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序章 1 はじめに

はじめに
グローバル化の進展に伴い，
高等教育界では学位の国際的通用性の問題が浮上している。
大学は，国から付託された学位授与権を，明確な学位授与方針の下に，学習成果の適正な
評価に基づいて運用することが求められる。それが大学教育の質を保証し，国際基準に相
同させる根幹となる。私立大学は固有の建学の精神，大学の理念・目的をもつ。北里大学
は「開拓」
「報恩」
「叡智と実践」
「不撓不屈」を建学の精神とし，
「生命科学のフロンティ
ア」に立つ大学を目指し教育・研究・診療に取組んでいる。21 世紀の生命科学の分野で活
躍する多くの人材を育成し，社会の要請と付託に応えることは本学の使命である。
本学は，教育・研究・診療の質を保証するために，全学自己点検・評価委員会及び学部
自己点検・評価委員会を設置（平成 4（1992）年）し，組織・活動について自己点検・評
価を実施してきた。その結果は，自己点検・評価報告書として毎年刊行し，現在に至る。
平成 12（2000）年，本学は，自己点検・評価結果の客観性・妥当性を検証するために，
（財）大学基準協会「大学相互評価」を受審し，教育・研究・運営の審査を経て，大学基
準適合の認定を受けた。助言 18（長所 12，問題点 6）
，勧告 2，参考意見 13 項目の貴重な
提言もいただいた。改善に対する取組は，受審 4 年後の改善報告書（中間報告書）の提出
を節目としてさらに強化され，北里大学点検・評価室（平成 19（2007）年設置）や全学
委員会，学部委員会における分析・評価活動が活発となった。これらの点検・評価結果を
基盤としてこの認証評価の受審を迎えることができた。関係者には深く感謝したい。
認証評価受審を契機として，本学は，教職員に意識の変革を求めている。一つは，点検・
評価が組織の存続をも左右しかねない重要事であることへの，教職員の意識変革である。
二つ目は，社会的存在である大学は様々な構成員からなる「生命体のような組織」であり，
不断に改革し続ける中で組織の活力が維持できる。そのためには，大学を挙げた改善改革
の取組が必要であることへの，意識変革である。三つ目は，7 年後の認証評価受審に備え，
大学機関調査に関する常設組織の必要性への意識変革である。これは改めて議論すること
になろう。常設組織が，大学のアイデンティティと戦略的広報活動への対応を兼備する組
織であるならば，さらに有益なものになると期待できる。
認証評価のみならず，現在すべての大学は急速に変化しつつある。それは長い間変化の
波から遅れた高等教育界への社会の強い要請でもあり，少子化時代に向けて生き残りをか
けた大学の戦略でもある。大学の行うすべての活動に競争的な政策を当てはめることの是
非の議論はあるが，すべて競争に向かうこの潮流の中で立ち止まってしまうならば，即時
に後方へ置き去りにされることは確かである。これまでの研究偏重の大学から，大学独自
の建学の精神，理念・目的に基づく，新たな学習者本位の高等教育機関を目指し，教職員
とともに力強く改善改革の歩みを続けたい。
北里大学自己点検・評価委員長
北里大学長 柴
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北里大学の沿革
【学祖北里柴三郎の事績】
北里大学の設置者・学校法人北里学園は，昭和 37（1962）年，学祖北里柴三郎博士の創
設による社団法人北里研究所の創立 50 周年記念事業の一つとして，東京都港区白金の地に
設立された。
本学が学祖にいただく北里柴三郎は，明治 19（1886）年より，ドイツのローベルト・コ
ッホ博士に師事して多くの貴重な研究業績を挙げ，とりわけ破傷風菌純粋培養法と破傷風
菌抗毒素の発見は前人未踏のもので，世界の医学界を驚嘆させた。明治 25（1892）年に帰
国，福沢諭吉の援助により芝公園にわが国最初の私立伝染病研究所を創設し，同所が明治
32（1899）年内務省に移管後も所長として活躍した。この間，香港に流行したペストの調
査に出張して短時日でペスト菌を発見した。
北里は，かねがね伝染病の研究は，衛生行政と表裏一体でなければならず，国立伝染病
研究所は内務省所管であるべきであるとの信念をもって伝染病の研究所の運営にあたった。
しかし，大正 3（1914）年，国立伝染病研究所は突如文部省に移管され，北里は素志に反
する政府のやり方を承服できず，所長を辞して直ちに私立北里研究所を設立した。大正 6
（1917）年，福沢諭吉の恩義に報いるために慶應義塾大学医学部を創設し，医学部長とし
て，また顧問として終生その発展に尽力した。また，日本医師会長を始め多くの医学団体
の要職に就き，わが国の公衆衛生とくに結核の予防のほか，医学研究，医学教育の発展と
後継者育成，医事行政に大きな足跡をのこした。
北里の遺志は，その後，北里研究所に集う北島多一，志賀潔，秦佐八郎，野口英世らの
門下生に脈々と受け継がれ，門下生もまた細菌学，免疫学，血清療法，化学療法等の医学
研究と感染症を中心とする疾病の診断・治療・予防にめざましい功績をあげた。
【大学創設・建学の精神】
戦後の復興から立ち直り高度経済成長期を迎えた昭和 30〜40 年代の，発展著しいわが国
は，産業・経済・文化等の社会の各層で大学教育を受けた専門的人材への要請が急速に高
まっていた。とくに医学，薬学，農学等の生命科学領域においては，分子生物学が勃興し
長足の進歩を遂げつつあり，生命科学領域の研究，教育，開発，応用，普及に関わる人材
養成は急務とされていた。
学祖の旺盛なフロンティアスピリットと真理探求へのあくなき姿勢を真髄とし，医学・
生命科学領域の後継者の育成を目的とする北里大学は，
前述の時代背景の下，
昭和 37
（1962）
年に，社団法人北里研究所の特色を受け継ぎ，衛生学，微生物学，病理学など基礎医学領
域と一般化学とを包含する衛生学部（化学科・衛生技術学科）一学部をもって白金キャン
パスに開設した。
建学の精神は，学祖が生涯を通して顕現した言行である，
「開拓」
「報恩」
「叡智と実践」
「不撓不屈」としており，我々はこれらを「北里精神」と呼んでいる。北里精神のなかで
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も，学んで得た知識と技術を実践の場に活かし社会に還元するとの「叡智と実践」は，本
学に集うものすべてが，実学教育の実践とサイエンスの追求という形でその理念を共有し，
日々の教育・学習，研究，診療，社会連携等に込めている。
平成 20（2008）年に旧学校法人北里学園と旧社団法人北里研究所は統合し，学校法人北
里研究所として新たな歩みを刻み始めた。
北里大学は現在，薬学部，獣医学部，医学部，海洋生命科学部，看護学部，理学部，医
療衛生学部の 7 学部と全学の一般教育を担当する一般教育部を有する。大学院研究科は，
薬学研究科，獣医畜産学研究科，医療系研究科，水産学研究科，看護学研究科，理学研究
科の 6 研究科と独立大学院である感染制御科学府からなる。
大学附属病院は北里大学病院，
北里大学東病院，北里研究所病院，北里研究所メディカルセンター病院の 4 病院である。
大学附置研究所は生命科学研究所，東洋医学総合研究所，臨床薬理研究所，基礎研究所の 4
研究所と法人に付設される生物製剤研究所である。附属施設としては，大学図書館，健康
管理センター，高等教育開発センター，看護キャリア開発・研究センターを併設する。こ
のほか法人の下に，北里大学保健衛生専門学院，北里大学看護専門学校の 2 専修学校を設
置する。
キャンパスは，法人・大学の所在地である白金キャンパス（東京都港区）を始め，相模
原キャンパス（神奈川県相模原市）
，十和田キャンパス（青森県十和田市），三陸キャンパ
ス（岩手県大船渡市）
，新潟キャンパス（新潟県南魚沼市），北本キャンパス（埼玉県北本
市）の 6 箇所に展開する。
学生数は 9,130 名（大学 8,056 名，専門学校 1,074 名）
，教職員数は 5,694 名である。大
学は卒業生 55,836 名，専門学校は卒業生 14,836 名を輩出しており，卒業生は実社会の様々
な分野で活躍している。
本学は創設以来 46 年を数える。大学の発展の歴史は，創設期から次々と 5 学部を開設し
教育・研究の対象領域を拡大した約 20 年間の第一期，教育・研究・診療の充実に努め運営
体制を整備した後に，高度な教育・研究の展開を期して大学院の開設を始め学部の改組転
換を進めた約 25 年間の第二期に大きく分けられる。この経過は以下に記す。法人統合を節
目として，本学は第三期に入った。平成 24（2012）年には大学は半世紀を，旧社団法人は
一世紀を経て一つの節目を迎えることとなる。本学に与えられた社会的使命を達成するた
めに，これまでの歩みを検証し新たな発展に向けた将来構想を確立する「将来構想検討委
員会」を設置し，新たな第一歩を踏み出したところである。
【第一期】昭和 37（1962）年〜昭和 56（1981）年
■大学学部
昭和 37（1962）年，本学が「基礎医学・化学領域の研究者・医療技術者の養成」を目的
とする衛生学部（化学科・衛生技術学科）一学部をもって白金キャンパスに発足したこと
は先に述べた。衛生学部は，その後相模原キャンパスに移転し，昭和 43（1968）年に産業
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衛生学科を，昭和 63（1988）年に生物科学科を増設し 4 学科となる。平成 6（1994）年，
学部を分けて理学部と医療衛生学部に発展的に改組する。
昭和 39（1964）年，
「質の高い薬剤師ならびに優秀な研究者・技術者の養成」を目的と
する薬学部（薬学科）を白金キャンパスに開設した。薬学部は翌年，製薬学科を加え，現
在の学部の礎を築くにいたる。平成 18（2006）年，薬学教育 6 年制の移行に伴い，薬学科
（6 年制）
・薬科学科（4 年制）に改組する。
昭和 41（1966）年，
「畜産振興による国民の食と健康の増進の一翼を担う畜産学技術者・
研究者，獣医師・獣医学研究者の養成」を目的とする，畜産学部（獣医学科・畜産学科）
を十和田キャンパスに開設した。畜産学部は，畜産土木工学科を昭和 56（1981）年に増設，
獣医学科 6 年制の移行や学部名変更（昭和 53（1978）年）
，学部改組（平成 19（2007）年）
を経て現在の獣医学部（獣医学科・動物資源科学科・生物環境科学科）に発展している。
医学部の開設を通してわが国の医学・医療を担う後継者を育成することは，社団法人北
里研究所の創設以来，本学の社会的使命を達成する上で大きな目標とされてきた。その医
育機関である医学部（医学科）は昭和 45（1970）年，相模原キャンパスに開設した。医学
部は，
「人間性豊かで，優れた医師の養成」
「学際領域を含む医学研究の推進」
「国際貢献の
推進と地域医療への協力」
「予防医学の推進」を理念とし教育・研究・診療を展開している。
医学生の臨床教育とともにコメディカルの臨床実習（臨地実習）を担い，高度先進医療
機関としてまた地域医療の中核病院として「患者中心の医療」
「共に創りだす医療」を理念
にいだく北里大学病院は，昭和 46（1971）年，医学部の隣に開設した。現在標榜科は 24
科，病床数は 1,033 床である。
本学学生を始め，他の医療系大学・専門学校からも多数の実習生を受け入れ，教育病院
としての役割を果している。広域・市域の高度医療を担う中核的な医療機関としても不可
欠の存在となっている。
昭和 47（1972）年，200 海里漁業規制や水産資源減少を背景として水産業が採る漁業か
ら栽培する漁業へと転換する中，
「水産増養殖技術と水産物の利用に関わる技術者・研究者
の養成」を目的とする，水産学部（水産増殖学科・水産食品学科）を三陸キャンパスに開
設した。水産学部は平成 12（2000）年，二学科を統合し水産生物科学科一学科に改組，さ
らに平成 20（2008）年，学部学科名を海洋生命科学部（海洋生命科学科）に変更した。
5 学部 1 大学病院を擁するまでになった大学は，昭和 48（1973）年，
（財）大学基準協会
の加盟判定審査を受け，4 月より正会員となった。
■大学院研究科
大学院研究科は，学部を基礎とする 5 研究科が開設した。衛生学研究科（昭和 42（1967）
年）
，薬学研究科（昭和 43（1968）年）
，畜産学研究科（昭和 45（1970）年）
，医学研究科
（昭和 51（1976）年）
，水産学研究科（昭和 51（1976）年）である。医学研究科は 4 年制
一貫博士課程，他の 4 研究科はいずれも博士前期課程・博士後期課程を合わせもつ大学院
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である。医学研究科はその後，医療衛生学部の開設に伴い，医学部と医療衛生学部の複数
の学部を基礎とする，わが国ではさきがけ的な大学院である医療系研究科（修士課程医科
学専攻，博士課程医学専攻）に発展的に改組（平成 10（1998）年）した。
■管理運営体制の整備と教育・研究・診療基盤の充実
上述のように，本学は第一期約 20 年間に 5 学部，5 研究科，1 大学病院を 4 キャンパス
に開設し，学問領域の拡大とともに，学生数 5,428 名，教職員数 2,560 名（昭和 56（1981）
年）と急成長を遂げていった。その一方で，学部ごとキャンパス独立的な運営は，大学の
成長に即した運営体制として適切でない面も露呈した。医学部寄付金の不適正な募集に対
して本学は昭和 55（1980）年，社会的な批判を浴び猛省を求められた。理事会の権限強化，
管理運営体制・業務分掌の整備，資金の集中と一元管理などを通して旧弊を一掃し，教学
と経営に二分した運営は，常任理事を中心とする学園本部，事務機能を統括する事務本部
制に改められ，今日につながる基礎を形作った。大学はまた，これまで拡大してきた教育・
研究・診療の充実に努めることを学生や保護者，校友，社会に表明し，安易な学部増設に
は慎重な姿勢をとった。
【第二期】昭和 57（1982）年〜平成 19（2007）年
■大学学部
高齢化社会を迎え慢性的疾患や高度医療に対処できる看護専門職者に対する社会的ニー
ズが高まる中で，本学は，その社会的使命を達成するために看護系の 4 年制学部を開設し，
人材養成の一端を担うべきであると判断した。昭和 61（1986）年，
「看護教育の確立，看
護学の体系化，実践者の育成，社会保健衛生への貢献，生涯教育のモデル化」を目的とす
る看護学部（看護学科）を相模原キャンパスに開設した。
昭和 61（1986）年，医学生やコメディカルの卒前卒後教育機関として，また高齢化社会
に特徴的な慢性難治疾患や精神神経疾患，消化器疾患の治療に特化した診療機関として，
相模原キャンパスから至近の場所に北里大学東病院を開設した。診療科は 22 科，病床数は
現在 557 床である。北里大学東病院はのちに悪性腫瘍の治療に対処する特別病床を有する
病院となる。
平成 3（1991）年，大学教育の大綱化を受けて，6 学部は 4 年（6 年）一貫型教育カリキ
ュラムに改めていった。
平成 4（1992）年，全学自己点検・評価委員会を設置し，自由度が増した教育カリキュ
ラムや学習効果などの検証を開始した。旧大学設置基準の枠組みの中で全学の一般教養教
育を担ってきた教養部は，4 年間の検討を経て平成 7（1993）年，一般教育総合センターに
改組した。その後，一般教育に関わる組織は，学士課程教育の視点から「責任ある教育実
施体制の構築」を目指して一般教育組織（平成 10（1998）年）
，一般教育部（平成 15（2003）
年）へとさらに二度の改組を経ていまに至る。
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平成 6（1994）年，
「生命科学を始めとする学際分野で活躍できる幅広い知識と高度な研
究能力を有する創造力豊な研究者，教育者，技術者の育成」を目的とする，理学部（物理
学科・化学科・生物科学科）を相模原キャンパスに開設した。理学部は衛生学部の発展的
改組をもって発足した第 6 番目の学部である。理学部は教育・研究のキーワードを「生命
現象」
「分子」としている。
平成 6（1994）年，第 7 番目の学部として医療衛生学部（衛生技術学科・リハビリテー
ション学科・医療工学科）を相模原キャンパスに開設した。理学部と同様前身は衛生学部
である。医療衛生学部は，
「社会の求める幅広い専門性と最新技術を獲得するための実践的
（臨床）教育」及び「医学部，看護学部，薬学部など医療系他学部との連携による学際的
教育」を調和させながら実施することを教育理念とする。教育目的は，
「高度な知識，技術
を有する医療従事者の育成」
「学際的なスペシャリストの育成」
「自主性と創造性重視の教
育」
「医療従事者に求められる学生のマナー教育」の下に，8 専攻分野のそれぞれにおいて
リーダーとして活躍できる医療従事者の育成としている。衛生技術学科は平成 19（2007）
年，健康科学科と医療検査学科に改組した。現在は前出の 2 学科のほか，医療工学科に 2
専攻，リハビリテーション学科に 4 専攻を開設している。
その後，大学学部においては獣医畜産学部の学科名変更（畜産学科→動物資源科学科，
畜産土木工学科→生物生産環境学科，平成 11（1999）年）
，水産学部の改組（水産増殖学
科・水産食品学科→水産生物科学科，平成 12（2000）年）
，薬学部の改組（薬学科・製薬
学科→薬学科（6 年制）
・薬科学科（4 年制）
，平成 18（2006）年）
，医療衛生学部の改組（衛
生技術学科→健康科学科・医療検査学科，平成 18（2006）年）
，獣医畜産学部の獣医学部
（獣医学科・動物資源科学科・生物環境科学科）への改組（平成 19（2007）年）
，水産学
部の海洋生命科学部（海洋生命科学科）への学部名変更（平成 20（2008）年）と教育研究
組織を社会の要請に応じて整備してきた。
■大学院研究科・附置研究所
大学院研究科は，昭和 62（1987）年，獣医畜産学研究科修士課程畜産土木工学専攻を十
和田キャンパスに開設した。看護学部を基礎とする看護学研究科（看護学専攻）は，修士
課程を平成 2（1990）年に，博士後期課程を平成 9（1997）年に相模原キャンパスに開設
した。
平成 10（1998）年，本学における生命科学の基礎的領域の研究を目的とする基礎生命科
学研究科（分子科学専攻・生物科学専攻）は，博士前期課程及び博士後期課程を相模原キ
ャンパスに同時に開設した。基礎生命科学研究科は，発足時より，研究分野を充実し他の
研究機関との交流を深める意図の下に連携大学院の形をとったことを特徴とする。研究科
の名称は，理学部との関連性をもたせるために議論を続けた結果，平成 19（2007）年に理
学研究科に変更した。
平成 10（1998）年，医学部と医療衛生学部の二学部を基礎とする医療系研究科（修士課
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程医科学専攻・博士課程医学専攻）を相模原キャンパスに開設した。医療系研究科は，生
命科学の教育・研究を基盤として，
「医学・医療の総合的発展」
「基礎的研究と臨床研究の
調和的発展と充実」
「医学・医療に携わる研究者・教育者の養成」
「医療現場の指導者たる
高度専門技術者の養成」を目的とする。基礎医科学と臨床医科学の密接な連携を目指し，
関連のある複数の主科目をもって構成される学群，複数の学群をもって構成される医科学
専攻，医学専攻を開設し，プロジェクト教育による効率的で発展的な教育を行っている点
を特徴としている。
平成 13（2001）年，旧社団法人から移籍した研究者を中心として北里生命科学研究所を
白金キャンパスに開設した。本学で初めての附置研究所である。生命研は，研究科以外の
教育研究上の基本的組織として翌年開設される感染制御科学府（教育部）の研究部の役割
を担うものと位置付けられて発足した。生命研は，
「感染制御」
「生体機能賦活」
「生物活性
物質探索」
「サーベイランス」をキーワードとして感染症の基礎的研究やワクチン，化学療
法薬の開発に取り組んでいる。
平成 14（2002）年，
「感染制御と創薬の研究者，高度専門技術者の養成」を目的とする
感染制御科学府（感染制御科学専攻）修士課程を白金キャンパスに開設した。博士後期課
程は平成 16（2004）年に開設した。学府は，専門領域の教育・研究に特化した独立研究科
であり，また大学院の新たな教育研究形態による大学院教育部である。学府は，主専攻科
目のほかに専攻科目や副科目も加えた研究指導によるネットワーク型教育，研究部の実施
するプロジェクト研究への大学院生の参加を特徴としている。
平成 15（2003）年，獣医畜産学研究科の専攻名変更（畜産学専攻→動物資源科学専攻，
畜産土木工学専攻→生物生産環境学専攻）を行った。平成 19（2007）年，基礎生命科学研
究科の研究科名を理学研究科（分子科学専攻・生物科学専攻）に改めたことは既述したと
おりである。
平成 20（2008）年，法人統合によって東洋医学総合研究所，臨床薬理研究所，基礎研究
所が新たに附置研究所に加わった。
東洋医学総合研究所は，昭和 47 年（1972）に白金地区に設立され，日本の漢方理論に基
づく煎じ薬を中心とした診療とわが国の伝統的手法に則った鍼灸治療を行っている。漢方
薬局を併設する。東医研は，東洋医学の基礎研究と臨床研究，医史学研究を柱としている。
臨床薬理研究所は，昭和 62（1987）年に白金地区に設立された。臨薬研は，第 I 相試験
と呼ばれる臨床試験をベースに治療学の研究など疾病の予防，診断，治療のための医薬品
開発を目的とする。医学管理部，臨床薬理部，臨床試験コーディネーティング部門，治療
学研究部の 4 部門で構成され，臨床試験の実務と支援並びに免疫療法用薬の研究と製造等
を行っている。
基礎研究所は，社団法人北里研究所の 94 年の歴史の中で研究活動の中心的役割を果たし
てきた。抗生物質の開発やワクチン株の樹立など感染症の制圧を目的とする研究に取り組
んできた。基礎研は，熱帯病研究センター，天然物有機化学研究センター，抗感染症薬研
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究センター，基礎医学検査センター，実験動物管理センターをもって構成されている。
平成 20（2008）年，北里研究所病院と北里研究所メディカルセンター病院が，教育病院
であり，かつ地域医療を担う医療機関として新たに学校法人に加わった。
北里研究所病院は，淵源を北里柴三郎により明治 26（1893）年，白金の地に開設された
日本初の結核専門病院「土筆ヶ岡養生園」に遡る。昭和 29 年（1954）年に養生園跡地に附
属病院を再建，昭和 48（1973）年に結核専門病院から総合病院へ転身，現在，診療科は 24
科を開設し，病床数は 294 床である。北里研究所病院は，
「心ある医療」
（患者様中心の全
人的医療）の理念の下に，美容外科，アレルギー科，スポーツクリニックなど特色ある診
療科も加えて地域医療を実践している。
北里研究所メディカルセンター病院は，平成 1（1989）年，地域医療の中核として高度
で先進的な医療を行うとともに，地域文化の発信基地としての使命をもって北本地区に開
設した。とくに地域市民の要望が強い救急医療に傾注している。診療科は 14 科を開設し，
病床数は 380 床である。北里研究所メディカルセンター病院は，
「真心の医療」を病院の理
念の第一に掲げて実践している。医療環境科学センターを併設している。
さらに新学校法人には，生物製剤研究所が加わった。生物製剤研究所は，人体用，動物
用の生物学的製剤（主としてワクチン）の開発，研究，製造，供給を主たる業務とする事
業所（収益事業部門）である。大正 4（1915）年にコレラワクチンの製剤化に成功して以
来，今日まで多くのワクチン，血清，トキソイド，診断薬を開発，供給し，感染症の予防
と治療の一翼を担ってきた。平成 5（1993）年に北本地区へ移転し，平成 14（2002）年に
家畜衛生研究所を併せて現在の姿の事業所に至る。原液製造部門，製剤部門，品質部門，
開発研究部門，品質保証部門などから構成されている。
【年譜】
1962 昭和 37 年

