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巻　頭　言

高等教育開発センター　センター員　浜﨑　浩子

IR（Institutional Research, 直訳は“機関研究”）について思うこと

　一昨年の7月から高等教育開発センター員になっています。教育に
ついての研究歴は皆無，IRに関しても全くの素人の私が，IRに関して
このニュースの冒頭に書かせていただくのは分不相応なのですが，少
しIRについて調べ，考えたことを書いてみたいと思います。

大学で行うIRとは？
　「大学の教育，研究，運営などの諸活動に関して調査を行い，関連す
るデータを集めて分析し，その結果をよりよい大学経営に生かすため
に学長や理事長にわかりやすくまとめて示す，という研究活動」とい
うのが私の理解です。

調査研究を行うターゲットはどのように決めればよい？
　最も重要で，最も悩むところです。でも，ここはやはり北里大学の
理念に基づき，この先どのような大学にしていきたいのか，どのよう
な学生を迎えてどのように育てたいのか，どのような研究を行ってい
きたいのか，等々の目標が実現できているのか，あるいは実現するた
めにはどうすればよいか，についての調査研究がまず挙げられるよう
に思います。

何から始めればよいでしょう？
　対象として選んだ目標を実現するために，現在行われていることを
洗い出し，どこにどのようなデータがすでにあるのかを調べて，関連
データを集めて分析することができるでしょう。そこから効果が上
がっている取組みや不足している取組みが見えてきて，この先取るべ
き道が示唆されるかもしれません。このように要約してしまうと簡単
なことのようですが，学内の様々な組織に分散しているデータを発掘
し，内容を確認して集めるだけでも並大抵なことではないと容易に想
像できます。

どこで，だれが行えばよいでしょう？
　忘れてはならないのが，これは「研究」ということ。ですから，IR
をリードしていくことができる専門家がIRの専任教員（研究者）とし
て従事することが必要不可欠です。さらに一緒に働く実働部隊も必要
であることは言うまでもありません。教員と職員が協力し，学部をま 
たいで仕事をするために，各学部等の連携も絶対に欠かせません。 
高等教育開発センターは，大学教育の充実と発展に特化している組織
なので，IRの目的を考えれば，IRの主体となる組織としては適切では
ありません。

なぜ必要？本当に必要？
　大学評価の際の評価ポイントに入っているのでIRを行わないわけに
はいかないというのが本音，という大学もあるようです。それはさて
おき，自己点検評価や内部による質保証という観点からも，現状を把
握して改善していくという取り組みは当然と思われます。また，大学
が抱える問題のうち，IRによって解決の糸口が見えることもありそう
です。例えば，各学部等で抱えている問題を全学的に把握していない
ので，根本的な問題解決に至っていないという経験はありませんか？

始めるための投資を惜しんではいけません。
　IRにきちんと取り組めば，大学にとってメリットはあるでしょう。
そのためには，IRを専門に行う部署をつくり，上述のようにIRに専従
する専任教員（兼務では無理）を置くことが必須です。初期投資を 
して取組む価値があるかどうかの判断を，静かに見守りたいと思います。
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　IRとはいったい何だろうか。IRの定義は論者によって様々

