎科目，専門科目の３群から構成し，専門科目群には，専門基礎

科目と専門科目との密接な連携をはかるための両群横断的な統合専門科目を設置する。 

科目の順序性について，基本的には基礎科目から専門科目へと漸次移行するが，関

連ある専門基礎科目と専門科目とのかい離を防ぎ，教育効果を高めるために，その順

序性にも十分配慮する。また，チーム医療の要となる専門職連携教育（IPE：

Interprofessinal Education）に関する科目を１年次から４年次まで段階的に配置し，

多職種協働の能力を育成する［資料 4-3］。 

＜基礎科目＞ 

社会人としての常識や幅広い視野を備え，人間・社会を理解できることを目的と

した科目群と，専門科目を学ぶ上で必要な基礎能力を育成する。 

(ｱ) 医療技術の基礎となる生物学，化学，物理学の基本的知識を学び，自然科学の
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実験を通じて，科学的な解析と統合の方法論を身につける。 

(ｲ) 医療現場における多様な情報化に対処し，問題解決に必要なデータを収集，解

析できる情報処理能力と，主体的に意思決定し，問題解決ができる自己学習能力

を身につける。 

(ｳ) 国際化，高齢化，情報化社会に対応する多様なコミュニケーション能力を身に

つける。 

(ｴ) 保健医療を取り巻く社会状況を理解し，人間・社会について多面的に考える能

力を身につける。 

(ｵ) 基本的人権を尊重し，医療を受ける人たちの生き方や価値観を理解できる能力

を養い，豊かな人間観ならびに高い倫理観を身につける。 

(ｶ) 生涯にわたる基礎的な身体能力を育成し，身体を科学的にとらえる力を身につ

ける。 

＜専門基礎科目＞ 

専門科目に直結する近接学問領域からの幅広い基礎知識や技術を修得できるよう，

健康な人間の身体的・心理社会的分野，健康障害の成り立ちと回復の促進分野，人

間をとりまく社会・環境の理解分野への理解を深める能力を育成する。 

(ｱ) 健康な人間を身体的，心理社会的側面から全人的に理解するために，近接 領域

の知識を学び，医療専門職としての共通知識を身につける。 

(ｲ) 病気や障害が生じるメカニズムやその結果，および健康を回復する過程につい

て多面的に理解するために必要な科学的知識を身につける。 

(ｳ) 人間を取り巻く社会や環境をより深く理解し，地域保健医療福祉に関わる実践

に必要な知識と技能を身につける。 

(ｴ) 放射線科学・技術の基本的理解に必要な理工学的基礎能力について系統的に学

ぶ（ただし，放射線技術科学科のみ）。 

＜専門科目＞ 

基礎および専門基礎科目を土台として，医療専門職として必要な専門知識，技術，

態度を修得できるよう，職業的アイデンティティ分野，医療における専門知識・技

能の育成分野，総合応用能力の活用分野への理解を深める。 

この他，学科毎に専門科目に係るカリキュラムポリシーを定めている［資料 4-1］。 

＜保健医療科学研究科＞ 

    カリキュラムポリシーを次のとおり定めている［資料 4-2］。 

  【博士前期課程】 

専門分野に関する基礎的研究能力を有する高度医療専門職の育成を目的に，看護学

専攻，理学療法学・作業療法学専攻及び放射線技術科学専攻共通の「共通科目」と，

専攻ごとの「専門科目」でカリキュラムを構成する。 

＜共通科目＞ 

 保健医療に関わる高度専門職として要求される人間・社会・環境に関する理解を

深め，専門科目の基盤を形成する。 

＜専門科目＞ 

 専門科目については，専攻毎に編成方針を定めており，以下に看護学専攻の方針
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を例示する。 

【看護学専攻】 

 修士論文コースと CNS（専門看護師養成）コースを開設し，修士論文コースは，

看護学の多様な課題に関する研究を推進できる能力及び指導力を備えた人材の育

成，CNS コースは，専門分野の臨床研究推進能力と高度な実践力を備えた人材育

成を目標とする。 

  この目標を達成するため，次の方針で教育課程を編成する。 

（ｱ） 専攻分野の研究や高度の実践を担うために基盤となる科目及び方法論に関

する専門科目を各専攻領域で履修する。 

（ｲ）  修士論文の作成，CNSに関連する実修を進めるための知識や技術について，

演習科目で深く学習する。 

（ｳ） CNSコースは，CNS認定試験受験に必要となる科目及び高度な実践力習得の

ために実習科目を履修する。 

【博士後期課程】 

多職種の協働による利用者・患者中心の保健医療の実践及びその科学的根拠の構築

のために，看護学，理学療法学，作業療法学，放射線技術科学の各学術領域の連携を

強化し，これらの領域を統合した１つの専攻により専門的かつ包括的な教育研究を行

うために，「保健医療科学基礎科目群」「保健医療科学連携科目群」「保健医療科学専門

科目群」及び「特別研究」の４つの科目区分でカリキュラムを構成する。 

(ｱ) 保健医療科学基礎科目群 

     異なる職種を背景とした学生が，保健医療科学に関する共通の学術的基盤を形成

するために有益な講義科目と演習科目を配置し，これらの科目を履修することで保

健医療科学連携科目群，保健医療科学専門科目群の履修を円滑に進めると同時に，

保健医療科学の全体像の理解促進を深める。 

(ｲ) 保健医療科学連携科目群 

      看護学，理学療法学，作業療法学，放射線技術科学の各領域間の融合を図るため

の科目を配置している。各科目は，学生の学際的視野を養うことを目的としており，

保健医療科学専門科目群に配置されている同名の演習科目の基盤となる知識を習得

する。 

(ｳ) 保健医療科学専門科目群 

     保健医療科学基礎科目群，保健医療医科学連携科目群で修得したことを応用し，

従来の看護学，理学療法学，作業療法学，放射線技術科学の各領域における知識，

技術，考え方を発展させ，より深める学習を行う。各領域が解決できる課題を広く

求めることで，各領域の発展と深化を図る。 

(ｴ) 特別研究 

     保健医療科学専門科目群における学修を推し進めた成果が，特別研究へと繋がる

カリキュラムとなっている。特別研究では，これまでに修得した各科目における知

識，技術，考え方を活用し，保健医療科学における新たな知見を得る。 

 

(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
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よび学生等）に周知され，社会に公表されているか。 

＜大学全体＞ 

  教育目標については，学内で作成する冊子に掲載するとともに，大学ホームページ

等により周知を図っている。一方，ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーに

ついては，策定後間もないことからホームページによる公表に止まっているため，今

後，更なる周知を図っていくこととしている。 

＜保健医療学部＞  

保健医療学部の教育目標は，学生便覧［資料 4-4］に記載され，学生に対しては毎

年４月の新入生オリエンテーションで周知されている。教職員に対しては，学生便覧

の配布に加えて，FD 活動の一環として行われる新任教員 FD 研修会などで周知されて

いる。 

また，ホームページ［資料 4-5］や大学案内パンフレット［資料 4-6］の配布をはじ

め，オープンキャンパスや県内及び隣接県の高校で実施される出張模擬授業の際にも

周知を図っている。 

＜保健医療科学研究科＞ 

大学院の目的，教育目標は，教職員については，新任教員ガイダンス，学生について

は，入学希望者に対する大学院説明会，入学者に対する新入生オリエンテーションによ

り周知している。また，大学院概要や大学ホームページ［資料 4-5］で社会に対して公

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。 

＜大学全体＞ 

  教育目標に係る達成状況の評価，ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーにつ

いて，保健医療学部では学務委員会が，保健医療科学研究科では教育研究部会が担当し，

毎年度の自己点検・評価活動等を通して検証を行っている。 

＜保健医療学部＞ 

保健医療学部では，教育目標に係る達成状況の評価，ディプロマポリシー及びカリキ

ュラムポリシーなど教育に関する方針の策定・検証は，学務委員会［資料 4-7］が担当

している。学務委員会は４学科，２センター，学長指名として付属病院を代表する教員

等で構成されており，学長のリーダーシップが発揮できるよう学長自らが委員長を務め

ている。 

本学においては，保健医療環境の変化や養成所指定規則の変更等を踏まえ，これまで

３回のカリキュラム改正を行っており，その都度，教育の目標やシステムについて検証

と改善を図ってきたところである。 

第４次カリキュラムについては，各学科・センターの学務委員を中心に，平成 22年度

から第３次カリキュラムの検証等を開始し，続いて，カリキュラムポリシーの明確化と

学科ごとの表現の統一に向けた検討を行い，その後，約２年をかけて第４次カリキュラ

ムを編成し，平成 25年度新入生から履修が始まった。 

具体的なカリキュラムの検証方法としては，学生による学期ごとの科目別満足度調査
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［資料 4-8，資料 4-9］及び卒業時の総合満足度調査［資料 4-10，資料 4-11］，年１回開

催される学長と学生の教育に関する懇談会［資料 4-12］，FD 活動の一環として行われて

いる IPU ミーティングや教員による公開授業見学がある。それらの結果を参考として，

学務委員会において，科目責任者，各学科教員，コースコーディネーター［資料 4-13，

資料 14］の意見を取り入れて教育課程の編成を行っている。今後は，これらとともに，

平成 24年度に策定したカリキュラムポリシーの検証等を行っていく。 

＜保健医療科学研究科＞ 

毎年度，大学院生への総合満足度調査［資料 4-15］を実施し，大学院の理念や目的等

に関する理解や意見を収集するとともに，大学院教員に対するアンケートにより，大学

院教育研究，運営等に関する意見収集・評価を行っている。また，これら結果もテーマ

に含めて「大学院生と研究科長の懇談会」を開催し，大学院教育全般にわたり意見聴取

を行っている。この結果を基に，大学院研究科委員会教育研究部会及び大学院研究科委

員会において，教育目標，ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーの適切性など

を含め，大学院運営に係る検証と必要な改善に努めている。 

 

２ 点検・評価 

 ●基準４（１）の充足状況 

   教育目標に基づきディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーを定め，大学構成員

及び社会に公表している。しかし，両ポリシーを広く公表しているが，策定後日が浅く

社会での認知度をさらに高める必要があると考えられることから，今後も積極的な広報

に努めていくこととしており，同基準を概ね充足している。 

①効果が上がっている事項 

＜保健医療学部＞ 

第４次カリキュラムの編成にあわせて，教育目標の検証を行うとともに，ディプロマ

ポリシー及びカリキュラムポリシーを検討し，これに理念・目的及び入学者の受け入れ

指針を加え，大学の重要方針等を「茨城県立医療大学における学士課程教育の全体像」

として取りまとめ，教職員に周知することができたことは，新たなカリキュラムがスタ

ートする時期であることを踏まえ，本学教育活動において意義深いものと考えられる。 

＜保健医療科学研究科＞ 

平成 24年度に，教育研究部会において，教育目標に基づき，ディプロマポリシー及び

カリキュラムポリシーを検討した。その結果は，運営会議の審議を経て，研究科委員会

へ報告し，大学院教員等に周知した。 

②改善すべき事項 

＜保健医療学部＞ 

「茨城県立医療大学における学士課程教育の全体像」については，第４次カリキュラ

ム導入後間もないこともあり，社会への周知が十分に行われていない。新たな教育課程

の特色などとともに，広く社会へ公表していく必要がある。 

＜保健医療科学研究科＞ 

ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーについては，策定後間もないため，社

会への公表が不十分である。 
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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 

＜保健医療学部＞ 

大学教育において，ディプロマポリシー等は新しい概念であり，本学においても，第

４次カリキュラムの編成において新たに策定したものである。教員がこの意義を十分に

理解し，それぞれの教育実践に結び付けていくことが重要であるので，今後も FD活動等

を通じて，ディプロマポリシー等を重ねて周知徹底する。 

＜保健医療科学研究科＞ 

   教育目標，ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーについて，教育研究部会に

おいて，適宜検証を行い，必要な見直しに努める。 

②改善すべき事項 

＜保健医療学部＞  

周知が不十分であった「茨城県立医療大学における学士課程教育の全体像」を，大学

案内パンフレット，ホームページなどを通して社会へ公表する。また，平成 25年度導入

の第４次カリキュラムの柱となる IPE コースの概要などとあわせて発信することにより，

本学教育への更なる理解を得ていく。 

＜保健医療科学研究科＞ 

   ディプロマポリシー及びカリキュラムポリシーについては，大学ホームページの他，

本学で作成する冊子に掲載するなどし，社会への更なる周知に努める。 

 

４ 根拠資料 

4- 1 茨城県立医療大学における学士教育課程の全体像（既出 1-2） 

4- 2 大学院のアドミッションポリシー，カリキュラムポリシー及びディプロマポリシー

（既出 1-5） 

4- 3 多職種連携教育コース（IPEコース） 

4- 4 学生便覧（教育目標） 

4- 5 大学ホームページ（教育情報） http://www.ipu.ac.jp/article/14302525.html 

4- 6 大学案内パンフレット（教育目標） 

4- 7 茨城県立医療大学学務委員会規程 

4- 8 科目別満足度調査票 

4- 9  医療系大学における学生による授業評価の推移（茨城県立医療大学紀要第 18巻） 

4-10 授業の総合満足度調査票 

4-11 授業の総合満足度調査結果 

4-12 平成 24年度「学長と学生の教育に関する懇談会」次第 

4-13 コース制について 

4-14 コースコーディネーターについて（「茨城県立医療大学教員ハンドブック(授業編)」

抜粋） 

 4-15 平成 24年度大学院総合満足度調査票（既出 1-19） 
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第２節 教育課程・教育内容 

１ 現状説明 

(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。 

＜大学全体＞ 

  保健医療を取り巻く環境変化や医療専門職に求められるニーズを踏まえるとともに，

学生の学びやすさなどにも配慮して，に必要な授業科目を体系的に配置し教育課程を編

成している。 

＜保健医療学部＞ 

ア 教育課程の構成  

本学では学務委員会を中心として継続的に教育課程の検討・見直しを行っており，

開学時の第１次カリキュラムに始まり，平成 14年度に第２次カリキュラムを，平成

21年度に第３次カリキュラムを導入した。また，平成 24年度にはカリキュラムポリ

シーに基づき，多職種連携（チーム医療）教育の充実を柱とした第４次カリキュラム

を策定し，平成 25 年度に導入した［資料 4-16，資料 4-17］。 

(ｱ) カリキュラム改正の変遷 

第２次カリキュラムでは，学生の専門知識への興味に応え，各専門職への意識を

高めるため，１年次から早期体験実習として病院での見学実習を開講した。加えて

専門基礎科目と基礎科目の密接な連携を図るため，それぞれで関連する領域の複数

の授業科目をコースとしてまとめた。各コースには正副２名のコースコーディネー

ターを置いて科目間の授業内容を調整し，コース内の科目間の連携について強化を

図った。また，臨床実習の前に知識・技能の到達度を測るため，客観的臨床技能評

価（OSCE）を実施することとした。加えて，教育課程の一元管理のために教育推進

室（現 教育・学修センターに改組）を設置した［資料 4-18］。その後，保健師助

産師看護師法や養成所指定規則の変更に伴い，科目間やコース構成の整合性を再度

検討し，第３次カリキュラムとした。本カリキュラムでは，医科学領域のトピック

スや臨床医学系の統合的な知識修得のための「医科学総合科目」を開設した。 

第３次カリキュラム以降，「チーム医療」の重要性や「地域志向型医療」の推進

など医療に対する社会的なニーズを受けて，多職種連携（チーム医療）教育の充実

を柱として，平成 25年４月より第４次カリキュラムへ移行した。現在，１年次生は

第４次カリキュラム，２年次生以降は第３次カリキュラムとなっている。 

(ｲ) 第４次カリキュラム 

第４次カリキュラムでは，主として以下の４点を改定のポイントとした。 

       a   本学の教育理念を具体化するためにディプロマポリシー，カリキュラムポリシ

ー，アドミッションポリシーを整理して明確化［資料 4-19］ 

b   本学の独自性として以前から取り組んできた「チーム医療」教育をさらに充実・

発展させるための IPEコースの新設 

c   「地域志向型医療」へ対応した科目群の充実 

d   教養教育の充実と科目選択の拡充のための他大学（筑波大学，茨城大学農学部）

との単位互換制度の開始［資料 4-20］ 
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その他，コースの再編や見直しにより重複科目を整理・統合し学生が効率良く学

修出来る教育課程の編纂，医療専門職教育における指定規則への対応，国家試験出

題基準のカリキュラムへの反映などについて改定を行った。 

(ｳ) カリキュラム構成［資料 4-21，資料 4-22，資料 4-23］ 

授業科目は，基礎科目，専門基礎科目及び専門科目の３群から構成される（学則

第 29条）が，第２次カリキュラム以降は，専門基礎科目と専門科目との密接な連携

を図るため，専門科目群に両群横断的な科目を設けている。すなわち１年次から専

門科目の授業を設け，漸次，基礎科目から専門基礎科目を経て，専門科目へ移行す

るように授業科目を構成する，いわゆる「くさび形カリキュラム」とした。 

基礎科目は４学科共通科目として１,２年次に開講し，医療専門職として必要な倫

理観と高い教養を養い，豊かな人間性のかん養を背景に医療現場における様々な問

題に対応する力を身につけるため，人文学領域の科目を含めユニークな選択科目を

多数開設している。自然科学コースでは，生物学，化学及び物理学を開設し，それ

ぞれ講義と実習を組み合わせて履修が行えるようになっている。コミュニケーショ

ンコースでは外国語以外にも，「文章表現法」や「エンカウンター演習」などを配置

し，総合的なコミュニケーション能力の向上を目指している。人間形成コースでは

「社会学」や「経済学」，「芸術」，「憲法」などの人文系の科目を多く開設している。

これらは，医療専門職としての倫理観や高い知識を得るためだけでなく，一人の社

会人としての教養を身につけることを目的としている。 

専門基礎科目と専門科目は学科毎に様々なコースを設置してくさび形に科目を配

置しており，医療・医学の基礎から各専門領域へのスムーズな移行が図られている。 

専門基礎科目については，特に基礎医学関連科目（「人体の構造と機能 I」，「人体

の構造と機能 II」，「病原微生物と免疫」など）において，講義だけでなく実験・実

習の時間を多く設けることで，人体の仕組みについて理解し臨床系科目や専門科目

へのスムーズな移行を可能にしている。加えて，地域で活躍出来る人材育成の観点

から，いわゆる社会医学領域の科目（「社会と健康」第３次カリ，「衛生・公衆衛生

学」第４次カリ）も全学科対象に開講している。病態を理解するための臨床系の科

目では，病態を総合して学修するだけでなくライフサイクル別や障害部位別にも科

目（「内部障害と対応」，「筋骨格障害と対応」，「老年期障害と対応」，「小児期障害と

対応」など）が配置されている。 

専門科目においては，各学科の専門的な知識・技術の修得はもちろんのこと，チ

ーム医療について学び，卒業するに相応しい学力を修得したかを判定することを目

的とした医療総括演習（第４次カリキュラムにおいてはチーム医療実習）を設けて

いる。臨床実習では，専門職としてのイメージを早期に具体化するため，１年次に

早期臨床体験実習を実施するとともに，国家試験のスケジュール等に鑑み臨床実習

の終了時期を４年次前期末としている。また，学生研究においては様々な課題から

研究テーマを選び，仮説の設定から資料の収集，調査・実験の実施，発表，論文作

成までの過程を教員による研究指導を受けながら行い，４年制大学の長所を生かし

た科目として設けられている。 
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(ｴ) 臨床実習  

医療専門職の養成課程では，臨床実習が教育上，大きな意義を持つため，その位

置付けは重要である。特に本学では，医療系大学として付属病院を有していること

は，特筆に値する大きな特徴である｡ 

a   付属病院の利用 

第２次，第３次カリキュラムでは付属病院を有効に教育に活用するため，４学

科ともに１年次より早期臨床体験実習を組み入れ，早期に職業観を養うなどの教

育的効果をあげている。 

看護学科では，看護の基盤コースとして１年次早期臨床体験実習（「看護体験実

習」）を設け，付属病院の見学実習を行っている。２年次には「基礎看護実習」２

単位を全学生が付属病院で実施している。４年次には「リハビリテーション看護

実習」を行っている。また，４年次の「課題別実習」の一施設として学修効果を

上げている。 

理学療法学科では，１・２年次の「臨床体験実習Ⅰ，Ⅱ」「臨床実習Ⅰ」では，

全学生が付属病院での実習を行い，３・４年次の「臨床実習Ⅱ」「総合臨床実習Ａ，

Ｂ」ではそれぞれ 10名程度の学生が付属病院で実習を行っている。 

作業療法学科では，１年次の「臨床体験実習」のほか，3年次「臨床実習Ⅰ，

Ⅱ」，４年次「総合臨床実習」でそれぞれ 10名程度の学生が付属病院で臨床実習

を行っている。 

放射線技術科学科では，１年次の早期体験実習（「医療と放射線技術」）におい

て付属病院を活用しているほか，診療放射線技師養成所指導要領に基づいて診療

画像技術学，核医学検査技術学及び放射線治療技術学の３部門について，３年次

後期に 10週間の診療放射線技術学実習（臨床実習）を行っている。また，平成

19年度からは，学生全員に対して，本学付属病院の画像診断部門において，リハ

ビリテーション領域における画像検査を中心に 1週間の実習を実施している。 

第４次カリキュラムでは，早期体験実習の実施時期を１年次後期から同前期に

移動し，各々専門職的志向を育み基本的態度を養うチーム医療入門に改めるなど

の変更を行い，臨床実習の充実を図った。   

b   学外施設での実習 

本学付属病院の機能はリハビリテーション医療が主であるため，急性期やその

他の分野の実習は学外実習施設において行っている。医療機関等の学外実習施設

において，本学学生を指導する優れた実習指導者に対して，資格審査のうえ，「臨

床教育講師」の称号を授与し，学内教育との連携を強化している。 

      ・各学科の学外実習施設における主な実習科目一覧 

学  科 学外実習施設における主な実習科目 

看護学科 ウィメンズヘルス看護学実習，公衆衛生看護学実習，看護学総合実習など 

理学療法学科 臨床実習Ⅱ，総合臨床実習（フィールドＡ，Ｂ），応用臨床実習など 

作業療法学科 作業療法体験実習，作業療法評価実習，作業療法総合実習 

放射線技術科学科 医療と放射線技術，診療放射線技術学実習 
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イ 単位互換制度 

第４次カリキュラムでは，筑波大学との連携協力協定に基づき，主に基礎科目・専

門基礎科目において 1年次生から単位互換を開始し，平成 25年度は，本学から４名が

対象科目を履修した。また，茨城大学農学部とは，全ての学年で単位互換を開始した。

平成 25年度の本学学生の履修はなかったが，茨城大学学生２名が本学の科目を履修し

た。 

ウ 編入学生・社会人・留学生・帰国子女等への配慮 

平成 16年度から看護学科が編入学学生を受け入れている。平成 25 度入学者は４名

であった。 

なお，留学生受入れ制度はない。また，帰国子女に対して，制度として特別な配慮

は行っていないが，一部，外国語科目で帰国子女に対応した科目を配置している。 

＜保健医療科学研究科＞ 

本研究科は，高度専門職業人として臨床の現場でリーダーとなる看護師，保健師，助

産師，理学療法士，作業療法士及び診療放射線技師を育成するとともに，教育者や研究

者としても活躍できる能力を備えるための教育を目指している。これらを達成するため

に，博士前期課程では，「共通科目」と｢専門科目｣からなる教育課程を構成している［資

料 4-24，資料 4-25］。共通科目は，高度専門職として要求される人間・社会・環境に関

する理解を深める。専門科目は，研究能力を養うための「特別研究」とその基礎となる

学識を養う。博士後期課程では，保健医療科学基礎科目，保健医療科学連携科目，保健

医療科学専門科目からなる教育課程を構成している［資料 4-26，資料 4-27］。 

【博士前期課程】 

ア 看護学専攻 

看護学共通科目，基礎看護学領域，地域看護学領域及び臨床看護学領域から構成さ

れている。 

修了に必要な履修基準は，修士論文コースでは，共通科目から４単位以上，看護学

共通科目及び基礎看護学領域から 10単位以上，各専攻別にそれぞれの専攻領域から８

単位以上，特別研究８単位，計 30単位以上の修得となっている。CNS コースでは，共

通科目から２単位以上，看護学共通科目及び基礎看護学領域の１科目から８単位以上，

各専攻領域から 12 単位以上，実習６単位，課題研究２単位，計 30 単位以上の修得と

なっている。日本看護系大学協議会で特定された 11分野のうち，小児看護と老人看護

の２分野の認定を受けている。これまでの CNS コース修了者は，小児看護領域３名，

老人看護領域３名である。 

イ 理学療法学・作業療法学専攻 

理学療法学・作業療法学共通領域，理学療法学領域及び作業療法学領域の３領域か

ら構成される。理学療法学・作業療法学共通領域は，運動障害リハビリテーション，

神経障害リハビリテーション及び地域リハビリテーションの３分野で構成される。理

学療法学領域は，理学療法学理論，運動・動作解析学及び運動機能障害理学療法学の

３分野で構成される。作業療法学領域は，作業学，活動障害解析学，精神障害作業療

法学及び在宅･老年作業療法学の４分野で構成されている。 

修了に必要な履修基準は，理学療法学領域又は作業療法学領域から 12単位，理学療
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法学・作業療法学共通領域から６単位，その他に共通科目から４単位，特別研究（修

士論文作成）として８単位，計 30単位以上の修得となっている。 

ウ 放射線技術科学専攻 

放射線技術科学専攻は，医用画像技術学領域，核医学技術学領域及び放射線治療技

術学領域の３領域から構成される。各領域は７科目 14単位で構成されている。それぞ

れの領域では，最先端の教育・研究に努め，広い専門的視野を獲得することを目指し

ている。また，専門の領域を超えて関連する領域の科目を選択し，専門知識を幅広く

履修できるよう配慮されている。平成 20年度から筑波大学等の近隣大学院と合同運営

による「がんプロフェショナル養成プラン」に参入するなどして専門職養成教育の質

向上を図っている。 

修了に必要な履修基準は，学生が専門的に学ぶ領域から 14単位，他の領域から４単

位，その他に共通科目から４単位，特別研究（修士論文作成）として８単位，計 30単

位以上の修得となっている。 

エ 教育課程編成上の工夫 

各授業科目は，１年次から２年次に進む過程において，発展的な学修がなされるよ

うに時間割を設定している。よって，各専攻の基礎科目から専門科目（講義と演習）

へと履修し，これと並行して，もしくは履修後に各専攻の研究科目の指導が進むバラ

ンスの良いカリキュラムとなっている。各専攻の特別研究では，複数教員による指導

により，多様な視点で研究課題を考察できるようになっている。 

【博士後期課程】 

ア 保健医療科学専攻 

保健医療科学専攻は，看護学領域，理学療法学領域，作業療法学領域，放射線技術

科学領域の４領域から構成される。基盤領域に加え，学際領域における先駆的な研究

開発等を行う。 

修了に必要な履修基準は，保健医療科学基礎科目群から４単位以上，同連携科目群

及び同専門科目群から６単位以上を履修する。その際，同連携科目群から２単位以上，

所属の領域の科目３単位以上を含める。特別研究（博士論文作成）として６単位，計

16単位以上の修得となっている。 

イ 教育課程編成上の工夫 

各授業科目は，１年次から２年次（長期履修生については３年次）に進む過程にお

いて，発展的な学修がなされるように時間割を設定している。特に学際性と国際性を

推進するために重要な「保健医療科学特論」と「専門英語」は必修科目とした。よっ

て，基礎科目から連携科目・専門科目（講義と演習）へと履修し，これと並行して，

もしくは履修後に各専攻の研究科目の指導が進むバランスの良いカリキュラムとなっ

ている。特別研究では，専門の異なる複数教員による指導により，学際的な視点で研

究課題を考察できるようになっている。 

 