北里研究所創立 50 周年記念事業として学校法人北里学園を設立
北里大学衛生学部（化学科・衛生技術学科）を開設

1964 昭和 39 年

薬学部（薬学科）を増設

1965 昭和 40 年

薬学部（製薬学科）を増設

1966 昭和 41 年

畜産学部（獣医学科・畜産学科）を増設

1967 昭和 42 年

大学院衛生学研究科修士課程を開設

1968 昭和 43 年

衛生学部（産業衛生学科）を増設
大学院薬学研究科修士課程を増設
教養部を開設

1970 昭和 45 年

医学部（医学科）を増設
大学院畜産学研究科修士課程を増設

1971 昭和 46 年

北里大学病院を開設

1972 昭和 47 年

水産学部（水産増殖学科・水産食品学科）を増設
大学院畜産学研究科博士課程を増設

1973 昭和 48 年

大学院薬学研究科博士課程を増設
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1975 昭和 50 年

大学院衛生学研究科博士課程を増設

1976 昭和 51 年

大学院医学研究科博士課程を増設
大学院水産学研究科修士課程を増設

1978 昭和 53 年

大学院水産学研究科博士課程を増設
畜産学部および畜産学研究科を獣医畜産学部，獣医畜産学研究科に改称

1981 昭和 56 年

獣医畜産学部（畜産土木工学科）を増設

1986 昭和 61 年

看護学部（看護学科）を増設
北里大学東病院を開設

1987 昭和 62 年

大学院獣医畜産学研究科修士課程（畜産土木工学専攻）を増設

1988 昭和 63 年

衛生学部（生物科学科）を増設

1990 平成 2 年

大学院看護学研究科修士課程を増設

1994 平成 6 年

衛生学部を改組
理学部（物理学科・化学科・生物科学科）および医療衛生学部（衛生技術
学科・リハビリテーション学科・医療工学科）を増設

1995 平成 7 年

教養部を一般教育総合センターに改組

1997 平成 9 年

大学院看護学研究科博士課程を増設

1998 平成 10 年

大学院基礎生命科学研究科修士課程，博士課程および大学院医療系研究科
修士課程，博士課程を増設
一般教育を再改組（3 センターへ移行）

1999

平成 11 年

獣医畜産学部（畜産学科）を（動物資源科学科）に，
（畜産土木工学科）を（生物生産環境学科）に改称

2000

平成 12 年

水産学部（水産増殖学科・水産食品学科）を（水産生物科学科）に改組
大学院水産学研究科（水産学専攻）を（水圏生物科学専攻）に改組

2001 平成 13 年

北里生命科学研究所を開設

2002 平成 14 年

大学院感染制御科学府修士課程を増設

2002 平成 15 年

大学院獣医畜産学研究科（畜産学専攻）を（動物資源科学専攻）に，（畜
産土木工学専攻）を（生物生産環境学専攻）に改称
一般教育組織を一般教育部に改組

2004 平成 16 年

大学院感染制御科学府博士課程を増設

2006 平成 18 年

薬学部（薬学科（6 年制）・薬科学科（4 年制））を増設
医療衛生学部（衛生技術学科産業衛生学専攻）を（健康科学科）に，（衛生
技術学科臨床検査学専攻）を（医療検査学科）に改組

2007 平成 19 年

獣医畜産学部（獣医学科・動物資源科学科・生物生産環境学科）を獣医学部
（獣医学科・動物資源科学科・生物環境科学科）に改組
大学院基礎生命科学研究科を大学院理学研究科に改称

2008 平成 20 年

水産学部（水産生物科学科）を海洋生命科学部（海洋生命科学科）に改称
社団法人北里研究所と学校法人北里学園が統合し，学校法人北里研究所が発
足
大学の附属施設として，東洋医学総合研究所，臨床薬理研究所，基礎研究所，
北里研究所病院，北里研究所メディカルセンター病院を設置
法人に付設される事業所として生物製剤研究所を設置
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大学基準協会認証評価（大学評価）受審の取組
北里大学は，教育，研究，診療の質を保証するために，全学の事業活動について中長期
事業計画を立て，それに沿った年度事業計画の立案，実施を慣行とし，
「計画」
「実行」
「評
価」
「改善」のサイクルにのせて計画の達成と評価，改善に努めてきた。当該年度の事業内
容を振り返り，
その結果を
「北里学園事業業績報告書」
として刊行する習慣は，
昭和 40
（1965）
年に遡る。高度経済成長期の右肩上がりの時代であった。
社会は当時と一変した。少子化に伴う大学進学者の減少，大学進学率上昇による多様な
学生の受け入れ，大学教育の質保証，学位の国際同等性保証，生涯学習社会の拡大などの
事象を前にして，本学はいま，大学を取り巻く社会状況を的確に判断し，明確な方針の下
に，全学的な将来計画や教育研究目標を策定し着実に実行することを強く求められている。
実行後は，自己点検・評価結果に基づき，教育・研究・診療の改善に確実につなげていか
なければならない。
自己点検・評価は，分析結果を改善に役立てる上で効果がある。しかし，自身の活動状
況を自らが点検・評価することには限界があり，第三者による客観的な評価を受け，点検・
評価方法や評価内容の妥当性について判断を仰ぐ必要がある。このような認識の下に，本
学は平成 12（2000）年，
（財）大学基準協会「大学相互評価」を受審し，全学の教育・研
究・運営の状況に対する審査を経て，大学基準適合の認定を受けた。助言 18（長所 12，問
題点 6）
，勧告 2，参考意見 13 項目の貴重な提言もいただいた。
受審 4 年後の平成 16（2004）年７月，指摘を受けた助言（問題点の指摘）6 項目，勧告
2 項目に関わる「改善報告書（中間報告書）
」を提出し，それに対する検討結果を翌年 3 月
にいただいた。検討結果は，
「多くの項目について改善への取り組みは満足すべきものであ
り，全般的に改善への意欲が伺える」と評価する一方，3 学部について定員管理の改善を求
めるものであった。
本学は，点検・評価に対する基本的な考え方として 4 項を掲げ，学内外に示している。
▼本学の点検・評価に対する考え方：
1 本学における点検・評価は，教職員（場合により学生も加わった形）の自己評価活動
を通じ，大学全体及び各部門の教育研究活動の現状と課題を教職員が共有し，もって大
学全体の教育・研究・診療・管理運営の質の向上につなげることを目的とする。
2 前項により把握された点検・評価結果については，積極的に情報を開示し，社会の要
請と付託に応え，もって与えられた社会的使命を達成する。
3 第三者評価については，本学の教育研究水準に関わる外部からの客観的な評価を受け
るものであるので積極的に対応していく。
4 点検・評価の対象は，本学の教育・研究・診療・管理運営に関わる全ての活動とする。
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基本的な考え方の第 3 項には，第三者評価への積極的な対応を定めている。本学は，こ
れに基づき平成 19（2007）年 3 月，
（財）大学基準協会「認証評価（大学評価）
」の受審を
決定し，この取組を開始した。
（以下要旨）
▼大学基準協会「認証評価（大学評価）
」受審について
平成 19 年 3 月 2 日北里大学学部長会 協議承認
平成 19 年 3 月 16 日北里学園理事会 審議決定

◇経緯
平成 16（2004）年の改正学校教育法により，各大学は「国の認証評価を受けた機関」の
認証評価（第三者評価）を７年ごとに受審することが義務付けられた。本学は，大学基準
協会（平成 16（2004）年７月認証評価機関認定）の正会員に加入している。平成 12（2000）
年度に大学相互評価を受審し，正会員の地位を継続（認定期間 10 年間）しつつ，教育・研
究水準の維持向上に努めている。
◇方針
大学の教育・研究の質と存在意義が問われる認証評価（大学評価）への対応は，計画的か
つ不断に取組む必要がある。平成 21（2009）年度の認証評価をひかえ，平成 19（2007）
年度に前年度試行を実施する。そのために平成 18（2006）年度に北里大学点検・評価室を
組織する。
一方，平成 16（2004）年 7 月（受審 4 年後）に，大学相互評価において指摘を受けた項
目（問題点の指摘に関する助言 6 項目，勧告 2 項目）に関わる「改善報告書（中間報告書）」
を提出した。これに対し，平成 17（2005）年 3 月に検討結果の示達を受けたが，この点に
ついては「最終改善報告書」を認証評価申請時（平成 21（2009）年 1 月）に提出すること
が求められている。そのために，全学自己点検・評価委員会において改善の進捗状況につい
て適宜確認，対処していく。次期の受審には以下の方針をもって臨む。
◇認証評価(大学評価)を受ける目的
1) 教育研究活動の状況が，大学としてふさわしい水準にあることの認証（質の保証）を，
認証評価機関から得る。
2) それにより社会からの要請と付託に応え，存在意義を学内外に明確にし広く社会の理解
と支持を得る。
3) 教職員（場合により学生も）の自己評価活動を通じ，教育研究活動の現状・課題を共有
し，もって大学全体の教育・研究・診療の質の向上につなげる。
4) 将来の指針や目標を明確にし，実行計画の立案，実施に向けたロードマップを作成する。
◇準備を進めるにあたっての要点：
1) 客観的かつ公正な評価を可能ならしめるために，教育研究活動に関わる情報を学長室に
一元化する。
2) 多数の教職員が自己評価に関われるような態勢を構築する。