であるが，最も広く受け入れられているのはソープの定義であ

る。その定義によれば，IR（Institutional Research）とは「機

関の計画策定，政策形成，そして意思決定を支援する情報を提

供するために，高等教育機関内で行われる調査研究」である

（ハワード編2012）。近年，日本でもIRへの関心が高まってお

り，中央教育審議会の審議まとめにおいてIRに関する取り組み

の事例が紹介され，IRを促進する施策（例：日本私立学校振

興・共済事業団の施策）が実施されるようになってきている。

医学教育分野では，分野別評価への対応のためにIR機能を有す

ることが必須になりつつある。ではIRは具体的に何をするの

か。IRの実践には以下の5つのステップがある（中井・鳥居・

藤井2013）。教学IRでは，教務データや学生調査データなどを

収集・分析し，その分析結果を教学担当理事や各学部の教務系

委員の教員などに報告する。その分析結果をもとに大学・学

部・学科は自らの教育の改善を図るのである。

　IRのメリットとしては，①思い込みや印象ではなく，データ

に基づいて現状を正確に把握した上で，妥当・適切な意思決定

を行うことができる，②自己点検評価や第三者評価の際に，本

学の現状や成果をデータという根拠のある形で示すことがで

きる等がある。他方で，IRにはいくつかの課題がある。紙幅の

制限があるため，特に重要な点だけを述べる。IRの課題の一つ

として，「学務データを用いたIRとしての研究の構造的困難性」

（岡田2016）がある。すなわち，恣意的なエビデンスや科学的

に不適切なエビデンスの問題をどのように制御するかという

課題がある。例えば，IRの研究報告として，入試のスコアと学

内の成績（例えばGPA）の相関はない，あるいは弱いという分

析結果が示されることがあるが，これは集団の切断によって相

関が低く観測される典型的な事例である（図1）。入試の不合

格者や入学辞退者の学内の成績データは得られないため，集団

の切断が生じ，相関が低く観測されるのが一般的である。これ

以外にも調査・分析・考察のプロセスでは様々な注意すべき

点がある。こうしたリサーチ・リテラシーを欠くと，科学的に

不適切なエビデンスが一人歩きし，誤った分析結果に基づいて

学内政策や教学改革が行われてしまうこ

とになる。一般的な学術研究の場合，学

会発表やジャーナル掲載の過程で，分析結果や解釈に対して批

判や査読がなされることによって研究の質が制御される。し

かし，IRの場合には，入試の得点のような機密性の高いデータ

へのアクセス権や分析結果の公開範囲が学内関係者に限られ

ることがあるため，研究の質を保証することが構造的に困難で

ある。本学で本格的にIRを実施するためには，（教育）社会学

や（教育）心理学等を修めた，IR専従の専任教員か職員が少な

くとも一人は必要である。理想としては，IRの研究の質を保証

する仕組みが必要であろう。

　本学でも各部局が何らかのIR機能を有しており，様々な取組

みと個別具体的な課題があるはずである。試行錯誤を繰り返

しつつ，これらの課題を一つ一つ乗り越えていければ，IRは本

学の教育改善に大きな力を発揮すると思われる。

＜主要参考文献＞
岡田聡志「高等教育研究における学務情報とIR」『高等教育研究』第19集，

日本高等教育学会，2016年。
東京大学教養学部統計学教室『基礎統計学Ⅱ−人文・社会科学の統計学』

東京大学出版会，1994年。
中井俊樹，鳥居朋子，藤井都百『大学のIR Q&A』玉川大学出版部，2013年。
リチャード D. ハワード編，大学評価・学位授与機構IR研究会訳『IR実践

ハンドブック−大学の意思決定支援』玉川大学出版部，2012年。
前田崇「アウトカム基盤型教育の改善とIR」田邊政裕編著『アウトカム基

盤型教育の理論と実践』篠原出版新社，2013年。

図1：集団の切断によって相関が低く観測される例

（東京大学教養学部統計学教室1994）
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高等教育開発センター　センター員　前田　崇
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　医学部教育IR室（Institutional Research室）は，医学部教育