(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。 

＜大学全体＞ 

保健医療を取り巻く環境等を踏まえて，教育内容や順次性などを定期的に検証し，医
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療専門職の教育に相応しい授業科目を設定している。 

＜保健医療学部＞ 

本学においては，教育課程が医療専門職の教育に相応しい内容になるよう，教育内容

に配慮している［資料 4-22］。 

ア 基礎科目  

人間科学センターに所属する教員が担当し，４学科共通科目群で構成される基礎科

目の３つのコースでは，医療専門職としての倫理観や社会人として教養を身に付ける

科目を開講している。これら３コースの共通した特徴として，実習・演習を中心とし

た科目にも力を入れ，知識偏重でない教養教育を行っている点があげられる。これは，

多くの科目で専任教員を配置しているためであり，本学の特色の一つである。各コー

スにおいて，高等学校での履修の有無による科目の設置（生命科学，基礎生物学など）

や自己表現を高める科目（文章表現法，臨床人間学シミュレーションなど），免許取得

（養護教諭２種，看護教員）に必要な科目（憲法，教育心理学など）を配置している。 
 

・ 基礎科目コース構成（全学科共通，H25カリキュラム：１年次生） 

①基礎科学コース：自然科学の基本的知識を学修する。 
〔科目〕基礎生物学，化学，物理学，データ解析法，情報処理演習等 

②コミュニケーションコース：国際語としての英語ならびに他の外国語，さらに言語以外

のコミュニケーションについて学修する。 
〔科目〕英語購読，実用英語，独語，仏語，中国語，手話・点字演習，文章表現法等 

③人間形成コース：人文・社会科学や行動科学において，幅広い知識と教養を学修する。 
〔科目〕憲法，教育学，教育心理学，健康科学，スポーツ科学実習，芸術等 

 

イ 専門基礎科目及び専門科目 

(ｱ)  専門基礎科目 

専門基礎科目は，生命医科学や医学領域の科目群からなり，主として医科学セン

ターに所属している教員が担当している。これらの科目は保健医療の学問的基盤と

なるだけでなく，各学科における高い専門職教育の土台となる学問領域である。基

礎医学（解剖学，生理学，病理学など），臨床医学（内科学，外科学，小児科学，精

神医学など），社会医学（衛生学、公衆衛生学など）からなり，各コースの構成要素

として学科ごとの専門科目と階層的に統合され，くさび型カリキュラムを形成して

いる。基礎科目群で得られた社会人としての教養や医療職としての科学的素養を基

に，保健医療の学問的基盤となる専門基礎科目を学修することにより各専門科目の

理解を深めることが可能となる。加えて，保健医療の各現場での多彩な事象の適切

な理解，実践へとつながる多職種協働の学問的基盤をなしている。 

(ｲ)  専門科目 

     各学科の教育内容の特徴は以下のとおりである。 

a  １年次から専門科目や早期体験実習を配置することで，職業的アイデンティテ

ィイ形成を促している。 

b  専門科目の一部では，小グループによる問題解決型学習（Problem-based 

learning,PBL）やシミュレーション実習を取り入れることにより，能動的な学修

習慣や実践能力の向上を図っている。 

c  卒業研究科目を３〜４年次に配置し，問題解決能力を養うとともに，卒後も自
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己研鑽を継続して行えるようにしている。 

（看護学科） 

     看護学科は，第４次カリキュラムでは，看護学科科目７コースと共通の IPEコー

スによる８コース構成とした。 

学内における講義・演習を通して，基本的な知識と実践技術を修得し，臨床にお

ける実習も早期から取り入れ，実践のイメージを維持しながら学修が進められるこ

とを重視した。また，チーム医療を推進する考え方や態度の学修が４年間を通して

進められるカリキュラムとなっている。 
 

・看護学科 専門基礎科目・専門科目のコース構成（H25カリキュラム：１年次） 

①人間の理解と看護の基盤コース：看護の対象となる人間の全体像を理解し，看護を

学ぶ上での基盤となる知識・技術を習得する。 
〔科目〕人体の構造と機能，生涯人間発達，人体の構造と機能実習，看護学基礎実習等 

②看護実践の基盤コース：看護実践の基盤となる知識・技術・態度を習得する。 
 〔科目〕看護学基礎演習，ヘルスアセスメント，看護過程論，疫学・保健統計等 

③健康障害と看護コース：健康障害をもつ対象の特性に応じた看護実践を展開する基

盤となる知識を学習する。 
 〔科目〕人体の代謝と薬理，病原微生物と免疫，臨床栄養学，医科学総合科目等 

④ライフサイクルに共通する看護コース：ライフサイクルを通じた対象の特性に応じ

た看護援助に必要な知識・技術・態度を習得する。 
 〔科目〕リハビリテーション概論，ウィメンズヘルス看護学，精神看護学等  

⑤ライフステージの看護コース：各ライフステージにある対象の特性に応じた看護援

助に必要な知識・技術・態度を習得する。 
 〔科目〕小児看護学，成人看護学概論，老年看護学，家族看護学，がん看護等 

⑥地域社会の健康と看護コース：地域社会における健康問題に取り組むために必要な

知識・技術・態度を習得する。 
 〔科目〕公衆衛生看護学，産業・学校保健，公衆衛生看護学実習，学校保健実習等 

⑦総合応用看護コース：これまでの学習を応用し発展的に看護をとらえ，さらにすべ

ての知識や技術，態度を統合し，新たな課題や解決の方向性を見出せる能力を習得

する。  
 〔科目〕看護学総括演習，在宅看護学実習，看護学総合実習，看護研究等 

⑧IPE コース：多職種連携の意義，理念を理解し，保健・医療・福祉の場において，多

職種との連携や相互補完，協働する態度及び能力を習得する。  
〔科目〕チームワーク入門実習，保健医療とチームワーク演習等 

 

（理学療法学科） 

     理学療法学科は，特色あるカリキュラムとして，学生が将来の臨床実習教育の担

い手となるために必要な臨床実習教育の基礎を学ぶ科目を４年次に設定している。

この科目では，４年次生と２年次生の合同授業を取り入れ，４年次生が２年次生に

理学療法の評価技術を実際に指導する実習をしている。 

臨床実習では付属病院を最大限に利用し，１・２年次生は全員が付属病院での実

習を行っている。また，実習形態，実習内容にも付属病院実習の特性を生かした病

院実習や，病棟での患者の生活を知るための実習なども取り入れている。 
 

・理学療法学科 専門基礎科目・専門科目のコース構成（H25カリキュラム：１年次） 

①人体システムコース：理学療法の基盤となるヒトのからだのしくみをその構造と機能

および発達から学習する。 
〔科目〕人体の構造と機能，人体の代謝と薬理，生涯人間発達,人間の機能実習等 
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②基礎保健医療コース：ひとの健康や障害について，そして人を取り巻く環境も含め保

健医療の基礎を学習する。 
〔科目〕健康障害の成り立ち,医科学総合科目,国際保健医療活動，言語病理等 

③基礎理学療法コース：理学療法の基盤となる運動・動作やその構造および理学療法の

基礎となる考え方を習得する。 
〔科目〕人体構造学入門，基礎理学療法学，臨床体験実習，運動学等  

④理学療法評価コース：理学療法の対象とする障害のとらえ方や測定方法を含め問題点

の抽出方法とまとめかたを習得する。 
〔科目〕理学療法基礎評価学，理学療法評価学，理学療法計画論，臨床実習  

⑤系統別障害コース：理学療法の対象となる障害の特性を系統別に学び，理学療法の対

応方法を習得する。 
〔科目〕筋骨格障害理学療法学，脳血管障害理学療法学，神経障害理学療法学等 

⑥年代別障害コース：理学療法の対象となる障害についてライフサイクルに合わせて学

び，対応する理学療法技術を習得する。 
〔科目〕老年期障害理学療法学，小児期障害と対応，生涯発達支援理学療法学等 

⑦理学療法治療技術コース：理学療法技術の基礎と応用について学び，実践を通じて評

価・治療の介入方法を習得する。 
〔科目〕理学療法基礎技術学，臨床理学療法学特論，総合臨床実習フィールド等  

⑧地域理学療法コース：理学療法の対象となる障害を生活する場との関連で学び，人が

その地域で生活をするために必要な理学療法技術を習得する。 
〔科目〕地域リハビリテーション，生活環境論，地域在宅理学療法学特論等  

⑨総合応用理学療法コース：これまでの学習を応用し発展的に理学療法を捉え，さらに

すべての知識や技術，態度を統合し，新たな課題や解決の方向性を見いだせる能力を

習得する。 
〔科目〕理学療法研究，理学療法学総括演習，理学療法指導論 

⑩IPE コース：多職種連携の意義，理念を理解し，保健・医療・福祉の場において，多

職種との連携や相互補完，協働する態度及び能力を習得する。  

  〔科目〕チームワーク入門実習，保健医療とチームワーク演習等 
 

（作業療法学科）      

作業療法学科においては，医療職として様々な疾患や障害に対応するための作業

療法による「治療」に関しては障害別にコース化（「身体障害」「精神・認知障害」

「年代別障害」）し，疾患・障害の特性を踏まえた評価，治療・介入法と生活支援へ

着実に繋げられる知識と技能を学修できるようにした。 
 

・作業療法学科 専門基礎科目・専門科目のコース構成（H25カリキュラム：1年次） 

①人間の理解と健康コース：人体の構造とその機能，人体の健康に関するシステムを理

解し，人体の健康に影響を及ぼす環境との関係について学習する。 
〔科目〕人体の構造と機能，人体の代謝と薬理，医科学総合科目，人体の機能実習等 

②作業科学コース：作業に焦点を当てた治療・介入の基盤となる知識と分析・評価およ

び介入の基礎となる技能を習得する。 
〔科目〕作業科学，作業機能評価学演習，基礎作業療法学演習，音楽活動演習等 

③総合作業療法コース：人々が自分らしく生きるため，自らにとって意味ある作業へ自

ら参加できるよう支援するための知識を学習し，事例を通して実践の経験を積み知識

と技能を統合する。 
〔科目〕作業療法概論，日常生活活動演習，作業療法学総括演習，作業療法評価実習等 

④身体障害コース：様々な疾患から引き起こされた身体障害に対する治療・介入に関す

る知識と技能を習得する。 
〔科目〕基礎運動学，身体障害作業療法治療学演習，内部障害作業療法治療学等 

⑤精神・認知障害コース：様々な疾患から引き起こされた精神・認知障害に対する治療・

介入に関する知識と技能を習得する。 
〔科目〕高次脳機能障害，精神・認知機能評価学演習，精神障害作業療法治療学等 

⑥年代別障害コース：年代に応じた心身機能・作業遂行技能を高める治療・介入，環境

調整による作業遂行能力を高める代償的介入に関する知識と技能を習得する。 
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〔科目〕生涯人間発達，小児期障害作業療法治療学，老年期障害作業療法治療学等 

⑦地域支援コース：疾患や障害の有無に関わらず，人が地域でその人らしく生活をする

ために支援に必要な知識と技能を習得する。 
〔科目〕地域リハビリテーション，生活環境評価学，応用地域作業療法学等 

⑧総合応用コース：作業療法学に関する発展的な内容や隣接領域の他の学問における見

識を高めるための知識と技能を習得する。 
〔科目〕作業療法研究法，研究エビデンスと実践，学生研究 

⑨IPE コース：多職種連携の意義，理念を理解し，保健・医療・福祉の場において，多

職種との連携や相互補完，協働する態度及び能力を習得する。  
〔科目〕チームワーク入門実習，保健医療とチームワーク演習 

   

（放射線技術科学科） 

放射線技術科学科は，専門基礎科目と専門科目が関連する科目群として９コース

に開設科目が統括されている。基本的には専門基礎科目から専門科目へと漸次移行

するが，教育効果を高めるため，コース分類とともに，関連ある専門基礎科目と専

門科目の順序性を工夫している。放射線科学・技術の基本的理解に必要な理工学的

基礎から専門科目における放射線技術・科学の直接的な専門的内容と臨床応用など

を系統的に学び，また，４年次には系統的に学んできたすべての知識・技術を総合

応用し，４年間を総括できる科目（「総合画像技術学」，「総合放射線治療技術学」，

「総括演習」など）が配置されている。 
 

・放射線技術科学科 専門基礎科目・専門科目のコース構成（H25 カリキュラム：1年次） 

①医療の基礎コース：診療放射線技師に必要なリハビリテーションや公衆衛生学的な観

点及びメンタルヘルスについて学習する。 
〔科目〕リハビリテーション概論，衛生・公衆衛生学，医科学総合科目，臨床心理等 

②基礎理工学コース：高度な技術への対応や診療機器の適切な取り扱い及び放射線の安

全利用のために必要となる理工学的な基礎知識を習得する。 

〔科目〕応用数学，計算機科学，医用工学，放射線物理学，放射線医学概論等 

③画像診断技術コース：撮影技術と画像診断技術の習得に必要な基礎知識について学習

する。 
〔科目〕Ｘ線検査技術学，先端画像検査技術学，磁気共鳴診断画像技術学等 

④核医学検査技術学コース：放射性同位元素による核医学の知識や技術について学習す

る。 
〔科目〕放射化学，放射線科学実験，核医学検査技術学実習，人体の代謝と薬理等 

⑤医用画像情報コース：医用画像の成立に必要な画像形成理論を学習するとともに，医

用画像の処理，解析及び評価についての手法を習得する。画像情報システムを含む医

療情報システムの運用に必要な知識や臨床応用について学習する。 
〔科目〕医用画像情報学，医用画像情報学実験，医用画像処理学，総合画像技術学 

⑥放射線治療コース：放射線治療技術の基礎になる放射線生物学や放射線計測学，各種

疾患における治療法，照射技術，基礎的な放射線医学，放射線治療の臨床まで総合的

に学習する。 
〔科目〕放射線生物学，放射線治療技術学実習，総合放射線治療技術学等 

⑦放射線の安全利用コース：放射線の安全管理のための計測技術や放射線防護技術，放

射線診療における品質保証の概念及び意義について学習する。 
〔科目〕診療放射線品質保証管理学，環境と放射線，放射線安全管理学実験等  

⑧総合応用コース：４年間の学習を総括し，医療人として必要なチーム医療ができる知

識や技術及び態度を習得する。 

〔科目〕放射線技術科学研究，医療と放射線技術，射線技術科学総括演習等 

⑨IPE コース：多職種連携の意義，理念を理解し，保健・医療・福祉の場において，多

職種との連携や相互補完，協働する態度及び能力を習得する。  
〔科目〕チームワーク入門実習，保健医療とチームワーク演習等 
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ウ IPEコース 

    本学の特色の一つである「チーム医療への対応」により力点をおいた必修科目を配

置している。 

多職種連携（チーム医療）の入門編として，１年次に「チームワーク入門実習」を

新設し，学内の異なる学科の学生との連携を学ぶという内容である。２年次には「保

健医療とチームワーク演習」を新設し，連携協定を締結した筑波大学の医学生とディ

ベートを通じて意見交換を行い，具体的な事例を選び多職種の協働についてチーム基

盤型学習（TBL）を行う内容となっている。３年次には各学科で行われている臨床実習

により医療の現場での多職種協働の実際を学び，４年次後半に新設される「チーム医

療演習」で１〜４年次の学修の総括として，多職種協働連携の理論の学修，学科横断

的な TBLにより，事例についてそれぞれの専門領域の観点からアセスメントや対応，

多職種恊働の実際を検討する内容となっている。これらにより，今後のより望ましい

多職種協働とそのあり方について理解が深められるカリキュラムとなっている。 

<IPEコースにおけるカリキュラム構造図> 

 

 

＜保健医療科学研究科＞ 

【博士前期課程】 

看護学専攻では，看護学共通科目５科目，基礎看護学領域科目５科目，地域看護学領

域科目５科目，臨床看護学領域科目 21科目を，また，理学療法学・作業療法学専攻では，

理学療法学・作業療法学専門共通領域科目に６科目，理学療法学領域科目６科目，作業

療法学領域科目８科目，また，放射線技術科学専攻では，医用画像技術学領域科目・核

医学技術学領域科目・放射線治療技術学領域科目それぞれ８科目を設けている［資料

4-25］。 

専門分野の高度化，保健医療に対する時代の要請に応じて，毎年度大学院開設科目の

１年

「チームワーク入門実習（必修）」

多職種協働の基礎を学習します。そのために，第一に人と人が協働して物事

を達成することの基本を学びます。学科横断的なグループで、本学の付属病院，

各学科センターの活動の実際について見学実習を行い，グループワークを通し

て，各学科学生（グループ）がそれぞれの学習成果を検討し，総合の理解を共

有します。さらに学生全員による討論を通じて，多職種協働のあり方について

理解を深めます。

２年

「保健医療とチームワーク演習（必修）」

グループ学習を通じて，多職種協働に関連する知識及びコミュニケーションス

キルを習得します。前半は，討議法としてのディベートを用いて多職種協働に関

連する課題を分析，評価，討論し，論理的思考及び多彩な角度から多職種協

働について考察します。後半は，チーム基盤型学習（TBL）を用いて，架空の

臨床的事例を通じて多職種協働の知識と態度を養います。なお，TBLでは，筑

波大学との合同授業を行います。

２～４年 各種臨床実習

４年

「チーム医療演習（必修）」

１～４年次の学習の総括として，多職種協働の実際と応用を学習します。具

体的には，最新の多職種協働の理論に基づき，学科横断的なグループワーク

を通して，各学科学生がそれぞれの専門領域の観点から，予め選定された事

例についてのアセスメントや対応，そして多職種協働の実際を検討し，発表し

ます。方法としては，チーム基盤型学習（TBL）を用います。さらに学生全員

による討論を通じて，今後のより望ましい多職種協働のあり方について理解を

深めます。

「国際多職種協働実習（選

択）」

諸外国における多職種協働

の実際を見学及び交流を通

じて，国際的な視野を養い，

かつ地域に根ざした専門職

のあり方を学びます。特に異

文化に触れることで，様々な

価値観の中で多職種協働が

構築される経緯を知ることが

できます。また，国際比較を

することを通じて，日本の現

状を相対的にとらえ，利点の

再発見とともに課題を見つけ

ることができます。
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講義内容を見直している。また，職能団体や臨床現場の要請に応じた科目配置の見直し

や変更を行っている。さらに，専門科目や研究の履修指導では，保健医療環境の変化等

に応じて，新しい科学技術を取り入れた教育を行っている。 

【博士後期課程】 

保健医療科学専攻では，保健医療科学基礎科目４科目，保健医療科学連携科目４科目，

保健医療科学専門科目 13科目を設けている［資料 4-27］。 

 

２ 点検・評価 

●基準４（２）の充足状況 

カリキュラムポリシーに基づき，各医療専門職の養成等に必要な授業科目を体系的に

編成しており，学生の満足度は高く，各教育課程に相応しい内容であると考えられるこ

とから，同基準を概ね充足している。 

①効果が上がっている事項 

＜保健医療学部＞ 

ア 教育課程の評価 

現在の教育課程は，学生に対し各学期末に実施されている科目別満足度調査［資料

4-28］，および卒業時に行われる総合満足度調査［資料 4-29，資料 4-30］において概

ね良好な評価を得ている。また，複数の授業科目をまとめたコースとそれを調整する

コースコーディネーター制度は良好に機能しており，バランスのとれた履修が行える

ようになっている。さらに，OSCE，「医療総括演習」などで医療専門職業人にふさわし

い人材の育成がなされている。 

イ チーム医療への対応 

    第４次カリキュラムへの移行に伴い，以前より取り組んできた「チーム医療」につ

いての科目群を「IPEコース」として統合し，チームワーク作りから職種毎の相違，

他大学との交流を通して，１年次から４年次まで多職種連携と協働に必要な能力育成

を目指すカリキュラムとした。 

ウ 教育課程の円滑な実施及び継続的な評価等 

    教育推進室は，第２次カリキュラム改定で設置されて以降，成績管理，コースコー

ディネーターによるシラバス検討の調整，満足度調査など教育支援について中心的な

役割を担ってきた。その機能をさらに充実させ，継続的な教育課程の検討を行うため

に，平成 25年４月に「教育・学修センター」に改組した。 

＜保健医療科学研究科＞ 

社会人対応のカリキュラムとして，講義等は主に平日の夕方・夜間に行っている。 

    平成 23年度及び平成 24年度の大学院総合満足度調査によれば，80％の大学院生から

適切な開講時間であるとの評価を得ている。また，博士後期課程の必修科目「保健医療

科学特論」と「専門英語」の評価が高い。前者は，学際的知識の履修，後者は英語によ

る研究発表や，将来国際会議等に参加する上で役立つとの評価を得た。 

②改善すべき事項 

＜保健医療学部＞ 

第３次カリキュラムの教育課程・教育内容に関して改善すべき事項を第４次カリキュ
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ラムに取り入れて改定し，平成 25年４月より導入したところであり，第４次カリキュラ

ムの評価はできていない。今後，第４次カリキュラムを運用するにあたり，継続して検

討が必要な項目は以下の通りである。 

ア 教育課程，教育内容の評価方法について，科目別の満足度調査や卒業時の総合満足

度調査以外に，卒業生からの評価や，就職先からの本学の評価など，客観的で定期的

な評価指標の導入や開発が必要である。 

イ 新たに導入した IPEコースにおいて，今後実施される科目群の内容の検討や実施方

法の検討について，「国際多職種協働実習」では海外の大学と，「保健医療とチームワ

ーク演習」では筑波大学との連携について，さらに詳細な調整が必要である。 

ウ 筑波大学，茨城大学農学部と単位互換制度を発足させたが，開始した直後でもあり

受講生の数は限られている。 

＜保健医療科学研究科＞ 

   本大学院では，学生が専門分野や学際分野に対する理解を深めるとともに，研究展開

の深化を図るため，保健医療に関する講義科目や演習科目を開設している。しかし，本

学の多くの大学院生は臨床現場で働きながら学ぶ者であることから，平成 23 年度,平成

24年度の大学院総合満足度調査によれば，一部の学生は通学による履修に関して負担が

大きいとの回答を得ている。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜保健医療学部＞ 

ア 教育課程の評価 

科目別満足度調査，総合満足度調査を今後も継続し，その結果を教員及び学生にフ

ィードバックし，より良い授業とするための仕組みづくりについて学務委員会を中心

に検討する。OSCE は授業の一環として，引き続き改善を進めていく。 

イ チーム医療への対応 

IPEコースを学生の到達度や授業評価をもとに点検・評価し「多職種協働」を担う

人材の育成に努める。 

ウ 教育課程の円滑な実施及び継続的な評価等 

教育推進室を改組した「教育・学修センター」の機能をさらに充実させるため，教

育課程の評価及び改善，教育方法の開発及び改善，FD活動の企画及び実践，学生に対

する学修支援についての活動を活発化させる。具体的には「カリキュラム評価プロジ

ェクト」，「ラーニングコモンズプロジェクト」，「IPEプロジェクト」，「GPAプロジェク

ト」を立ち上げ，活動を展開しているところである［資料 4-31］。 

＜保健医療科学研究科＞ 

   社会人対応のカリキュラムを維持する。開講時間帯などは学生の要望等も考慮して最

適化を図りたい。講義等の内容は適時見直し，地域や時代の要請に合った内容を維持す

る。研究科目については，特に後期課程においては，臨床現場で遭遇する複数の領域に

関わる学際的課題について解決が進むことが理想である。 
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②改善すべき事項 

＜保健医療学部＞ 

ア 教育課程，教育内容の評価方法については，教育・学修センターの「教育課程評価

プロジェクト」による客観的な指標の開発や，キャリア支援センター等による卒業生

へのアンケート調査や就職先への評価アンケートなどの客観的な評価の導入を検討し

ていく。 

イ 新たに導入した IPEコースでの他大学との連携については，教育・学修センターの

「IPEプロジェクト」において，強化・促進を図って行く予定である。 

ウ 筑波大学，茨城大学農学部と単位互換制度を円滑に進めるため，学生への科目の周

知と時間割上の優遇時間等の周知を徹底する。 

＜保健医療科学研究科＞ 

放射線技術科学専攻では，必修科目の一部について e-learning system を活用した授

業を導入した。この方式により，大学院生と教員の負担がどのように軽減できるか調査

していく。有効性が確認できれば，他の専攻でも導入を検討する。 

 

４ 根拠資料 

 4-16 カリキュラムの全体像 

4-17 多職種連携教育コース（IPEコース）（既出 4-3） 

4-18 茨城県立医療大学教育・学修センター設置規程（既出 1-13） 

4-19 茨城県立医療大学における学士教育課程の全体像（既出 1-2） 

4-20 募集要項（単位互換協定に基づく特別聴講学生） 

4-21 学生便覧（履修にあたって）（既出 1-7） 

4-22 平成 25年度シラバス 

4-23 平成 25年度時間割表（保健医療学部） 

4-24 平成 25年度履修の手引き（大学院博士前期課程）  

4-25 平成 25年度大学院博士前期課程シラバス 

 4-26 平成 25年度履修の手引き（大学院博士後期課程） 

4-27 平成 25年度大学院博士後期課程シラバス 

4-28 医療系大学における学生による授業評価の推移（茨城県立医療大学紀要第 18巻）（既

出 4-9） 

4-29 授業の総合満足度調査票（既出 4-10） 

4-30 授業の総合満足度調査結果（既出 4-11）  

4-31 教育・学修センター 平成 25年度プロジェクト概要（既出 2-19） 
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第３節 教育方法  