序章 12

序章 3 認証評価（大学評価）受審の取組

3) 評価の目的を達成し評価を円滑に運ぶために，本学と認証評価機関との連携調整役
（Liaison Officer)を育成する。
4) 学生や同窓生，父母など大学の直接利害関係者の意見を反映できるシステムとする。
◇点検・評価組織体制： 下図「北里大学点検評価組織体制」を参照
◇認証評価を受ける時期： 平成 21（2009）年度
◇認証評価機関： （財）大学基準協会
◇今後の予定：
平成 18（2006)年度
評価実行組織の発足をはじめとする認証評価（大学評価）の受審準備（点検・評価実施
スケジュール策定，改善充実状況のとりまとめなどを含む）に取組む。
平成 19（2007)年度
平成 20（2008)年度の予稿として，平成 19（2007）年 5 月 1 日現在の「北里大学点検・
評価報告書」を作成する。
平成 20（2008)年度
受審用の「北里大学点検・評価報告書」をとりまとめ，受審を申し込む（平成 21（2009）
年１月）。
平成 21（2009)年度
認証評価（大学評価）の受審（4 月：本学より点検・評価報告書提出 9 月：基準協会よ
り書面評価案提示 11 月：基準協会による実地視察 3 月：基準協会より評価結果示達）
。
◇実行組織： 北里大学点検・評価室（平成 19（2007)年 3 月 16 日設置）
◇協議機関： 北里大学自己点検・評価委員会
◇事務局： 学長室

▼取組の経過：
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中央組織として「北里大学点検・評価室」を設置（平成 19（2007)年 3 月）し，教員 10
名が委員として，事務職員 9 名が室員として委嘱された。北里大学点検・評価室は，認証
評価の受審に対応する実行機関である。分析，評価，とりまとめの実務を担い，その結果
を全学協議機関である「全学自己点検・評価委員会」に諮っている。
各学部・大学院研究科には，教授会・研究科委員会の審議を経て「学部自己点検・評価
委員会」の下にそれぞれの「認証評価対応組織」を設置（平成 19（2007）年 4 月）し，活
動を開始した。大学・法人の事務部門にも「認証評価対応チ−ム」を設置した。
大学基準協会の事務局員にご来学をいただき，認証評価の意義，目的，各基準の説明，
点検・評価項目，点検・評価報告書の作成要領について解説（平成 19（2007）年 7 月）を
受け，理解を深めた。
北里大学点検・評価室と認証評価対応組織の合同会議を開催し，認証評価（大学評価）
受審にあたっての方針，スケージュール，点検・評価報告書作成方針，役割分担などを確
認し，その都度作業の進捗状況を把握してきた（平成 19（2007）年 7 月，平成 20 年（2008）
年 7 月，平成 20（2008）年 12 月）。必要時にはスタッフが集まり，点検・評価報告書作
成上の問題点を協議し，その結果を各学部・大学院研究科に周知し，その繰り返しを実行
してきた。
以後，点検・評価報告書のとりまとめ作業を継続し，現在に至る。
▼取組の公表：
上述の内容は大学 HP を通して公表している。
北里大学の点検・評価に対する考え方：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/tenkenhyoka.html
北里大学の自己点検・評価の取組：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/jikotenken.html
第三者評価の取組：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/dai3sya.html
大学基準協会認証評価への対応：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/taiou.html
北里大学点検・評価室：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/hyokasitsu.html
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北里大学 点検・評価項目（学部・大学院）

大項目

中項目

１ 理念・目的
（理念・目的等

1
（理念・目的等の検証）

（理念・目的等）
必須：大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的
の適切性
統
合

必須：大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性
（理念・目的等の検証）
任意：大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標の妥当性を検証する仕組みの導
入状況

２ 教育研究組織
（教育研究組織）

2
（教育研究組織の検証）

統
合

（教育研究組織）
必須：当該大学の学部・学科・大学院研究科・研究所などの組織構成と理念・目的等との関
連
（教育研究組織の検証）
任意：当該大学の教育研究組織の妥当性を検証する仕組みの導入状況

３ 教育内容・方法
（１） 学士課程の教育内容・方法
①教育課程等
（学部・学科等の教育課程）

（カリキュラムにおける高・大の接続）
（カリキュラムと国家試験）
（医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習）
（インターンシップ，ボランティア）
統
合

（授業形態と単位の関係）
（単位互換，単位認定等）

3
（開設授業科目における専・兼比率等）
統
合

（社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮）
② 教育方法等
（教育効果の測定）
（成績評価法）

（履修指導）
統
合

（教育改善への組織的な取り組み）

（授業形態と授業方法の関係）
統
合

③ 国内外との教育研究交流
（国内外との教育研究交流）
統
合

（学部・学科等の教育課程）
必須：教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第19
条第1項）
必須：教育課程における基礎教育，倫理性を培う教育の位置づけ
必須：「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等
の理念・目的，学問の体系性並びに学校教育法第 83条との適合性
必須：一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，
豊かな人間性を涵養」するための配慮の適切性
必須：外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等
の進展に適切に対応するため，外国語能力の育成」のための措置の適切性
必須：教育課程の開設授業科目，卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教
養的授業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性，妥当性
必須：基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況
必須：カリキュラム編成における，必修・選択の量的配分の適切性，妥当性
（カリキュラムにおける高・大の接続）
必須：学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施
状況
（カリキュラムと国家試験）
必須：国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における，カリキュラム編成
の適切性
（医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習）
必須：医・歯・薬学系のカリキュラムにおける，臨床実習の位置づけとその適切性
（インターンシップ，ボランティア）
任意：インターンシップを導入している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性
任意：ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における，そうしたシステムの実施
の適切性
（授業形態と単位の関係）
必須：各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位
計算方法の妥当性
（単位互換，単位認定等）
必須：国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学設
置基準第28条2項，第29条）
（開設授業科目における専・兼比率等）
必須：全授業科目中，専任教員が担当する授業科目とその割合
必須：兼任教員等の教育課程への関与の状況
（社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮）
任意：社会人学生，外国人留学生，帰国生徒に対する教育課程編成上，教育指導上の配慮
（教育効果の測定）
必須：教育上の効果を測定するための方法の適切性
必須：卒業生の進路状況
（成績評価法）
必須：厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法，成績評価基準の適切性
必須：履修科目登録の上限設定等，単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性
必須：各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性
（履修指導）
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：留年者に対する教育上の配慮措置の適切性
任意：科目等履修生，聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性
（教育改善への組織的な取り組み）
必須：学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り
組み（ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ））およびその有効性
必須：シラバスの作成と活用状況
必須：学生による授業評価の活用状況
任意：卒業生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況
任意：教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性
（授業形態と授業方法の関係）
必須：授業形態と授業方法の適切性，妥当性とその教育指導上の有効性
必須：多様なマルチメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性
必須：「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における，そうした制度
の運用の適切性
（国内外との教育研究交流）
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
任意：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況
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北里大学 点検・評価項目（学部・大学院）

大項目

中項目

（２） 修士課程・博士課程・専門職学位課程の教育内容・方法
① 教育課程等
（大学院研究科の教育課程）

（授業形態と単位の関係）
（単位互換，単位認定等）
（社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮）
（独立大学院等の教育課程）

（大学院研究科の教育課程）
必須：大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第99条，
大学院設置基準第３条第１項，同第４条第1項との関連
必須：「広い視野に立って清深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は高度の専門
統
性を要する職業等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性
合
必須：「専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専
門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」と
いう博士課程の目的への適合性
必須：学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と，当該学部の学士課程における
教育内容との関係
必須：修士課程における教育内容と，博士（後期）課程における教育内容の適切性および両
者の関係
必須：博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性
必須：博士課程における，入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性
（授業形態と単位の関係）
必須：各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位
計算方法の妥当性
（単位互換，単位認定等）
必須：国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学
院設置基準第15条）
（社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮）
必須：社会人，外国人留学生に対する教育課程編成，教育研究指導への配慮
（独立大学院等の教育課程）
任意：学部に基礎を置かない独立大学院，独立研究科における，下位の学位課程の教育内
容・レベルを視野に入れた当該課程の教育内容の体系性・一貫性を確認するための方途の
適切性

② 教育方法等
（教育効果の測定）
統
合

3
（成績評価法）
（研究指導等）

統
合

（医学系大学院の教育・研究指導）

（教育・研究指導の改善への組織的な取り組み）

（教育効果の測定）
必須：教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性
任意：修士課程，博士課程，専門職学位課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路
状況
任意：大学教員，研究機関の研究員などへの就職状況と高度専門職への就職状況
（成績評価法）
必須：学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性
（研究指導等）
必須：教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：指導教員による個別的な研究指導の充実度
任意：複数指導制を採っている場合における，教育研究指導責任の明確化
任意：研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策
（医学系大学院の教育・研究指導）
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し，病院内外でなされる教育・研究指
導とこれを支える人的，物的体制の充実度
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生について，臨床研修と研究の両立を確保さ
せるための配慮の状況とその適切性
（教育・研究指導の改善への組織的な取り組み）
必須：教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルティ・
ディベロップメント（ＦＤ））およびその有効性
必須：シラバスの作成と活用状況
必須：学生による授業評価の活用状況
任意：修了生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

③ 国内外との教育研究交流
統
合

④ 学位授与・課程修了の認定
（学位授与）

（課程修了の認定）

必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
任意：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学院との組織的な教育研究交流の状況

（学位授与）
必須：修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性
統 必須：学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性
合 任意：修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性
任意：留学生に学位を授与するにあたり，日本語指導等講じられている配慮・措置の適切性
（課程修了の認定）
必須：標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における，そうした措置の適切
性，妥当性

序章 16

北里大学 点検・評価項目（学部・大学院）

大項目

中項目

４ 学生の受け入れ
（１） 学部等における学生の受け入れ
（学生募集方法，入学者選抜方法）

（学生募集方法，入学者選抜方法）
必須：大学・学部等の学生募集の方法，入学者選抜方法，殊に複数の入学者選抜方法を採
用している場合には，その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性

（入学者受け入れ方針等）

（入学者受け入れ方針等）
必須：入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係
必須：入学者受け入れ方針と入学者選抜方法，カリキュラムとの関係
（入学者選抜の仕組み）
必須：入学者選抜試験実施体制の適切性
統 必須：入学者選抜基準の透明性
合 必須：入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況
（入学者選抜方法の検証）
必須：各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況
統
合

（入学者選抜の仕組み）

4
（入学者選抜方法の検証）

統
合

（AO入試（ アドミッションズ・オフィス入試））

（AO入試（ アドミッションズ・オフィス入試））

（入学者選抜における高・大の連携）
統
合

（科目等履修生・聴講生等）
（外国人留学生の受け入れ）
（定員管理）
統
合

（編入学者，退学者）
（２） 大学院研究科における学生の受け入れ
（学生募集方法，入学者選抜方法）
（学内推薦制度）

4

統
合

（門戸開放）
（飛び入学）

統
合

（社会人の受け入れ）
（科目等履修生，研究生等）
（外国人留学生の受け入れ）

統
合

（定員管理）

５

任意：入学者選抜方法の適切性について，学外関係者などから意見聴取を行う仕組みの導
入状況
任意：AO入試（アドミッションズ・オフィス入試）を実施している場合における，その実施の適
切性
（入学者選抜における高・大の連携）
任意：推薦入学における，高等学校との関係の適切性
任意：高校生に対して行う進路相談・指導，その他これに関わる情報伝達の適切性
（科目等履修生・聴講生等）
任意：科目等履修生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性
（外国人留学生の受け入れ）
任意：留学生の本国地での大学教育，大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生受け
入れ・単位認定の適切性
（定員管理）
必須：学生収容定員と在籍学生数，(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性
（編入学者，退学者）
必須：退学者の状況と退学理由の把握状況
任意：編入学生および転科・転部学生の状況
（学生募集方法，入学者選抜方法）
必須：大学院研究科の学生募集の方法，入学者選抜方法の適切性
（学内推薦制度）
必須：成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における，そうした
措置の適切性
（門戸開放）
必須：他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況
（飛び入学）
必須：「飛び入学」を実施している大学院研究科における，そうした制度の運用の適切性
（社会人の受け入れ）
必須：大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況
（科目等履修生，研究生等）
任意：大学院研究科における科目等履修生，研究生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適
切性と明確性
（外国人留学生の受け入れ）
任意：大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況
任意：留学生の本国地での大学教育，大学院教育の内容・質の認定の上に立った，大学院
における学生受け入れ・単位認定の適切性
（定員管理）
必須：大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のため
の措置の適切性
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とそ
の有効性

学生生活
（学生への経済的支援）
統
合

（学生の研究活動への支援）
統
合

（生活相談等）
統
合
統
合

5
（就職指導）

統
合

（課外活動）
統
合

（学生への経済的支援）
必須：奨学金その他学生への経済的支援を図るための措置の有効性，適切性
任意：各種奨学金へのアクセスを容易にするような学生への情報提供の状況とその適切性
（学生の研究活動への支援）
任意：学生に対し，研究プロジェクトへの参加を促すための配慮の適切性
任意：学生に対し，各種論文集およびその他の公的刊行物への執筆を促すための方途の適
（生活相談等）
必須：学生の心身の健康保持・増進および安全・衛生への配慮の適切性
必須：ハラスメント防止のための措置の適切性
任意：生活相談担当部署の活動の有効性
任意：生活相談，進路相談を行う専門のカウンセラーやアドバイザーなどの配置状況
任意：不登校の学生への対応状況
任意：学生生活に関する満足度アンケートの実施と活用の状況
（就職指導）
必須：学生の進路選択に関わる指導の適切性
必須：就職担当部署の活動上の有効性
任意：学生への就職ガイダンスの実施状況とその適切性
任意：就職統計データの整備と活用の状況
（課外活動）
必須：学生の課外活動に対して大学として組織的に行っている指導，支援の有効性
任意：資格取得を目的とする課外授業の開設状況とその有効性
任意：学生代表と定期的に意見交換を行うシステムの確立状況

序章 17

北里大学 点検・評価項目（学部・大学院）

大項目

中項目

６ 研究環境
（研究活動）
統
合

（研究における国際連携）
統
合

（教育研究組織単位間の研究上の連携）
統
合

6

（経常的な研究条件の整備）
統
合

（競争的な研究環境創出のための措置）
（研究上の成果の公表，発信・受信等）
統
合

（倫理面からの研究条件の整備）
統
合

（研究活動）
必須：論文等研究成果の発表状況
任意：国内外の学会での活動状況
任意：当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況
任意：研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況
（研究における国際連携）
任意：国際的な共同研究への参加状況
任意：海外研究拠点の設置状況
（教育研究組織単位間の研究上の連携）
必須：附置研究所を設置している場合，当該研究所と大学・大学院との関係
任意：大学共同利用機関，学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係
（経常的な研究条件の整備）
必須：個人研究費，研究旅費の額の適切性
必須：教員個室等の教員研究室の整備状況
必須：教員の研究時間を確保させる方途の適切性
必須：研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性
必須：共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性
（競争的な研究環境創出のための措置）
必須：科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況
任意：基般的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性
（研究上の成果の公表，発信・受信等）
任意：研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性
任意：国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況
（倫理面からの研究条件の整備）
任意：研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性
任意：研究倫理に係る学内的審議機関の開設・運営状況の適切性

７ 社会貢献
（社会への貢献）

（社会への貢献）
必須：社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度
必須：公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況
必須：大学の施設・設備の社会への開放や社会との共同利用の状況とその有効性
必須：教育研究の成果の社会への還元状況
必須：国や地方自治体等の政策形成への寄与の状況
任意：大学附属病院の地域医療機関としての貢献度
（企業等との連携）
任意：企業と連携して社会人向けの教育プログラムを運用している大学・学部における，そう
した教育プログラムの内容とその運用の適切性
任意：寄附講座，寄附研究部門の開設状況
統 任意：大学と大学以外の社会的組織体との教育研究上の連携策
合 任意：企業等との共同研究，受託研究の規模・体制・推進の状況
任意：特許・技術移転を促進する体制の整備・推進状況
任意：「産学連携に伴う利害関係の衝突」に備えた産学連携にかかるルールの明確化の状
任意：発明取扱い規程，著作権規程等，知的資産に関わる権利規程の明文化の状況
統
合