IR室設置規程（平成28年10月1日）に則り，学部の学修成果

の評価，教育改良の意思決定などを支援する目的で開設されま

した。具体的には，教育に関する情報を収集・分析し，その客

観的数値データを可視化し，学部教育の現状把握・改善に寄与

します。また，世界的な医学教育の水準（医学教育分野別評価

基準）の受審に必要となる基礎データを収集・分析します。

　現在の教育IR室の組織は，室長（宮下俊之学部長），副室長

（私），教職員（板倉誠，土井和美）および事務職員（古田土

政彰（旧）→千葉啓子・山上恭由・圓谷賢一（現），村瀬敏彦

（旧）→小林悟郎（旧）→久米江里子（現））で構成され，平成

28年末から活動を始めています。

　実際に取り扱うデータは，入学時から卒業までの全成績，出

欠席状況，進級状況（ストレート進級，留年，休学），医師国

家試験合否結果，卒後の実績調査（研修医の評価など（未確

定）），授業評価アンケートなど，広範囲に及びます。これらの

データは，学籍データが保存されている教学システム，入試管

理システム，出欠席管理システム等，複数のシステムに分散し

て保存されており，データの連結は一筋縄ではいかないのが現

状です。特に，留年・退学などの様々な例外的データがあり，

手作業での整形作業が多々あります（村瀬，小林がエクセル，

アクセスを結構活用しました）。また，過去6年間のデータ量

（約700人分）は，一人当たり6年間で約150科目，出欠データ

は科目数×15～30コマ×人数分あり，エクセルの動きが遅く

なることがあります。これらの生データから解析条件に合致

するデータを取捨選択し，データプロットを俯瞰しながら，ど

のように解析・視覚化すれば現状を把握・理解しやすいか，試

行錯誤しています。

　大部分の学生はストレートに進級し医師国家試験に合格し

ており，学部教育の弱点・改善点は見出しにくいです。しかし，

「国試不合格」の観点から，過去6年間の個々の学生の成績を

retrospectiveにみたところ，不合格者の特徴が浮かび上がって

きました。結果の一部を紹介しましょう。

　 1 ） 基礎医学の某科目の本試験と国

試合否について集計した結果，本

試合格・国試合格422件，本試合格・国試不合格9件，

本試不合格（再試合格）・国試合格265件，本試不合格

（再試合格）・国試不合格38件となりました。統計学的

にも有意に差があり，「某科目の本試不合者には国試不

合格者が多かった」と言えます。単年度のみの集計で

は，この違いは見いだせなかったかと思います。また，

この科目の成績判定が厳し過ぎるのではなく，適正に

行われた証のように思います。

　 2 ） 国試不合格者の在学中の成績は「低めの良と可であっ

た」ことが一目瞭然でした（成績下位者であっても，多

くの方は卒業・国試合格します。誤解しないようにお

願いいたします）。過去の6年間の国試不合格者の成績

の推移が教員および学生に共有されれば，低学年から

の教育的指導が効率よく行われるかと思います。

　 3 ） 成績データを解析する前は，入試や低学年と高学年の

成績は強く相関するのだろうと漠然と思っていました。

しかし，統計学的には相関は弱かったです。北島賞の受

賞者は複数年に亘って受賞し，逆に成績下位者はその

まま改善しないという両極端な例があるためか，誤っ

た印象を抱いていました。教科の好き嫌い，頑張る，怠

けるなど様々な要因があるのでしょう。

　成績や出欠席状況のデータを扱ってきて，集計・グラフ化・

統計解析といった行うべき一連の作業の方向性が少し見えて

きました。また，エクセルの限界も分かりました。教育IRの仕

事は「リアルなデータを様々な角度から見直し，新たな知見や

解析手法を創り出す研究」ですから，楽しいですよ。一緒にや

る人いませんか。

医学部教育IR室の取組

　竹内　昭博
医学部教育IR室　副室長

医学部附属医学教育研究開発センター　医療情報教育研究部門・教授
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　前年度と今年度は，健康管理セン
ター及び全学学生指導委員会との共催
で，学生支援に関する講演会を中心に
行ってきました。次年度はその軸足を
教育面での情報発信に移していこうと
考えています。なお，本年2月5日に

行われました「LGBT学生への支援体
制」の講演は，講演者から「内容がセ
ンシティブであるので，録音・録画は
行わないで下さい」との申し出があっ
たことから，叢書の発行は行いません。
　　　　　　　　　　　　　　 （岡野）