１ 現状説明 

(1)  教育方法および学習指導は適切か。 

＜大学全体＞ 

    保健医療学部では，授業内容に応じて，座学のほか，演習や実習，さらには PBL等を

導入し，教育効果を高めている。また，大学院においては，複数指導体制の導入などに

より，研究指導の充実に努めている。 

＜保健医療学部＞ 

教育方法に関する達成目標は，①授業科目の目的や内容を事前に知ることができ，学

生が自主的に学修できること，②学生による科目別満足度調査および総合満足度調査が

実施され，その結果が教育に反映されること，③成績評価法が確立していること，④教

育能力の向上のため効果的な研修が実施されていること，である。 

ア 授業科目の単位及び授業形態 

各授業科目は 45時間の学習を必要とする内容で構成することを標準とし，これを１

単位としている。また，授業の方法に応じて，授業時間外に必要な学習等を考慮し，

必要とする授業時間数が決められている。１単位あたりの授業時間数について，講義

科目は 15時間，演習科目は 30時間，実験・実習科目は 30～45時間，臨床実習科目は

45時間であり，学生に学生便覧で周知している。 

授業形態は，講義形式の科目，演習形式の科目，実験・実習科目及び臨床実習に大

別される。専門科目では，学科ごとに学年単位でクラスを形成し，授業もクラス単位

で行っている場合が多いが，基礎科目及び専門基礎科目は，学科合同で行う授業が多

い。第２次，第３次カリキュラムでは学生の能動的な学修を推進するため，PBLが多

くの演習・実習科目に導入されていることが特徴である。 

第４次カリキュラムから新たに設置された IPEコースでは，多職種連携を学ぶため

に，TBLや他大学とのグループワークを取り入れ，より実践的な教育方法となってい

る。 

イ 履修指導と学習効果を高めるための教育システム 

履修上のガイダンスは，年度当初に４学科共通の内容（基礎コース，専門基礎コー

ス）と学科毎の内容（専門コース）の２本立てで行っている。また各学科の学務委員

及びクラス担任が，学生生活の把握のみでなく，履修状況の把握も努めており，学生

からの履修上，学修上の相談も随時受け付けている。また，平成 25年度からは，新入

生を担当するクラス担任教員の一部が新入生の履修登録や単位取得を中心とした学修

に関する学生相談を担当している（学修アドバイザー制度）［資料 4-32］。 

(ｱ) スキルラボ（シミュレーション教育実習室「IPUあいらぼ」） 

       学生が意欲と目的を持って学修に取り組めるよう，自律的な学習環境を整備し，

実践能力の向上を図るシミュレーション教育実習室の整備を進めている。平成 24年

度には講義棟１の１階にシミュレーション教育実習室を開設した。平成 25年度には

「IPUあいらぼ」の名称のもと，運用を開始した。心肺蘇生法，高齢者体験，片麻

痺患者体験，採血，導尿，骨・骨格筋標本を利用する自己学習，ベッド，車いすの

移乗などの自己学習ができるように整備されている。今後，ラーニングコモンズの
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一つとして機能強化を図っていく。 

(ｲ) 電子シラバス 

シラバスは，平成 17年度から電子化され，インターネットにより学外にも公開さ

れており，教育課程の透明性の確保の点で高い評価を得ている｡学生は学外からイン

ターネットを介してシラバスの閲覧，検索が可能である［資料 4-33］。 

(ｳ) 実習書・演習書 

演習科目や実習･実験科目については，実習書・演習書が科目責任者を中心に担当

教員によって作成され，履修する学生に配布されている。概要や到達目標・レベル

を学生に周知するとともに，実習・演習時のマニュアルとしても用いられている｡

実習書は，全学的なガイドラインに準拠して作成している。 

学務委員会ではこの実習書・演習書の内容を精査して，教育用消耗品費の配分の

根拠としており，実習書・演習書が作成されていない授業科目については教育用消

耗品費を配分しない方針である［資料 4-34］。 

(ｴ) OSCE（客観的臨床技能評価） 

臨床実習前に，知識・技能の到達度を測るために全ての学科で平成 14年度以降

OSCEを実施している。評価者は教員のみならず，臨床実習先の病院の専門職が担当

する場合もある。加えて，先輩が模擬患者役を担当する学科もあり，OSCEを受ける

学生にもスタッフとして参加する学生にも教育効果が高い。また，各学科の教員以

外も見学でき，評価の透明性が確保されている。 

(ｵ) 教育メディア 

講義棟の各教室には，開学当初の平成７年度に全教室に書画カメラや VTRの映写

が可能な視聴覚機器が設置されているが，現状はパソコン（PC）とプロジェクター

によるプレゼンテーション式の授業形態が主流であり，これらの老朽化したシステ

ムはあまり活用されていないのが現状である。プロジェクターを常設している教室

は一部に限られている。 

一方，情報処理実習室やマルチメディア Language Laboratory（LL）室の情報機

器はリース方式によって，５年ごとに機器は更新され，常に最新のコンピュータ環

境が維持されている。また，情報処理実習室，マルチメディア LL室及び附属図書館

の CAI／AVコーナーには学生が自由に使用できる PCが整備されている。 

 

［基礎科目］ 

基礎科目では，それぞれの科目で授業内容が大きく異なるため，授業方法は多様で

ある。 

(ｱ)  基礎科学コースでは，教員が授業に使用する図表や配布資料を大学の Webページ

に授業前に掲示し，それを学生がダウンロードすることで予習・復習に利用できる

ようにしている。また，必要に応じて視聴覚資料（ビデオ，DVD）を活用し，動画に

よって学生の理解度を上げている。パソコンを使用する情報処理，統計関係の演習

では，毎回，課題提出を義務付けることで，一定のパソコン利用のスキルが身に付

くようにしている。 

(ｲ)  人間形成コースでは，学科横断的に少人数のグループに分け，医療問題に対する
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ディスカッションを行うことで，それぞれの職種を志望する学生特有の考えを相互

に理解し，将来のチーム医療の基礎を形成できるようにしている。ディスカッショ

ンの内容は，学生の変化，時代の要請に応じて教育の場での適切性を考慮して選定

している。 

［専門基礎科目］ 

(ｱ) 自己学修のための環境整備として，学内 Webでの授業前後の資料配布や予習レポ

ートの提出など，学生と教員との双方向の交流に基づく授業作成に努めている。 

(ｲ)  専門基礎科目は複数学科が合同で行う場合が多く，医療・医学の最新知見を織り

込みながら医療現場での多職種協働の実践につながる学科横断的な授業展開を行っ

ている。 

(ｳ)  一部の科目（人体の構造と機能，病原微生物と免疫など）については講義で得ら

れた知識を実験実習により定着・発展させている。 

    ［専門科目］ 

（看護学科） 

看護学科では，専門科目においては第４次カリキュラムの基本構成を講義科目・演

習科目・実習科目で一まとまりとしている。講義科目では，講義形式や小グループに

よる学習形式で授業を行っている。演習科目では，看護の基本的手技を学修するもの

や対人関係を基盤として行われる看護実践における技術や態度を学修する内容がある。

これらの学修には，主として PBLに基づいた教育方法を取り入れ，事前課題を提示し

て，限られた時間の演習で効果的に成果が上がるために，学生の主体的な学修活動を

基盤とした教育方法を用いている。 

      実際の看護活動に触れることは，学生の学修への大きな動機付けとなるため，学内

の講義演習と付属病院や近隣の医療施設における臨地での学修を配置し，実施してい

る。 

（理学療法学科） 

多くの専門科目で PBLを用いたチュートリアル教育の手法を導入した授業方法を展

開している。教員から学修目標，コンテンツを提示し，学生はそれを基に自己学習を

行う事で，知識の習得のみならず主体的な学修姿勢を獲得する事を目指している。更

に，自己学習で得た知識をグループ学習により他学生と共有する活動を通じて，コミ

ュニケーションスキル，連携したチーム活動のスキルを身につけて行く。 

また，付属病院の教育的な活用として，臨床実習の他に学内授業で行われる実習や,

「理学療法研究」における病院の利用が行われている。 

（作業療法学科） 

各コースにおいて，国家試験出題基準を講義，講義・演習，演習，実習科目の教育

目標に，取り入れている。また，学修指導については科目責任者の他に，学年担任も，

課題や問題等に対して迅速に検討できる体制を整備している。また，PBLを用いた演

習（専門科目における治療・介入法など）を行うなど問題解決型の取り組みも授業に

組み込まれ，自己学修の促進を図っている。 

（放射線技術科学科） 

医療現場で使用される様々な放射線関連機器を安全に取り扱い，適切な医療情報の
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提供や治療に当たるための基礎と応用能力を有する診療放射線技師を育成するために，

講義科目と演習科目について教員が学修課題を提示し，学生の自主的学修時間の増大

を図っている。また，理工学基礎から臨床応用までの実践的知識と技術を高めるため

に学内の実験・実習設備を効果的に活用すると共に，付属病院を活用した教員の研究

とも学生が密接に関われるような配慮をして，教育効果を高める工夫をしている。 

＜保健医療科学研究科＞ 

ア 履修指導と教育効果を高めるための教育システム 

      保健医療分野の要請に応える高度職業人養成のために，基礎的理論とその臨床応用

に至る総合的な教育・研究を推し進めることに努めている。臨床の現場でそれぞれの

専門領域の臨床経験を持つ学生が多く入学し，臨床経験を通して専門分野の研究を進

めることを推奨している。履修科目選択に当たっては，主に研究指導教員が助言する

一言で研究課題の推進に適した科目履修が行われる。 

イ 授業形態 

      学生は，希望した専門領域に配属される。履修科目には講義科目と演習科目があり，

CNSコースではこれに実習が加わる。博士前期課程の共通科目では，３専攻の学生が

履修する。専門科目の多くは少人数制講義であることから，高度医療専門職を意識し

た教育が行われている。博士後期課程の科目は領域を問わず履修できる。学位論文の

作成では，研究指導教員と学生が十分に議論する機会があり，学生の能力や個性に合

わせた指導が行われている。 

また，博士前期課程放射線技術科学専攻では，医学物理コースの一部科目において，

インターネット上に公開された講義ビデオを視聴して受講・単位取得する e-learning

を導入し，授業の一部で活用している。 

  ウ 自主的学修法の支援 

    少人数制講義では，学生はより自主的な修学姿勢が求められる。学修を支える教育

資源（図書館等）は，充実しており，図書館は夜間も利用できる。臨床現場等で経験

する課題の解決を目指す学生に対して，研究指導教員や科目責任者等が学修方法に助

言を与えることで自主的学修推進を支援している。 

エ 単位互換・既修得単位の認定 

    他の大学院との協議に基づく単位互換制度を検討していく。なお，本大学院以外で

修得した単位については，大学院研究科委員会の審査を経て，10単位を上限に認定が

可能である。 

オ 研究指導，学位論文作成指導 

課程毎に編集された「履修の手引き」の研究スケジュール［資料 4-35］に沿った指

導を行っている。研究指導教員に加えて，博士前期課程では論文指導教員１名，博士

後期課程では副指導教員１名を配置し，研究指導と学位論文作成指導の充実を図って

いる。研究テーマの変更や指導教員の変更については，学生の希望や不利益などを考

慮し対応している。 

また，指導教員以外の教員からの指導や，他の学生とのディスカッションによる教

育効果及びプレゼンテーション能力の向上を図るため，毎月１回のリサーチカンファ

レンスを実施している。 
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  カ 編入学生・社会人・留学生・帰国子女への配慮 

    博士後期課程では，社会人選抜制度を導入し，病院等の臨床の現場で活躍している

社会人，生涯学習を指向する社会人に対して門戸を開いている。国際交流の必要性も

認識されており，今後，海外の大学との学術交流を進めていきたいと考えている。な

お，現在まで，留学生の受け入れはない。平成 22年度から，社会人対応の授業形態（夜

間等開講）を採用している。 

 

(2)  シラバスに基づいて授業が展開されているか。 

＜大学全体＞ 

  全ての授業科目に，授業の内容・計画，教育目標，行動目標等を明示したシラバスを作

成し，それに基づき授業を実施している。また，毎学期末に実施する科目満足度調査（保

健医療学部）において，シラバスに基づく授業が展開されていることを確認している。 

  さらに，教員評価における教員評価シートでは，学部・大学院ともに授業展開の項にお

いて，シラバスに沿った授業展開も含め当該年度の授業について自己評価する様式とし，

毎年度教員自身が授業展開を振り返る機会となっている。 

＜保健医療学部＞ 

すべての授業科目についてシラバスが作成されており，その内容は電子シラバスとし

て学内外に公開されている［資料 4-33］。シラバスは教育目標およびカリキュラムポリ

シーに基づいて作成されており，毎年科目担当教員により授業内容・方法との整合性が

検討されて，編集がなされている。シラバスには，授業概要，教育目標，行動目標，授

業計画として回毎に，時間，授業内容，担当教員，授業形態，さらには評価方法，教科

書，参考書，担当教員のコメントを明示し，授業に関する情報が学生・教員間で共有さ

れるとともに，学生が授業前に予習できるように配慮されている。 

シラバスの内容のチェックには，正副２名のコースコーディネーター［資料 4-36］が

大きな役割を果たしている。コーディネーターは，コース内の科目のシラバスの記載内

容を確認し，科目間の重複や，記載不備などで疑義がある場合は，科目責任者に対して

内容を確認，協議し，結果を学務委員会に報告する。また，学務委員によっても，それ

ぞれの学科・センターが担当する科目のシラバスが検討され，最終的に学務委員会で承

認された内容が公開されている。 

毎学期末に実施される科目満足度調査では「シラバスに基づく授業が展開されている

か」という質問項目があり，概ねシラバスに基づいた講義が行われているとの結果を得

ている［資料 4-37］。 

＜保健医療科学研究科＞ 

   博士前期課程・後期課程ともにシラバスを編集し，授業概要，教育目標，授業計画，

参考書，成績評価基準等を明記しており，その内容は電子シラバスとして学外へも講評

している［資料 4-38］。授業計画では，講義等の内容と担当教員を明示している。授業

科目や研究指導については，シラバスに沿うものとしている。 

 

 (3)  成績評価と単位認定は適切に行われているか。 

 ＜大学全体＞ 
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   履修規程及びシラバスに明記された評価方法・基準に基づき成績評価及び単位認定を

行い，最終的には，教授会（保健医療学部）又は研究科委員会（保健医療科学研究科）

で認定される。 

＜保健医療学部＞ 

保健医療学部では，科目毎のシラバスに明記された評価方法，評価基準を用いて厳格

な成績評価を行っている。具体的には，授業科目の科目責任者は，評価項目ごとの素点

とその重み付けを Excel形式のファイルとして現教育・学修センターに提出する。教育・

学修センターでは，素点を合算して 100点満点の評点に変換し，学務委員会での成績判

定資料とする。学務委員会で認定された評点は，A（100-80点），B（79-70点），C（69-60

点），D（59点以下）の成績評価に変換され，科目責任者により学務システムに入力され

る。このプロセスにより，成績評価の客観性と透明性を保っていることが本学の大きな

特徴である。 

医療専門職の養成課程は，知識・技能ともに修得の課程を客観的に把握することが重

要であるため，平成 25年度から GPA制度［資料 4-39］を取り入れ，厳格な成績判定を

実施している。GPA 活用により，学生の学修に対する努力の成果を具体的に反映でき，

計画的な履修による効果的な学修支援，個人の成績の位置づけの把握が可能になった。

GPA制度は，教育・学修センターのプロジェクトとして位置づけ，評価・検証を行って

いる。 

平成 24年度までも成績が素点により管理されているため，平成 25年度に導入した GPA

制度もスムーズに組み入れることができた。以上の厳格な成績判定に基づいて，学務委

員会において各科目の単位認定がなされている。なお，他大学よりの編入生，および他

大学既卒の新入生を対象とする既修得単位の認定は，当該する科目の科目責任者及び当

該学科の担当教員により検討され，最終的には学務委員会で認定される。 

学期末試験に関しては，試験終了後，事務局教務課窓口で試験問題及び模範解答を開

示し，学生からの質問やクレームにも対応している。 

＜保健医療科学研究科＞ 

   初回の講義で学生に明示すべき評価方法や評価基準を提示ている。成績評価は明示し

た基準に沿って行い，教育・学修センター（大学院担当）で評価基準に沿って学生の得

点を算出することによりチェック機能を果たしている。単位認定については，大学院研

究科委員会で科目名と成績を審議後，承認している。    

また，平成 25年から GPA制度を導入し，総合的な成績評価に努めている。 

 

(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。 

＜大学全体＞ 

  学生の満足度調査や学長と学生の教育に関する懇談会等を実施するとともに，FD研修

会の定期的に開催等により，教育成果の検証及び教育内容・方法の改善等に努めている。 

＜保健医療学部＞ 

ア 教育成果の定期的・組織的な検証 

教育成果の定期的かつ組織的な検証は学務委員会が中心となって行われている。具
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体的には学務委員会の下部組織の「教育・学修センター」及び「FD企画運営部会」［資

料 4-40］が担当している。 

イ 学生に対する満足度調査  

教育・学修センターでは学期毎に実施する「科目別満足度調査」と卒業時の「総合

満足度調査」を毎年度実施している。その結果と自由記載コメントは各科目の科目責

任者に通知され，適切にフィードバックされるシステムを構築しており，良好に機能

している。 

ウ 学長と学生の教育に関する懇談会 

年に 1回，「学長と学生の教育に関する懇談会」［資料 4-41］が設けられ，学長（学

務委員長），副学務委員長と各学年・各学科の学生の代表者が直接率直な意見交換をす

る場が持たれている。これまでもカリキュラムの構成から講義室の設備に至る様々な

意見・要望が学生から提案され，継続的な教育改善の基礎資料となっている。 

エ 全学 FD活動 

本学では早くから FD活動に取組んでおり，平成 13年度に第１回の全学 FD研修会を

開催している。平成 19年度には新たに FD 企画運営部会を学務委員会の下に設置し，

全学を挙げての組織的な FD活動を展開させている。更に，平成 20年度からは FD通信

の発行［資料 4-42］などを通じて日常的な FD活動にも注力するとともに，「FDネット

ワークつばさ」に加盟し他大学との連携も深めている。 

オ IPUミーティング 

平成 24年度から，比較的少人数の参加者で特定のテーマについて検討するミニ FD

研修会を年に複数回開催している。学年暦に組み込んで全員出席を義務付けている全

学 FD研修会では，高等教育における最新動向を知識として吸収することを主たる目的

としているため，比較的大きな概念をテーマにしている。一方，IPU ミーティングで

は，教員個々の多様な研修ニーズや新たに生じてくる FD課題に対し，時宜に適うオン

デマンドな対応を実現させるため，自由な形態で取り組んでいる。 

カ 教員による公開授業の見学と検討会 

FD企画運営部会により平成 20年度から開始された教員による公開授業の見学と，

見学後に実施される授業検討会は，見学する教員，見学を受ける教員双方にとって授

業スキルの向上に役立っている［資料：4-42］。 

＜保健医療科学研究科＞ 

毎年度末に集計する大学院生へのアンケート調査「大学院総合満足度調査」［資料 4-43］

において，当該年度の授業科目等の運営状況を確認している。調査結果は，教育研究部

会や教育・学修センター（大学院）において評価し，教育内容等の改善の基礎資料とし

て活用している。 

また，毎年度，大学院生と研究科長との懇談会［資料 4-44］を開催し，学修・研究上

の課題について，率直な意見を聞き，その解決及び大学院教育の質の向上等に活かして

いる。 

ア 教育効果の測定と学位審査 

      授業では，学生による課題発表や論文講読などの輪講において教育・研究指導の効

果を測定し，その結果を毎回授業にフィードバックさせている。教育効果についての
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共通的な測定の場として，特別研究の発表会が実施される。さらに博士後期課程にお

いては，特別研究の進捗状況について中間審査の場で教育効果の測定を行う。中間審

査には，学外審査員を含めている。修士・博士論文についての教育効果の測定は，概

ね良好に機能していると考えられるが，授業科目・演習科目の教育効果の測定は，個々

の教員に任されているのが現状である。今後は，到達度目標を設定した評価を行うこ

とが望まれる。平成 20年度から，大学院授業や研究環境等に関する調査を開始し，教

育効果の測定や改善項目を見出す努力をしている。 

     次表（表 4-1）に修了者の進路状況について示す。 

表 4-1 平成 14 年度～平成 24 年度本学大学院修了者の就職機関等  （単位：名）                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※卒業時点での進路（非常勤，嘱託助手はその他に計上） 

イ 教員の教育力の向上 

      平成 19年度から，大学院 FDの実施が義務化され，本学大学院においても，大学院

FD企画運営部会［資料 4-45］を置き，年１回の大学院 FD研修会が実施されている。

第７回（平成 24年 10月 29日）は，大学院研究科長による大学院運営の課題や FD実

施趣旨の説明及び「理学療法の対象と方法，そして理学療法学の発展」をテーマとし

た研修会を実施した。本 FD研修会には，学内教員の 79人が出席し，本学大学院生２

名の聴講者があった。 

ウ 授業改善のための調査の実施 

      平成 20年度から授業改善のための大学院生へのアンケート調査（大学院総合満足度

調査）を実施している。各授業単位では履修者が非常に少なく，回答者が特定される

ことを避けるため，課程・学年ごとに全授業を通しての調査票形式で調査を実施した。

データの解析は教育・学修センター（大学院）が行っている。平成 21年度以降は，総

合満足度調査として，研究環境，教員の指導体制，学生生活，学生自身の自己評価，

就労の影響及び自由意見記述等を含む内容を充実させ，大学院教育研究全般について

意見を収集できる書式とした。今後も調査方法や内容について検討を続けていく必要

がある。 

 

２．点検・評価 

●基準４（３）の充足状況 

   学部教育において，各科目は教育内容を踏まえて座学だけではなく演習・実習，PBL，

OSCEなど適切な方法を採用している。加えて，能動的学修を促進するためのスキルラボ

領 域 看護学 

 

理学 

療法学 

作業 

療法学 

放射線 

技術科学 

保健 

医療科学 

合計 

 

教員（本学） 14(4) ２(0) １(0) ０(0) １(0) 18(4) 

国公立医療機関・老健 ４ ８ １ 14 ０ 27 

民間医療機関・老健 10 17 11 ８ ０ 46 

地方自治体 ３ ０ ０ １ ０ ４ 

進学 １ ６ ０ ６ ０ 13 

その他 10 ５ ３ ７  ０ 25 

合計 42 38 16 36 １ 133 
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を整備し活用している。また，授業の目的，授業内容，行動目標及び評価方法等を明示

したシラバスを作成し，コースコーディネーター等による調整がなされ，これに基づき

授業，成績評価が行われている。大学院教育においては，学部同様，教育内容を踏まえ

た講義，演習などの教育方法を採用し，研究においては複数の指導教員に指導をうける

ことでより学際的な研究が推進できるようになっている。大学全体として教育方法等の

改善を図るため FD 企画運営部会等を中心に学生の満足度調査や教員の FD活動が行われ

ており，同基準を概ね充足している。 

①効果が上がっている事項 

＜保健医療学部＞ 

ア 現在の教育方法は，学生に対し各学期末に実施されている授業別満足度調査及び卒

業時に行われる総合満足度調査において概ね良好な評価を得ている。 

イ 現在運用中の第３次カリキュラムでは学生の能動的な学修を推進すべく，従来の座

学に加えて PBLが全ての学科で多くの演習・実習科目に導入されており，高い教育効

果を発揮している。これらの科目は学生の授業別満足度調査でも高い評価を得ている。 

ウ スキルラボをシミュレーション教育実習室として整備し，自主学習の場として平成

24年から活用を開始している。 

エ 複数の授業科目をまとめたコースとそれを調整するコースコーディネーター制度は

良好に機能しており，バランスのとれた履修が行えるようになっている。 

また，コースコーディネーターは担当コースのシラバスについて，コース内科目の

整合性，内容の重複の有無について検討し，問題がある場合は科目担当教員とチェッ

クシートを用いて対応し，問題解決を図っている。 

オ 学科単位で構成されているクラス（40〜50人）にはそれぞれ正副３名のクラス担任

が配置されており，履修指導や学修上の相談を受ける万全の体制が整っている。その

結果，高い国家試験合格率を維持している［資料 4-46］。また，平成 25年度から正副

担任の一部が学修アドバイザーとなり，新入生を対象に履修指導や学修上の相談を受

け，より的確な指導ができる体制を整備した。 

カ OSCEの全学的な取り組みや医療総括演習などの総合科目は医療専門職業人にふさわ

しい人材の育成に大きく役立っている。また，全学科で開講している４年次の研究科

目（看護研究，理学療法研究，作業療法研究，放射線技術科学研究）や医療総括演習

などは，それまで学修してきた知識・技術を統合できる科目となっており，学生の視

野を広め問題解決能力の向上に寄与している。 

  さらに 基礎科目についても，座学だけではなく演習・実習科目を適切に配置する

ことにより専門基礎科目，専門科目へ発展させうる教育が可能となっている。加えて，

異なる学科の学生同士のコミュニケーションを活発化させるような科目群など，将来

のチーム医療を見据えた科目を適切に開設している。 

キ 医療系大学でありながら付属病院を有しているため，病院見学や臨床実習などで有

効活用されている。加えて，専門基礎科目の一部では病院教員による授業もあり，臨

床から得られた医療・医学の最新知見を取り入れ充実した授業内容となっている。 

ク 成績評価と単位認定を厳正に行うために，平成 25年度から GPA制度を導入した。 

ケ 授業開始前に配布するレジメやテキスト，資料集は学生の自主学習に活用されてい
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る。また，その配布方法として学内グループウェアを利用し，教育・学修センターが

開設する電子会議室システムが活用されている。 

 ＜保健医療科学研究科＞ 

ア シラバスを充実させるとともに，その記述に沿った授業展開，成績評価が行われて

おり，総合満足度調査においても確認している。 

イ 指導教員（論文指導教員や副指導教員を含む。）による研究指導では，総合満足度調 

査の「特別研究，実習・課題研究の指導」に係る設問において，良好な結果（前期課

程：回答者 14名全員が適切又はほぼ適切との回答，博士後期課程：回答者 11名中 10

名が適切又はほぼ適切との回答）を得ており，研究指導は適切と考えられる。 

ウ 各科目責任者が成績評価基準を明示し，教育・学修センター（大学院）により厳格

な成績管理が行われることで，学修到達度の確認が行われている。 

   エ 年に一度の大学院総合満足度調査を教育評価の一部に位置づけ，授業，学習，研究

環境に関する意識調査を実施することで，教育方法，研究指導，学修環境の改善を実

施している。 

     また，大学院生と研究科長との懇談会を開催し，学習・研究を進める上での差し迫

った課題についての解決を図っている。  

オ 社会人対応の運営として，授業を平成 22 年度より主に夕方・夜間の開講としたこと

で，県内の医療機関等に勤務する医療職の学生が，高度医療専門職を目指して入学す

る例が増えている。 

 

②改善すべき事項 

＜保健医療学部＞ 

ア 本学の教育目標である「自発性」として能動的学習と修練を挙げているが，授業満

足度調査でも自主学習時間が少ないのが現状である。 

イ 開学時に各種機器・備品等を整備し学修効果を上げてきたところであるが，年数が

経過した機器等も多く，更新等が必要である。 

＜保健医療科学研究科＞ 

ア 大学院生の声を直接聞くことができる大学院総合満足度調査の回収率のさらなる向

上が必要である。 

イ 大学院 FD研修会のテーマについては，多様な展開を求める必要がある。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜保健医療学部＞ 

ア 現在の教育課程は，学生の満足度調査において良好な評価を得ているため，基本的

にはこれを継続する。今後，教育方法の評価にさらに客観性を持たせるため，卒業生

からの評価，就職先からの評価などを充実させる。 

イ PBLが多くの演習・実習科目に導入され，学生の満足度調査でも高い評価を得てい

る。今後も実情に合わせた講義形態の柔軟な対応により，教育効果を向上させる。 

ウ シミュレーション教育実習室（IPUあいらぼ）の本格的な運用が平成 25年度から開
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始された。現在は一部の演習や講義での使用が主であり，自主学習としての活用は少