7

（企業等との連携）

序章 18

北里大学 点検・評価項目（学部・大学院）

大項目

中項目

８ 教員組織
（１） 学部等の教育組織
（教員組織）

統
合

（教育研究支援職員）
統
合

（教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続）
統
合

8

（教育研究活動の評価）
統
合

（２） 大学院研究科の教員組織
（教員組織）

（教育研究支援職員）
統
合

（教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続）
統
合

（教育・研究活動の評価）
統
合

（大学院と他の教育研究組織・機関等との関係）

（教員組織）
必須：学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格，学生数との関係における当
該学部の教員組織の適切性
必須：大学設置基準第12条との関係における専任教員の位置づけの適切性(専任教員は，
専ら自大学における教育研究に従事しているか）
必須：主要な授業科目への専任教員の配置状況
必須：教員組織の年齢構成の適切性
必須：教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況と
その妥当性
任意：教員組織における社会人の受け入れ状況
任意：教員組織における外国人受け入れ状況
任意：教員組織における女性教員の占める割合
（教育研究支援職員）
必須：実験・実習を伴う教育，外国語教育，情報処理関連教育等を実施するための人的補
助体制の整備状況と人員配置の適切性
必須：教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：ティーチング・アシスタント(TA)の制度化の状況とその活用の適切性
（教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続）
必須：教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
任意：任期制等を含む，教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況
（教育研究活動の評価）
必須：教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性
必須：教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性
（教員組織）
必須：大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類，性格，学生数，法令上の基準と
の関係におけるとの関係における当該大学院研究科の教員組織の適切性，妥当性
必須：大学院研究科における組織的な教育を実施するための，教員の適切な役割分担及び
連携体制確保の状況
（教育研究支援職員）
必須：大学院研究科における研究支援職員の充実度
必須：大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（TA），リサーチ・アシスタント（RA）の
制度化の状況とその活用の適切性
（教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続）
必須：大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の
適切性
任意：任期制等を含む，大学院研究科の教員の適切な流動化を促進させるための措置の導
入状況
（教育・研究活動の評価）
必須：大学院研究科における教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効
任意：大学院研究科の教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況
（大学院と他の教育研究組織・機関等との関係）
必須：学内外の大学院と学部，研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切

９ 事務組織
（事務組織の構成）
（事務組織と教学組織との関係）
統
合

（事務組織の役割）

9
（大学院の事務組織）
統
合

（スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ））
統
合

（事務組織と学校法人理事会との関係）

（事務組織の構成）
必須：事務組織の構成と人員配置
（事務組織と教学組織との関係）
必須：事務組織と教学組織との間の連携協力関係の確立状況
必須：大学運営における，事務組織と教学組識との有機的一体性を確保させる方途の適切
（事務組織の役割）
必須：教学に関わる企画・立案・補佐機能を担う事務組織体制の適切性
必須：学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割とその活動の適切性
必須：国際交流等の専門業務への事務組織の関与の状況
必須：大学運営を経営面から支えうるような事務機能の確立状況
（大学院の事務組織）
必須：大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性
任意：大学院の教育研究を支える独立の事務体制の整備状況
（スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ））
必須：事務職員の研修機会の確保の状況とその有効性
任意：事務組織の専門性の向上と業務の効率化を図るための方途の適切性
（事務組織と学校法人理事会との関係）
任意：事務組織と学校法人理事会との関係の適切性

序章 19

北里大学 点検・評価項目（学部・大学院）

大項目

中項目

１０ 施設・設備
（施設・設備等の整備）
統
合

（先端的な設備・装置）
統
合

（独立研究科の施設・設備等）
（夜間大学院などの施設・設備等）
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（本校以外に拠点を持つ大学院の施設・設備等）
（キャンパス・アメニティ等）
統
合

（利用上の配慮）
統
合

（組織・管理体制）
統
合

（施設・設備等の整備）
必須：大学・学部，大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の
整備状況の適切性
任意：記念施設・保存建物の保存・活用の状況
必須：教育の用に供する情報処理機器などの配備状況
（先端的な設備・装置）
任意：先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性
任意：先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の，他の大学院，大学共同利
（独立研究科の施設・設備等）
任意：独立研究科における，当該研究科専用の施設等の整備の適切性
（夜間大学院などの施設・設備等）
任意：夜間に教育研究指導を行う大学院における，施設・設備の利用やサービス提供につ
（本校以外に拠点を持つ大学院の施設・設備等）
任意：本校以外の場所にも拠点を置き，教育研究指導を行う大学院における施設・設備の整
（キャンパス・アメニティ等）
必須：キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況
必須：「学生のための生活の場」の整備状況
必須：大学周辺の「環境」への配慮の状況
（利用上の配慮）
必須：施設・設備面における障がい者への配慮の状況
必須：キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況
任意：各施設の利用時間に対する配慮の状況
（組織・管理体制）
必須：施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
必須：施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況

１１ 図書・電子媒体等
（図書，図書館の整備）
統
合
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（情報インフラ）

統
合

１２

（図書，図書館の整備）
必須：図書，学術雑誌，視聴覚資料，その他教育研究上必要な資料の体系的整備とその量
的整備の適切性
必須：図書館の規模，開館時間，閲覧室の座席数，情報検索設備や視聴覚機器の配備等，
利用環境の整備状況とその適切性
（情報インフラ）
必須：学術情報の処理・提供システムの整備状況，国内外の他大学との協力の状況
必須：学術資料の記録・保管のための配慮の適切性
任意：資料の保存スペースの狭隘化に伴う集中文献管理センター（例えば，保存図書館な
ど）の整備状況や電子化の状況

管理運営
（教授会，研究科委員会）
統
合
統
合

（学長，学部長，研究科委員長の権限と選任手続）
統
合
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（意思決定）
（評議会，大学協議会などの全学的審議機関）

（教授会，研究科委員会）
必須：学部教授会の役割とその活動の適切性
必須：学部教授会と学部長との間の連携協力関係及び機能分担の適切性
必須：学部教授会と評議会，大学協議会などの全学的審議機関との間の連携及び役割分
担の適切性
必須：大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性
必須：大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性
（学長，学部長，研究科委員長の権限と選任手続）
必須：学長，学部長，研究科委員長の選任手続の適切性，妥当性
必須：学長権限の内容とその行使の適切性
必須：学部長や研究科委員長の権限の内容とその行使の適切性
必須：学長補佐体制の構成と活動の適切性
（意思決定）
必須：大学の意思決定プロセスの確立状況とその運用の適切性
（評議会，大学協議会などの全学的審議機関）
必須：評議会，大学協議会などの全学的審議機関の権限の内容とその行使の適切性

（教学組織と学校法人理事会との関係）
（管理運営への学外有識者の関与）
（法例遵守）

１３

（教学組織と学校法人理事会との関係）
必須：教学組織と学校法人理事会との間の連携協力関係及び機能分担，権限委譲の適切
（管理運営への学外有識者の関与）
任意：管理運営に対する学外有識者の関与の状況とその有効性
（法例遵守）
統 必須：関連法令等および学内規定の遵守
合 必須：個人情報の保護や不正行為の防止等に関する取り組みや制度，審査体制の整備状況

財務
（中・長期的な財務計画）
（教育研究と財政）
統
合

（外部資金等）
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（予算の編成と執行）
統
合

（財務監査）
（私立大学財政の財務比率）

（中・長期的な財務計画）
必須：中・長期的な財務計画の策定状況およびその内容
（教育研究と財政）
必須：教育研究目的・目標を具体的に実現する上で必要な財政基盤（もしくは配分予算）の
確立状況
任意：教育研究の十全な遂行と財政確保の両立を図るための制度・仕組みの整備状況
（外部資金等）
必須：文部科学省科学研究費，外部資金（寄附金，受託研究費，共同研究費など），資産運
用益等の受け入れ状況
（予算の編成と執行）
必須：予算編成の適切性と執行ルールの明確性
任意：予算執行に伴う効果を分析・検証する仕組みの導入状況
（財務監査）
必須：監事監査，会計監査，内部監査機能の確立と連携
（私立大学財政の財務比率）
必須：消費収支計算書関係比率および貸借対照表関係比率における，各項目毎の比率の
適切性

序章 20

北里大学 点検・評価項目（学部・大学院）

大項目
１４

中項目
点検・評価
（自己点検・評価）
統
合

（自己点検・評価に対する学外者による検証）
統
合
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（大学に対する社会的評価等）

統
合

（大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応）

１５

情報公開・説明責任
（財政公開）
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（自己点検・評価）
必須：自己点検・評価を恒常的に行うための制度システムの内容とその活動上の有効性
必須：自己点検・評価の結果を基礎に，将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度シ
（自己点検・評価に対する学外者による検証）
必須：自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性
任意：外部評価を行う際の，外部評価者の選任手続の適切性
任意：外部評価結果の活用状況
（大学に対する社会的評価等）
任意：大学，学部，大学院研究科の社会的評価の活用状況
任意：自大学の特色や「活力」の検証状況
（大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応）
必須：文部科学省からの指摘事項および大学基準協会からの勧告などに対する対応

（情報公開請求への対応）
（点検・評価の発信）

（財政公開）
必須：財政公開の状況とその内容・方法の適切性
（情報公開請求への対応）
必須：情報公開請求への対応状況とその適切性
（点検・評価の発信）
統 必須：自己点検･評価結果の学内外への発信状況とその適切性
合 必須：外部評価結果の学内外への発信状況とその適切性

序章 21

基準 1 理念・目的

第１章

理念・目的

１．大学全体
必須：大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性
必須：大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性
任意：大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入状況

■建学の精神
開拓： ｢事を処してパイオニアたれ｣
科学の世界ではパイオニアとなり独創性に富んだアイディアを持つ。
報恩： ｢人に交わって恩を思え｣
自分を育ててくれた人と社会に感謝し社会に貢献することで，恩に報いる。
叡智と実践： ｢そして叡智をもって実学の人として｣
学んで得た知識と技術を実践の場に活かし社会に還元する。
不撓不屈： ｢不撓不屈の精神を貫け｣
そのためには，いかなる困難にも屈することなく，果敢にチャレンジする。
（建学の精神は，学祖北里柴三郎博士の示した言行を拠り所としている）

■本学の役割
本学は，教育基本法第 7 条第 1 項に基づき，学術の中心として，高い教養と専門的能力を
培うとともに，深く真理を探求して新たな知見を創造し，これらの成果を広く社会に提供
することにより，社会の発展に寄与するものとする。
（本役割は，社団法人北里研究所と学校法人北里学園が統合した 2008 年に設定した）

■本学の理念
1 本学は，生命科学の最先端に位置する教育学術研究機関となる。≪生命科学のフロンテ
ィア≫
2 本学は，社会の要請に応じた教育と基礎研究・応用研究に最善を尽くし，絶えず改善改
革を進める。
3 本学は，新研究分野の開拓や新規技術の創出ができる独創性と開発能力の涵養を通じ，
生命科学をリードする研究者，教育者を養成する一方，専門職業人として必要な高度専
門知識・技術を教授し，社会に有為な人材を養成する。
4 本学は，生命科学の最新の知見を，学生，教育者，研究者のすべてに望みどおりに提供
する。
5 本学は，教育・研究，医療の諸活動を通じて社会貢献を目指す。
（本理念は 1998 年，本学の将来構想策定の過程で設定した）

■本学の教育研究目標
1 生命現象の科学的解明とその活用
2 医療・保健・福祉の向上
3 資源生物の機能解明とその生産・利用
4 環境の保全と創造
（本理念は 1998 年，本学の将来構想策定の過程で設定した）

■本学の将来像
本学は，健康・環境・食の連携により，生命科学と医療科学を学ぶ総合大学を目指す。
（本将来像は，社団法人北里研究所と学校法人北里学園が統合した 2008 年に設定した）
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理念・目的等
必須：大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性
必須：大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性

理念・目的等の検証
任意：大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性について
昭和 37（1962）年に開設した北里大学は，学祖北里柴三郎がその生涯を通して顕現した
「開拓」
「報恩」
「叡智と実践」
「不撓不屈」を建学の精神としており，在学生 8,056 名，卒
業生 55,836 名，教職員 5,694 名はこれらを「北里精神」と呼んでいる。それぞれの言葉は
次の意味をもつ。
■建学の精神
開拓： ｢事を処してパイオニアたれ｣
科学の世界ではパイオニアとなり独創性に富んだアイディアを持つ。
報恩： ｢人に交わって恩を思え｣
自分を育ててくれた人と社会に感謝し社会に貢献することで，恩に報いる。
叡智と実践： ｢そして叡智をもって実学の人として｣
学んで得た知識と技術を実践の場に活かし社会に還元する。
不撓不屈： ｢不撓不屈の精神を貫け｣
そのためには，いかなる困難にも屈することなく，果敢にチャレンジする。
北里が活躍した時代は，明治維新・開国を経たわが国が西洋文明を吸収し，国の基とな
る社会制度を創り，西洋諸国に追いつこうとの気概が充満していた時代であった。北里が，
細菌学の第一人者であったローベルト・コッホ博士の下で成し遂げた破傷風菌純培養と抗
毒素抗体の発見，血清療法の確立は，現代の免疫療法の扉を開き近代医学を大きく前進さ
せた。帰国後，明治 27（1894）年のペスト菌発見は，すでに世界的細菌学者として名を成
していた北里ではあったが，東の小国といわれていた当時，その偉業に日本中が沸き返っ
たとされる。
これらの輝かしい事績を支えた北里の基が，
「開拓」
「報恩」「叡智と実践」「不撓不屈」
であった。北里の功績の第一は，近代日本における医学及び公衆衛生の礎を築いたことで
ある。一生は世界的な微生物研究者として名を馳せていたにもかかわらず，
「すべての学問
や研究は学者の道楽ではなく，その成果はすべて人々のために与えられるべきものである」
という信念の下，国民民衆を感染症から解放するために常に身をもって尽くした。それは，
学んで得た知識と技術を実践の場に活かし社会に還元するとの「叡智と実践」として，本
学に集うものすべてが，
「実学教育の実践」と「サイエンスの追求」という形でその精神を
共有し，日々の教育・学習，研究，診療，社会連携等に込めている。
■本学の役割
学校法人北里学園と社団法人北里研究所が法人統合をし，新たに学校法人北里研究所と
して発足するにあたり，前述の理念を包含する「本学の役割」を確認する必要が認識され，
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具体化に努めた。その結果，統合時の平成 20（2008）年に次の役割を設定した。
本学は，教育基本法第 7 条第 1 項に基づき，学術の中心として，高い教養と専門的能力
を培うとともに，深く真理を探求して新たな知見を創造し，これらの成果を広く社会に提
供することにより，社会の発展に寄与するものとする。
■本学の理念
建学の精神を現代に受け継ぎ，本学の理念を具体化しようとの検討が 21 世紀を前にして
行われた。その結果，平成 10（1998）年に北里大学近未来企画委員会から，次の理念が提
起され，その後本学が進むべき際の拠り所としている。
1 本学は，生命科学の最先端に位置する教育学術研究機関となる。≪生命科学のフロンテ
ィア≫
2 本学は，社会の要請に応じた教育と基礎研究・応用研究に最善を尽くし，絶えず改善改
革を進める。
3 本学は，新研究分野の開拓や新規技術の創出ができる独創性と開発能力の涵養を通じ，
生命科学をリードする研究者，教育者を養成する一方，専門職業人として必要な高度専
門知識・技術を教授し，社会に有為な人材を養成する。
4 本学は，生命科学の最新の知見を，学生，教育者，研究者のすべてに望みどおりに提供
する。
5 本学は，教育・研究，医療の諸活動を通じて社会貢献を目指す。
各項には，本学が目標とする教育学術研究機関を「生命科学のフロンティア」とし，研
究に対する基本的な姿勢，教育・人材養成に対する基本的な姿勢，誠実性をもって社会に
臨む教育研究機関としての姿勢が表されていると考える。
■大学の目的
建学の精神を受けた本学の目的は，北里大学学則，北里大学大学院学則においてそれぞ
れ次のように表している。
大学学則
（目 的）
第 1 条 本大学は，北里柴三郎創業の精神に則り，生命の科学に関する深遠な学術の理論
と応用を教授研究し，学術文化の向上と社会の福祉・衛生に貢献することを目的とする。
（教育研究上の目的の公表等）
第 2 条 本大学は，学部，学科又は課程ごとに，人材の養成に関する目的その他の教育研
究上の目的を定め，公表するものとする。
2