編　集　後　記

　高等教育開発センターによる，平成29年度の活動を報告します。活

動の多くは，オンデマンドや叢書などで見ることができます。講演会

等にご参加いただけなかった方々は，ぜひご活用下さい。

講演会
① FD・SD合同研修会（健康管理センター ・全学学生指導委員会との

共同主催）

　 「学生自死予防のための研修会」（平成29年7月12日，相模原キャン

パス）

　　講　師：本橋　豊（ 国立精神・神経医療研究センター精神保健研

究所，自殺総合対策推進センター長）

　　座　長：守屋達美（健康管理センター長）

　　参加者：315名

② 「IR（Institutional Research）の必要性とその役割」（平成29年11

月29日，相模原キャンパス）

　　講　師：前田　崇（ 一般教育部講師，高等教育開発センター員）

　　　　　　森　武昭（ 神奈川工科大学名誉教授，特命教授，IR・企

画推進室長）

　　　　　　帯川ひろみ（ 神奈川工科大学IR・企画推進室　IR研究主幹）

　　座　長：天野勝文（ 海洋生命科学部教授，高等教育開発センター員）

　　参加者：69名

③FD・SD合同研修会（健康管理センターとの共同開催）

　 「LGBT学生への支援体制」（平成30年2月5日，相模原キャンパス）

　　講　師：日高庸晴（ 宝塚大学看護学部教授，日本思春期学会理事，

厚生労働省エイズ動向委員会委員）

　　座　長：守屋達美（健康管理センター長）

　　参加者：152名

＊ 講演会①・②は，北里大学教職員専用サイト「動画」からご覧いた

だけます。

研修会
① 北里大学新任教員研修会（平成29年7月28日，ユニコムプラザ相模原）

　FD講演・演習：「最近の学生気質と学生相談の傾向」

　　講　師：大町和久　（健康管理センター講師）

　FDワークショップ：「学生とどう向き合うか」

　　講　師：前田　崇（ 一般教育部講師，高等教育開発センター員）

　　ファシリテーター：高橋　勇（ 一般教育部准教授，高等教育開発

センター員）

　　　　　　　　　　　田口明子（ 医療衛生学部講師，高等教育開発

センター員）

　　司会・進行：天野勝文（ 海洋生命科学部教授，高等教育開発セン

ター員）

＊ この研修会でのグループ・ワークの報告は，今秋発行予定の「平成29

年度北里大学高等教育開発センター年報」（電子版）に掲載されます。

② 神奈川工科大学との共同FD勉強会（平成29年9月14日，神奈川工

科大学厚木キャンパス）

　 「授業改善のための学生関与の可能性―SCOT（Students Consulting 

on Teaching）活動を中心として」

　　講　師：榊原暢久（ 芝浦工業大学教育イノベーション推進センター教授）

＊学生参加型授業評価の実践例紹介と，ワークショップ。

③Moodle講習会（平成30年3月5日，6日，相模原キャンパス）

　　講　師：高橋　勇（ 一般教育部准教授，高等教育開発センター員）

　　参加者：62名

出版物
① 叢書「メンタル面での障害を持った学生に対する支援体制」（平成

29年5月31日発行）

② 叢書「学生自死予防のための研修会」（平成29年11月15日発行）

③ 叢書「IR（Institutional Research）の必要性とその役割」（平成30

年3月31日発行予定）

④年報「平成28年度年報」（平成29年10月1日発行　電子版）

＊ 平成28年度に行った「北里大学における学修等に関するアンケート」 

調査結果を掲載してあります。北里大学高等教育開発センターホーム

ページ刊行物（https://www.kitasato-u.ac.jp/cdhe/publications.html）

からご覧下さい。前田 崇センター員による分析結果，ならびに学部

別の集計結果，自由記述欄の意見等が掲載されています。是非教育

改善の一助としてご活用下さい。また，新任教員研修会でのグルー

プ・ワークの報告もまとめてあります。

平成29年度の活動