ないが，学生の活用はもちろんのこと，付属病院職員の利用や，卒業生，地域の医療

従事者や保健・福祉・介護従事者へ活用も計画している。 

エ 相互に関連する領域の複数の授業科目をまとめたコースとそれを調整するコースコ

ーディネーター制度は良好に機能しており，これを継続する。 

オ クラス担任制により履修指導や学修・生活上の相談を受ける体制が整っているが，

新たに導入された学修アドバイザーを活用し，新入生に対するきめ細やかな対応を図

る。 

カ OSCEや医療総括演習などの総合科目は医療専門職業の育成に大きく役立っているた

め継続する。さらに，OSCEの評価者のスキルの一定レベルの維持，OSCEに必須な模擬

患者の確保と育成を進める予定である。 

キ 現在も付属病院は病院見学や臨床実習などで有効に利用されているが，今後は初年

次教育を含めより一層の活用を図る。 

ク GPA制度は導入した直後であるため，GPAを算定することにより得られる効果につい

ては，教育・学修センターが中心となり，GPAプロジェクトとして，引き続き検討し

ていく。 

ケ 授業開始前に配布するレジメやテキスト，資料集は，学内 webや教育・学修センタ

ーを介して配布されているが，学内 webのよりいっそうの活用により関係する授業間

の連携を推進したい。 

 

＜保健医療科学研究科＞ 

ア シラバスの充実とその記述に沿った授業展開，成績評価 

    保健医療を取り巻く環境を考慮したか科目内容の展開に努め，毎年の見直しにより

時代の要請に合った科目展開を図る。 

イ 指導教員（論文指導教員や副指導教員を含む。）による研究指導 

    担当教員数をさらに増やすとともに，補助指導の在り方に関する説明会や研修等を

実施する。 

ウ 教育・学修センター（大学院担当）による成績評価基準の明示や成績管理 

    担当者の実務研修や他大学院の調査を通して，制度の充実を図る。 

エ 教育評価システムである大学院総合満足度調査の継続と調査内容の精査を行う。 

オ 社会人対応の科目運営（主に夕方・夜間の開講） 

    夕方・夜間等の開講については，大学院総合満足度調査の結果によれば，現状の運

営を支持する意見が多い。ただし，開講時間に対する改善意見もあることから柔軟な

対応も検討し，制度のさらなる定着を図りたい。 

 

②改善すべき事項 

＜保健医療学部＞ 

  ア 自主学習時間を増加させ，学生の能動的な学修を推進するために，教育・学修セン

ターで「アクティブラーニングプロジェクト」を立ち上げ，ラーニングコモンズとし

て，自主学習の環境の確保や無線 LANの整備などを進めていく。なお，OSCEを映像ア
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ーカイブとして残し，学生が任意の時間にその映像を閲覧することで，自らの行為を

振り返る学修が行える環境の整備なども検討していく。 

イ 財源の確保に努めつつ，機器等の計画的な更新に努めていく。 

 ＜保健医療科学研究科＞ 

ア 大学院総合満足度調査の回収率のさらなる向上 

     「大学院生と研究科長の懇談会」等を通して調査の趣旨を十分説明し，さらなる協力

が得られるようにする。 

イ 大学院 FDの研修テーマの検討等 

大学院教員へのアンケート調査内容を精査し FD活動に反映させ，多様な展開が図れ

るようにする。 

 

４ 根拠資料 

4-32  学修アドバイザーの配置について 

4-33  大学ホームページ（保健医療学部電子シラバス） 

URL：http://www2.ipu.ac.jp/syllabus/ 

4-34 実習書作成及び実習経費に関するガイドライン 

4-35  研究指導スケジュール 

4-36 コースコーディネーターについて（「茨城県立医療大学教員ハンドブック(授業編)」

抜粋）（既出 4-14） 

4-37 医療系大学における学生による授業評価の推移（茨城県立医療大学紀要第 18巻）（既

出 4-9） 

4-38  大学ホームページ（大学院シラバス） 

博士前期課程 http://www.ipu.ac.jp/article/14150858.html 

    博士後期課程 http://www.ipu.ac.jp/article/14150868.html 

4-39 学生便覧（履修案内－GPA制度） 

4-40  茨城県立医療大学 FD企画運営部会規程 

4-41  平成 24年度「学長と学生の教育に関する懇談会」次第（既出 4-12） 

4-42 FD通信（第 11号～第 20号）（既出 3-11） 

4-43 平成 24年度大学院総合満足度調査票（既出 1-19） 

4-44 平成 24年度「大学院生と研究科長との懇談会」次第（既出 1-17） 

4-45 茨城県立医療大学大学院 FD企画運営部会設置要項 

 4-46 国家試験合格率の推移 

  

http://www2.ipu.ac.jp/syllabus/
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第４節 成果 

１ 現状説明 

(1) 教育目標に沿った成果が上がっているか。 

＜大学全体＞ 

  保健医療学部，保健医療科学研究科とともに，学生の満足度調査等において概ね良い

評価を得ている。また，学生の就職状況等からも教育目標に沿った成果が上がっている

ものと考えられる。 

＜保健医療学部＞ 

    学生の満足度調査は，毎学期末の科目別満足度調査及び卒業時の総合満足度調査を実

施しており，概ね良好な評価を得ている。 

本学のような医療系の大学では，医療専門職として働くために必須な国家試験の合格

率が学修成果の一指標となりうる。保健医療学部卒業生の各国家試験合格率は開学以来

の平均が 90％を超えており，教育目標に沿った十分な成果が得られている［資料 4-47］。 

また，優秀な医療専門職の育成という観点からは，開学以来就職希望者の就職率 100％

を堅持していることは，成果を維持・継続していることを示す有力な指標と考えられる。 

＜保健医療科学研究科＞ 

学生は，本研究科を修了後，教員，医療専門職として就職するものが殆どであり，大

学院の設置目的に合致しているものと考えられる。 

   大学院総合満足度調査において，学生の科目履修や研究推進に関する自己評価が記述

されているが，特に研究科目における取組の程度が良く評価されている。また，TA制度

の導入により医療系教育者の育成が充実した。なお，就職先における修了生の評価はま

だ実施していないため，今後の検討課題と考えられる。 

   

(2)  学位授与（卒業，修了認定）は適切に行われているか。 

＜大学全体＞ 

  学位授与の基準等は関係規程等に定め，学生便覧や履修の手引き等で学生に示してい

る。また，保健医療学部の卒業判定は学務委員会を経て教授会において，保健医療科学

研究科の修了認定は，主査・副査・審査員による学位審査を経て研究科委員会において

審議され，適切に行われている。 

＜保健医療学部＞ 

成績評価基準及び卒業要件単位数については，履修規程［資料 4-48］に明記されてお

り，学生便覧にも掲載している。また，シラバスに各科目の成績評価の枠組みを明示し

ている。 

学位授与に必要な成績認定は，通常の成績認定と同様に，各科目責任者から素点をベ

ースとした成績資料が提出され，学務委員会にて成績の認定を行なった後，卒業要件単

位数を満たしているかを検討する。検討結果は教授会で審議され，承認を得ている。 

＜保健医療科学研究科＞ 

学位授与の要件・基準は，履修規程や論文審査等に係る規程に厳格に設定され，それ

に基づいて評価が行われている［資料 4-49，資料 4-50，資料 4-51］。修了認定について

は，年２回（上期と下期）の審査の機会を設けている。大学院リサーチカンファレンス
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（前期課程・後期課程）や中間審査（後期課程）において研究成果の一部を発表し，こ

れを経た後に学位審査を受ける。学位審査員は，主査・副査・審査員で構成され，当該

学生の研究指導教員は審査の合否には関わらないシステムである。また，博士後期課程

では，外部審査員１名以上を含むメンバーで構成される。審査項目は，研究の独自性，

論理性，研究方法の妥当性，成果の信頼性，表現力，専門領域への関連性，倫理的配慮

等について４段階評価（ＡＢＣＤ）で実施する。不合格（Ｄ）項目が含まれないことが

審査通過の条件となる。最終試験は成果発表（口頭発表）と審査に分けるが，前者は，

本学ホームページ等に開催日程を明記し，公開方式で行っている。主査からの審査結果

説明に対して，研究科委員会で最終審議を行う。審査の基準は，毎年度のガイダンスに

おいて教育研究部会長から大学院生に説明するとともに，大学院生に配付する履修の手

引きにも審査基準を明記している。 

    また，平成 25年から GPA制度を導入し，総合的な成績評価に努めている。 

 

２ 点検・評価 

●基準４（４）の充足状況 

   保健医療学部においては，高い国家試験合格率や就職率等から理念・目的に掲げる人

材育成がなされているとともに，ディプロマポリシーに沿った学位授与が行われている

と考えられる。また，保健医療科学研究科においては，学位審査の透明性の確保や TA制

度の活用による大学院生の教育力の修得などにより，理念・目的に掲げる人材育成がな

されていると考える。これらのことから，同基準を概ね充足している。 

一方で，より成果を高めるため，卒業生の就職先からの客観的な評価などをフィード

バックする体制を作ることが今後の課題である。 

①効果が上がっている事項 

＜保健医療学部＞ 

開学以来の卒業生の国家試験合格率は，平成 24年度現在で，看護師 97.7％，理学療

法士 97.8％，作業療法士 97.2％，診療放射線技師 94.7％となっている。また，就職希

望者の就職率 100％を堅持しており，卒業生の県内定着率は概ね 50％台を維持している。 

本学教員は，臨床実習等のため保健医療福祉施設等を訪問する機会が多く，適宜，卒

業生の評価について意見交換している。また，平成 24年度に，主な就職先へのアンケー

トを行った結果，本学卒業生の評価は概ね良好であり，教育目標に沿った成果を上げて

いると考えられる。 

学位授与については，履修規程等に基づいて適切に行われている。また，素点管理シ

ステムに基づき，学務委員会により卒業認定が行われるため，成績の透明性と公平性は

厳密に保証されている。 

＜保健医療科学研究科＞ 

ア 大学院総合満足度調査の自由記載によれば，毎年度の学生の目標到達度の自己評価

が十分になされている。 

  イ 学位審査（最終試験）の口頭発表の公開により審査の透明性を高めている。 

  ウ TA制度が円滑に運用され，大学院生自らの教育力を高めることに繋がっている。 

  エ 博士後期課程において，最初の学位審査を実施し，修了生を輩出した。 
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②改善すべき事項 

＜保健医療学部＞ 

ア 卒業生による大学教育の振り返り 

学生による卒業時の自己評価は，一部，総合満足度調査の調査項目となっているが，

就職後の自己評価調査を含め，大学としての教育効果をチェックする取組みをさらに

充実させる。 

イ 就職先からの大学教育に関するフィードバック 

卒業生が就職した職場からの卒業生評価をフィードバックする体制を構築し，地域

で活躍できる専門職を育成するという本学の教育目標の更なる実現を目指す。 

＜保健医療科学研究科＞ 

ア 就職先における修了生の活動状況や評価を把握する必要がある。 

イ 働きながら学ぶ学生においては，限られた時間で十分な成果を上げる必要があるこ

とから，体調を崩す場合が認められる。研究指導における時間的な配慮や指導スケジ

ュールの管理を十分に行う必要がある。 

ウ 複数指導体制による大学院生への適切な支援を推進し，高度医療専門職の養成に努

める。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜保健医療学部＞ 

今後も不断の教育改革に取り組み，国家試験合格率の更なる向上のためにも組織的な

学修支援を進める。 

学生の希望どおりの就職を支援するため，各就職先施設との密な連絡体制とフィード

バックが必要であり，平成 24年度にはキャリア支援センターを立ち上げた。本学は，実

習科目を設定しており，教員による保健医療福祉施設訪問の機会も多い。こうした利点

を活かし各就職先との連携体制の整備とそのフィードバック機能を充実させる。 

＜保健医療科学研究科＞ 

ア 大学院総合満足度調査は全数調査ではないので，就学に関する項目については課程

学生全員を対象に調査できるとなお良い。 

イ 審査の公開については継続して実施する。開催日の周知方法は学内掲示，大学ホー

ムページに掲示し，発表内容の概要を合わせて記載するなどの工夫も検討する。 

ウ TA機会の拡充と指導計画の充実を進める。TA 機会の拡充において，有職者の場合，

昼間開講される学士課程の講義を担当することは難しいが，職場との調整を進め，教

育者としての素養を伸ばす方策を検討する。 

エ 複数指導体制による大学院生への適切な支援を推進し，高度医療専門職の養成に努

める。 

②改善すべき事項 

＜保健医療学部＞ 

ア 卒業生による大学教育の振り返り 
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卒業時の自己評価として，総合満足度調査を継続することに加えて，卒業生の就職

後の自己評価調査や就職先の異動状況の把握を行うことで，大学教育の効果を評価し，

今後の教育にフィードバックする体制づくりを開始する予定である。そのために，同

窓会活動を強化し卒業生との連絡を密にすることを予定している。 

イ 就職先からの大学教育に関するフィードバック 

医療現場で求める人材像をより明確にするため，「キャリア支援センター」を活用し

て就職先と連携し，就職した職場からの卒業生評価を本学の教育にフィードバックす

る予定である。就職先の評価を組織的に収集することは県内定着率を向上させるため

にも必要である。 

＜保健医療科学研究科＞ 

ア 就職先における修了生の評価は把握していないので，今後対象や把握方法の検討を

進める必要がある。 

  イ 特に博士前期課程における履修期間に無理が生じる場合があるので，博士後期課程

同様の長期履修制度の導入検討を進める。 

  

４ 根拠資料 

4-47 国家試験合格率の推移（既出 4-46） 

4-48  茨城県立医療大学履修規程 

4-49  茨城県立医療大学大学院履修規程 

4-50  茨城県立医療大学大学院修士論文及び課題研究論文の審査並びに最終試験に関する

規程 

4-51  茨城県立医療大学大学院博士論文の審査並びに最終試験に関する規程 
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第５章 学生の受け入れ 

１ 現状説明 

(1)  学生の受け入れ方針を明示しているか。 

＜大学全体＞ 

   本学は，保健医療学部及び大学院保健医療科学研究科それぞれにアドミッションポリ

シーを定め，学生募集要項や大学ホームページ等により公表している。 

障害がある学生の受け入れについては，各入試の募集要項において，受験上特別な措

置及び修学上特別な配慮を必要とする可能性がある者は，出願前にあらかじめ相談する

よう記している。また，施設面においては，障害者用トイレ，エレベータ等は整備済み

である。 

＜保健医療学部＞ 

保健医療学部では，理念・目的及び教育目標を踏まえ，学部全体及び学科毎に，求め

る学生像と修得が望ましいと考えられる知識や経験等を明示したアドミッションポリシ

ーを定め，入学者選抜要項，募集要項及び大学ホームページ等により受験生を含む社会

一般に公表している［資料 5-1，資料 5-2，資料 5-3，資料 5-4，資料 5-5］。 

○保健医療学部アドミッションポリシー 

    ア 人間や社会に対して深い理解を示し，生命の尊厳を重視していること。 

イ 医療専門職として必要な学問・技術の修得に意欲的であること。 

ウ 自ら進んで向上する意欲のあること。 

エ 協調性を持ち，責任感のあること 

オ 社会性や創造性があること。 

カ 将来，地域社会の保健医療分野のリーダーとして指導力を発揮するための努力を

惜しまないこと。     

＜保健医療科学研究科＞ 

博士前期課程においては，平成 23年度にアドミッションポリシーを策定し，平成 25

年度入学試験から，学生募集要項に明示して実施した。また，大学ホームページにも掲

載している［資料 5-6，資料 5-7］。 

なお，博士後期課程は，平成 22年の設置時に策定済であり，第１回入学試験から学生

募集要項等にアドミッションポリシーを明示して実施している。 

○大学院保健医療科学研究科アドミッションポリシー 

[博士前期課程] 

(ｱ) 保健医療の質的向上に真摯な姿勢で取り組み，臨地・臨床実践においてリーダー

として活動する意欲を持つ学生。 

(ｲ) 保健医療に関する知識・科学技術の探求に熱意を持つ学生。 

(ｳ) 保健医療に関する科学的研究を推進し，それぞれの専門分野の発展に寄与しよう

とする意欲を持つ学生。 

〈看護学専攻〉  

        医療機関や地域・行政等において看護実践の向上を牽引する実践者ならびに専門

看護師を志向する学生，看護援助方法の開発・改良に専心する学生，教育・研究者

としての基盤形成に取り組む学生を求める。 
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〈理学療法学・作業療法学専攻〉 

        リハビリテーション医療を担う高度医療専門職として，また，教育者及び研究者

として活躍できる基本的な能力の獲得を目指す学生を求める。 

〈放射線技術科学専攻〉 

         医療機関等において先端技術を駆使する放射線技術部門のリーダー，高い倫理性

をもつ放射線管理者，精緻な人間工学に基づいた機器開発者，専門教育の教育者な

どに意欲のある学生を求める。 

[博士後期課程] 

〈保健医療科学専攻〉 

(ｱ) 保健医療の臨地・臨床実践の向上に真摯な姿勢で取り組み，臨地・臨床実践を

リードする意欲を持つ学生。 

(ｲ) 保健医療に関する知識・技術の探求に熱意を持つ学生。 

(ｳ) 保健医療に関する広い視野を求め，学際的知識・技術を探求する姿勢を持つ学

生。 

(ｴ) 研究成果を国内外に発信し，国際的視野で保健医療科学の発展に寄与しようと

する意欲を持つ学生。 

 

(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。 

＜大学全体＞ 

本学では，学部に入学試験委員会を，大学院に学生選抜部会を設置し，入学者選考に

係る規程，学生の受入れ方針及び各種入試制度の趣旨に沿って，公正かつ適切な学生募

集・入学者選抜に取り組んでいる［資料 5-8，資料 5-9，資料 5-10，資料 5-11］。 

＜保健医療学部＞ 

ア 学生募集の方法 

本学では，大学パンフレットや学生募集要項等の紙媒体，インターネット上の Web

サイトはもちろんのこと，高校連絡会やオープンキャンパス，高校訪問及び大学体験

プログラム（大学見学会，出張模擬授業，テーラーメイド体験プログラム）［資料 5-12］

などにより学生募集を行い，本学の理念・目的や教育内容，入学試験等を広く周知し

ている。 

イ 入学者選抜の方法 

(ｱ) 入学人員等 

平成 25年度入学者選抜試験は，推薦入試，一般入試（分離分割方式による前期日

程及び後期日程），編入学試験（従前より看護学科３年次編入のみ）を実施した。 

なお，推薦入試の出願資格については，従来から「茨城県内に住所を有し，かつ，

茨城県内の高等学校を卒業する見込みの者」としていたが，平成 26年度入学者選抜

において見直しを行い，上記要件のいずれかを満たすことにより出願が可能とした。

また，看護学科の３年次編入学試験は，欠員の状況等を踏まえて実施しており，平

成 26年度入試の実施を中止した。 
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表 5-1 募集人員等 

 

入学定員等 

学部・学科 

入 学 

定 員 

募  集  人  員 

分離分割方式 
推薦入試 

前期日程 後期日程 

保健医療 

学部 

看 護 学 科 50名 25名 ５名 20名 

理 学 療 法 学 科 40名 19名 ５名 16名 

作 業 療 法 学 科 40名 19名 ５名 16名 

放射線技術科学科 40名 19名 ５名 16名 

(ｲ) 選抜方法 

一般入試（前期日程，後期日程）で大学入試センター試験を課しているほか，編

入学試験を含むすべての試験で小論文と面接を課している（表 5-2）。これらにより，

アドミッションポリシーに則した学生を選抜している。 

表 5-2 入学者選抜方法 

選 抜 区 分 大学入試センター試験 個別学力検査等 欠員補充(追加合格) 

推 薦 入 試 課さない 小論文 面接 なし 

一般 

入試 

前期日程 課す 小論文 面接 あり 

後期日程 課す 小論文 面接 あり 

編入学 看護学科 課さない 
専門科目， 

基礎学力，小論文 
面接 なし 

(ｳ) 入学者選抜を適切に行うための実施体制 

入学者選抜に関する業務すべてを総括するのは，学長を長とする入学試験委員会

［資料 5-8］である。その下に，副学長を中心とした入試問題の設計や検討を行う

部門及び採点・成績処理を行う部門を置き実務を執行するほか，入試の準備や運営

などの実務にあたる入学試験実施部会を設置し，公正・適正な学生募集及び入学者

選抜の実施に努めている。 

なお，平成 25年４月には，これまで懸案であった入試に関する各種調査・分析等

を行うアドミッションセンターを設置し，併せて学生募集，広報活動，高大連携な

ど，入試全般に係る実施体制について見直しを行った。 

(ｴ) 入学者選抜の結果 

平成 25年度入学者選抜試験については，推薦入試は平成 24年 11月 14，15日の

両日，一般前期は国公立大学一斉に，平成 25年２月 25日に実施された。一般後期

は平成 25年３月 12日に実施した［資料 5-13］。本年度の入学者数における県内高

校出身者の割合は，約６割であった。試験当日は，インフルエンザ等感染症の拡大

防止のため，受験生の罹患に係るセルフチェックの励行，各試験室前への手指消毒

液の設置等の対策を講じた。なお，看護学科編入学試験は平成 24年９月８日に実施

し，志願者６名，受験者６名であった。 

(ｵ) 入学者選抜の透明性を確保するための措置 

本学では，入学試験（推薦入試，一般入試，編入学試験）の不合格者に対し，受

験成績の一部について期間を設け開示する旨を募集要項に明記している。 
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また，過去の問題については，公開の許諾が得られたものについて，希望者に配

布するとともに，大学の Webサイトにも公開している。 

(ｶ) 推薦入学者に対する入学前教育 

推薦入試の合格決定後から入学まで，相当期間があることから，入学前の学習を

課している。指定された課題に対するレポート作成や学科毎の指定図書の感想文の

提出を求めている。 

＜保健医療科学研究科＞ 

ア 学生募集の方法 

本学大学院では，大学院パンフレットや学生募集要項等の紙媒体に加え，本学ホー

ムページによる広報や県内医療機関への周知のほか，以下のとおり大学院説明会を実

施した。 

・茨城県立医療大学大学院説明会 

本学大学院に進学を希望している者，興味のあるすべての者を対象に，各専攻・

領域の概要や入学試験の概要，奨学金・入学料等の概要を説明する，また，各専攻・

領域の教員との面談も合わせて実施し，本学大学院に対する理解を促進する（表5-3）。 

表5-3 大学院説明会の概要 

項目 内  容  等 

期 日 平成24年６月24日(日) 13時30分～16時30分 

場 所 本学講義棟，実習棟ほか 

対象者 本学大学院に進学を希望している者，興味のあるすべての者 

主 な 

内 容 

①各専攻・領域共通：大学院概要，入学試験概要，奨学金・入学料等の減免 

②専攻・領域別：各専攻・領域別の説明及び面談等 

参加者 32名 

イ 入学者選抜の方法 

(ｱ) 入学人員等 

本学大学院では一般入試による選抜を実施している（表5-4）。また，博士後期課

程においては，社会人を対象とした特別選抜制度を取り入れている。 

表 5-4 募集人員等 

課 程 名 専 攻 名 等 募集人員 

博士前期課程 

看護学専攻 ６ 名 

理学療法学・作業療法学専攻 ６ 名 

放射線技術科学専攻 ３ 名 

博士後期課程 
保健医療科学専攻 

 

看護学領域 

５名※ 
理学療法学領域 

作業療法学領域 

放射線技術科学領域 

      ※募集人員には特別選抜（社会人）を含む。 

(ｲ) 選抜方法と出願資格 

    入学者選抜は，英語，専門科目及び面接により総合的に判定している（表5-5）。 

博士前期課程，博士後期課程ともに社会人の受入れについて，特に定員枠を設けて

いないが，博士後期課程においては，一般選抜の他に，社会人を対象として，試験
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科目の英語（一般）を免除する特別選抜制度を実施している。 

また，博士後期課程においては，１専攻であるため領域を区別せず同一の方法   

で行っている。 

なお，平成 25 年度入学試験の出願資格は学生募集要項のとおりである。 

表 5-5 大学院学生の選抜方法 

課程区分 専 攻 名 試験科目 

博士前期 

看護学専攻 
英語，専門科目（志望する専攻に関する内

容），面接 
理学療法学・作業療法学専攻 

放射線技術科学専攻 

博士後期 保健医療科学専攻 英語（一般・専門），専門科目，面接 

(ｳ) 入学者選抜を適切に行うための実施体制 

入学者選抜に関する業務は，研究科委員会の下に設置された学生選抜部会が，入

試問題の設計や採点，入試の準備や運営などの実務を担う体制となっている。入試

実施方法や入試問題の適切性など，毎回綿密な検証を行い，改善に努めている。こ

れらの検討結果は，研究科運営会議の議事を経て，研究会委員会において審議・承

認を得る。 

(ｴ) 入学者選抜の結果 

平成25年度の入学試験は，博士前期課程，博士後期課程ともに平成24年９月２日

に実施された。博士前期課程看護学専攻については，入学手続き者が定員に満たな

かったため，当該専攻の二次募集を平成25年２月３日に実施した［資料5-14］。 

(ｵ) 入学者選抜の透明性を確保するための措置 

本学大学院では，入学試験の不合格者に対し，受験成績の一部について所定の期

間内の申請により開示する旨を募集要項に明記している。平成24年度入試における

情報開示請求は，０件であった。また，過去の問題については，公開の許諾が得ら

れたものについて，希望者に配布するとともに，大学のWebサイトにも公開している。 

 

(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。 

＜保健医療学部＞ 

在籍学生数の管理については定員を若干超過しているものの，どの学科も超過率は

10％未満であり，概ね適正であると思われる（表 5-6）。 

          表 5-6 定員管理状況  （在籍者数：平成 25年５月１日現在）                           

学 科 入学定員 収容定員 在籍者数 在籍学生数比率 

看護学科 50名 200名 208名 1.04 

理学療法学科 40名 160名 166名 1.04 

作業療法学科 40名 160名 162名 1.01 

放射線技術科学科 40名 160名 167名 1.04 

合 計 170名 680名 705名 1.03 

   また，過去５年間の入学定員に対する入学者数比率の平均は，各学科ともに 1.02から
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1.04の範囲内にあり，学部全体で 1.02と，概ね適正であると思われる。 

＜保健医療科学研究科＞ 

在籍学生数の管理については，博士前期課程において，理学療法学・作業療法学専攻

が定員の1.3倍を若干超過しているが，他の専攻においては，1.3倍未満であり，概ね適

正であると思われる。博士後期課程においては，1.47倍となっており，長期履修制度を

取り入れていることも要因と考えられる（表5-7）。 

表 5-7  大学院の定員管理状況 （在籍者数：平成 25年５月１日現在） 

課程名 専 攻 名 
入学 

定員 

収容 

定員 

在籍 

者数 

在籍学生 

数比率 

博士前期 

 

看護学専攻 6名 12 名 10名 0.83 

理学療法学・作業療法学専攻 6名 12 名 16名 1.33 

放射線技術科学専攻 3名 ６ 名 ７名 1.17 

博士後期 保健医療科学専攻 5名 15 名 22名 1.47 

   また，過去５年間の入学定員に対する入学者数比率の平均は，看護学専攻が 0.63，理

学療法学・作業療法学専攻が 1.23，放射線技術科学専攻が 1.07，前期課程全体で 0.96

となっており，後期課程の保健医療科学専攻が 1.15である。 

看護学専攻の値が低くなっており，学生募集の強化に努めている。 

 