前項の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については学部において別
に定める。

大学院学則
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（目 的）
第 1 条 本大学院は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥をきわめて，文化の進
展に寄与することを目的とする。
（教育研究上の目的の公表等）
第 2 条 本大学院は，研究科（学府を含む。以下同じ。
）又は専攻ごとに，人材の養成に
関する目的その他の教育研究上の目的を定め，公表するものとする。
2 前項の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については研究科において
別に定める。
人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的の設定
大学設置基準等の一部を改正する省令（平成 19 年文部科学省令第 22 号）の施行に伴い，
平成 20（2008）年度に北里大学学則，北里大学大学院学則を改定し，各々第 2 条に教育研
究上の目的の公表等を規定した。
■大学の教育研究目標
本学の教育研究目標は，本学の理念と同様に平成 10（1998）年に北里大学近未来企画委
員会から提起された。
1 生命現象の科学的解明とその活用
2 医療・保健・福祉の向上
3 資源生物の機能解明とその生産・利用
4 環境の保全と創造
■本学の将来像
さらに目標とする「生命科学のフロンティア」の具体的な将来像を，平成 20（2008）年
に次のとおり設定した。
本学は，健康・環境・食の連携により，生命科学と医療科学を学ぶ総合大学を目指す。
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の周知方法と有効性について
大学 HP： これらの理念・目的等は北里大学ホームページ上で一般に公開している。
建学の精神・大学の理念：http://www.kitasato.ac.jp/houjin/philosophy/
大学学部の人材養成目的：http://www.kitasato-u.ac.jp/daigaku/gakubu_mokuteki.html
大学院の人材養成目的：http://www.kitasato-u.ac.jp/daigaku/daigakuin_mokuteki.html
大学案内・学部案内：

進学相談会等に参加した高校生・保護者や本学への一般的な資料

請求者には，同じ内容を記載した大学案内・学部案内を配布し，周知に努めている。
入学式・オリエンテーション：

新入生に対しては，入学式・オリエンテーション時の学

長講話により建学の精神を説いている。
自校教育「北里の世界」
： 一年次前期の自校教育「北里の世界」は，新入生に建学の精神
を分かりやすく伝える目的の下に平成 18（2006）年度より開講し，今年度で 3 年目を迎え
る。
「北里の世界」は学内のさまざまな専門分野の教員によるリレー講義の形をとって行わ
れる。概要は次のとおりである。
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科目名称

北里の世界

設定状況

講義，2 単位，1 年次前期，選択必修科目または自由科目（学部の扱いによる）

教育目標

細菌学・免疫学の基礎を築いた北里柴三郎の事績を学び，そこに込められた思いと，そ
の理念が結実した本学の現況を理解するとともに，その理念に根ざした最前線のサイエ
ンスを習得しようとする意欲を盛り上げ，
「生物全体の幸せ」への道筋に思いを馳せる。

教育内容

科学者としての北里柴三郎とその弟子たち，北里研究所および北里大学の歩みをたどる
とともに，生命科学・医学の最前線を知り，科学的なものの見方，考え方，学ぶことの
面白さを理解する。

キーワード

生命科学 北里柴三郎 細菌学 免疫学 感染制御 チーム医療 農医連携

広報誌・学生便覧・シラバス： 在学生に対しては広報誌「Sophia kai Ergon」
（叡智と実
践）
，学生便覧，シラバスに同内容を掲載し，建学の精神等の理解を深めさせている。
北里柴三郎記念室： 記念室は，北里柴三郎の生い
立ちからその研究業績等を資料と写真パネルによ
って詳しく紹介する目的で 1980（昭和 55）年に資
料室として発足した。1998（平成 9）年に現在の場
所に移設後一般公開している。展示は，北里柴三郎
の資料を中心に，北里研究所の設立から現在までの
歩み，交友関係，門下生等の様々な資料に及ぶ。学
生の見修授業の一環として取り入れているほか，一
般見学者・専門家がわが国の医学研究の歴史を学ぶ
格好の場所となっている。
http://www.kitasato.ac.jp/kinen-shitsu/index.html

北里柴三郎記念室

北里研究所報： 教職員に対しては，毎月発行される北里研究所報の末尾に「建学の精神」
「大学の理念」
「本学の将来像」を掲げて共有をはかっている。
PPA（父母会）広報誌： 在学生父母に対しては PPA（Parents & Professors Association）
広報誌に掲載し配布するとともに，各地区で開催される父母懇談会において大学紹介ビデ
オを放映し，建学の精神の普及に努めている。
各種展示会： （独）国立科学博物館主催の企画展「北里柴三郎生誕 150 周年記念展〜感
染症制圧への挑戦」
（2003（平成 15）年）に資料を提供し，北里の足跡を広く一般に紹介
した。獣医学部のある十和田市では新装なった十和田市現代美術館を借りて「北里柴三郎
展〜北里が十和田にやってきた」
（2008（平成 20）年）を本学主催で開催し，地域市民の
学習に貢献した。次年度は海洋生命科学部のある大船渡市において開催する計画がある。
◇理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入状況について
教育を通して建学の精神や大学の理念等が実現されているかを検証する仕組みについて
は，毎年度行う自己点検・評価「北里学園（北里研究所）における自己点検・評価報告書」
において，
「教育・研究，医療，経営の理念・基本方針」
「視点」
「施策・重点課題」に沿っ
て，本学全体の事業業績及び各部門の教育・研究・診療の業績を建学の精神や大学の理念
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と関連付けて評価するように努めている。
〔点検・評価〕
北里精神と本学の理念等を受けた大学の人材養成等の目的は，大学学則・大学院学則に
適切に反映されていると受け止めている。大学学部・大学院研究科の理念・目的・教育目
標を受けた人材養成等の目的との関連については後述する。
理念・目的等の周知については，上述のように様々な手段をもって広く一般に公開して
おり，適切な方法の下に行っているものと評価している。新入生に対する自校教育「北里
の世界」は，平成 20 年度履修者が 335 名（1 年次生の 19.3%）を数える。本学では自校教
育を「感染制御教育研究」
「チーム医療教育」
「農医連携教育研究」と並ぶ全学横断型の特
色ある教育の一つと位置付け，これには本学のルーツをたどり建学の精神発揚の他の 3 つ
と異なる目的をもたせている。北里柴三郎記念室における学生の見修授業も同様の目的で
ある。これらにより，学生をはじめ教職員，学外者に対する理念・目的の周知は適切に行
っていると受け止めている。
しかし，理念・目的がどの程度学生に行き届いたかは，具体的に把握できていない。今
後は，学位授与にあたり，北里精神・大学の理念がどれほど意識化されたのかを計測し，
大学の様々な教育・研究に還元させていく必要がある。卒業生に対しても在学中の教育・
学習を振り返り，母校とのつながりを深める意味からも調査を行う意義がある。高校生や
一般の方に対しても把握の必要がある。教育を通して建学の精神や大学の理念等が実現さ
れているかを検証する仕組みは，これらによって整備できるものと考える。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
本学は，他の私立大学と同様，建学の精神と大学の理念・教育目標を学生がどのように
認識できたのかによって教育の達成度が計られ，それが社会的使命の達成につながる。し
たがって，今後以下の取組を検討し，適切な方法で実施する。
1 在学生に対しては，学位授与にあたり，北里精神・大学の理念がどれほど意識化された
のかを調査し，その結果を大学の教育・研究に反映させる。
2 また，教育目標が社会の要請に応えるものであったのかを把握する。
3 卒業生に対しては，理念・目的・教育目標が社会人としてどのように役立っているのか
を把握する。在学中の教育・学習との関連も問う。
4 自校教育「北里の世界」は，授業アンケート調査の結果を分析し，より洗練された教育
内容に高める。受講率を上げる方法も検討する。
5 以上の取組は，大学 HP 等を通してステークホルダーに発信する。
6 社会一般に対しては，北里柴三郎記念室の紹介，各地で行われる企画展に建学の精神の
普及に関連する資料や活動を提供する。

２．学部・大学院研究科
２‑
１．薬学部・薬学研究科
〔現状の説明〕
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◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性について
薬学部は，昭和 39（1964）年４月に「質の高い薬剤師ならびに優秀な研究者・技術者を
養成すること」を目的として，北里大学の 2 番目の学部（薬学科 1 学科）として設立され
た。翌年の昭和 40（1965）年 4 月には，製薬学科を増設した。昭和 48（1973）年 4 月に
日本で初めて大学院薬学研究科に臨床薬学特論を開設し，その後，臨床薬学研究センター
へと発展させ，その成果を学部教育にも反映させることで「臨床薬学教育の充実」を図っ
てきた。平成 18（2006）年 4 月には，薬学教育年限の延長にともない，
「高度化した医療
現場で活躍できる薬剤師の養成」を目的とした薬学科（6 年制）と，｢薬学関連分野の研究
者や教育者など，薬学周辺領域で活躍できる人材の養成｣を目的とした薬科学科（4 年制）
の 2 学科を併置し現在に至っている。
平成 18（2006）年度の入学生から薬学教育 6 年制がスタートしたが，この大きな変革の
時期にも，我々が築いてきた学部教育内容と大学院修士課程臨床薬学履修コースの教育内
容を統合することで，新たな教育体制に対応することができた。特に，大学附属 4 病院を
有し，各病院の薬剤部長・科長が薬学部の専任教員となっている状況を生かして，6 年制薬
学教育の中でも極めて重要な長期の病院実習を，全ての学生が附属病院のいずれかで履修
できる環境を整備した。平成 15（2003）年度の文部科学省「特色ある大学教育支援プログ
ラム」に本学が選定されたが，その選定理由の一つとして，本学の教育体制が「6 年制薬学
教育のモデルとなりえる」との高い評価を受けたことは，本学の教育理念・体制が社会的
に認められていることを立証している。
薬学研究科は，高度な生命科学の精髄を極める専門教育の場として，昭和 43（1968）年
4 月に薬学専攻修士課程をもって発足し，昭和 48（1973）年 4 月には博士後期課程を開設
した。開設当初から「生命科学に関する最先端の基礎研究を重視」して 10 を越える専門分
野の教育・研究を展開したが，昭和 48（1973）年には，修士課程に日本初の臨床薬学専門
分野を開講して，臨床薬学の実践的教育・研究を大学院の教育課程に取り入れた。昭和 52
（1977）年には臨床薬学研究室を開設，平成７（1995）年には臨床薬学研究室の機能を充
実拡大するために，薬学部附属臨床薬学研究センターに組織変更し，臨床薬学教育の一層
の充実を図ってきた。
平成 11（1999）年度の入学生から修士課程の入学定員を 20 人から 40 人に増員し，
「薬
学履修コース」
「臨床薬学履修コース」「臨床統計学履修コース」のコース制を敷くことで
教育研究の特色を一層鮮明にすることとした。平成 11（1999）年度に日本で初めて開設し
た臨床統計学履修コースは，日本の医薬品産業に資するために，我が国での臨床統計学の
確立を目指して開設したコースである。また，平成 18（2006）年度には社会人を対象とし
て，より安全で有効性の高い医薬品開発を研究するコースとして，国際基準での新薬開発
分野で活躍できる高度専門家を育成することを目的とする「医薬開発学履修コース」を日
本で初めて開設した。さらに平成 20（2008）年度には，本学が文部科学省から選定された
「がんプロフェッショナル養成プラン」の一環として，社会人を対象とし，がん専門薬剤
師の養成を目的とする医療薬学-がん領域-履修コース（博士後期課程）を設置し，現在に至
っている。
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の周知方法と有効性について
本学部及び本研究科の理念，教育方針，各科目の目的や教育目標は，シラバス（学修要
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項）に明記している。また，同じ内容は薬学部ホームページからも閲覧可能である。理念・
教育方針については，薬学部パンフレットにも記載しており，広く受験生や一般人の目に
触れるように配慮している。さらに，学生に対しては，オリエンテーション時に理念・教
育方針を周知させている。
◇理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入状況について
学部及び大学院の理念・目的・教育目標を検証する仕組みは，毎年度作成する事業業績
「学校法人北里研究所における自己点検・評価報告書」において，理念・教育目標の実現
に向けた前年度の事業計画の達成度を自己評価している。また，本学部・大学院への受験
生の志願状況や，本学部・大学院の卒業生の就職状況などを指標に薬学部自己点検・評価
委員会で判断している。
〔点検・評価〕
薬学部においては，薬学の幅広い分野で活躍し得る薬学技術者・研究者及び高度な能力
を持った薬剤師を併せて育成してきたと自負している。その表れとして，平成 19（2007）
年 3 月までの卒業者累計は 1 万 2 千名を超える。従来の 4 年制教育課程においては，薬学
部への志願者は定員の 6 倍以上であり，また本学卒業生の就職率は 100%を維持している。
しかしながら，少子化と 6 年制への移行にともなう薬学志願者の減少という状況にあり，
質の高い学生の確保と，教育レベルの維持・向上に努めなければならない。
薬学研究科においても，平成 19（2007）年 3 月までに 68 名の課程博士と 123 名の論文
博士を，また 1,091 名の修士を送り出し，修了生は，薬学領域の様々な分野においてその
優れた能力を発揮し，社会に大きく貢献している。大学院においても定員以上の志願者を
集めており，大学院修了生も全員が就職できている。特に臨床薬学履修コース修了生は，
ほとんどが病院薬剤師として就職している。一方，薬学履修コース修了生は，医薬品開発
分野に就職することが多く，研究分野への就職が比較的少ないのが現状である。従来の 4
年制教育課程の最後の学部卒業生が大学院修士課程に進学する平成 21
（2009）
年度を境に，
学部からの大学院進学者数は激減する。平成 22（2010）年度からは薬科学科卒業生の全員
が大学院修士課程へ進学したとしても，最大で 20 名の入学者しかいない。今後は，他大学
や他学部からの大学院進学者を増やす手段を講じ，また他大学・学部等との連携大学院の
設置を模索する必要がある。
本学部及び本研究科の理念，教育方針，各科目の目的や教育目標は，学生に対してはシ
ラバス，学生便覧などにより，広く一般の方に対しては薬学部パンフレット，薬学部ホー
ムページを通して周知できるように配慮していると受け止めている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
少子化と 6 年制への移行にともなう薬学志願者の減少という状況下で，質の高い学生を
確保し，高度な教育を施して，社会に貢献できる薬剤師や薬学研究者を養成するための具
体的方策を考えていかなければならない。薬学科においては，高度な知識・技能のみなら
ず，高い倫理観を有する薬剤師の養成が必要である。本学の一般教育部と連携した「倫理
学」のみならず，医療現場を体験する「薬と仕事 1」や「薬と仕事 3」
，薬害や終末期医療
について学び，小グループでの討論を中心に進められる「薬と仕事 2」や「社会薬学実習」
，
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附属 4 病院を活用した「病院実習」や「ボランティア実習」などを通して，高い倫理観の
醸成に努める。一方，本学は文部科学省「がんプロフェッショナル養成プラン」（平成 19
（2007）年度）に選定され，薬学研究科においても「がん専門薬剤師」の養成を目指した
教育が大学院博士課程で始まる。このような専門薬剤師養成のための教育内容を，学部教
育に反映させることにより，高度な知識・技能・態度を身につけた優れた薬剤師の養成を
目指す。
薬科学科においては，従来，我々が行ってきた最先端の基礎研究を維持することで，高
度な知識・技能を有する薬学研究者を養成する。薬科学科の学生に対しては，薬剤師国家
試験受験のための教育が不要であるため，研究室配属後の卒業研究に多くの時間を充てる
ことが可能となり，充実した研究が実施できると考えている。
「研究活性化委員会」を立ち
上げて，より多くの学生が卒業後に大学院へ進学し，より高いレベルの研究を行うための
方策を検討している。
一方，薬学研究科においては，薬学教育 6 年制の移行に伴って，今後，本研究科の理念・
目的の検証が必要である。本学の 6 年制学部教育は基本的に，旧 4 年制カリキュラムに，
現行の大学院修士課程・臨床薬学履修コースの教育内容を組み入れたものになっている。
また，薬学部の教育内容・方法の項にも記述したように 5〜6 年次のカリキュラムにおいて
大学院レベルの特論講義を集中講義の形で開講し，専門性を高めるように工夫をしている。
6 年制卒業後の学生に対しては，さらに薬学における高度な専門的知識を修得するために，
4 年間の博士課程を開設する予定である。
従って，
6 年制課程の上に設置される博士課程は，
薬剤師としての専門性を更に高めるための教育課程になると考えられる。本研究科では平
成 20（2008）年度に，がん専門薬剤師養成を目的とする「医療薬学-がん領域-履修コース」
（博士後期課程）を開設しており，様々な分野における専門薬剤師の養成が，6 年制課程の
上に設置される博士課程の役割になることが考えられる。
また本学部では，医薬品の研究・開発に関するスペシャリストの養成を目指して薬科学
科（4 年制）を併置している。薬科学科卒業生には，これまで通り生命科学領域において高
度に専門性が求められる分野で活躍できるだけの実力を養うために，2 年間の修士課程およ
び 3 年間の博士後期課程を開設する予定である。現行の「薬学履修コース」
「臨床統計学履
修コース」
「医薬開発学履修コース」は，薬科学科（4 年制）の上に設置される大学院修士
課程，博士後期課程のコースとして存続すると考えられるが，6 年制課程の上に設置される
博士課程との関連性などについては，本学の教育委員会，研究委員会，入試委員会などに
よる検討を開始している。
２‑
２．獣医部・獣医畜産学研究科
〔現状の説明〕
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性について
獣医学部は，昭和 41（1966）年 4 月に北里大学の建学の理念の一つである「実学教育の
実践」に基づき，畜産振興による国民の食と健康の増進の一翼を担う畜産学技術者・研究
者，獣医師・獣医学研究者の養成を目的として，北里大学の 3 番目の学部として当初「畜
産学部」として発足した。昭和 53（1978）年には獣医学 6 年制教育が始まり，学部名称を
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「獣医畜産学部」と変更し，昭和 56（1981）年には畜産土木工学科を新設した。その後，
日本人の食生活の変化（畜産食品の消費量増大）に伴う家畜飼育規模の拡大と輸入食品の
増加により食の安全が問われ，愛玩動物の増加と飼養形態の変化は生活習慣病・慢性疾患・
高齢化に伴う疾患を生み出し，更に近年，社会を脅かす動物由来の新興感染症と地球環境
の変化は地球という生命体を脅かす問題となり，ヒトと動物の共存を地球規模で考える学
部として新「獣医学部」を平成 19（2007）年 4 月に設置した。新「獣医学部」は獣医学，
動物資源科学，生物環境科学の 3 学科で構成され，獣医学科では，獣医療の高度化に対応
した問題解決能力に直結する専門的な知識と技能のみならず，人間性に富み幅広い視野を
持つ獣医師の養成を目標としている。動物資源科学科と生物環境科学科では従来の専門分
野に加え，動物生命科学の中でも境界領域である「野生動物学」
「動物行動学（人と動物の
関係学，アニマルセラピーも含む）
」
「細胞工学（ゲノム科学，胚工学を含む）
」を新たに配
置し，分子レベルから細胞レベル，個体レベル，動物群レベル，さらに自然環境レベルま
での広範囲の教育・研究領域をカバーすることにより，適切な倫理観を持ち，広い視野で
しかも複数の視点を有する動物生命科学に携わる専門家の育成を目標としている。この人
材育成目標を達成するため，動物資源科学科と生物環境科学科においては，学生の進路や
学問的な興味の要求に応えられるように，コース制（または定員を分けない履修コース制）
を取り入れ，カリキュラムの選択範囲を拡大した。生物環境科学科の環境修復コースは，
教育プログラムの品質保証のために日本技術者認定機構(JABEE)の認定を受けた。
一方，獣医畜産学研究科は，高度な畜産・獣医学の真髄を究める専門教育の場として昭
和 45（1970）年大学院畜産学研究科修士課程（獣医学専攻，畜産学専攻）をもって開設し，
昭和 47（1972）年には博士後期課程（獣医学専攻，畜産学専攻）を増設した。その後，昭
和 53（1978）年に畜産学研究科を獣医畜産学研究科と名称を変更し，昭和 62（1987）年
修士課程畜産土木学専攻を増設した。平成 15（2003）年には，
「畜産学専攻」が「動物資
源科学専攻」
，「畜産土木工学専攻」が「生物生産環境学専攻」と名称変更した。以来，平
成 18（2007）年 3 月までの 37 年間に 1,244 人（獣医学専攻博士課程 44 人，獣医学専攻修
士課程 916 人，動物資源科学専攻博士後期課程 20 人，動物資源科学専攻修士課程 181 人，
生物生産環境学専攻修士課程 83 人）の卒業生を送り出し，農学・獣医学領域の様々な分野
で活躍し，社会に大きく貢献している。
獣医畜産学研究科獣医学専攻では，新たな生命科学の構築，食の安全あるいは人獣共通
感染症対策，さらには愛玩動物の高齢化に伴う腫瘍の増加などへの対応ができる，深い学
識及び卓越した能力を持った研究者及び技術者の養成を目的とする。動物資源科学専攻で
は，動物の機能や能力を最大限に引き出す技術の開発，動物福祉に配慮した飼育方法の開
発，人と動物の関係やそれを取り巻く環境を改善するための技術及び機能性食品の開発な
ど教育，研究分野の細分化，技術の高度化が進んでおり，急激に変化する状況を的確に判
断し，その対応策の構築やさらなる発展に寄与する人材として，自らを磨き課題を認識し
て解決し得る高度専門職業人の養成をめざす。生物生産環境学専攻では，環境の保全・修
復を含めた環境創造に関する高度な提言や技術提供ができる人材養成を目標に専門教育を
行い，さらに自然環境と動植物の生息環境の実体解明と保全策，ならびに人間活動と自然
環境との調和に関する教育研究を行なう。
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の周知方法と有効性について
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学部・大学院の理念・目的・教育目標は，学生便覧とシラバスに明記し，同じ内容は獣
医学部ホームページからも閲覧できるようにし，受験生には獣医学部パンフレットに記載
し周知している。新入生には学科ガイダンスの際に学科長からスライド等を利用し説明し
ている。
◇理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入状況について
学部・大学院研究科の理念・目的・教育目標を検証する仕組みは，
「学校法人北里研究所
における自己点検・評価報告書」において，理念・教育目標の実現に向けた前年度の事業
計画の達成度を自己評価している。また，受験者数の動向・学士就職状況・大学院進学就
職状況などを指標に獣医学部自己点検・評価委員会において把握に努めている。
〔点検・評価〕
建学の理念でもある「実学の精神」を発揮すべく，社会状況の変化とその要請に応える
技術者・獣医師の養成を行う新「獣医学部」は，これまでの獣医畜産学部の 3 学科を引き
継ぎ，さらに発展するようなカリキュラムと教員組織となっている。在学生には新学期の
ガイダンスの際に学生便覧とシラバスを学生全員に配付し，クラス担任から毎年周知して
いる。獣医畜産学部では 4,000 名を超える獣医師と，3,000 名を超える農学士を輩出し，社
会で活躍する卒業生を育成してきた実績を評価している。
獣医畜産学研究科でも，獣医学専攻博士課程，動物資源科学修士・博士課程，生物生産
環境学専攻修士課程において，高度な知識を習得し，多岐にわたる問題を的確に分析評価
し解決できる研究者を多数育成してきた実績を評価している。外国人留学生が増加し，社
会人入学者も認められており，このように多様化してきている学生への対応として，国際
化への対応も進めている。動物資源科学専攻・生物生産環境学専攻では，時代の変遷とと
もに学生のニーズも多様になり，修士課程，博士後期課程の修了生が教育・研究職をはじ
め製造業等の民間企業，環境の保全・修復を含めた環境創造に関する技術者として社会に
貢献していることは大きな長所である。しかし，他大学院への進学を目指す学生が増加す
る傾向が見られ，博士後期課程の定員が満たされていないといった問題も抱えている。
学部・大学院の理念・目的・教育目標は，学生便覧，シラバス，獣医学部ホームページ
等を通して広く周知する方法を取り入れていると評価している。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
急激な変貌を遂げている現代社会において，高等教育における質的な変化と社会の要請
に的確に応えられるべき人材養成を図る必要がある。平成 19（2007）年に新「獣医学部」
を設立し，カリキュラムと教員組織を改組した。質の高い学生を確保し，高度専門教育を
施して，社会に貢献できる獣医師と動物資源科学並びに生物環境科学領域の有能な人材を
養成し続けるために，上記の学部理念・目的・教育目標の適切性を常に評価・点検し，教
育の改善と改革には努力を惜しまない。特に，地球規模での食料・環境問題が顕在化し，
わが国の輸入飼料依存型畜産のあり方を含めた，動物・生物資源の確保と環境保全という
地球規模の問題に立ち向かう学部・研究科となるように意識改革をさらに進める。
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２‑
３．医学部
〔現状の説明〕
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性について
医学部は，昭和 45(1970)年の開設時より，７項目の基本理念を拠り所として教育・研究・
診療を推進してきた。その後，平成 12(2000)年の大学基準協会相互評価の提言や社会情勢
の変化を踏まえ，時代に即した内容とすべく検討を重ねた結果，平成 14(2002)年度より基
本理念を次の 4 項目に集約し，教育・研究・診療の一層の充実と発展を目指している。
(1) 人間性豊かで，優れた医師の養成
(2) 学際領域を含む医学研究の推進
(3) 国際貢献の推進と地域医療への協力
(4) 予防医学の推進
(1) 人間性豊かで，優れた医師の養成
【守礼敬人教育】
「人間性豊かで，優れた医師の養成」は，生命に対する畏敬の念を持ち，一人ひとりの
患者に思いやりを持って接することのできる医師の育成を目的とするものである。
この基本理念の具体的な行動目標として，人を敬い礼を守る「守礼敬人」をモットーに
掲げ，新入生オリエンテーション，普段の授業時など学生教育の様々な場面において意識
啓発し，態度の涵養に努めている。
「守礼敬人」教育に関わる学生アンケート調査や，
「守
礼敬人月間」
「守礼敬人週間」の取組，標語の募集，
「守礼敬人賞」などを通して学生，教
職員への周知をはかっている。
本学部の学生教育は，医師として必要な「守礼敬人」の基本的態度を基盤とし，低学年
より臨床実習を体験させる early exposure 教育を導入し，医療人としての動機付けを早期
に行うとともに，専門知識に偏重することなく，幅広い知識を身に付けさせ，柔軟性に富
んだ優れた医師としての素養を涵養するよう努めている。学生の積極性，独自性を高める
ために，課題を自ら解決することを学ばせるチュートリアル教育を導入し，医療の現場で
中心的な役割を果しえる人材の育成を目指している。
(2) 学際領域を含む医学研究の推進
基本理念の第二は，
「学際領域を含む医学研究の推進」である。今日の医学は生物学，物
理学，科学，工学，更には倫理学，心理学，法学，医療安全・病院管理学，医療経済学な
ど様々な分野と連携しながらその裾野を広げている。本学は，生命科学に関わる７学部を
有し学部間の垣根を取り払った研究環境にあり，相互の施設を使った共同研究は，着想豊
かな研究者の育成に資するものとなっている。平成 17(2005)年度からは，隣接する青山学
院大学理工学部と学術交流契約を締結し，医用電子，ロボティクス，人口工学・感性工学
などの分野と医学研究分野を融合し，よりよい医療を実現するための研究を進めており，
若手研究者の参画による共同研究は，後継者の育成の場となっている。
わが国の治験・臨床研究を推進するための全国 10 拠点の一つとして，新たに「北里臨床
研究センター（KCRC）
」を平成 19（2007）年度に設置した。KCRC は本学部が中心とな
り，北里大学病院，北里大学東病院，北里研究所病院，北里メディカルセンター病院を始
め関連各病院のネットワークを形成。その中で，KCRC は治験実施の各種支援，治験効率
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化のためのシステム開発，研究企画やプロトコール作成，データ解析等の臨床研究実施支
援，医師主導治験や臨床研究実施のための人材育成等を行う。また，KCRC の事業の基盤
作りとして，治験，臨床研究に関連するコースを大学院に開設することも検討している。
(3) 国際貢献の推進と地域医療への協力
基本理念の第三は，
「国際貢献の推進と地域医療への協力」である。平成 16(2004)年カル
ガリー大学医学部
（カナダ）
，
平成 17(2005)年マーブルグ大学医学部
（ドイツ）
，
平成 18(2006)
年ハワイ大学医学部（アメリカ）の 3 大学と，教育，研究の交流を目的とする国際学術交
流協定を相次いで締結した。これらの教育面における目的は，国際性豊かな学生の育成で
ある。研究面においては，目覚しい進歩を遂げる医学分野，研究環境のグローバリゼーシ
ョンが進む中，相互の知識を私蔵することなく活用することを通して，世界的規模での医
学・医療の発展への貢献を目的とする。取組の成果は，国際感覚豊かな医学生・研究者の
育成とともに，
最新の医療技術を本学 4 病院を核とする医療現場や地域医療現場へ還元し，
地域医療関係者の育成につなげていく。
(4) 予防医学の推進
基本理念の第四は，
「予防医学の推進」である。肥満，糖尿，喫煙，高血圧などの生活習
慣病や，職業の労働条件・環境などによって起こる職業病など，人を取り巻く様々な健康
障害に対して，対処療法的な対策ではなく未然に防ぐ予防医学が重視されている。このた
めに，学生に対しては，予防医学の重要性を強調した内容の教育を行っている。地域に対
しては，予防医学に対する講習会や講演会などの意識啓発活動を本学 4 病院や神奈川県下
の保健所と連携し，積極的に進めている。
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の周知方法と有効性について
学部の基本理念については，医学部ホームページ，医学部パンフレット，学生便覧等へ
掲載し，入試説明会や入学後のガイダンスの際にも解説するなどして学生への周知に努め
ている。一般にも広く公開している。
◇理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入状況について
理念・目的・教育目標を検証する仕組みは，
「学校法人北里研究所における自己点検・評
価報告書」において，理念・教育目標の実現に向けた前年度の事業計画の達成度を自己評
価している。医学部自己点検・評価委員会は，教育研究組織，教育課程，教員人事，教育
研究施設，財務などについて自己点検・評価を行い，学部長へ意見の具申を行っている。
また，学部運営の様々な企画立案を行う総務委員会，学生教育を主管する教育委員会，研
究の推進と研究環境の整備を行う研究委員会の下に，問題点の把握に努めている。
〔点検・評価〕
医学部では，
「4 つの基本理念」と「守礼敬人」のパネルを設置，廊下の一部を「守礼の
路」と名づけ，人と出会ったときに自然に挨拶（会釈）を交わす訓練の場としている。授
業の前後で起立し礼をする。これらの人としての基本的態度は，医療の現場において，患
者さんやコメディカルの方々と適切なコミュニケーションをとり，優れた医療を行うため
の必要条件である。
「人間性豊かで，優れた医師の養成」の基本理念の下に，生命に対する
畏敬の念，一人ひとりの患者さんへの思いやりなど将来の医師として必要な態度教育は，
適切に行っていると評価している。
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医療人としての動機付け，専門知識に偏重することなく幅広い知識を身に付けさせる教
育，自ら課題を設定し自ら課題を解決するチュートリアル教育は，医療の現場で中心的な
役割を果しえる人材を育成するとの目標に適合しているものと受け止めている。医学教育
を支える組織は，教育課程全般と学生指導を所管する「教育委員会」及び医学教育の研究
開発を行う「医学教育研究開発センター」を設置し，それぞれ機能している。これまでの
卒業生は 3,791 名を数え，本学 4 病院をはじめ国内の主要な医療機関の医師や開業医とし
て活躍しており，学部理念・目的・目標を実現しているものと受け止めている。
しかしながら，少子化の影響と平成 21（2009）年度に医学部定員増（100→110 名）を
行うために，質の高い学生の確保と，教育水準の維持・向上に努める必要があり，このた
めの対策を着実に実施していかねばならないと考えている。
本学部の理念・目的・教育目標は，医学部パンフレット，学生便覧，医学部ホームペー
ジ等へ掲載し，学生をはじめ広く一般人へも周知していると受け止めている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
第一は，質の高い学生の確保と，教育水準の維持・向上に努めるために，学生募集活動，
広報活動，教育カリキュラムの改善に取り組む。第二は，研究のさらなる活性化である。
学生募集計画は，入試委員会が過去のデータの解析を下に立案する。広報活動計画は，
入試広報委員会が具体案を策定する。教育カリキュラムに関連して組織体制を整備した。
平成 19(2007)年度に「医学教育研究部門」を拡充し，新たに「医学原論研究部門」
「医療安
全・管理学研究部門」
「医療技術教育研究部門」の 3 部門を加えた「医学教育研究開発セン
ター」を発足させた。教育カリキュラムの開発と改善は，医学教育研究開発センターと教
育委員会が両輪となって進める。
研究については，研究委員会と北里臨床研究センター（KCRC）の協力の下，研究者の支
援，研究環境の整備，研究情報の収集にあたる。これら教育・研究の取り組みは，医学部
ホームページや広報用パンフレットを始め，医学部父兄会や医学部同窓会を通して，また
各種講演会を開催し，発信していく。