(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。 

＜保健医療学部＞ 

入学試験の公正かつ適正な実施を図るため，学長を委員長とする入学試験委員会を置

いている。当委員会は，①入学者選抜方法に関する事項，②学生募集に関する基本的事

項，③入学試験問題に関する事項，④入学試験問題の作成及び採点に関する事項，⑤合

否判定に関する事項，⑥入学試験に係る広報計画等を所管し，広報から入試実施方法や

入試問題の適切性等に至る入試関係事項を毎年度綿密に検証し，改善に努めている。検

証の結果，改善が必要な事項等については，企画調整会議の議事を経て，教授会におい

て審議・承認を得ている。 

平成 24年度においては，新たにテーラーメイド体験プログラム等を導入し，受験生の

進路選択の支援強化など，学生募集の改善を図ったところである。 

また，平成 25年４月には，学生の入試及び入学後の成績等の分析などを行うため，ア

ドミッションセンターを設けた。今後，当該機能を発揮し，入学者選抜の更なる改善等

に努めていくこととしている。 

＜保健医療科学研究科＞ 

保健医療科学研究科では，①入学者選抜方法に関する事項，②学生募集に関する事項 ，

③入学試験の合否判定に関する事項，④入学試験に係る広報計画関す事項などを所管す

る学生選抜部会を設置している。入試実施方法や入試問題の適切性など，毎年度，入学

試験終了時に，広報，入試実施方法及び入試問題の適切性，合格基準等についての綿密

な検証を行い，公正かつ適切な入試の実施及びアドミッションポリシーに即した受験生

の確保に努めている。検討結果に基づく改善事項等については，大学院運営会議の議事
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を経て，研究科委員会において審議・承認を得ている。 

 

２ 点検・評価 

 ●基準５の充足状況 

   本学は，理念・目的の更なる実現に向けて，毎年度，アドミッションポリシーの検証

を行い，当該方針に基づき，公正な学生募集及び選抜試験を実施している。一方で，入

学者の学業成績をみる限り，一部求める学生像として掲げたアドミッションポリシーに

即さない受験生が入学することがあり，入学試験結果の分析・評価・検証を行う必要が

ある。このため，アドミッションセンターにおいて分析等を開始したところである。こ

れらのことから，同基準を概ね充足している。 

①効果が上がっている事項 

＜保健医療学部＞ 

ア アドミッションポリシーは毎年度検証を行い，必要な見直しを加え，大学ホームペ

ージや学生募集要項等に掲載し，周知を図っている。 

イ 平成 25年度入試の志願者倍率は，前期日程で 3.3倍，後期日程で 12.1倍となって

おり，十分な受験者を確保している。 

＜保健医療科学研究科＞ 

   学生募集に関する広報活動として，本年度は，関連する学術雑誌広告に加え，新聞広

告も実施した。その結果，博士前期課程及び博士後期課程の受験者数は，それぞれ平成

24年度入試では 19 名及び８名，平成 25年度入試では 22名及び９名となり，ともに受

験者数が前年度を上回った。 

②改善すべき事項 

＜保健医療学部＞ 

入試結果及び入学者の学業成績などについて分析等を行う。 

＜保健医療科学研究科＞ 

受験者数の増加を図るため，本学に入学している学生のニーズ，大学院説明会への参

加者のニーズを把握するとともに広報活動を強化する。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

＜保健医療学部＞ 

ア 引き続き，教育目標等を踏まえ，アドミッションポリシーの検証及び必要な見直し

を行い，積極的に周知する。これにより，本学が求める学生の受け入れに努める。 

イ 入試広報を効果的に実施するとともに，公正で適切な入学者実施体制を維持し，引

き続き，高い志願倍率の維持に努める。 

＜保健医療科学研究科＞ 

継続的な大学院説明会，学術雑誌への入試情報の掲載等によりさらなる周知を図りる

受験者数を増加させる。 

②改善すべき事項 

＜保健医療学部＞ 
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   平成 25年４月に設置したアドミッションセンターの機能を発揮し，入学試験結果の分

析・評価・検証及び入学者の学業成績に係る追跡調査，入学者選抜方法の定員等に関す

る情報収集・調査分析及び AO入試の導入等について検討を行う。 

＜保健医療科学研究科＞ 

受験者動向の変化に応じて出題形式・方法等の点検・見直しを行う。特に，博士前期

課程における社会人選抜の実施など，社会人の積極的な受入れ方策，社会人選抜試験の

導入について検討する。また，博士前期課程において，入学者の少ない課程・分野等に

ついて，入学者の増加に努める。 

 

４ 根拠資料 

5- 1  平成 25年度入学者選抜要項 

5- 2  平成 25年度学生募集要項（保健医療学部 推薦入試） 

5- 3  平成 25年度学生募集要項（保健医療学部 一般入試） 

5- 4  平成 25年度学生募集要項（看護学科編入学）  

5- 5  茨城県立医療大学ホームページ（入試－学部・学科入試，看護学科編入学試験） 

学部・学科   http://www.ipu.ac.jp/article/14151170.html 

看護学科編入学 http://www.ipu.ac.jp/article/14151716.html 

5- 6  平成 25年度学生募集要項（大学院保健医療科学研究科） 

5- 7  茨城県立医療大学ホームページ（入試－大学院入試） 

http://www.ipu.ac.jp/category/1543895-17.html 

5- 8  茨城県立医療大学入学試験委員会規程 

5- 9  茨城県立医療大学大学院研究科運営会議学生選抜部会設置要項 

5-10  茨城県立医療大学入学者選考規程 

5-11  茨城県立医療大学大学院入学者選考及び入学手続に関する規程 

5-12  医療大学体験プログラム 

5-13 平成 25年度入学者選抜試験結果（保健医療学部） 

5-14 大学院の受験者数と合格者数 
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第６章 学生の支援 

１ 現状説明 

(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。 

本学においては，学生生活を援助する組織として学生部が位置付けられている。学生

部規程において，「学生部は，学生が充実した学生生活を送ることができるように環境条

件を整備し，また課外活動その他学生生活全般に渉る諸問題について助言・指導を行う

こと」と定められている［資料 6-1］。 

開学以来 17年間，本学における学生生活の援助システムは絶えず改善・修正が行われ

てきたが，現在は，次の 10項目を目標に掲げ支援を行っている。 

①  「学生指導体制」に関する組織・システムを充実させる。 

② 「学生の健康管理」に対して，新しい状況に迅速・広範囲に対応する。 

③ 「学生相談」について，学生が相談しやすい体制を構築し維持する。また相談後の

サポート体制を充実させる。 

④ 「学生組織」に対する全学的なサポートを行なう。 

⑤ 「経済的支援」に対する地域・職能・大学独自のレベルでのサポートを拡充する。 

⑥ 「進路支援」について，全員の就職を確保することに加え，より多くの就職先を開

拓して，学生が希望する職種・職場に就けるように支援する。 

⑦ 「休学･復学･退学等」について，より望ましい教育的な措置を検討する。 

⑧ 「表彰･懲戒」について，システムを継続的に検討する。 

⑨ 「学内施設環境整備」について，学生生活の充実を図る。 

⑩ 「ハラスメント対応等」について，学生に対するシステムを構築し，ハラスメント

全般に対する対応を図る。 

本学では学生部長を学生支援の統括責任者とし，学生委員会を中心に，学生相談室，

キャリア支援センター，クラス担任教員会議，クラス委員代表者懇談会等の組織を置き，

常時，学生生活に配慮した活動を行っている。 

ア 学生委員会 

学生部長を委員長として，①学生の厚生補導及び賞罰に関すること，②学生の課外

活動に関すること，③学生の保健管理に関すること，④学生の就職に関すること，⑤

その他学生生活に関すること等を所管している［資料 6-2］。委員会は毎月開催され，

学生支援に係る各種支援の取組について審議が行われている。また，年度末には，１

年間の活動状況について，学生支援に目標の適正性の観点も含めて検証を行い，次年

度の活動に活かしている。 

イ 学生相談室 

学生相談室は，修学，就職，心理面，対人関係などの相談に応じている。学生相談

室は学生部長を室長とし，外部カウンセラーを含め５名の学生相談員が対応している

［資料 6-3］。 

  ウ クラス担任制度 

    本学ではクラス担任制度を採り入れ，各学科１年から４年までそれぞれのクラスに

主担任１名，副担任２名の計３名で学生の相談に対応できる体制をとっている。クラ
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ス担任は，原則として入学時より卒業時まで４年間担当することとなっており，学生

の学業および厚生補導に関し指導又は助言を行い，学生生活の向上に寄与する。学生

の履修，進級，休学・退学，課外活動，健康，進路，その他授業履修上及び生活上の

問題や悩みに関すること等の幅広い問題にわたって直接学生に指導・助言を行う立場

にあり，定期的にクラス担任が学生との面談を実施し，また，必要に応じて，学生の

相談を受け，学生生活全般や授業へのサポートを行っている［資料 6-4］。クラス担任

制度で拾い上げられた意見は必要に応じてクラス担任教員会議で検討されている。 

また，初年次教育や学修支援の趣旨を踏まえ，平成 25年４月から，学修アドバイザ

ー１名（原則，クラス副担任）を指名し，履修登録や単位取得等の相談・指導を担当

することとした。 

エ クラス委員代表者懇談会 

    学生の声を学生支援に反映させるために，学長，学生部長を含めた学生関係教職員

とクラス委員代表者の学生との懇談会を定期的に開催しており，学生の声を学生支援

に生かすようにしている。 

  オ 課外活動への支援 

    課外活動は，自己の可能性を求め，より多くの教員や他の学科の学生，そして他の

大学や団体と交流を深め，豊かな人間性を身に着ける場ともなる。本学ではあらかじ

め定めた基準に適合すると認められる団体について認定する制度を設け，積極的にそ

の活動を援助している。現在，認定されている学生団体は 36団体である［資料 6-5］。 

  カ 学生の表彰・懲戒 

    学生に対する表彰・懲戒の規定（学長表彰を含む。）に従い，積極的に社会貢献等を

表彰するといった取り組みを進めている。これまで表彰１人，懲戒０人である。 

キ 大学院学生に対する学生支援 

大学院生に対する個別的指導体制，大学院学生の異動，健康管理，相談体制，経済

的支援体制，研究環境，進路支援等については，様々な社会的背景を持つ大学院学生

が順調に修学，研究遂行できるようサポートすることを目指している。具体的には，

学部の学生部と協力しながら，また，細かな点については，指導教員や各専攻の教員

が相談・支援にあたり，組織的には教育研究部会が役割を担っている。 

 

(2)  学生への修学支援は適切に行われているか。 

学生への修学支援は，経済的な支援として奨学金制度や修学資金の授与，授業料減免

制度を設けている。また，休学者や退学者の支援として，クラス担任を中心として組織

的な相談体制を構築している［資料 6-6］。また，新入学生への支援として，入学１カ月

後に宿泊研修を実施することにより，本学の理念・教育方針・教育内容の理解を深める

ことなどに活かしている。 

  ア 経済的支援 

(ｱ) 奨学金 

      本学が受けている奨学金は，日本学生支援機構，地方公共団体，茨城県，その他

の奨学金，民間の奨学団体である。学生への周知は，入学前は大学案内等の広報誌

や大学のホームページ，オープンキャンパスにより，また，入学後は学生便覧，学
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内掲示板，電子掲示板により行っている。日本学生支援機構は在籍学生の約 37％が

受けている［資料 6-7］。 

(ｲ) 修学資金 

      修学資金制度は，卒後定められた期間，定められた機関に勤務することで修学資

金の返還を免除される制度で，茨城県をはじめ，それぞれの学生の出身都道府県に

おいて実施されている。本県修学資金を平成 24 年度に受給している学生は 10 名で

ある。また，県内企業の寺嶋薬局（現ウェルシア関東）株式会社から「茨城県立医

療大学修学資金」の寄付を受け，学生委員会において選考を行い，毎年 10名の学生

に授与している［資料 6-8］。 

(ｳ) 授業料減免制度 

     経済的理由による授業料減免制度を設けている。前期分・後期分と１年に２回申

請を受け付けている。平成 24年度は，学部生延べ 67人(内訳：前期 32人，後期 35

人)，大学院学生 12人(前期・後期各６人)の授業料を減免した。 

なお，上記の奨学金，修学資金，授業料減免制度はいずれも各団体の規定に基づ

き厳密な方法で募集・審査・推薦を行っている。 

イ 留年者および休学者・退学者の状況把握と対処 

    本学では，クラス担任が，きめ細かな相談・指導にあたっており，担任する学生の

修学の状況も把握している。必須科目の単位未修得等により原級据え置きとなった学

生に対しては，面談のうえ学修に関する助言やその他必要に応じた支援を行っている。

休学・復学・退学の際には，クラス担任，必要に応じて学科長及び保護者を交えて面

談し，本人及び保護者の方の意向を確認し，双方が納得したうえで話を進めている。

その際，病院との連絡・調整や保護者との連絡・調整を丁寧に行っている。そして，

学生委員会が，担任より提出された意見書を基に検討し，教授会で最終的な決定をし

ている。 

平成 22 年度から 24 年度に休学を受理した学生数は表 6-1 のとおりである。休学の

理由は健康上の問題のみでなく，進路をもう一度見直してみたい，或いは，国外に語

学留学するといった積極的なものも含まれている。退学の理由は健康上の理由により

修学が不可能となる例だけでなく，進路の見直しによる進路変更のために退学した例

もある。 

表 6-1 学部学生の休学・復学・退学の状況（平成 22 年度～平成 24 年度） 

 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

 
休学 14 名 12 名 14 名 

復学 ７名 ８名 ９名 

退学 ５名 12 名 ６名 

  ウ 学生の能力に応じた教育の実施 

    本学では学生の能力に応じた講義科目が開設されている。例えば，帰国子女向けの

「英語（SP）」や疾病・障害の状況や体調面で特別な配慮が必要な学生に対して「保

健・スポーツ（トリムコース）」を開講している。 

エ 障害のある学生への支援 
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本学の建造物は完全なバリアフリー構造ではないが，建造物毎にエレベータ，障害

者用トイレ等を設置しており，軽度の障害には十分適応できる構造である。現在まで

のところ入学生が不自由した例はない。 

障害があるなど修学上特別な配慮を必要とする可能性がある者については，出願前

の相談制度を設けている。また，支援のマニュアルなどは作成していないが，障害児

教育の専門家を招いた研修会「発達障害学生の理解と支援に関する高等教育機関の動

向（H24.3.5）」を開催するなど，知識等の蓄積や情報収集に努めている。 

  オ 新入学生への支援 

    新入生が医療に対する意識を高め，新入生同士，上級生，教職員との信頼関係を築

くことを目的に，毎年，新入生宿泊研修を入学後，早い時期に実施している。平成 23

年度は東日本大震災の影響で実施を控えたが，平成 24 年度は 1，2 年生合同での宿泊

研修を実施した。基本的には 1 年学生は全員参加としている。２年生の一部は新入生

宿泊研修実行委員として計画段階から参加し，グループ討論のテーマやレクレーショ

ンの内容について，教員とともに計画の立案をしている。宿泊研修には教員も半数以

上が参加し，グループ毎にテーマを決め，学生と教員で意見を述べ合い，討論を重ね

るといった形式で，大変有意義な意見交換がなされている。また，レクレーションの

時間を設け，親睦を図るなど，新入生の大学生活の円滑な導入に寄与している。 

カ 大学院学生への修学上の支援 

指導教員は，研究指導とともに，院生の履修指導，健康状態への配慮及び進路・就

職活動など生活全般についてアドバイスをしている。 

研究指導については，前回大学認証評価において，学位取得が２年でできないケー

ス等が散見されるとの助言を得たことも踏まえ，博士前期課程に，複数教員による指

導体制として，論文指導教員制度を導入し運用中である。また，博士後期課程におい

ても，副指導教員制度を導入している。 

留年者，休学・復学・退学者等については，研究科長が書類により詳細に全体を把

握するとともに，研究科委員会の審議事項として研究科長から説明している。また，

大学院生と研究科長の懇談会や大学院総合満足度調査により修学の状況を把握し，指

導に活かしている。本学では，臨床・臨地経験等を積んだ後に入学する者が多く，仕

事を継続している場合，学業との両立が困難となり休学する者，また，家族介護など

個々の状況により休学する者もおり，それが長期になると結果として退学となること

もある。 

表 6-2 大学院学生の休学・復学・退学の状況（平成 22年度～平成 24年度） 

 

 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 

 
休学 ３名 ３名 ２名 

復学 - ３名 １名 

退学 - - ３名 

 

(3)  学生の生活支援は適切に行われているか。 

   学生の生活支援として，健康管理のための保健室や学生相談室を設けている。また，
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ハラスメントに関する規程を作り学生への周知をしている。近年の傾向として学生がよ

く利用する SNS（Social Network Service：ツイッタ－やフェイスブックなど）利用へ

の注意喚起も行っている。交通事故防止や防犯に関する講演も近隣の警察署に協力を得

て行っている。 

  ア 学生の健康管理 

    保健管理を行う学校医は医師資格を持つ教員３人（内科医１名，整形外科医１名，

精神科医１名）である［資料 6-9］。また，保健室において保健師が諸活動実務にあた

っている［資料 6-10］。保健室は医療法上の診療所として登録されており，業務とし

て，健康診断，健康相談および救急処置に対応している。学生の定期健康診断の受診

率は外部医療機関での受診も含めるとほぼ毎年 100％である。平成 20年度から学生の

６種類感染対策（麻疹，風疹，水痘，ムンプス，Ｂ型肝炎，結核の抗体価測定，ワク

チン接種の確認等）を行っている。 

  イ 学生相談 

    学生相談の窓口は，相談体制とともに学生便覧に掲載し，学生への周知を図ってい

る。学生の生活全般に関しての相談は，学生相談が中心的な役割を担い，修学，就職，

心理面，対人関係などの相談に応じている。学生相談室はキャンパス内では保健室の

隣室に３室設けており，学生が入室に際し抵抗なく相談できるように設置している。

学生相談室は学生部長を室長とし，５名の学生相談員（学内教員３名：精神科医，心

理学専門の教員，精神看護専門の教員，外部カウンセラー２名：臨床心理士有資格者）

が対応している。相談内容は体調の問題，友人・家族関係，大学生活の問題，進路の

問題，実習に関することと多岐にわたっている。学生の相談件数は平成 24 年度 32 件

であった。 

ウ ハラスメント防止への対応 

    本学では平成 14 年度に「茨城県立医療大学におけるセクシャルハラスメントの防止

及び対応に関する指針」を整備し，さらに平成 18年度に「茨城県立医療大学における

ハラスメント防止等に関する規程」を制定した［資料 6-11］。平成 22年 10月には，「ア

カデミック・ハラスメント問題の理解と対応」と題して全学 FD研修会を開催し，学内

の教職員がハラスメント問題を自らのこととして学内全体で共有し，加えて，平成 23

年３月には「ハラスメント防止ガイドライン」を作成し，ハラスメント防止対策委員

会を核としたハラスメント問題への対処に関しての方針と手続きを定めた。当該ガイ

ドラインの周知等を進めるなどして，ハラスメント防止に努めている［資料 6-12］。 

エ SNS利用への注意喚起 

    SNS利用への注意喚起について，例年４月に各学年のガイダンスで取り上げている。

さらに，近年の SNS に関する社会的問題を踏まえ，楽しく充実した学生生活を続ける

ために，また，病院，施設等の実習先での情報等を気軽に発信することの無いように，

学生委員会で「SNS 利用の注意」というパンフレットを作成して，学生に配布し，注

意喚起をしている。 

  オ 第２回学生生活実態調査実施の検討 

    本学では平成 12 年度に第 1回学生生活実態調査が実施され，その結果を参考に学生

支援の改善がなされた。第 1 回調査より一定年数が経過したことから，新しい学生の
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生活実態や支援ニーズを探るために第２回学生生活実態調査実施の検討を行っている。 

 

(4)  学生の進路支援は適切に行われているか。 

  ア 就職進路支援 

    本学では学生委員会委員，各学科の就職担当委員教員及びクラス担任教員が連携し

て学生の進路指導と相談に対応している。また，従来は就職資料室に専任職員 1 名を

置き，学生の相談にあたっていたが，平成 24 年度より就職資料室を発展的に解消し，

キャリア支援センターを開設した［資料 6-13］。キャリア支援センターでは進路支援

について，希望者全員の就職を確保することに加え，より多くの就職先を開拓して，

学生が希望する職種・職場に就けるように指導・相談することが第一の目的である。

そのためキャリア支援センターでは専任の職員を３名に増員し，対応にあたっている

［資料 6-14］。 

    キャリア支援センターで進めている進路支援のためのガイダンスは，主なものは以

下のとおりである。 

(ｱ) 4年生および大学院生を対象とした就職ガイダンス 

(ｲ) 卒業生による在校生のための就職支援交流会  

(ｳ) 県内医療機関・社会福祉等人事担当者情報交換会 

(ｴ) 小論文・履歴書の書き方ガイダンス 

(ｵ) 3年生の就職ガイダンス 

(ｶ) 病院別就職説明会 

その他，就活ファッション講座，就活メイクアップ講座等々，多岐にわたっている。

また，茨城県内の病院のバスツアーを開催し，学生の病院への理解を促す活動を進め

ている。バスツアーは希望者を募り，県内の主たる病院と就職希望が低い地域の病院

を対象に行っているが，学生の進路選択のうえで，大変有益であると思われる。 

就職希望者の就職率は第１回卒業生以来，100％を達成し，茨城県内，県外の病院，

施設等で高い評価を得ている。 

大学院生については，医療専門職として働きながら学ぶ者（在職者）が殆どである

ことから，就職に関する積極的な支援は行っていないが，希望者については支援する

体制が整っている。 

イ 国家試験への対応 

国家試験対策については，４学科で必ずしも同一の対策は取っていないが，学生の

自発的な勉強を促す環境を整備し，学生の求めに応じ，必要に応じて教員が指導を行

うなどの対策が取られている。また，学生委員あるいは担任が個別に国家試験勉強に

ついて相談に応じ，勉強法について指導を行うこと等により成果を上げている［資料

6-15］。 

 

２ 点検・評価 

 ●基準６の充足状況 

   学生支援に係る目標を定め，学生委員会を中心とする支援組織を設け，学生が学修に

専念し，安定した学生生活を送り，学生が希望する進路選択ができるよう，学生支援を
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行っている。さらに有効な支援を実施していくには，学生の実像をより的確に把握する

ための学生生活実態調査を実施することが有用であるが，現在もきめ細かな支援体制が

十分に機能しており，同基準を概ね充足している。 

①効果が上がっている事項 

  ア 学生指導体制に関する組織・システム 

学生生活に係る履修，生活，健康，進路等の幅広い問題にわたって各支援組織が其々

の役割を担うとともに，学生指導の中心であるクラス担任は直接学生に指導・助言を

行うなど，きめ細かい指導・相談を行っている。また，新入生に対する学修アドバイ

ザー制度を導入し，履修登録などへの支援充実も図ったところである。大学院では複

数教員による指導体制として，論文指導教員制度，副指導教員制度を導入している。 

イ 生活支援 

(ｱ) 学生の健康管理 

保健室と学生委員会が中心となり，学生への連絡システムの整備，６種類感染症

等検査表・健康管理票・発熱時等問診票の作成，保健室・付属病院・学生相談室の

連携，内科系学校医の増員等，学生の健康保健の保全活動を進めてきた。幸いなこ

とに，本学学生の重篤な疾病等の発生は学内外で認められていない。 

   (ｲ)  学生相談 

５名体制により学生の個別相談の他，クラス担任や保護者との連携によるサポー

ト体制の構築を図って相談にあたっている。19時まで対応が可能であり，大学院生

が相談できる制度を整備している。 

(ｳ) ハラスメント防止対策 

全学 FD研修会の開催やハラスメント防止ガイドラインの作成等，ハラスメント防

止対策を進めており，平成 23年度以降ハラスメント問題は起きていない。 

ウ 学生の進路支援の充実 

キャリア支援センターの開設により，クラス担任と共に，配置された相談員３名

により進路や就職について相談・指導を受けることが可能となった。これにより，

学生の希望する病院・施設への就職の割合が高まり，また，より早期に就職が決ま

る傾向がみられている。学生のみならず卒業生の活用も増加し，年間 1,000 件を超

える数となっている。 

 

②改善すべき事項 

   学生の休学・退学の際には，クラス担任，必要に応じて学科長および保護者を交えて

面談し，本人及び保護者の方の意向を確認し，双方が納得したうえで話を進めている。

その際，病院との連絡・調整や保護者との連絡・調整を丁寧に行っている。退学に関し

ては，大学全体で割合が特に高いわけではないが，学生にとっては重大な問題である。

学生の進路迷い等による休学・退学については，入学後の修学の問題に加えて，学生が

抱いている将来の職種と実際の入学した学科に違いがあるケースもある。大学生活の現

実とのギャップを埋めるためにオ－プンキャンパスや大学体験プログラムなどの企画を

アドミッションセンターと協働したり，学生の選抜方法の改善等について検討を行う必

要がある。 
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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 

ア 学生指導体制に関する組織・システム 

    修学支援について FD研修や IPUミ－ティングを行い，学科や教員間の情報共有を行

い，よりよい支援体制を構築する 

    新たに整備したスキルラボの利用や教育・学修センターによるラーニングコモンズ

の整備を進め学生の自発的学修を促進するなど学修支援を充実させる。 

    クラス担任制度は学生指導の中心であり，本学のクラス担任制度はよく機能してい

ると思われるが，より充実した学生指導を進めるために，担任マニュアルを作成した

り，FD研修に学生指導の在り方などを取り入れていく。 

第 2 回学生生活実態調査を実施するためのワーキングチームを設立し調査の準備を

行う。 

イ 生活支援 

(ｱ)  学生の健康管理 

定期健康診断後の保健指導の更なる充実を図る。特に，メタボリック症候群が増

加する３・４年生への保健指導，疾病予防対策を強化する。また，従来からの６種

類のワクチン接種のみならず，インフルエンザワクチン接種を励行する。 

(ｲ)  学生相談 

      学生が相談を申し込む際に学内外の相談員を選びやすいシステムを策定する。 

     また，学生相談の認識調査の実施とその結果に基づく啓発活動を行う。                                                                 

(ｳ) 課外活動の充実 

     茨城大学農学部との連携協定に基づき，学生間の課外活動を通した交流を促進す

る。 

ウ 学生の進路支援 

    キャリア支援センターの組織に各学科の就職担当教員を位置づけ，教職員が連携し

て進路支援を行う体制を明確にする。 

    各種就職ガイダンスや見学バスツアーを継続し，低学年から就職に対する意識（職

業観）を高め，就職活動がスムーズに行えるようにサポートする。また，学生が施設・

病院へアピールしやすいように配慮した本学独自の履歴書（様式）の作成や，求職票

の改訂による，さらにきめ細かい指導により就職支援を強化する。 

    卒業生の残した就職活動記録をデータ化し，学生が就職希望先の資料を迅速に入手

できるようにする。また，卒業生の動向調査を行い，同窓会組織との連携体制をつく

る。 

②改善すべき事項 

本学学生の実態の把握や休退学防止のための原因の分析に活かすために，学生生活実

態調査を実施することを検討していく。 

また，学生の進路迷い等による休学・退学者に対応するために，学生の選抜方法等の

改善について，平成 25年度に開設したアドミッションセンターと協働して検討を行う。 
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４ 根拠資料 