２‑
４．海洋生命科学部・水産学研究科
〔現状の説明〕
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性について
海洋生命科学部は，平成 20（2008）年度入学生より水産学部から現在の名称に変更した。
水産学部は昭和 47（1972）年に本学 5 番目の学部として設立された。設立にあたっては従
来の漁労を主とする水産学とは異なる新しい方向を採用した。すなわち，
「とる漁業」から
「栽培する漁業」への転換が見られつつあった当時の水産業に対応し，
「つくり育てる漁業」
の発展を目指す水産増殖学科と，食品などの水産物の高度利用を目標とする水産食品学科
の 2 学科をもって発足した。しかし，その後，水産業界を含む社会的情勢は時代とともに
大きく変化し，水産技術者には水産物の生産，加工，流通に携わる水産学一般の幅広い基
礎的ならびに専門知識が強く要求されるようになった。平成 12（2000）年度に行なった学
部改組はこの現状認識に基づくものであり，従来の生物学と化学の枠組みを残す 2 学科を
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廃止し，
「水産生物科学科」に統合再編したものである。学部はこの改組以降，水産学を「多
様で豊かな海洋生物資源を対象として，それらを永続的かつ有効に利用するための知見の
蓄積及び技術開発を使命とする“応用生命科学”」と捉え，生物科学の視点から海洋生物資源
の利用を考究できる人材の養成を目指して教育を展開してきた。この特色ある教育・研究
理念の下，学部は活発な教育・研究活動を進め，水産生物資源の利用に関わる幅広い分野
に多くの卒業生を輩出してきた。一方，近年，海洋生物資源の利用に関わる分野は，新し
い産業分野の開拓が期待されるなどさらなる広がりを見せている。また，地球規模の食糧
難や環境問題が顕在化する中，海洋生物資源ならびにその環境を保全し，それらを有効利
用するための生命科学を基盤とした幅広い知識・理論・技術を身につけた人材の育成が強
く求められるようになっている。学部はこのような社会の要請に応えるとともに，特色あ
る学部理念をより鮮明に社会に向けてアピールするため，理念ならびに人材育成の目標を
次のように定め，平成 20 年（2008）度入学生より学部名称を海洋生命科学部に変更したも
のである。
理念・人材育成目標：

「生命科学の視点から海洋生物の生命現象に関わる基礎研究を進

め，その成果を海洋環境の保全ならびに海洋生物資源の永続的かつ有効な利用に応用する
ことを目的とする。また，基礎から専門に至る体系的な教育を通して，社会・人間に対す
る多面的視野，鋭敏な国際感覚，課題解決能力，コミュニケーション能力をあわせ持ち，
海洋生物資源の利用にかかわる幅広い分野で活躍できる人材の育成を目標としている。
」
教育目標：

学部では教育目標についても，社会の要請を考慮しながらこれを明確にする

努力を続けてきた。平成 14（2002）年度には学生が卒業時までに獲得すべき能力を学習・
教育目標としてまとめた。平成 16（2004）年度，19 年（2007）度にはこの目標を一部修
正，さらには各目標に対する具体的到達目標を設定し，学生による目標の達成を支えるべ
く，教育プログラムの充実に努め，現在に至っている。本学部教育プログラムにおける学
習・教育目標は以下の通りである。なお，学習・教育目標に基づく学部教育プログラムは
平成 16（2004）年度に日本技術者教育認定機構（JABEE）より，認定を受けている。
北里大学海洋生命科学教育プログラム学習・教育目標
(A)

人類共通の水圏生物資源の利用に携わる技術者として，自然，文化，社会，人間の
多面性を認識し，多様な価値観を理解する能力の修得

(B)

数学，自然科学，情報技術に関する基礎知識と，それらを海洋生命科学分野の問題
解決に応用する能力の修得

(C)

水圏生物の生理・生態，環境との関わりなど海洋生命科学に関する基礎知識と技術
を多様な分野に対応する能力の修得

(D) 情報を収集・分析して水圏生物資源の利用に関する問題を発見し，その解決策をデ
ザインする能力の修得
(E)

与えられた条件の中で実験を遂行し，結果を解析，考察する能力の修得

(F)

自分の考えを的確かつ論理的に表現する能力，および英語によるコミュニケーショ
ンを図るための基礎能力の修得

(G) 専門技術者として責任ある社会活動を可能にする倫理観の修得
(H) 継続的に学習しながら，絶えず変化する科学技術に迅速に対応する能力の修得
水産学研究科は，昭和 51（1976）年４月に修士課程が，昭和 53（1978）年４月には博
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士後期課程を設置している。平成８（1996）年度には社会人に対して門戸を開くとともに，
平成 10（1998）年度には研究科における専攻分野を 10 に拡充するとともに，株式会社海
洋バイオテクノロジー研究所との連携大学院を発足させ，１客員講座を開設した。連携大
学院については同研究所が平成 20（2008）年 3 月をもって閉鎖となるまで継続した。大学
院研究科は人類共通の生物資源である海洋生物の有効利用と海洋環境の保全にかかわる高
度の教育・研究を行うことを目的とし，本分野における深い学識と研究能力を備えた専門
家を養成することを教育目標としている。
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の周知方法と有効性について
学部・研究科の理念・目的ならびに学習・教育目標は Web ページ，学部パンフレット，
学修要項，学部広報誌等により学生，卒業生，受験生，卒業生受け入れ企業，他大学，地
方自治体，水産業関連団体等学内外に公開し，広く周知を図っている。
◇理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入状況について
学部・研究科が設定する理念・目標・教育目標の検証は，海洋生命科学部自己点検・評
価と外部評価により行っている。自己点検・評価システムとしては毎年度作成する事業業
績「学校法人北里研究所における自己点検・評価報告書」が挙げられる。すなわち，報告
書は理念・教育目標の実現に向けた前年度の事業計画の達成度を自己評価している。主な
外部評価システムは，1) 大学全体で取り組む大学基準協会による相互評価，2)

学部独自

で導入している JABEE による認定審査が挙げられる。この他，3) 卒業時の学生に対する
学部教育総合評価アンケート，4) 卒業生受け入れ企業に対する学習・教育目標達成度に関
するアンケート調査も教育理念と教育プログラムを点検するシステムとして機能している。
〔点検・評価〕
本学部・研究科は，海洋生物資源を巡る社会情勢の変化に柔軟に対応するとともに，法
人の創立理念，ならびに本学部・研究科の現在に至る経緯，人的・設備的教育資源，卒業
生の進路などに配慮を重ねながら，これらを反映させその理念や教育プログラムを適正に
改善してきた。現在掲げる教育理念は，伝統的な水産学と一線を画するものであり，本学
問領域の将来像を他に先駆けて提唱したものと考えており，本学部・研究科の最大の特色
と認識している。この間，国内的のみならず国際的にも高く評価される多くの学問的業績
を挙げており，理念に基づく研究成果をもって水産業を初めとする社会への貢献を果たし
てきた。5,500 人を超える学部卒業生，留学生も含め 203 名，30 名の修士，博士課程修了
生を輩出し，これら卒業生が水産・食品業界はもとより，初等中等教育教員，水族館・博
物館員，医薬品・環境調査系企業人，国家・地方公務員などとして広く社会の各分野で活
躍していることも，その成果として十分に誇れるところである。
本学部の理念，目標ならびに教育プログラムの学習・教育目標は，Web ページ，海洋生
命科学部パンフレット，学修要項，広報誌等により広く公開されており，その周知に問題
はないと判断する。特に，学習・教育目標は学部教育を通じてどのような能力を持つ人材
を育成するかを明示するものであり，社会に対して教育の質を保証するという点で意義は
極めて高いと評価する。事業業績に関わる自己点検・評価に関わるサイクルは確実に運用
されている。また，学部の活動に関わる外部評価も大学基準協会による相互評価はもちろ
んのこと，JABEE 認定審査は学部理念に基づいて設定されている教育目標の検証システム
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として有効に機能している。一方，JABEE 認定審査は教育プログラムの点検を主な対象と
するため，研究分野，社会貢献などの分野に関しては他の評価システムを有効に活用する
必要がある。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
本学部・研究科に求められる社会の要請を真摯に受け止め，次世代の社会で活躍できる
人材を輩出するという最も基本的な活動を着実に進める。そのために，今後も水圏生物資
源を巡る社会的要請や卒業生の進路などを十分に配慮しつつ，自己点検・評価に基づき適
切な理念・目的・教育目標を設定して行く。教育目標は，学部・研究科が養成する人材像
を入学希望者や社会に提示するものであり，これらを学部ホームページやパンフレットに
より広く周知する活動を継続する。さらに，JABEE 認定教育プログラムを引き続き維持す
るとともに，研究分野や社会貢献など幅広い学部・研究科の活動について自己評価・点検
システムを有効に活用する。
２‑
５．看護学部・看護学研究科
〔現状の説明〕
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性について
看護学部は，建学の精神である「開拓，報恩，叡智と実践，不撓不屈」の北里精神に基
づき，大学としての看護学教育や社会参加のあり方を踏まえて，昭和 61(1986)年度に，① 看
護教育の確立，② 看護学の体系化，③ 実践者の育成，④ 社会保健衛生への貢献，⑤ 生
涯教育のモデル化を目的として設置された。平成 17〜18(2005〜2006)年度に，看護学部の
将来的方向を模索するための学部グランドデザインに関する全教員協議をもとに，現代的
な要請に合わせた修正を行い，学部の教育理念として，① 看護教育の刷新，② 看護学の
体系化，③ 医療・保健・福祉への貢献，④ 看護生涯教育のモデル化を定めた。
これら理念の具体的な内容は，それぞれ次のとおりである。① 人格的に優れ，科学的・
文化的素養を備えた看護専門職者を育成するために，時代のニーズに応じて看護教育を刷
新する，② 大学教育・研究を通じて看護学の学問的な体系化を図るとともに，それにふさ
わしいカリキュラムを実践する，③ 医療系の学部間連携のもとに，関連他職種との協働の
中で，主体性をもって医療・保健・福祉の促進に貢献する，④ 臨床との協働のもとに，看
護基礎教育を基盤とし，看護専門職者が生涯にわたり自己研鑚を深めていくための看護生
涯教育のモデル化を探求する。
看護学部の教育目的は，
「生命科学の総合大学の中で，他学部との連携のもとに，社会の
要請に応える幅広い知識と技能を備えた看護専門職者を育成すること」であり，これに合
わせて本学部の教育目標を将来を見据えて次の 5 つに修正し決定した。① 豊かな人間性と
幅広い教養を身につけた看護専門職者の育成，② 人々が健康に生き，その人らしく生活す
ることを支援できる看護実践能力の育成，③ 科学的思考に支えられた問題解決意欲を常に
持ち続けられる能力の育成，④ 他職種者との連携において看護専門職者としてリーダーシ
ップを発揮できる能力の育成，⑤ 進歩し続ける医療や変化し続ける対象（人々）に対応で
きる能力をもつ看護専門職者の育成。
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これらにもとづき，アドミッション・ポリシーとして，① 生涯を通じ探求心をもって看
護学を学び続けられる人，② 柔軟な発想で進んで困難や課題に対処できる人，③ 慎重に
考慮しながら行動できる人，④ 人とのかかわりを大切にし，社会に貢献したいと考える人
を求めることとした。
看護学研究科は，看護学部と同様北里精神を基盤として，① 看護教育の刷新，② 看護
学の体系化，③ 医療・保健・福祉への貢献，④ 看護生涯教育のモデル化という教育理念
のもと，特に④の生涯教育のモデル化を重視して，継続教育により人材育成の一層の充実
を図っている。平成 2(1990)年度に設置された修士課程は，社会的ニーズに応え看護の質を
高め，看護問題の解決に貢献し得るように，実践・研究の面で活躍する人材を育成するこ
とを目的に 9 専門分野を置き，高度な専門的能力を身につけた看護実践家（専門看護師）
と研究･教育のリーダーとなる人材を育成するための 2 つの教育課程を編成している。
また，
平成 9(1997)年度に設置した博士後期課程では，看護教育機関及び看護実践の分野において，
今日の社会的要請に応えられるよう看護の質の向上を目指して活躍できる教育者，研究者
ならびに高度な専門職業人を養成することを目的として 7 専門分野を置いている。
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の周知方法と有効性について
教育理念や目的，教育目標の周知に関しては，看護学部学生や看護学研究科学生に対し
ては，シラバスの中に必要事項はすべて記載しており，シラバスは各学年当初に行われる
オリエンテーションにおいて説明し，自己責任としてシラバスと学生掲示板を常に留意す
るよう周知を図っている。学内・学外を問わず参照できるものとして，看護学部及び看護
学研究科ホームページがあり，理念・目標等を明記している。平成 18(2006)年度にホーム
ページの全面更新を行い，学部と研究科を分割してそれぞれ独立したページとして以来，
更新を続けており，１日 100 件程度の閲覧が続いている。今後とも最新の公開情報を明示
する手段として，活用の多いホームページへの更新を続ける。またホームページにはカリ
キュラム構成の考え方やカリキュラム，教員組織や教員名，教員のメールアドレスなども
明記して教育の目的や理念を補足できる情報も掲載している。さらに学部独自のパンフレ
ットも印刷配布しており，入試に関する指定校への訪問時や夏期のオープンキャンパス時
には，教員が学部や研究科の教育目的等について説明に当たっている。
◇理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入状況について
看護学部や看護学研究科の教育のあり方や目的等の検証については，過去 15 年間にわた
り FD 委員会（過去には教育委員会の部会）主催の教員教育研修会などで各種の議論を重ね
てきた歴史があり，それらの検討結果も踏まえて，学部グランドデザイン委員会における
学部教育の将来検討の中で，教育理念や教育目標の見直し，組織の見直し，カリキュラム
の見直しを実施したところである。したがって現在の教育理念や目標等は全教員が共有し
ていると考える。学部教育の検討に続き，平成 19(2007)年度には，看護学研究科のあり方
や教育目的等に関して全教員が参加して，大学院教育に関する教員教育研修会を開催して
検討を行い，その結果を生かすべく模索している。それらの検討結果をもとに毎月開催す
る教授会（講師以上の拡大会）や研究科委員会（拡大）において審議して随時改革を進め
てきた。
学外者の意見に接する場としては，年に数回開催される北里大学 PPA（教員と父母の会）
懇談会の中で，学部学生ご父母の意見を頂く機会があり，また看護関係者の意見としては，
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学生の実習と就職の場でもある北里大学病院，北里大学東病院の看護部教育担当科長に学
部教育委員会委員を委嘱しているほか，両病院看護部管理職とともに看護教育推進協議会
を組織して教育に関する率直な意見を常時頂く機会があり，可能な意見は教育の中に具現
化してきた。さらに外部の意見として入試に関して訪問する指定校の進路指導教員や出張
講義等などで接触のある高等学校教諭からの意見も収集し，随時検討している。
〔点検・評価〕
看護系大学が年々増加し，また大学における看護実践の重視が強調される中で，いち早
く看護学部を設置し，実践者教育を重視してきた本学の歩みは先駆的かつ適切であったと
自負する。これまでに 2,000 名を超える卒業生を送り出し，それぞれ看護職として就職あ
るいは進学して看護実践者，看護教員として従事し，教育理念のひとつである医療・保健・
福祉への貢献を十分果たしてきたと考えている。また伝統のある中でも常に教育課程の見
直し・改善を心がけてきており，全教員で本学看護教育のあり方や理念・目標，教員組織・
カリキュラムなど幅広く変革についての検討を行い，平成 20(2008)年度には新カリキュラ
ムを導入することとなった。全教員が参加して検討を重ねたことで，教育理念や教育目標
を含む学部教育のあり方と将来の方針が教員に広く共有されたことは大きな長所と言える。
本学部・研究科の目指す看護学教育についての理念・目標や教育課程の周知については，
学部・研究科で独立させたホームページにそれぞれ明示することが最も大きな広報手段た
り得ると考えているが，このほか常設の入試委員会や入学広報委員会において随時周知の
手段を工夫し，周知方法の改善を図っている。オープンキャンパスにおける説明や，指定
校訪問，出張講義を始めとする高等学校への広報機会があるときには，教員全体が一丸と
なって本学部の教育に関するアピールを行っていることも評価に値すると考える。また本
学部や研究科の歴史が長いことも周知の一助となっている。
問題点としては，第三者からの教育への意見を頂く場が少ないことであるが，地域の看
護師を対象とした実習指導者研修を神奈川県との協力のもとに実施しており，また大学附
属の看護キャリア開発・研究センターにおける研修事業等を通じて表明される意見もあり，
これらを率直に聞く機会を大切にすることとしている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
大学にふさわしい適切な看護学教育を実施し，かつ本学の特徴を生かした看護学教育を
実践するために，競争的環境の中で，社会的要請を見分け革新を続けていこうとする教職
員の検討･努力により，平成 19（2007）〜20（2008）年度に教員組織の変革や新しい大学
看護教育の検討，新カリキュラムの構築，看護臨地実習の再検討，看護生涯教育のための
センター設置などの諸変革を生むことができた。これらの方向は今後ともモデルとして進
行させたい。因みに平成 19 年度から毎月開催している教員会議を,報告の場から議論と研修
の場へと衣替えし，活発な討論が行われるようになった。今後とも有効に活用し，さらに
第三者の意見も各会議に反映させられるよう検討する。
また変革の周知に関しても，ホームページの刷新は大きな役割を果たしたと考えるため，
ホームページの充実・更新を今後とも心掛けるとともに，学生への周知手段としてのシラ
バス等の充実も重視する。さらにオープンキャンパスや大学説明会，高校訪問など，本学
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部・研究科に関心を持つ一般の方々に触れ合う機会のあるたびに意見を聴取するとともに，
教職員が一丸となって本学教育についての情報発信を行っていく。