6- 1 茨城県立医療大学学生部規程 

6- 2 茨城県立医療大学学生委員会規程 

6- 3 茨城県立医療大学学生相談規程  

6- 4 「クラス担任教員」設置要綱  

6- 5 平成 25年度学生団体（認定部・サークル）  

6- 6 学生相談のイメージ図 

6- 7 平成 24年度奨学金給付・貸与の状況 

6- 8 茨城県立医療大学修学資金取扱規程 

6- 9 茨城県立医療大学学校医設置要項 

6-10  茨城県立医療大学保健室利用要項 

6-11  茨城県立医療大学におけるハラスメントの防止等に関する規程 

6-12  茨城県立医療大学におけるハラスメント防止ガイドライン 

6-13  キャリア支援センター設置要項（既出 2-8） 

6-14 平成 24年度キャリア支援センター利用実績 

6-15 国家試験合格率の推移（既出 4-46） 
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第７章 教育研究等環境 

１ 現状説明 

(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。 

開学時に理念・目標を達成するための教育研究等環境の整備が行われているが，18年

が経過したことから，経年劣化による設備等の修繕や更新について，厳しい財政状況や

医療分野における知識・技術の高度化及び専門化を踏まえ，効果的，計画的に進め，安

全で快適な教育研究環境を確保していくことが目標である。 

そのため，平成 25 年 10月に教育研究環境整備委員会［資料 7-1］を設置し，学内各

組織が其々に検討等を行っていた設備・備品の更新等について，当委員会を核として，

計画的・効果的に進め，教育研究環境等の維持・向上に努めていくこととした。 

＜中期計画＞ 

○計画的・効果的に施設・設備等を更新，修繕し，教育研究環境の維持向上に努める。 

○本学附属図書館は保健医療系大学として最も充実した蔵書・学術雑誌を整備してお

り，予算の有効活用を図り，この水準を維持・発展させる。 

○図書館の効率的な運営について検討し，図書館の機能充実に努める。 

○情報ネットワークシステムを有効活用するため，計画的なシステムの更新を図る。 

○学内における情報セキュリティ対策の充実を図る。 

○本学の学部生，大学院生の教育の質の向上に寄与するため，常に新しい知識・技術

を自ら探究し，教育及び臨床活動を裏づけ，更に発展させるための研究を行う。 

○大学として総合的に取り組むべき課題（プロジェクト研究）や地域との連携により

社会の課題解決に資する課題（地域貢献研究）などに積極的に取り組むとともに，

学内外の研究者との共同研究を行う。 

○研究水準の向上のため，研究成果について外部有識者を交えた評価を行う。 

○教員の研究活動を推進するため，研究費の適正な配分に努めるとともに，外部科学

研究費を含む競争的資金の獲得により一層の充実を図る。 

○広範な外部資金を導入するための方策を検討する。 

○研究成果及び業績については，国際的学術誌又は国内誌にその成果を投稿し公表す

るとともに所属学会で発表する。また，大学が発行する紀要，業績集等により地域

に広く公表する。 

○研究の倫理的配慮の徹底を図るため，学外委員を加えた倫理委員会を運営し，厳正

な倫理審査を行う。 

○国の「研究機関における動物実験等の実施に関する基本指針」に沿った自己点検・

評価の実施について検討を行う。 

 

(2)  十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか。 

ア 校地 

本学の校舎敷地の合計は 116,509.18㎡で，すべて同一キャンパス内にある。平成

25年５月１日現在で在籍する学生は 758名で，学生１人当たりの敷地面積は 153.70

㎡（付属病院敷地を除いた面積では，127.07 ㎡）である。 
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表 7-1校地 

  区   分 面  積（㎡） 備    考 

校舎敷地 64,721.18  

運動場用地 31,604.00 グラウンド１面，全天候型テニスコート４面等 

付属病院敷地 20,184.00  

合   計 116,509.18  

イ 建物 

主な建物は，管理棟，附属図書館，講義棟，実習棟１，実習棟２，動物舎，演習棟，

福利厚生棟，体育館及び付属病院で，構造は鉄骨・鉄筋コンクリート造である。エレ

ベーター（スイッチ類は点字表示採用）や障害者用トイレ，スロープなど障害者にも

対応している。  

         表 7-2 建物 

区 分 面積（㎡） 用 途 

管理棟    1,881.93  事務室，会議室 

附属図書館    2,117.07  図書館 

講義棟    5,009.00  講義室，実習室，院生研究室 

実習棟１    4,808.00  実験・実習室 

実習棟２   12,474.00  実験・実習室，教員研究室 

動物舎      690.00  動物飼育舎 

演習棟      824.00  演習室 

福利厚生棟    1,677.00  食堂，売店，部室 

体育館    1,999.00  体育館，部室 

付属病院  13,450.00  病院 

合  計   44,930.00   

(ｱ) 研究室 

教員（講師以上）が使用する個人研究室 76室，助教等が使用する共同研究室 10

室のほか，データ処理室３室があり，共用のコンピュータ，印刷機，コピー機など

を備えている［資料 7-2］。 

(ｲ) 講義室，演習室 

小講義室８室，中講義室４室，大講義室１室を設けている。また，演習室が 16室

あり，主に大学院の授業や学部のコロキウムに使用されているほか，教員及び学生

の会議，セミナー，グループ学習など多目的に使用されている［資料 7-3］。 

(ｳ) 実験・実習室 

  演習・実習は，専門職養成に欠かすことが出来ないため，学部共通及び各学科専

用の実験・実習室を設けている［資料 7-4］。 

(ｴ) 放射線安全管理施設 

非密封放射線同位元素使用施設，放射線発生装置使用施設，エックス線装置使用

施設の３区域から構成されている。利用可能な放射線源としては，文部科学大臣の

使用許可を受けた密封されていない放射性同位元素は 30種類で，密封された放射性

同位元素は 14 個である。 

放射線障害の防止のため，放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法

律に基づき放射線障害予防規程を制定し管理運営を行っており，施設は放射線業務
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従事者として学内の放射線安全委員会で認定された者のみ利用可能である。 

  (ｵ) 教育用情報処理機器の配備状況 

教育用のコンピュータは，平成 22年度の情報システム更新時に更新され，現在，

情報処理実習室に 62台，マルチメデイア LL室に 57台が配備されている。 

情報処理実習室は，コンピュータの基本的な操作方法や各種ソフトの使用及び学

術情報検索の方法等を学ぶ情報処理演習，表計算ソフト，統計解析プログラムを利

用しデータ分析方法を学ぶ統計解析演習等に使用されている。 

マルチメデイア LL室は，語学教育，放射線技術科学科の先端画像検査技術学，計

算機科学演習，総合画像技術学で使用されている。 

両教室とも授業時間以外は学生に開放され，インターネット利用が可能である。 

(ｶ) 大学院学生の教育研究環境 

        院生研究室には，専用の机及びコンピュータを各１台設置している。各専攻の実

験実習室に研究用の机が用意される場合もある。図書館は，科目等履修生も含めて，

教員に準じ 24 時間利用が可能である。 

(ｷ) 教員用宿舎 

単身用宿舎１棟及び世帯用宿舎４棟がある。単身用は付属病院敷地内にあり，鉄

筋コンクリート造２階建 15戸，居住部分の面積は 45.3㎡で２ＤＫである。世帯用

はつくば市境田地区にあり，鉄筋コンクリート造２階建 24戸，居住部分の面積は

86.2㎡で３ＬＤＫである。 

 

(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，教育研究活動に必要な情報関連環境を整備し，その効果的な運用を図るこ

とにより，本学の教育及び研究活動の推進に寄与するとともに，学内外の保健医療に関

する科学技術の発展に資することを目的としている。このため，学術情報の収集整理と

迅速かつ効果的な提供により，学修や研究のための環境整備に努め，学内者及び学外医

療関係者や地域住民へのサービスの拡充を目指している。保健医療系大学の図書館とし

て充実した蔵書や学術雑誌等が整備されており，今後とも，この水準を維持・発展させ

ていく［資料 7-5，資料 7-6，資料 7-7］。 

情報システムについては，学内情報ネットワークシステムを有効に活用して，情報セ

キュリティ対策に留意した計画的なシステム構築・更新を実施することとしている。 

ア 図書館運営 

医療分野を主体に学術情報の収集，整理，提供を図る共同利用施設として，大学の

基幹的な活動に必須であるとの認識に基づき，全学的な協力の中で運営している。 

(ｱ) 資料費（平成 24年度の資料費決算額） 

区分 単行書 雑誌 視聴覚資料 電子資料 合計 

金 額(千円) 5,263※ 29,386 460 14,710 49,819 

    ※うち指定図書:783千円 

(ｲ) 機器・備品 

書架の延べ延長は約 4,190ｍで，増大が見込まれる雑誌については，電動書架を

配備して対応している。不正持出し防止用のチェックゲートの設置，磁気カードに
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よる 24 時間利用可能な入退館システム等の設備を導入している。 

情報関連機器として，蔵書検索（OPAC）や文献情報検索機器７台，自学自習用パ

ソコン 24 台，視聴覚資料の再生機器 16 セットを配置している。また，閲覧席は本

学学生総定員の３割に当たる 206席，ゼミ室は２室を設けている。 

(ｳ) サービス，利用状況 

授業期間中は午前９時から午後 10時まで，土曜・日曜日及び各季休業期間中は午

前９時から午後５時まで開館している。貸出は，学部学生は 10冊３週間，大学院生

は 20冊３週間のほか，実習期間中の貸出期間延長等を行っている。 

平成 24年度入館者は 120,301人（１日平均 362人），貸出冊数は 28,574冊（１日

平均 86冊）である。このうち，学部学生は 24,228冊（１日平均 73冊）で，1人当

たりの年間貸出冊数は約 22冊である。学外者は 2,757人の来館があり，約 48％の

1,323人は県内看護学校等の医療系学生で，約 27％の 666人は医療福祉機関の職員

である。 

また，蔵書の貸出は，本学の卒業生，退職教員，臨床実習講師及び県立看護専門

学校生等に限定していたが，地域連携の一環として，相互利用協定を締結している

茨城大学農学部の学生及び教職員のほか，一般の方で本館を利用したい方について

も，所属する機関の図書館や公共図書館を通じて相互貸借により利用することがで

きる。 

(ｴ) レファレンスサービス 

学術論文や研究に必要な最新の情報などの情報検索の質問相談に応じるレファレ

ンスサービスは，図書館カウンターにおいて図書館司書が，平日の午前９時から午

後５時までの時間帯に対応している。レファレンス業務の広報は，図書館のホーム

ページのほか，利用者区分ごとの利用案内や蔵書検索方法，文献調査方法等のパン

フレットにより周知するとともに，司書資格をもつ職員（嘱託職員５人，臨時職員

２人）が利用者からの個別質問に応じている。 

また，新入生を対象とした図書館利用ガイダンスを毎年度当初に実施するととも

に電子ジャーナルの普及及び図書の効率的な検索技術の向上のため，電子ジャーナ

ル提供先の専門家や図書館司書による文献検索講習会も逐次開催している。 

イ 図書館の資料 

(ｱ)  資料の整備 

平成 24年度末における図書冊数は 122,556冊である。そのうち単行書の総冊数は，

100,012冊であり，その分野別の冊数（比率）は次の表のとおりである。 

表 7-3 単行書の分野別の冊数と比率

 
雑誌は，和雑誌が 905タイトル，洋雑誌が 712タイトル，合計 1,617タイトルで

あり，医学・医療分野のほか，福祉を中心とした社会科学や一般教養のための人文

科学系の雑誌まで幅広く収集している。視聴覚資料は，ビデオテープ 3,847点，

分野
総記・

情報

哲学・

宗教

歴史・

地理

社会

科学

自然科

学・医
学

工学 産業

芸術・

スポー
ツ

言語 文学 計

冊数 3,509 6,008 3,169 14,847 57,279 4,034 466 3,463 2,375 4,862 100,012

比率(%) 3.5 60.0 3.2 14.8 57.3 4.0 0.5 3.5 2.4 4.9 100.0
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DVD598点，LD（レーザーディスク）594 点，CD1,735点を所蔵している。また，学

生に対しては，教育課程に密着した指定図書 7,979冊，国家試験対策図書 1,316冊

を揃え，授業と図書館利用とが有機的に連携するよう努めている。電子ジャーナル

による資料提供については，「医中誌 Web」，「EBSCO 社提供データベース（MEDLINE，

CINAHLなど）」，「サイエンス・ダイレクト」など 14種類をオンラインで運用してい

る。 

また，本学学術情報の発信のため，研究紀要公開支援事業に参加し，本学紀要は

国立情報学研究所及びメディカルオンラインの Webページから閲覧が可能である。

資料購入は，各学科・センター等で選定し，図書・研究委員会で審議・決定するこ

とを基本としているが，医療領域とそれ以外の領域を勘案し計画的に整備を進めて

おり，全体として本学の教育・研究の特徴に即した構成となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)  情報発信 

図書館ホームページを適宜更新し，利用案内のほか，本学内外の蔵書検索，電子

ジャーナルや研究報告書等の閲覧を円滑に行うことができるよう努めている。 

また，本学学術情報の発信のため，本学紀要は国立情報学研究所及びメディカル 

オンラインから Webで公開しており，CiNii 等で検索・閲覧が可能となっている。 

ウ  情報システム 

(ｱ) 学内情報ネットワークシステム 

学内情報ネットワークシステムは，平成 12年度の機器更新時に，全国の大学に先

駆けてギガビットネットワーク対応し，教育，研究，診療，事務のあらゆる部門で

コンピュータの利用環境を整備した。また，平成 17年度の機器更新時に，本学の学

生及び教職員が学外から本学のグループウェアを利用できるセキュアアクセスシス

テムを導入しており，学内外との情報収集・伝達の手段として，日常的に極めてよ

く利用されている。さらに，平成 22 年度の機器更新時においては，最新の OS（win7）

を導入するとともに，ネットワーク接続等に関するセキュリティ対策を拡充した。 

学内ネットワークに接続するパソコン数は 500台余りで，教職員及び大学院生に

は１人１台の専用パソコンを，学部学生用には合計 142台の共用パソコンを配備し

ているほか，教育・研究用として教員の研究室にもパソコンを設置している。 

この他，平成 25年度末に，附属図書館及び福利厚生棟の一部に無線 LANを整備し，

利用環境の向上を図ったところである。 

(ｲ) 情報セキュリティ対策 

表 7-4  図書数の推移   

 図書（冊） 雑誌（種） その他 

（種） 和書 洋書 計 和雑誌 洋雑誌 計 

平成 20年度 82,628 31,144 113,772 909 630 1,539 6,760 

平成 21年度 84,960 32,641 117,601 902 655 1,557 6,823 

平成 22年度 88,049 32,758 120,807 893 701 1,594 6,888 

平成 23年度 87,307 33,425 120,732 900 709 1,609 6,964 

平成 24年度 88,984 33,572 122,556 905 712 1,617 7,001 
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茨城県情報セキュリティポリシーに基づき，情報セキュリティ実施手順及び情報

システム使用要項を定め，物理的・技術的セキュリティ対策やシステム運用管理を

行っている。また，関係規程や情報セキュリティ関連情報を学内ポータルサイトに

掲示し，学内利用者へ周知と注意喚起を行っている。 

(ｳ) 情報処理教育 

１年次の学生には，教育課程における必修科目として，情報処理演習の履修が課

されている。また，情報処理実習室とマルチメディア LL室は，講義のない時間帯は

開放しているので，自主的に利用することができる。 

全国的な学術情報システムの形成について，文部科学省の国立情報学研究所に接

続し，図書・雑誌の総合目録である NACSIS-CAT，これに基づく相互利用システムで

ある NACSIS-ILLに参加し，学術情報資源の全国的な共有化に貢献している。 

 

(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。  

ア 研究費 

平成25年度の研究費の年間総額は，63,930千円であり，内訳は，個人研究費28,305

千円，プロジェクト研究費8,000千円，奨励研究費4,000千円，地域貢献研究費5,000

千円，海外派遣研修費800千円，その他の共通経費等18,050千円である。個人研究費は，

基本配分額に加えて，前年度の研究業績発表状況によって加算する方式をとっている。

プロジェクト研究，奨励研究，地域貢献研究は学内公募方式をとり，学長等の大学幹

部教員と学外有識者からなる審査会により，配分を適正に決定している。［資料7-8，

資料7-9，資料7-10，資料7-11，資料7-12］ 

イ 教員の研究環境 

殆どの教員は，実習棟１又は実習棟２で各自の専門研究可能なスペースを利用して

いる。また，リハビリテーション専門の付属病院を有し，臨床及び研究の場としてい

る。 

  ウ 嘱託助手 

教育研究を補助する嘱託助手が各学科・センターに24名（H25.5.1現在）配置されて

いる。 

エ TA(teaching assistant)，RA(research assistant) 

平成 22年度の大学院博士後期課程の開設に伴い，TAと RAの運用を開始した［資料

7-13，資料 7-14］。 

TA制度において，博士後期課程の大学院生については，博士前期課程並びに学士課

程の講義等を担当する。また，博士前期課程の大学院生については，学士課程の講義

等を担当する。 

RA制度は，本学のプロジェクト研究や地域貢献研究のメンバーとして大型研究に参

加し，研究費を執行できる制度として整備されている。 

オ eラーニングシステムを取り入れた医学物理教育 

大学院では，がんの専門家の育成と専門家による包括的医療の実現を目的とした「文

部科学省がんプロフェッショナル養成プラン」において，４大学による関東広域多職

種がんチーム養成拠点を形成し，筑波大学と連携してeラーニングシステムを取り入れ
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た医学物理教育を進めてきた。本拠点の取組が高く評価され，全国展開する運びとな

り，平成23年度からは“がんプロ全国e-learningクラウド”として，５拠点，33大学

に拡大して運用が開始されている。本学は，筑波大学，群馬大学，群馬県立県民健康

科学大学と連携し，医学物理教育を進めている。 

  カ シミュレーション教育に係る自習環境について 

学生が大学で学ぶ知識を相互に関連づけ，実際の臨床場面を想定し，いつでも自己

学習できる環境を提供するため，スキルラボの整備を進めた。シミュレーション教育

企画運営部会［資料 7-15］を設け，種々のシミュレーション医療教育について準備し

ている。 

 

(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。 

ア 倫理委員会 

(ｱ) 研究倫理を遵守するための目標 

倫理委員会は，審査の際の問題点について，倫理審査の観点からその都度，公開

している。しかし，倫理審査の基準は種々のガイドラインが公表され，少しずつ変

化している。審査の判断基準を時代に対応した柔軟な判断を委員全員が共有するよ

うに心がけている。 

(ｲ) 倫理委員会構成員 

研究の倫理的配慮の徹底を図るため，学外委員２名を加えた９名による倫理委員

会を運営し，厳正な倫理審査に努めている。構成員の専門性は広範囲にわたり，学

内の委員については，各学科・センター，付属病院からそれぞれ選出されバランス

をとっている［資料 7-16］。また倫理委員が研究分担者・指導者等申請書にかかる

関係者の場合，事前協議，申請者臨席による審査及び決議すべてにおいて別室で待

機し，審査に加わらないよう，申し合わせている。 

 

(ｳ) 平成 24年度倫理審査の結果 

平成 24年度は月に 1回（８月を除く）の定例倫理審査委員会を開催し，計 35件

の研究についての倫理審査申請（申請者：教員 19件，大学院生 12 件，付属病院専

門職員４件）を審議し，承認２件，条件付き承認 28件，変更の勧告３件，不承認１

件，非該当１件の審議結果を出し，申請者に通知（委員会終了後 1週間以内）する

とともに拡大教授会に報告し，学内ホームページにおいても結果を公開することに

より，研究倫理の浸透に努めている。迅速な審査が行われるようにするため，これ

まで学内ホームページで示してあった倫理審査申請書の記載要領を委員会内で検討

を加え改訂し学内ホームページに公開した。 

イ 動物実験委員会 

動物実験に関しては，平成 18年文部科学省通達により，生命倫理の観点からもより

厳しく倫理性が求められることから，平成 19年４月に，学長指名者を委員長とする動

物実験委員会［資料 7-17］を設置し，学内で行われる動物実験について審査している。 

平成 24年度は，外部委員を加えた９名による動物実験委員会を３回開催し，24件

の実験計画書を審議し承認した。動物実験実施者に対しては２年に１回の実験講習会
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出席を課し，３回の講習会を開催し実験倫理と適正な実験実施の向上に努めた。また，

マウス・ラットの微生物検査を実施し飼育環境を適正に維持できた。承認された 24件

の実験計画の結果報告書が提出され実験実施状況を把握できた。動物実験委員会活動

を通して動物実験を適正に実施できた。 

    また，組換え DNA 実験の安全かつ適切な実施を図るため，組換え DNA実験安全管理

規程を定めている［資料 7-18］。平成 24 年度は，組換え DNA実験安全部会において，

安全従事者登録，実験計画，実験計画経過報告の計 20件を審査し承認した。実施計画

や研究環境の適切性については，毎年度初めに組換え DNA実験安全部会の代表者が図

書・研究委員会において報告することで確認している。 

ウ 研修会の開催 

  研究倫理に関する研修会として，平成 25 年度に一般社団法人日本著作権教育研究会

から講師を招き，「大学における著作権」をテーマとした第 11回 IPU ミーティングを

開催した。さらに「倫理審査の最近の動向と基本的な考え方」をテーマとした第 12回

IPU ミーティングを「臨床研究に関する倫理指針」とその見直しや研究倫理の基本的

な考え方，倫理委員会の役割等について共通理解を深めることを目的に開催した。 

 

２ 点検・評価 

 ●基準７の充足状況 

   医療系大学に必要な施設・設備，学術情報資料を提供する図書館等を整備している。

また，教育研究を支援するためスキルラボの整備や TA制度の導入を図るとともに，研究

倫理を遵守するための委員会活動も適切に行われており，同基準を概ね充足している。   

①効果が上がっている事項 

ア 学生の自主学習の場の充実 

大学教育の課題として，学生の学修時間の不足や，多職種連携による医療の重要性

が高まっていることから平成24年度にスキルラボ（シミュレーション教育実習室「IPU

あいらぼ」）を整備した。 

イ 附属図書館 

附属図書館は，他の公立医療系大学と比較して蔵書数等において最も整備された規

模を有するとともに，大学院生及び教職員が24時間利用できるシステムとしている。

また，電子ジャーナルの導入により，契約済のジャーナル（文献）について容易に入

手が可能となった。 

ウ 情報システム 

情報システムの方針等は，各学科・センター等から選出された教職員９名による情

報システム部会で審議の後，図書・研究委員会に報告するなどして，学内調整を図っ

ている。 

情報システムは計画的に更新しており，機器の陳腐化・劣化に対処するとともに，

ソフトウェア機能の拡充及び情報セキュリティ対策の強化などにより，情報処理環境

を整備している。学内情報ネットワークに接続するパソコンは，専用パソコン，共用

パソコン及び教育・研究用パソコンに区分して配備しており，教育・研究・学習や事

務に効率的に活用されている。 
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エ 大学院の夕方・夜間等開講に対する安全配慮等 

    大学院生の研究室付近の外灯の増設，コンピュータ等の増設・更新等，学生からの

要望について適宜対処した。今後も改善要望にはできるだけ対応する方針である。 

②改善すべき事項  

臨床研究に関する倫理指針において，研究者等の教育の機会の確保が求められている

が，研修会等が開催されていなかったため，平成25年度末に倫理審査をテーマとする研

修会を行った。これを機会に定期的に研修会を開催していく必要がある。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

ア 学生の自主学習の場の充実 

  シミュレーション教育実習室「IPUあいらぼ」について，利用手引等を作成するなど

して，利用促進を図る。 

  また，ラーニングコモンズの一つとして図書館内における学生の学修スペースの拡

充や学内無線LAN環境の充実を進める。 

イ 附属図書館 

  引き続き図書館の効率的な運営を図りつつ，夜間における司書の配置などによりレ

ファレンス業務等の充実など図書館の利便性向上に努める。 

ウ 情報システム 

情報システム部会等を通じて，利用者の要望等への対応検討を行うとともに，情報

セキュリティを確保したシステムの企画・運営・管理を行っていく。 

また，順次更新を予定している学務システム，Webシステム等のサブシステムの更新

にあたっては，最適なシステム連携による運用管理し易いシステム構想（サーバの集

約化等）を検討していく。 

 エ 大学院の夕方・夜間等開講に対する安全配慮等 

大学院生と研究科長の懇談会による意見聴取や大学院生への総合満足度調査におけ

る要望意見を取り入れ，大学院生の安全で快適な教育研究環境に努めていく。 

②改善すべき事項 

臨床研究に関する倫理指針及び学内の臨床研究の現状を踏まえ，研究者及び倫理審査 

委員が臨床研究に関する倫理その他必要な知識等について研修する機会を毎年度設けて

いく。 

 

４ 根拠資料 

7- 1 茨城県立医療大学教育研究環境整備委員会規程 

7- 2 研究室等の状況 

7- 3 講義室，演習室の状況 

7- 4 学科等別実験・実習室の状況 

7- 5 茨城県立医療大学附属図書館規程 

7- 6 茨城県立医療大学附属図書館利用規程 

7- 7 茨城県立医療大学附属図書館学外利用者公開細則 
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7- 8 茨城県立医療大学プロジェクト研究実施要領 

7- 9 茨城県立医療大学奨励研究実施要領 

7-10 茨城県立医療大学地域貢献研究実施要領 

7-11 茨城県立医療大学教員海外研修要項 

7-12 平成 25年度の学内公募研究等一覧 

7-13  茨城県立医療大学大学院ティーチング・アシスト（TA）実施規程 

7-14  茨城県立医療大学大学院リサーチ・アシスタント（RA）実施規程 

7-15 茨城県立医療大学シミュレーション教育企画運営部会規程 

7-16  茨城県立医療大学倫理審査規程 

7-17  茨城県立医療大学動物実験委員会規程 

7-18 茨城県立医療大学組換え DNA実験安全管理規程 
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第８章 社会連携，社会貢献 

１ 現状説明 

(1)  社会との連携・協力に関する方針を定めているか。 

    本学は，保健医療の充実を目指して県民や地域住民の強い要望により設置された県立

大学であり，社会連携・社会貢献についての地域社会からの期待は高く，その重要性に

ついては，機会あるごとに教職員に周知，徹底されている。 

本学の社会連携・協力に係る目標は，以下のとおり，大学改革プラン後期期間の中期

計画に明示し，教職員間で共有している。 

本学の社会連携・社会貢献は，地域住民，行政，医療機関，関係教育・学術団体な

どと連携・協力しつつ，地域における保健・医療・福祉に関する課題について計画的

な教育・研究を行い，科学的な根拠に基づく解析結果や問題解決の方向性を示し，も

って地域社会に貢献する。具体的には，公開講座，地域への協力や企業との連携，地

域貢献研究センター［資料 8-1，資料 8-2］の活性化と発展等により公立大学の使命・

社会貢献を果たしていく。 

   また，本学は，リハビリテーション専門の付属病院を設置している。茨城県立医療大

学付属病院の設置及び管理に関する条例第１条において，「茨城県立医療大学における教

育研究に資するとともに，リハビリテーションを必要とする県民の健康の維持， 回復に

必要な医療を提供するため病院を設置する」ことを目的としている。 

 

(2)  教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。 

ア 地域貢献研究センター 

社会貢献を積極的・組織的に進めるため，地域貢献研究センターが設置されている。

主な業務内容は，公開講座の企画運営，地域貢献に関する調査研究及び開発・普及［資

料 8-3,資料 8-4］，医療機関及び関係機関との連携，付属病院による茨城県地域リハビ

リテーション支援センター業務の支援，その他地域貢献の推進に必要な事項を行うこ

とである。地域貢献研究センターには運営委員会が置かれ，毎年度，事業計画を立案

する。また，教員の社会貢献活動状況調査を行い，その結果及び事業計画に基づく各

種事業の実績等を基に，毎年度，社会貢献の取組状況等について評価し，これにより，

本学の社会貢献の適切性について検証している。 

(ｱ) 公開講座 

本学の公開講座の目的は，県民の健康・福祉に関する教養を高めるとともに文化

の向上に資することである（学則第 56条第１項）。地域貢献研究センター運営委員

会が企画・運営を担当し，テーマは保健医療分野を中心とし，一般市民向けのコー

ス（医療健康講座）のほかに，医療専門職向けのコース（医療専門講座）などを開

講してきた。平成 22年度からは「けあ・きゅあ体験講座」の名称で，福祉施設の介

護職等を対象に，より実践的な実技等を取り入れた講座を開催している。また，茨

城県生涯学習センターと連携協力し，同センターの県民大学等に講座を設け，住民

の受講機会の拡大にも努めている。また，平成 23年度から，小学校高学年の親子向

けに「夏休み親子科学教室」を開催し，児童生徒の科学的な見方や考え方を深める

取組を実施している。 
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表 8-1 平成 24 年度公開講座実施結果              (単位：人) 

講座名 テーマ 受講者 

夏休み親子科学教室 サカサナマズの不思議，真っ直ぐ立てる体の仕組み 34  

一般医療教育 

「けあ・きゅあ体験講座」 

高齢者の家庭での事故予防 20  

飲み込む力と肺炎の関係 30  

「自分でできる」への支援（着替え編） 31  

移乗・移動の基本動作 30  

県民大学 認知症講座（全５回） 250  

    計     395  

    ※受講者数は延べ人数。 

(ｲ) 地域貢献研究プロジェクト 

以下に示す５分野に関して，平成 24年度は総額 500万円の研究費枠を設け，学内

公募により，新規・継続分を併せ８件の研究（表 8-3）が進められた。 

① 卒後・現任教育分野 

     ② 地域リハビリテーション推進分野 

     ③ 災害医療分野 

     ④ 障害児教育支援分野 

     ⑤ その他（地域健康づくり推進事業の推進分野など） 

学内公募に対する審査は，以前は，学長，事務局長，副学長及び付属病院長で構

成する地域貢献企画審査会が審査を行ってきたが，地域のニーズを重視する観点か

ら外部評価委員を加え，その評価を反映させている。 

表 8-2 平成 24年度地域貢献研究プロジェクト 研究題名一覧 

本県における小児期のリハビリテーション医療の発展に向けた基礎的研究 

福島第一原子力発電所事故による汚染状況重点調査地域の放射線影響調査 

中間看護管理者のマネジメント能力開発に関する研究 

茨城における地域在住障害者が利用可能なスポーツプログラムの開発に関する研究 

メタボリックシンドローム特定保健指導における健康教室の評価に関する研究 

医用放射線啓発活動のための教材開発と活動 

茨城県内の中学生を対象とした体験型医科学教育プログラムの開発 

 

また，地域貢献研究の成果については，シンポジウムの開催等により積極的に社

会へ還元している。平成 24年度は次のシンポジウムが開催された。 

a 看護管理者セミナー（共催：茨城看護部長研究会） 

 ・日 時  平成 24年７月 28日(土) 

 ・場 所  本学講義棟 大講義室 

 ・参加者  医療施設の看護職員等 168名 

 ・内 容  「中間看護管理者のマネジメント能力開発に関する研究」報告等 

b  小児の高次脳機能障害―医療・教育における問題点（後援：茨城県教育委員会他） 

 ・日 時  平成 25年２月 17日(日) 
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 ・場 所  本学講義棟 大講義室 

 ・参加者  医療関係者，教育関係者等 172名 

 ・内 容  「本県における小児期のリハビリテーション医療の発展に向けた基礎的

研究」の報告及び，当該分野の第一人者を招いた講演会 

(ｳ) 認定看護師教育課程 

日本看護協会（以下「協会」）は，特定の分野において熟練した看護技術と知識を

用いて，水準の高い看護実践のできる認定看護師を社会に送り出すことにより，看

護現場における看護ケアの広がりと質の向上を図ることを目的に認定看護師制度を

設けている。 

本学では，協会の認定を受け，平成 19 年に「摂食・嚥下障害看護」分野の認定看

護師教育課程を開設し，これまでに 106名（H25.3）が修了し，全国で活躍している。 

・運営体制  課程長，主任教員，専任教員，事務職員 

・教育期間  ６カ月（680時間） 

・受講定員  20名 

(ｴ) 茨城県専任教員養成講習会（看護師等養成所の専任教員養成） 

     全国的に看護師不足が深刻化する中，看護師等養成所の専任教員養成が都道府県

の役割となったことを受けて，本県（主管課：保健福祉部医療対策課）では，平成

24年度に茨城県看護協会への委託事業により専任教員養成講習会を開催したが，平

成 25年度から本学において同講習会を開催している。 

・運営体制  講習会統括者，専任教員，事務職員 

・教育期間  約 11か月（平成 25年４月 15日～平成 26年２月 28日） 

   ・教育内容  教育基礎分野，看護専門分野など 34単位 855時間 

   ・受講定員  30名（平成 25年度受講者：26名）  

(ｵ) 茨城県難病相談・支援センター 

厚生労働省の「難病特別対策推進事業実施要綱」に基づき,都道府県で１か所の難

病相談・支援センターが設置されている。本県（主管課：保健福祉部保健予防課）

では平成 17年度から筑波大学への委託事業により運営されてきたが，平成 25年度

から本学において運営している。 

・運営体制  管理責任者，相談員３名（保健師，社会福祉士，精神保健福祉士） 

・開設場所  医療大学付属病院内 

・開設時間  月～金（祝日，年末年始を除く）10時～16時 

・主な業務内容 

①難病についての相談（電話・面接等），情報収集及び情報提供 

②医療保健福祉関係者を対象とする研修会の実施 

③患者会・家族会の活動支援 

・開設時期  平成 25年４月１日 

 

イ 地域への協力や企業との連携 

(ｱ) 地域との連携 

本学は開学以来，県及び市町村の各種審議会等の委員や講演会の講師として教員
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を派遣してきた。また，看護師，理学療法士，作業療法士，診療放射線技師等の医

療専門職を養成する大学であることから，教育・研究にあたっては医療機関や福祉

施設，（公社）茨城県看護協会，（公社）茨城県理学療法士会，（一社）茨城県作業療

法士会，（公社）茨城県診療放射線技師会等の職能団体と連携・協力する機会が多い。

全国規模の学会等の開催から日常的な小規模な研修会・勉強会の開催まで幅広く連

携・協力がなされている。 

表 8-3 教員の地域貢献活動の状況                      (単位：人) 

年度 
委員会の委

員 

講習会，シ

ンポジウ

ム 

地域に貢献

する研究・

活動 

専門職の研

修等 
その他 計 

平成 22年度 ８６ ８８ ４０ ５３ ５７ ３２４ 

平成 23年度 ７６ １４３ ６２ ４７ ５７ ３８５ 

平成 24年度 ８４ ７４ ５０ ６７ ６１ ３３５ 

       ※地域貢献研究センター調 

 

本学が所在する阿見町とは，開学以来，教員が行政改革推進員，障害者基本計画

推進会議委員，健康づくりプラン推進委員会委員，就学指導委員会委員，社会福祉

協議会理事など，様々な委員会委員等を務め，行政活動の運営に協力している。 

また，あみ健康づくりプラン 21や障害者プランの策定，介護保険事業や精神デイ

ケア事業の支援など，様々な事業に関わるとともに，公民館を単位とした地区の高

齢者の体力測定を定期的に実施し健康度を調査するなど，密接に連携してきた。 

平成 20年２月 15日には，阿見町と本学との間に連携協力協定が締結された[資料

8-5]。これを契機に，新たな連携事業として，「あみ健康づくりプラン 21」の評価

と新たな展開，高齢者の健康づくりの実践と医療費の関連，高齢者の転倒予防に向

けたサポート事業等が採択されるなど，積極的な地域貢献活動を行ってきている。 

(ｲ) 大学間連携 

平成 21年２月 13日には，東京医科大学茨城医療センターとの間で，連携協力協

定［資料 8-6］が締結された。従来から実施されてきた教育面における人的交流に

加え，臨床面において，リハビリテーションを専門とする本学付属病院と急性期を

扱う総合病院である東京医科大学茨城医療センターが相互に補完する形で協力関係

を深めることにより，地域医療の推進に貢献している。 

筑波大学との間では，従前から学生の臨床実習や「がんプロフェッショナル養成

プラン」における医学物理教育，ロボットスーツ HALの臨床適用に向けた共同研究

などの連携活動が行われてきたが，両大学がさらに連携を深め，教育・研究・地域

医療の充実と質の向上を図っていくため，平成 24年２月 23日に連携協定を締結し，

単位互換やロボットスーツ治験事業等のプロジェクトを推進している［資料 8-7，

資料 8-8］。 

また，平成 25年２月７日には，茨城大学農学部との連携協力協定を締結し，単位

互換や図書館の相互利用のほか，地元阿見町をフィールドに連携した食育教育など

を推進している［資料 8-9，資料 8-10］。 

(ｳ) 企業等との連携 
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地方公共団体，企業，公益法人等と本学との教育・研究上の連携を進めるため，

必要な規程を整備している［資料 8-11，資料 8-12，資料 8-13，資料 8-14］ 

表 8-4 民間機関等からの研究費等の受入件数 

 

 

 

 

 

    (ｴ) 福島第一原子力発電所事故への対応 

福島第一原子力発電所事故に対して，放射線サーベイ検査への放射線技術科学科

教員の派遣をはじめ，福島県内の自治体（二本松市）への協力などが行われた。 

また，県民に向けては，地元阿見町との共催による特別公開講座「日常生活にお

ける放射線について考えよう」の開催，各種団体の研修会への放射線技術科学科及

び看護学科の教員の派遣などを行った。また，近隣自治体から放射能除染対策事業

への協力依頼があり，汚染状況の評価及び除染対策への助言等を行った。 

ウ 付属病院 

開学翌年の平成８年 12月に，国公立の医療系大学としては全国で初めて，リハビリ

テーションの専門病院である付属病院を開院した。医療機関からの紹介予約制により，

脳血管障害，脊髄損傷，外傷，小児，神経難病等の専門的リハビリテーション適用患

者に対する医療を提供している。また，平成 12年には，県から，県全域を対象とする

「茨城県地域リハビリテーション支援センター」に指定され，地域リハビリテーショ

ン広域支援センター及び地域リハ・ステーションに対し，人的支援，高度或いは，新

たなリハビリテーション技術の研修等のほか，リハビリテーションに係る資源の調

査・研究，関係医療機関・施設との連絡・調整を行っている。さらに，平成 21年には，

茨城県立こども福祉医療センターとともに，茨城県指定小児リハ推進支援センターに

指定され，小児リハビリ関係機関による連絡会議，小児リハ・ステーション等への技

術的な支援などを実施し，本県のリハビリテーション医療の向上に寄与している［資

料 8-15,8-16］。 

エ 国際交流の推進 

本学の国際交流を強化するため，総務委員会の下部組織であった国際交流ワーキン

ググループが平成 23年４月から国際交流委員会［資料 8-17］として改組・発足し，

国際交流に関する基本方針に基づき国際交流を推進している。 

(ｱ) 学生及び教員の国際交流の推進 

       本学教員は，積極的に国際的な場における研究活動を行っている。平成 24年度の

実績としては，海外雑誌に 37本の原著論文，１本の総説，１本の報告，また，42

件の海外学会発表，１件の海外研究助成金の獲得があった［資料 8-18］。さらに，

大学院のリサーチカンファレンスでは，台湾人作業療法研究者の参加を受け，院生

および教員との議論・交流を行った。平成 25年７月，韓国・光州保健大学放射線学

科の教員４名が来学し，施設及び教育方法等に関する意見交換を行った。 

(ｲ)  海外派遣研修等 

 共同研究 受託研究 奨学寄附金 計 合計受入金額 

平成 22年度 ５ ０ ２ ７件 4,394千円 

平成 23年度 ３ １ ５ ９件 8,660千円 

平成 24年度 ６ ２ ４ 12 件 10,743千円 
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       学内特別予算である『海外派遣研修旅費』［資料 8-19］によって，毎年，１～２

名の教員による短期間海外派遣を実施し，海外の教育研究や医療の動向について調

査研究，学会発表等を行っている。平成 23年度は放射線技術科学科の助教がハンガ

リーに，平成 24年度は理学療法学科の助教がカナダに派遣されている。平成 25年

度には，理学療法学科の講師を米国カリフォルニア州立大学(サンディエゴ)に，ま

た，作業療法学科の助教を台湾の高雄医学大学（高雄）と台南成功大学（台南）に

派遣した。また，平成 22年度に派遣したシンガポールの保健医療系教育機関である

NanYang Polytechnic(NYP)から，平成 25 年度に本学見学のための訪問団が来学し，

今後の交流の端緒が開きつつある。 

      また，研究の成果発表のため学内個人研究費や科研費等により海外の学会に参加

する教員も少なくない。平成 24年度は，延べ 10名の教員が米国，英国，フランス

等へ渡航し研究交流を行った。 

(ｳ)  海外招聘講演会 

      平成 18年度から毎年１回，保健医療分野等の先端領域で活躍する海外の教育者・

研究者を招聘して講演会を開催している。平成 23年度は東日本大震災の影響により

講演会の開催を断念したが，平成 24年度は人間科学センターが担当し，米国からジ

ャンへシャン氏を招聘し，医療系大学の語学カリキュラム作りをテーマに講演会を

開催した。平成 19年度招聘の講師（ハワイ大学）によるシミュレーション教育に関

する講演と実演を通して，本学でのスキルラボ構想が具体化するきっかけとなった。 

(ｴ)  国際交流の推進体制の整備 

       本学ホームページ英語版を平成 24年４月から掲載し，本学の特色ある教育研究活

動を全世界に向けて発信している。 

 

２ 点検・評価 

●基準８の充足状況 

    本学は，社会連携・社会貢献に関する目標を定めて教職員間で共有するとともに，地

域貢献研究センターを設け，当該方針に基づき公開講座，地域への協力や企業との連携，

付属病院における地域医療等を積極的に推進しており，同基準を概ね充足している。 

①効果が上がっている事項 

＜社会貢献＞ 

社会との連携について，平成 24年度の実績では，審議会・委員会委員等 84件（38名），

講習会･シンポジウム等 74件，地域に貢献する研究･活動等 50件，専門職の研修等 67件

と，多くの地域貢献活動が報告されている。また，本学は放射線技術科学科を有してい

ることから，福島第一原子力発電所事故による住民の健康不安等への対応として，市民

講座，自治体や各種団体による研修会への教員の派遣，さらには，自治体の放射能除染

対策事業の指導等を行い，社会へ貢献している。 

＜国際交流＞ 

平成 23年９月に予定していた，シンガポール・NanYang Polytechnic(NYP)から本学へ

のスタディーツアーについて，交流開始に向けて協議中である。 

また，平成 25年度から導入された第４次カリキュラムにおいて，IPE コースに『国際
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多職種協働実習』［資料 8-20］という新たな実習科目を設置し，現在，その具体的な準

備を進めている。大学院研究科後期課程では，海外での学会発表・プレゼンテーション

を想定した演習科目，「専門英語」を開講している。 

②改善すべき事項 

＜社会貢献＞ 

公開講座については，申込者の受講率が低かったため，本学の特色を活かした講座を

検討し，高齢社会を支える福祉施設の職員等を対象に，体験を交えた一般医療教育「け

あ・きゅあ体験講座」を企画した。その結果，受講率は約 84％と向上したが，体験型で

あるため受講者数に制約があることから，受講者数の大幅な伸びには至っていない。こ

のため，新たな企画の検討や県内各地域にある茨城県生涯学習センターとの更なる連携

を図り，受講者数を増加させ，本学の知の集積の社会への更なる還元を図る必要がある。 

＜国際交流＞ 

  海外招聘講演会は，主催する学科やセンターに所属する教員の参加率は比較的高いも

のの，当該所属以外の教員の参加率が低く，参加率向上が課題である。また，本学の国

際交流の取り組みを広く学外の県民にも周知し，講演会への学外参加者を増やすことが

望まれる。また，近隣に在住する在日外国人研究者や学生との交流を促進することが課

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 

＜地域貢献＞ 

県立大学として本学が県民から理解され支持されるためには，開学の理念・目標であ

る質の高い医療専門職の育成はもとより，地域の課題に対して，地域とともに取り組み

評価されなければならない。 

審議会等の委員や講演会等の講師への教員派遣，地域の政策形成に関する連携・支援，

さらには，地元住民等への教育・文化活動への支援については，一定の評価が可能であ

り，今後も，教員の教育・研究に支障がない範囲で，地域の要請に応えていく。また，

地域の課題については，地域貢献研究プロジェクトを推進し，科学的な根拠に基づく解

析結果や問題解決の方向性を地域に公表することにより社会貢献に努めていく。さらに，

連携協力協定を締結している阿見町，東京医科大学茨城医療センター，筑波大学及び茨

城大学農学部との連携・協力をさらに強固なものにし，社会への貢献に活かしていく。 

＜国際交流＞ 

シンガポールの NanYang Polytechnicとの協議を進めるとともに，国際多職種協働実

習科目を円滑に開講する。さらに，社会貢献に資するため，海外招聘講演におけるテー

マや講師の選定を，これまで同様に適切に行う。 

②改善すべき事項 

＜地域貢献＞ 

公開講座については，大学の豊富な施設・設備，多彩な専門分野の教員を有する本学

の特徴を生かした企画の検討や茨城県生涯学習センターとの更なる連携を図り，受講者

数を増加させ，本学の知の集積の社会への更なる還元に努める。 



Ⅱ 本章 

第８章（基準８） 

90 

  

＜国際交流＞ 

  国際交流協定に基づいて本学と海外の教育機関・医療機関との交流を実現する必要が

ある。これまで最長１カ月であった海外派遣研修による滞在期間を延長できるかどうか

を検討する。また本学付属病院において，外国人学生，医療スタッフ，研究者等に対す

る研修機会の提供を検討する。 

 

４ 根拠資料 

8- 1 地域貢献研究センター設置要項（既出 2-6） 

8- 2  茨城県立医療大学地域貢献研究センター運営委員会設置要項 

8- 3  茨城県立医療大学地域貢献研究実施要領（既出 7-10） 

8- 4  大学ホームページ（地域貢献研究実績）  

      http://www.crdc.ipu.ac.jp/project.html 

8- 5  阿見町と茨城県立医療大学との連携協力に関する協定書 

8- 6  東京医科大学霞ケ浦病院(現茨城医療センター)と茨城県立医療大学との連携協力

に関する協定書 

8- 7  国立大学法人筑波大学と茨城県立医療大学の連携及び協力に関する協定書 

8- 8  茨城県立医療大学と筑波大学との連携協力協定締結に係る主要事業 

8- 9  茨城大学農学部と茨城県立医療大学の連携及び協力に関する協定書 

8-10  茨城大学農学部との連携・協力協定締結に係る主要事業 

    8-11  茨城県立医療大学学外共同研究員規程 

8-12  茨城県立医療大学共同研究費取扱規程 

8-13  茨城県立医療大学受託研究費取扱規程 

8-14  茨城県立医療大学奨学寄附金取扱規程 

8-15  地域リハビリテーション体制（図） 

8-16  茨城県地域リハビリテーション支援センターホームページ

http://www.hosp.ipu.ac.jp/chiikishien/index.html  

8-17  茨城県立医療大学国際交流委員会規程 

8-18  本学の国際的研究活動の実績（平成 24 年度） 

8-19  茨城県立医療大学教員海外研修要項（既出 7-11） 

8-20  国際多職種協働実習シラバス 

  

http://appl.adipu.ac.jp/portal/reikisyu/chiikikoukenken/02.pdf
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第９章 管理運営，財務 

第１節 管理運営 

１ 現状説明 

(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。 

大学改革プラン後期期間の中期計画において，「本学の理念・目的の実現に向け組織

がそれぞれの役割を果たすため，大学運営の活性化を図る。外部評価や学外からの意見

を大学運営に積極的に取り入れ，絶えず自己点検・評価を行う体制の確立を図り，大学

の管理運営における改善・改革に資すること」を目標としている。 

 

(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。 

  ア 組織 

大学の管理運営が目標を達成するためには，それぞれの組織が明確な目的と権限を有し，

情報の共有化が図られ，各組織が円滑かつ有機的に連携することが求められる。 

   本学の管理運営上の組織は，保健医療学部，大学院保健医療科学研究科，事務局及び学

生部で，組織の管理監督者として，学長をはじめ，副学長，事務局長，学生部長等が任命

されている［資料 9－1，資料 9-2，資料 9-3，資料 9-4，資料 9-5，資料 9-6］。 

学部に学部長は置かれておらず学長が代行する形になっており，各学科長及び各センタ

ー長が任命されている。また，平成 20 年度までは，学長が研究科長を兼務していたが，

平成 21年度からは独立職としての研究科長が任命されている。 

付属施設として附属図書館及び付属病院が置かれ，管理者として附属図書館長及び付属

病院長が任命されている［資料 9-7，資料 9-8］。また，大学の第３の機能である地域貢献

を組織的に進めるための地域貢献研究センターが設置され，センター長は学長が兼務して

いる［資料 9-9］。 

イ 審議及び協議体制 

大学運営の重要事項を審議する組織として，企画調整会議，教授会及び各委員会があ

る［資料 9-10，資料 9-11］。学内の意思決定は，所管の委員会で審議決定した後，諸

規則に関するものは総務委員会［資料 9-12］を経て，企画調整会議で審議のうえ教授

会に提案される。 

(ｱ)  企画調整会議 

  大学の主要な管理者で構成され，学長のリーダーシップのもと，大学運営上の企

画・検討及び学内の調整を行う。従来は，教授会の議題を審議することが中心であ

ったが，大学の改善・改革を推進するため，毎月，大学運営の課題等を取り上げて

検討等を行うことに改めた。 

 (ｲ)  教授会 

  学部の審議組織として，教育公務員特例法の規定に基づく人事に関する事項，学

校教育法施行規則の規定に基づく学生の入学，退学，休学，卒業などに関する事項，

教育課程及び授業科目，授業，試験等に関する事項など学部の重要事項について審

議する。本学は保健医療学部１学部の単科大学であることから，学部の教授会が大

学の最終的な意思決定機関になっている。 

     なお，教授会の報告事項については，教授以外の教員を加え，拡大教授会と称し
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て会議が開催されている。出席対象者は，従来は講師以上であったが，平成 24年９

月に助教を，更に平成 25年４月に嘱託助手を加え，現在は，全ての教員等が出席し，

大学運営等に係る各種情報の共有が図られるとともに，教員間の連携の強化にも寄

与している。また，学長自らが大学のトピック等を説明し，大学運営に関し共通認

識を持つよう運営上の工夫もなされている。 

(ｳ)  委員会 

学則に基づき設置され，それぞれ所管する事項を審議する。このうち，自己点検・

評価委員会については，評価体制を強化するため，平成 25年度に，学長をトップと

する組織に改めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

※各委員会規程：資料 9-12～資料 9-23 

表 9-1 各委員会の審議事項等  

名称 審議事項 委員長 

総務委員会 学則及び学内諸規則に関する事項，教員の人事に関する事

項，学内施設に関する事項 

副学長 

学務委員会 教育課程及び授業に関する事項，学生の試験及び単位取得

に関する事項，学生の進級及び卒業認定に関する事項 

学長 

学生委員会 学生の厚生補導及び賞罰，課外活動，保健管理，就職及び

その他学生生活全般に関する事項 

学生部長 

図書・研究委員会 附属図書館の運営，情報システム，研究，紀要の編集等に

関する事項 

附属図書

館長 

入学試験委員会 入学者選抜方法，学生募集，合否判定等に関する事項 学長 

自己点検・評価委員会 自己点検・評価の基本方針及び当該実施に関する事項 学長 

放射線安全委員会 放射線安全確保に関する基本的考え方，方策，管理基準等，

放射線施設の新設・改廃，事故発生あるいは事故発生のお

それが生じた問題点の検討・処置及び方針その他放射線に

関する事項 

副学長 

倫理委員会 人間の尊厳，権利及び自由の保障，個人の人権の保障の科

学的又は社会的利益に対する優先，インフォームド・コン

セント等に関する事項 

学長が指

名する者 

地域貢献研究センター

運営委員会 

研究及び地域社会との連携に関する事項，地域貢献に関す

る調査研究，医療機関，茨城県地域リハビリテーション支

援センター業務の支援，認定看護師教育課程の運営等に関

する事項 

学長が指

名する者 

動物実験委員会 動物実験計画に関する事項，動物舎の運営に関する事項 学長の指

名する者 

国際交流委員会 学生及び教員による国際交流の推進 学長の指

名する者 

教育研究環境整備委員

会 

教育研究環境の整備に関する事項 学長 



Ⅱ 本章 

第９章（基準９(1)） 

93 

  

ウ 大学院の運営体制 

 研究科長は重要な事項を審議するための研究科委員会及び研究科運営会議の議長を

務める［資料 9-24，資料 9-25］。 

(ｱ) 研究科委員会 

  研究科長，研究科において特別研究科目を担当する教授及び研究科長が必要と認

める教授をもって構成する。審議事項は，①重要な規程の制定及び改廃に関する事

項，②教育課程及び研究指導に関する事項，③学生の入学，退学，転学，休学，留

学，除籍及び課程の修了に関する事項，④学位の授与に関する事項，⑤学生の賞罰

に関する事項，⑥学生の厚生補導に関する事項，⑦教員の人事に関する事項，⑧前

各号に掲げるものの他，研究科の運営に関する重要な事項である。 

(ｲ) 研究科運営会議 

  学長，副学長，事務局長，研究科長，各専攻を代表する研究科委員会の構成員，

その他研究科長が必要と認める者をもって構成する。 

(ｳ)  委員会 

  学部の学務委員会，入試委員会などに相当する組織として，教育研究部会，学生

選抜部会及び FD企画運営部会が設置されている［資料 9-26，資料 9-27，資料 9-28］。 

エ 諮問機関 

学長の諮問機関として，学外の有識者（大学運営に精通する者，県民代表，学識経験

者，医療機関等代表者及び高等学校代表からなる 10名）で構成される大学運営協議会が

あり，以下の事項について，学長の諮問に応じて審議し，学長に対して助言又は勧告を行

う［資料 9-29］。 

(ｱ) 本学の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項 

(ｲ) 本学の教育研究活動等の状況について本学が行う評価に関する重要事項 

(ｳ) その他本学の運営に関する重要事項 

 

(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。 

本学の設置理念・教育目的を効果的に達成するためには，事務組織と教学組織とがそ

れぞれ独自性を保持しつつ連携協力する関係が確立されていることが不可欠であり，ま

た，大学の置かれている今日的な課題に迅速に対応するためには，意思決定や伝達シス

テムの円滑化が大切である。 

事務組織としては，旧来の事務処理や教育研究活動の支援業務に止まらず，大学運営

の企画や立案への積極的な参画，学長をはじめとする執行部の補佐機能の拡充，そのた

めの態勢づくりと人材育成を目標としている。 

事務組織は，総務課，図書館・情報課，教務課及び病院管理課の４課で構成されてお

り，事務局を統括する事務局長及び事務局長を補佐する事務局次長を含めた正職員 34名

に加え，嘱託職員 23 名及び臨時職員 11名が配置されている。 

事務組織と教学組織との関係については，病院管理課を除く事務局各課では，学内の

各種委員会の事務を担当するほか，各課長が関係する委員会の委員として委員会活動に

参画しており，事務局と教学間の調整・連携を図っている。 

また，事務局長は教授会に出席し議事運営について助言を行う（医療大学学則第 11条
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第３項）とともに，全学的な管理運営の企画・連絡調整を行う企画調整会議の構成員と

して，大学の管理運営の一翼を担っている。 

大学院の事務については，学部の教授会に相当する研究科委員会の事務，学部の企画

調整会議に相当する研究科運営会議の事務並びに学生選抜部会（学部の入試委員会に相

当）及び教育研究部会（学部の学務委員会に相当）の事務等を教務課が担当している。 

 

(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。 

ア 研修 

事務職員の資質向上を図る研修としては，県の自治研修所が職階別の一般研修と政策

形成研修等の特別研修を行っているが，大学事務に特化したものはない。 

そのため，大学独自に，転入者ガイダンスの開催，公立大学協会が主催する SDセミナ

ーや筑波大学大学研究センター主催の大学マネジメントセミナーなど外部機関の研修会

へ職員を参加させるなどしている。また，大学認証評価による助言等を踏まえ，平成 22

年度から学内における職員研修会を毎年開催している。 

表 9-2 主な研修一覧（平成 24 年度） 

研修会名等 主催 会場 参加数 

転入者等ガイダンス 本学 学内 ５名 

大学マネジメントセミナー（５日間） 筑波大学大学研究センター 東京 ２名 

職員セミナー（３日間） (財)公立大学協会 東京 １名 

会計セミナー   〃 東京 １名 

高等教育改革フォーラム（計３回）   〃 東京 １名 

大学の実力～いい大学ってどんな大学～※ 本学 学内 16 名 

   ※公開セミナーとして学外にも開放 

イ 人事評価 

人事評価は，県に準拠しており，目標管理による「業績評価」及び「勤務評価」の２

本立てで行われている。評価プロセスの様々な局面で，評価者と被評価者のコミュニケ

ーションを必須の要素とし，組織内にコミュニケーションが交わされ，効率アップや組

織の活性化が図られるとともに，組織目標が明確化し，業務の振り返りを通して進行管

理が容易になるよる考慮されている。また，業務を通じて生み出された成果や能力を適

正に評価し，任用管理や人材育成，職員の能力開発等に活用することにより，職員一人

ひとりの「やる気」を引き出し，職員の能力向上や効率・効果的な運営に結びつけるこ

とを目的としている。 

 

２ 点検・評価 

 ●基準９（管理運営）の充足状況 

   管理運営の目標を教職員が共有するとともに，学内諸規程に基づき管理運営が行われ

ている。 

また，事務組織は，各種委員会事務を担当するほか，各課長が関係委員会に委員とし

て参画して事務局と教学間の調整・連携を図っている。SD活動については，前回の大学
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認証評価の助言等を踏まえ，職員研修会の開催及び外部研修会の更なる活用を図ってい

るところである。これらのことから，同基準を概ね充足している。 

①効果が上がっている事項 

拡大教授会の対象者を拡大し，全教員及び嘱託助手が出席する会議を毎月（８月を除

く。）開催することにより，大学運営に係る各種情報の共有及び教員間の連携に寄与して

いる。 

②改善すべき事項 

事務局職員の人事は県の定期人事異動の中で行われており，在職年数は概ね３～５年

である。このため，高度化・専門化する大学事務に精通し，大学の管理運営に携わり，

また，教員の教育研究活動を支援することができる人材の育成又は即戦力となる人材の

配置が重要である。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

学長のリーダーシップのもと，各種会議の機能を発揮し，大学の諸課題について迅速

な意思決定及び情報共有を図る。 

②改善すべき事項 

大学事務職員として，教育・研究活動を支援するために必要な専門的知識の修得，業

務遂行能力の向上を図るため，職員研修会の開催や外部機関が主催する研修会の更なる

活用に努める。また，事務組織と教学組織の連携を一層密にし，大学の課題に効果的に

取り組む学内の組織づくりを進める。 

 

４ 根拠資料 

9- 1 茨城県立医療大学組織図（既出 2-1） 

9- 2 茨城県立医療大学学長選考規程 

9- 3 茨城県立医療大学副学長選考規程 

9- 4 茨城県立医療大学学生部長選考規程 

9- 5 茨城県立医療大学研究科長選考規程 

9- 6 茨城県立医療大学学科長及びセンター長選考規程（既出 3-7） 

9- 7 茨城県立医療大学附属図書館長選考規程 

9- 8 茨城県立医療大学付属病院長選考規程 

9- 9地域貢献研究センター設置要項（既出 2-6） 

9-10 茨城県立医療大学企画調整会議規程（既出 1-10） 

9-11 茨城県立医療大学教授会規程（既出 1-11） 

9-12 茨城県立医療大学総務委員会規程（既出 3-8） 

9-13 茨城県立医療大学学務委員会規程（既出 4-7） 

9-14 茨城県立医療大学学生委員会規程（既出 6-2） 

9-15 茨城県立医療大学図書・研究委員会規程 

9-16 茨城県立医療大学入学試験委員会規程（既出 5-8） 

9-17 茨城県立医療大学自己点検・評価委員会規程 
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9-18 茨城県立医療大学放射線安全委員会規程 

9-19 茨城県立医療大学倫理審査規程（既出 7-16） 

9-20 茨城県立医療大学地域貢献研究センター運営委員会規程（既出 8-2） 

9-21 茨城県立医療大学動物実験委員会規程（既出 7-17） 

9-22 茨城県立医療大学国際交流委員会規程（既出 8-17） 

9-23 茨城県立医療大学教育研究環境整備委員会規程（既出 7-1） 

9-24 茨城県立医療大学研究科委員会規程（既出 1-16） 

9-25 茨城県立医療大学大学院研究科委員会運営会議設置要項（既出 1-15） 

9-26 茨城県立医療大学大学院研究科運営会議教育研究部会設置要項 

9-27 茨城県立医療大学大学院研究科運営会議学生選抜部会設置要項（既出 5-9） 

9-28 茨城県立医療大学大学院 FD企画運営部会設置要項（既出 4-45） 

9-29 茨城県立医療大学大学運営協議会規程（既出 1-9） 
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第２節 財務 

１ 現状説明 

(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。 

本学は，設置主体が茨城県であり，県組織上の一機関として位置付けられている。大

学予算は県の一般会計に，付属病院予算は県の特別会計に計上されている。 

ア 大学予算 

    大学運営のコストの面では，本学の教育・研究に要する経費である「大学運営費」

の決算額は，約 17 億 8,600万円で，大学収入の合計約 6億 6,600万円は「大学運営費」

のうちの人件費約 8億 8,000万円をも大きく下回っている。これは，本学の検定料・

入学料・授業料が国立大学の標準額に準じて定められていること，学部の定員が 680

名，大学院の定員は 45名，合計 725名で，学生数が少ないこと，学生の収容定員に比

較し敷地が広大で施設管理や教育設備の維持管理に経費がかかることが主な要因であ

る。 

       本学の大学経常費（付属病院を除いた大学の人件費及び物件費の合計額：大学運営

費に相当）に占める大学収入（自主財源）の割合は 28.0％で，医療系の学部のみを有

する 21の公立大学（医学部・歯学部・薬学部を持つ大学を除く。）の平均 30.5％（平

成 24年度公立大学便覧）と同程度となっている。 

表 9-1 平成２４年度の大学予算の当初予算額及び決算額   （単位：千円） 

歳       入 歳                出 

 当初予算額 決算額 増  減  当初予算額 決算額 増  減 

使用料及

び手数料 

492,808 

 

485,170 △7,638 大

学

運

営

費 

人件費 844,086 880,883 36,797 

国庫支出金 108,914 107,477 △1,437 教育研究費 200,356 169,257 △31,099 

諸収入 13,442 9,775 △3,667 学生経費 201,641 176,921 △24,720 

寄附金 0 6,423 6,423 管理経費 599,762 558,791 △40,971 

繰入金 6,292 5,907 △385 計 1,845,845 1,785,852 △59,993 

財産収入 0 1,338 1,338 そ の 他 23,872 24,513 641 

県 債 56,100 50,100 △6,000 

合  計 677,556 666,190 △11,366 合   計 1,869,717 1,810,365 △59,352 

 

   (ｱ) 歳入 

「使用料及び手数料」が大部分を占める。その主なものは，授業料，入学料，入

学検定料で，決算額は５億円弱である。授業料の減免対象者が予想を上回ったこと

により決算額が下回った。 

「国庫支出金」は，特別電源所在地県科学技術振興事業補助金及びがんプロフェ

ッショナル養成事業補助金等である。 

「諸収入」は，共同研究費等の減により予算額を下回った。 

「寄附金」は，奨学寄附金である。 

「繰入金」は，雇用創出等基金を活用した卒業生県内定着促進事業費の財源であ

る。 
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「財産収入」は，自動販売機設置による建物貸付収入である。 

「県債」は，老朽化した機械警備設備の更新工事を行った財源である。 

歳入合計では，決算額が予算額を下回る約 6億 6,600万円となった。 

 

(ｲ) 歳出 

歳出の内訳は，人件費，教育研究費，学生経費，管理経費である。 

      「人件費」は，教員及び職員の給与に各種手当てを含む。 

      「教育研究費」は，教員研究費・特別研究費・教員旅費・海外研修旅費等である。 

      「学生経費」は，教育実習費・非常勤講師等経費・厚生補導費・就職指導費・大

学院運営費等である。 

     「管理経費」は，図書館運営費・情報システム費・施設管理費等である。 

     決算額が予算額に対し約 5,900万円の減額となっており，この中で大きなものは，

「管理経費」で約 4,100万円の減額である。 

      外部資金の導入については，件数・金額とも決して多いとは言えない状況である。

保健・医療系の大学は，研究より人材育成に向けた教育を重視していること，研究

内容上も１件当たりの研究費が比較的少額であること等から，外部資金の達成目標

を掲げることは困難な面もあるものの，県財政の状況からも研究上外部資金の活用

拡充が不可欠である。 

光熱水費については，平成 17年度から付属病院を含め大学の施設全体に，本 県

で初めてコージェネレーションシステム及び排熱利用による省エネルギーサービス

（ESCO）事業を導入した。事業計画時点では想定できなかった大幅な重油高の影響

を受け，当初計画された光熱水費の削減効果を達成することは，非常に困難な状況

である。 

(ｳ) 外部資金の受入状況 

     平成 24年度の外部資金の受入状況は，表 9-2のとおりである。 

     外部資金に係る情報収集・周知及び説明会の開催等により，外部資金の拡充に努

めている。 

     表 9-2 外部資金の受入状況     （単位：千円）  

 

 

平成 24年度 

件数 金   額 

科学研究費補助金 33 47,020 

受  託  研  究 2 1,170 

共  同  研  究 6 2,150 

奨 学 寄 附 金 3 6,423 

計 44 53,343 

 

(ｴ) 教育研究費の配分と執行 

個人研究費については基本研究費に研究の実績に応じた加算を行い配分した。 

プロジェクト研究費及び奨励研究費については，プロジェクト研究企画・審査会
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及び奨励研究審査会で審査を行い配分した。 

地域貢献研究費については，募集分野を定めたうえで研究プロジェクトを公募し，

地域貢献企画審査会を経て配分した。 

教育研究費の執行にあたっては，科学研究費を含め，県の財務規則等の会計規程に

則り，教員の申請について総務課経理担当で審査を行い，不正な執行が無いよう注意

を払っている。 

 

 イ 付属病院予算 

歳入は，診療報酬を中心とする「使用料及び手数料」と一般会計からの「繰入金」が

全体の約９割を占めている。前年度決算と比較し約 1,100万円減少した。 

   歳出については，職員給与費や医療材料費の増により約 5,000万円増加した。 

   今後は，歳入面では，病床利用率の向上や 365日リハビリテーションの実施による収

入の増加を図るとともに，歳出面では，さらなるコストの見直しを図る必要がある。 

表 9-3  平成 24年度の付属病院予算の当初予算額及び決算額   （単位：千円） 

歳       入 歳                出 

 当初予算額 決算額 増  減  当初予算額 決算額 増  減 

使用料及び

手数料 

1,311,032 

 

1,252,191 △58,841 病

院

運

営

費 

職員給与費等 1,082,516 1,003,022 △79,494 

管理運営費 615,485 540,587 △74,898 

国庫支出金 0 0  医薬材料費 105,664 111,379 5,715 

財産収入 4,326 4,085 △241 情報システム費 148,068 140,973 △7,095 

繰入金 1,030,930 929,074 △101,856 地域リハビリ費 616 390 △226 

諸収入 15,555 4,646 △10,909 計 1,952,349 1,796,351 △155,998 

繰越金 20,000 132,488 112,488 そ

の

他 

研究研修費 16,353 3,803 △12,550 

県債 56,800 38,700 △18,100 公債費 467,441 467,441 0 

    予備費 2,500 0 △2,500 

   計 486,294 471,244 △15,050 

合  計 2,438,643 2,361,184 △77,459 合   計 2,438,643 2,267,595 △171,048 

 

(2)  予算編成および予算執行は適切に行っているか。 

予算は，県の一機関として，大学の予算要求資料等を基に設置者が編成する。例年 10

月前半に設置者（県）から次年度予算の編成方針が示されるが,これを受け大学において

は，総務課長（経理担当）から各課長に予算要求資料等の作成を依頼し，各課が作成し

た予算要求資料等について事務局長の決裁の後，設置者に要求している。 

また，予算執行は，県の財務規則に基づいており，執行状況について，県会計事務局

による検査及び監査委員による定期監査などのチェック体制がとられている。 

 

２ 点検・評価 

 ●基準９（財務）の充足状況 

   本学の設置主体が茨城県であり，県組織上の一機関として位置付けられており，安定
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的財政基盤を有していると考えられ，同基準を概ね充足している。 

①効果が上がっている事項 

県立大学であることから比較的安定した財務基盤を有していると考えられるが，近年

の厳しい県財政を踏まえ，経費の縮減を行っている。 

②改善すべき事項 

県財政の状況からも，研究にあたっての外部資金の更なる拡充が不可欠である。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

①効果が上がっている事項 

諸規則に基づく適正な予算執行を行うとともに，節電対策など経費抑制策の強化及び

予算執行管理の徹底により更なる経費縮減に努める。 

②改善すべき事項 

外部資金に係る情報収集及び周知並びに科学研究費公募説明会の実施などを継続し，

より積極的な獲得に努める。 

 

４ 根拠資料 
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第１０章 内部質保証 

 

１ 現状説明 

(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。 

大学の理念・目的を遂行するための教育・研究・実践に関わる点検・評価を行うため

に，学長を長とする自己点検・評価委員会が構成されている［資料 10-1］。委員会では，

「自己点検・評価年次報告書」（以下「年次報告書」）を毎年度作成している［資料資料

10-2］。PDFファイルによる発行とし，学内教職員が閲覧できるサーバー上に保存してい

る。 

教育研究活動等の状況に関する情報や大学認証評価に係る自己点検・評価報告書（評

価結果を含む。）については，大学ホームページにおいて公開している［資料 10-3，10-4］。 

 

(2)  内部質保証に関するシステムを整備しているか。 

本学では，自己評価について，学則第２条において，「教育研究水準の向上を図るとと

もに， 設置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

ら点検及び評価を行うものとする」と規定されている。これに基づき，学長を委員長と

する自己点検・評価委員会を設け，各レベルにおける評価を実施し，教育研究の質の向

上及び大学運営の強化に努めている。 

(ｱ) 大学全体レベルの内部質保証 

本学では平成 17年度に，学外有識者による「あり方検討懇話会」からの報告を受け

て，「大学改革プラン」が策定されている［資料 10-5］。この改革プランの進捗を毎年

度，検証すべきであったが，十分には行われてこなかった。そこで，自己点検・評価

委員会では，大学改革プランで示された 10 年間の後半に入る平成 24 年度に，改革プ

ラン進捗状況の把握と PDCAサイクルをより具体化するために，中期計画をまとめた

［資料 10-6］。また，毎年度発行している年次報告書の内容では，必ずしも PDCAサイ

クルに基づく記載が徹底されていないため，平成 23年度年次報告書から，大学基準協

会の評価項目に準じたフォーマットに変更した。 

平成 25年度から自己点検・評価に係る学内組織を大幅に見直した。学長を長とし，

企画調整会議の構成員（部局長，学科・センター長）からなる委員会組織に改め，そ

の下部組織として，前構成員による自己点検・評価実施部会［資料 10-7］を設置した。 

さらに，外部有識者により構成され，本学の理念・目的を達成するための基本的な

計画や本学の運営に関する重要事項について審議する大学運営協議会［資料 10-8］が

置かれ，毎年度，少なくとも１回の会議［資料 10-9］が開催され，大学から運営状況

等の報告を行い，評価を受けるシステムをとっている。 

(ｲ) 教育プログラムの内部質保証 

学生が履修する関連科目のまとまりとして科目群（「コース」と呼称）を設けている

が，コースコーディネーターが，コース内の科目のシラバスをチェックする体制を整

えている。シラバスやコースの確認，全体のカリキュラムの有効性の点検は，学務委

員会が行っている。 
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(ｳ)  授業レベルの内部質保証 

教育における質保証で重要なのは学生からの各種フィードバックであるとの考えに

基づき，学期毎に学生による全科目を対象とした授業評価アンケート科目別満足度調

査の他，教員同士の授業参観を導入している。評価アンケート結果は学務委員会で供

覧され，各科目の担当責任者にフィードバックされている。学期毎の成績報告や取得

単位も学務委員会で供覧，確認を行っている。学長が長である学務委員会にこれらの

情報を集約することにより，カリキュラムや教育システムの改革に繋がっている。 

(ｴ) 研究レベルの内部質保証 

教員個人研究費の配分において，過去２か年にわたる論文発表の業績をポイント化

し，研究費を算定している。また，学内公募研究の採択に当たっては，学外の有識者

２名を加えた評価メンバーにより，採択と配分金額を決定している。大学院博士後期

課程では，学外者を審査員に加えて学位審査を行っている。 

 

(3） 内部質保証システムを適切に機能させているか。 

平成 24年度の年次報告書の書式（章立てと項目）については，PDCA サイクルが明示で

きるよう，新しいフォーマットで編纂することとし，年度計画と活動実績を具体的に明

記するようにした。また，自己点検・評価委員会の在り方を根本的に見直した。これま

での委員会は，年次報告書編集作業を主たる業務としており，必ずしも自己点検・評価

を厳格に実施できる構成ではなかった。このことから，学長を議長とし，企画調整会議

構成員（学内部局長，学科センター長など）を委員とする委員会を平成 25年度から発足

させた。 

 

２ 点検・評価 

 ●基準 10の充足状況 

   大学運営協議会の定例開催の他，学内では自己点検・評価委員会を体制強化するとと

もに，中期計画の進行管理による点検・評価に改めるなど，内部質保証システムの充実

に努めているところであり，同基準を概ね充足している。 

①成果が上がっている事項 

長期プランに相当する「大学改革プラン」（平成 17年）において，提言として示され

た項目とその成果は次の通りである。 

ア 大学院博士後期課程の設置 

設置向けて準備が進められ，平成 22年４月より開設した。 

イ 学生の教育評価への参画 

科目別満足度調査及び授業の総合満足度調査を実施し，これらを授業改善に活かす

とともに，分析結果を活かし第４次カリキュラムを編成し，平成 25年度入学生から導

入した。 

ウ 医学物理コースの設置 

    平成 19年４月に大学院前期課程に医学物理コースを設けた。その後，他大学との共

同による文部科学省公募事業「がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」の採択

や，医学物理士教育機構の教育コースの認定を受けるなど，医学物理学教育の充実が
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図られた。 

 

中長期プランに関する点検評価は，平成 24年度からの中期計画を立案することにより，

年度ごとの PDCAサイクルが意識されるようになり，また，改革プランの進捗の把握と中

期的な目標設定が具体的に記載されるようになった。年次報告書のフォーマットを PDCA

サイクルが明示できるものに変えたことにより，短期的な目標設定と結果が対比できる

ようになった。 

科目別満足度調査を始めとする学生からのフィードバックを受けて，カリキュラム改

訂を行い，平成 25年度入学生より新カリキュラムを適用している。 

②改善すべき事項 

年度毎に作成している自己点検・評価年次報告書は PDF化し，学内教職員が閲覧でき

るようにしているが，学外に向けての公開は行っていない。学長を長とし部局長等から

構成される自己点検・評価委員会と，下部組織の自己点検・評価実施部会との機能的な

連携を進めていく必要がある。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

①成果が上がっている事項 

平成 24年度年次報告書より，PDCAサイクルが明示できるフォーマットとして作成する

ことになっているが，中期，長期の点検・評価が可能なよう継続させていく。 

②改善すべき事項 

長期計画については，平成 17年度に学外有識者により評価を受け，まとめられた大学

改革プランをベースとしているが，今後，長期計画の立案組織の在り方について，検討

する必要がある。 

 

４ 根拠資料 

10- 1 茨城県立医療大学自己点検・評価委員会規程（既出 9-17） 

10- 2 平成 24年度自己点検・評価年次報告書 

10- 3  大学ホームページ（教育情報）（既出 1-8） 

http://www.ipu.ac.jp/article/14302525.html 

10- 4  大学ホームページ（自己点検・評価報告書） 

     http://www.ipu.ac.jp/article/14150543.html 

10- 5 茨城県立医療大学改革プラン報告書の骨子（平成 19年５月）（既出 1-12） 

10- 6 茨城県立医療大学改革プラン（後期）中期計画（既出 1-14） 

10- 7 茨城県立医療大学自己点検・評価実施部会設置要項 

10- 8 茨城県立医療大学運営協議会規程（既出 1-9） 

10- 9  茨城県立医療大学運営協議会の開催状況 
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１ 自己点検・評価の経緯の概要 

本学においては，平成 18年 4月に学外有識者によって構成された「茨城県立あり方検

討懇話会」から，今後の県立医療大学の基本的なあり方について検討課題を示した報告

書が知事あてに提出された。これを受けて，同６月に学内組織として「大学改革プラン

策定会議」が発足し，今後 10年間を見通した大学のあり方について具体的なプランに関

する検討が行われた。その結果は，平成 19年３月に「大学改革プラン」として，大学運

営協議会に報告した。本学が初回の認証評価を受けるための報告書を取りまとめたのと

ほぼ同時期である。 

今回の二期目の大学認証評価申請に至る７年間，本学では，改革プランをより確実に

実行しつつ，医療環境，教育環境の変化・動向を検証し，柔軟に対応する新たなプラン

の具体化にも注力した。 

あり方検討懇話会で，「地域のニーズに沿った学科等の編成の検討」が求められ，策定

会議で検討した結果，博士後期課程の設置を提言するに至り，平成 22年，開設に至って

いる。本学の博士後期課程の教育目標の一つは，多職種協働による医療の実践という理

念である。このことは，本学学部の教育目標の発展形でもあり，本学が目指す基本的な

考え方である。学部教育においては，この７年間に２度のカリキュラム改定を実施して

いるが，第４次カリキュラムでは，あり方検討懇話会で求められた「高い質の人材育成」

という基本方向を，地域の医療ニーズに即した多職種協働による医療の実践を担う人材

の育成を大きな目標に定め，その実現するために，４学科の学生が４年間を通して共通

の内容を学修する多職種連携教育（IPE）をコースをとして設けるなど，カリキュラム編

成上，様々な工夫を行ってきた。また，助産学専攻の設置も，県内で求められる領域の

「高い質の人材育成」の具体化の例である。 

一方，カリキュラム上の工夫だけでなく，大学全体としての教育の一貫したフローが

求められることから，本学においても，ようやく，アドミッションポリシーに加え，カ

リキュラムポリシー，ディプロマポリシーを整備することができた。さらに，学部教育

では，学長のリーダーシップのもとに運営されている教育・学修センターをはじめ，ア

ドミッションセンター，キャリア支援センターの設置を完了した。特に学生の学修を積

極的に支援する教育・学修センターでは，重要行動計画を４つのプロジェクトとして取

り組むなど，改革プランで求められていた方策の具体化を一層，深化させている。 

あり方検討懇話会の提言でも示されていた「地域貢献の推進」についても，この７年

間，より地域のリハビリテーションニーズに根ざした付属病院の運営や，大学における

様々な企画による公開講座を通しての情報発信に努めてきた。 

本学における自己点検・評価の実施にあたっては，改革プランに基づく中期計画の具

体的立案とその実施，さらに検証が求められていることから，毎年度開催される学外有

識者を構成員とする大学運営協議会での評価が行われてきた。また，中期計画，実施結

果，検証を含めた年次報告書の作成を行ってきた。教員による大学学部・大学院研究科

を全体の点検・評価の組織を大幅に見直し，学長をトップとし，企画調整会議と同様の

構成員とする会議とすることで，機能を強化している。 
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２ 今後求められる課題 

学部においては，本学は４学科の学生が，４年間の教育を通して，それぞれの職業的

アイデンティティの形成を重視しつつ，社会が求める多職種協働を軸とした医療を担え

るよう，保健医療学部としての総合的な基盤教育もますます重要となる。第４次カリキ

ュラムもそのような点に力点を置き，平成 24 年度よりスタートを切っているが，その効

果などを十分検証する必要がある。大学院博士後期課程は，平成 24年度に設置後初の修

了生を輩出しているが，前期課程も含めて，社会人が学修しやすい環境の整備も引き続

き，大きな課題となる。 

改革プランで示された 10年間の後半に入り，一層，プランの具体化とその検証作業が

求められる。 

 

３ おわりに 

本学は平成 27年４月に創設 20周年を迎える。これまで，2,500人を超える卒業生を，

地域医療に貢献できる人材として送り出し，地域において高く評価されている。 

しかし，大学の教育が，医療の進歩や医療供給の仕組みの変化に対応すべく，常にど

のような人材が求められているかを検証する必要がある。そのためには，大学の個々の

教職員や所属組織が，常に PDCAサイクルを意識した内部質保証の観点から自律的に行動

する必要がある。今回の申請にあたっては，多くの教員が作成に関わった。このことを

通して，本学における内部質保証の考え方の理解を深めることができたことは，大きな

意義がある。 

 

 

 