２‑
６．理学部・理学研究科
〔現状の説明〕
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性について
理学は知的好奇心に基づき広く自然の中の真理を探究する学問である。なかでも本学の
理学部・理学研究科は，生命科学を始めとする学際分野で活躍できる幅広い知識と高度な
研究能力を有する創造力豊かな研究者，教育者，技術者を育成することを目的とし，平成 6
（1994）年 4 月に設立された。理学部の学科構成は生命現象を直接分子動力学的に把握す
る「物理学」と生命現象をも担っている物質の科学である「化学」
，分子的情報と分子的機
構による生命現象の発現を調べる「生物科学」をもって構成しており，理学研究科は分子
科学と生物科学の 2 専攻で構成している。各学問分野に強固な足場を持ちつつも偏らない
知識を持った人材を育成すべく，関連分野の知識を養いスペシャリストであると同時にゼ
ネラリストであることを目指した教育・研究を行っている。
理学研究科は，理学部を基本学部として基礎生命科学研究科の名称で平成 10（1998）年
4 月に開設された。単なる学部連結の大学院とはせず，学外の先端的研究機関からの 2 名の
客員教授の参画を受け連携大学院の形態をとって発足した。このような方式は理学部教員
の研究分野を補完する研究分野を有する人材に参画してもらうために行われたものであっ
たが，客員教授の本務先での定年や転職により現在のところ理学部教員のみの組織となっ
ている。
基礎生命科学研究科という名称は，北里大学における基礎分野を担うものとして名付け
られたが，基礎学部である理学部との関連性においては必ずしも的を射たものとは言えず，
受験生や社会からも理学部に直結した研究科であるとの認識を得難くなってきていること
から，平成 19（2007）年度に理学研究科に名称変更を行った。
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の周知方法と有効性について
学部・研究科の理念・目的・教育目標等については，受験希望者や社会に対しては理学
部パンフレット，理学部ホームページ，広報雑誌等を通じて周知を行っている。学部パン
フレットについては，資料請求者，進学相談会参加者等に配布しており，平成 19（2007）
年度からは同窓会を通じて本学部の同窓生へも配布している。また，在学生に対してはシ
ラバス及び学生便覧により，教育方針や教育目標，教育内容等を明示している。
◇理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入状況について
平成 6（1994）年度から行っている学生による授業評価アンケートの集計結果は全教員
に回覧され，授業改善に役立っている。また，教員の「多元的業績評価」においても，教
育と研究に重点を置いた配点により，本学部・研究科の理念・目的・教育目標等の徹底を
図っている。
〔点検・評価〕
理学部の卒業生は，ほぼ半数が大学院に進学し，さらにその半分が国公立の大学院に進
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学しているが，これは基本に忠実な学部教育の質が保証されていることの表われと受け止
めている。進学先についても，特に物理学科・化学科からの生命系，医療系大学院への進
学者が少なくないことは，基本理念に基づく教育が一定の成果を挙げつつあるものと考え
る。一方，就職希望者の就職率は毎年ほぼ 100％を達成しており，就職先は十分確保できて
いると考える。製造，製薬，食品，化粧品，情報通信，印刷などの幅広い業種，中学・高
校などの教育機関へ就職を果たしている。理学研究科は，平成 12（2000）年 3 月に第１回
の修士課程の卒業生を送り出して以来，修士（理学）189 名，修士（生命科学）17 名，博
士（理学）14 名，博士（生命科学）3 名の修了生を送り出し，その多くが研究職に就職し
就職状況も良好である。異分野への低いハードルを素養とする理学部・理学研究科の卒業
生は職場でも多様な活躍の場を与えられ，その評価も高く，人事担当者が後輩の紹介を希
望してくる例も多くなってきている。中学・高校における理科教育の履修状況などにより，
偏った知識基盤の人材が生まれ，研究者としての人材の供給が危惧される中，本学部の基
本理念は一層重要度を増してきていると受け止めている。
教育カリキュラムに関しては，各分野の広い領域をカバーすることをめざして多くの科
目が展開されてきた結果，やや散漫化傾向が見られた。これを改善すべく，例えば物理学
科では中心に据えるべき科目（コア・カリキュラム）とその期待すべき到達度を教員全員
の議論を経てまとめ，平成 19（2007）年度から実施している。基本理念に沿って，学生に
は他学科の基礎科目を履修することを義務づけているが，中学・高校での理科 3 教科の履
修状況が学生によってまちまちであることから，授業の進行に追いつけないケースも散見
する。
連携大学院としての客員教授の補充については，多くの外部研究機関がプロジェクト研
究に移行しており研究単位のリーダーとしての継続性が危ぶまれることから，難航してい
たが，国立がんセンターとの連携が平成 21（2009）年 4 月にスタートすることになった。
ホームページは本学部の進学相談会参加者へのアンケートなどをみても，非常に有効な
手段となっており，平成 19 年度にトップページの改良を行うなど，改善を続けている。学
部パンフレットについても重要な手段と考えており，毎年入試・広報委員会を中心に改良
を続けている。WEB を含む広報雑誌についてはその効果の検証が難しいものであることか
ら，入学センターと協議を行いながら，雑誌の選択を行う必要がある。シラバスや学生便
覧は，平成 19 年度より B6 版へとサイズを変更した。従来の A4 版に比べて携帯性が向上
し，在学生に対して教育目標等を目にする機会が増加しているものと思われる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
理科 3 教科と数学の徹底した基礎教育と英語教育の強化が，本学部の理念を実現するう
えで最も重要な課題である。中学・高校での理科 3 教科の履修状況を補うために，一般教
育部学習支援室とも連携して指導にあたる。授業では，助教も講義・演習を分担し，レベ
ル別クラスの拡充を図る。英語については，TOEIC の受験を奨励し，そのために自宅から
も PC によりアクセスできる自学自習システム「Net Academy」の利用を勧める。
理学研究科では，社会的に修士の就職状況が好調になるのと裏腹に，特に近年博士課程
への進学者が減少気味であるため，TA や RA の拡充と学費の特別分割納入制度による支援
体制を平成 20（2008）年度から導入した。今後，特待生制度の導入による援助を検討する。
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２‑
７．医療衛生学部
〔現状の説明〕
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性について
医療衛生学部は，平成 19（2007）年に衛生技術学科を 2 学科に分離し，健康科学科と医
療検査学科を発足させた。その結果，医療工学科 2 専攻とリハビリテーション学科 4 専攻
を合わせて，4 学科 6 専攻をもって学部を構成することとなった。各学科・専攻は１年次の
一般教養課程では共通する教育科目が多いが， 2 年次以後は独自の教育目的による，独自
のカリキュラムで教育を行っている。従って，学部全体としての教育理念とともに，各学
科・専攻に独自の教育目標を以下に掲げる。
【医療衛生学部の教育理念】
建学の精神である「開拓」
「報恩」
「叡智と実践」
「不撓不屈」を基盤に，
「実学と実践」
の学風を育む。医療衛生学部は，北里精神と「実学と実践」の学風を背景とし，
「幅広い専
門性と最新技術を獲得するための実践的（臨床）教育」及び「医学部，看護学部，薬学部
など医療系他学部との連携による学際的教育」を調和させながら実施することを教育理念
としている。この教育理念を推進することにより，高度の知識と実践能力，応用力を有す
る医療従事者を育成し，わが国の医療分野のみならず海外にまで目を向け，有意な人材と
して広く社会に輩出できると考える。
【医療衛生学部の教育目的】
１ 高度な知識，技術を有する医療従事者の育成： 4 学科 6 専攻の教員による先端的医療
科学教育を他の医療系学部，大学病院と連携しながら教授し，その分野でリーダーとし
て活躍できる医療従事者を育成する。
２ 学際的なスペシャリストの育成： 学際的な視野をもって論理的に思考し，判断し得る
スペシャリストを育成する。
３ 自主性と創造性重視の教育： 問題解決能力，判断能力などの習得に向けた教育を行う。
４ 医療従事者に求められる学生のマナー教育： 医療従事者の職務，社会的任務，求めら
れる資質等を開花させ，職務，社会的任務の遂行の責任を自覚させる。
【各学科・専攻の教育目標】
健康科学科
生物的環境，物理的環境，化学的環境，精神・心理的環境など，人間を取り巻くさまざ
まな環境が健康に与える影響について広く学ぶことを目標とする。環境汚染や環境破壊に
伴う健康障害や，労働環境の中の有害因子によって起こる健康障害に関する知識と，これ
らを防止する技術などを学ぶ。労働環境の分野では，衛生管理者，作業環境測定士，産業
カウンセリング専門者の育成を教育目的とする。さらに急性・慢性の健康障害や疾病の予
防，及び身体的健康と精神的健康のバランスを配慮した健康の保持・増進などに必要な科
学的知識・技術，すなわち環境工学，環境衛生学を加味した予防医学の立場から医療科学
を複合的に学ぶ。
医療検査学科
医療現場での臨床検査に対応するために不可欠な基礎学力を涵養し，進捗の著しい臨床
の諸検査ができる臨床検査技師の育成を教育目的とする。その目的の下に海外から流入す
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る新しい疾患，pandemic disease などの感染症に対する検査法の確立，あらゆる疾患に対
する補助診断法への対応，術後の経過評価に対する検査とその援助等を的確に担う教育を
実践する。さらに新しい検査機器の開発，取り扱いに関する基礎的知識とその応用に対応
できる学力の獲得など，単に検査能力に重点を置くのではなく，臨床の現場での判断能力
と問題解決能力を学生教育の中で育むことを重視している。本学の目標とする「チーム医
療教育」の基盤となる，他職にも十分な情報提供が出来るような専門家を養成する教育を
実施していく。
医療工学科
(1) 臨床工学専攻
医学と工学の学際領域を担う。本専攻は，① 医療機器の保守と管理技術を伝授し，② 医
療機器の動作原理の学習を通して医療機器の研究，開発を行う，③ 患者との医療における
触れ合いに関わる倫理的問題に対処する人間性を養い，④ チーム医療の担い手としての自
覚を培う，の 4 項目を基本方針とし，更に臨床工学士のリーダーとしての養成を行う。ま
た大学院進学を視野に入れた人材育成を行う。本学部共通基礎医学教員，大学病院医師，
本学部所属臨床教員による基礎・臨床教育を経て，在学中に実践的な経験をさせる。
(2) 診療放射線技術科学専攻
医療における疾病の診断・治療の進歩のなかで，X 線 CT・MRI・超音波・放射線医薬品
を用いた画像検査や悪性腫瘍への放射線治療等の，正確な診断と効果的な治療をサポート
する知識と技術を習得した専門家としての技師の養成を教育目的とする。教育目標として
は放射線の利益と危険度を理解させ，安全，有効な利用法を学ぶ。高度専門性を有する医
療技術者の育成を中心に，研究者の育成にも傾注し，研究面では放射線物理学，画像工学，
放射線衛生学，診療放射線技術学の 4 分野で開発研究を行う。またチーム医療の担い手を
育成する教育にも力を注ぐ。
リハビリテーション学科
(1) 理学療法学専攻
運動や物理的手段を用いて運動機能の改善を図る専門職である理学療法士を養成するこ
とを教育目的とする。このために基礎理学療法学（理学療法に必要となる基礎医学の習得
と臨床医学の学習）
，理学療法評価学（検査項目，測定手技の習得），理学療法治療学（臨
床的問題点の解決過程）
，地域理学療法学の 4 分野を主柱に，これらと関連する学際的領域
にも対応した教育システムを展開し，チーム医療の重要性，予防医学への応用へと進む。
４年次の臨床実習施設における実践過程では，診断，評価，治療効果判定を総合的に学習
する。
(2) 作業療法学専攻
身体及び高齢者の認知症も含む精神障害者に対して，身体的活動のみならず，種々の作
業活動を通して心と体の両面からの治療，指導，援助を行う作業療法士の育成を目指す。
教育目的は，理論的に実証されている技術を駆使して，患者とともに疾病や障害を克服
する意識を持ち，柔軟に患者，家族に対するばかりでなく，社会資源の有効活用にも参加
し，社会構造の変化にも対応し得る作業療法学の習得である。この目的のため，1 年次から
段階的に病院，医療施設での実習を導入し，また作業所，保育園などの地域施設，住宅，
企業での作業療法学の重要性を認識させるための教育を実施している。さらに他学科，他
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専攻，他学部との交流を通して「チーム医療教育」を十分に浸透させる教育をしている。
(3) 言語聴覚療法学専攻
言語障害，聴覚障害や嚥下障害を有する患者に対して，検査，評価とそれに基づく訓練・
指導を行なう学問領域であり，それを実践の場で指導していく言語聴覚士の育成を教育目
的とする。高度な専門業務を遂行していくための広い医学的知識と最新の技術を修得させ，
言語，聴覚等のコミュニケーション障害，嚥下障害に対応できる療法士を育成する。また
専門家としての精神的成熟，当該分野に相応しい姿勢と自覚を持たせる教育を重視してい
る。この目的のため，心理学，医療学，音響・音声学，言語学等の多岐にわたる専門的な
基礎科目教育の習得を重視し，最終的に施設実習にてその成果をみる。
(4) 視覚機能療法学専攻
視力障害，視野障害などの患者に対して，眼機能検査・診断・視能矯正・訓練などを専
門的におこなう専門療法士(視能訓練士)を育成し，更に視覚分野の研究開発を担う人材育成
のため，視器解剖生理学，視能矯正学，生理光学の 3 分野において，新しい診断，訓練，
矯正，治療法に関する教育を推進している。また，眼科的素養のみでなく，医療人として
の姿勢，自覚を有し，社会に還元できるような幅広い療法士の育成を目指している。
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の周知方法と有効性について
学部の理念・目的・教育目標は以下の方法で学内外に公開し，広く周知を図っている。
ウェブページ： 受験生，本学部学生及びご父母，社会等に本学部教育プログラムの理念・
目的・教育目標を周知するため学部ホームページ上で公開している。
学修要項：

学科毎に（健康科学科と医療検査学科は内容に類似性があるので合本として

いる）学習要項を作成し在学生に配布している。その中に，教育プログラムの概要，履修
要領ならびにシラバスとともに，学部及び各学科・専攻の教育目標を掲載している。
学部パンフレット：

主に受験生とそのご父母を対象として学部の概要を説明したパンフ

レットを作成しており，この中で学部の教育プログラムの理念・目的・教育目標を詳しく
説明している。パンフレットは学内外の関係機関や高等学校に配付するとともに，入試相
談会等でも配布し，本学部を目指す受験生に対する直接的な情報提供となっている。
◇理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入状況について
学部理念・目的・教育目標は，入試委員会を中心とする新入生の現況の把握にはじまり，
教育委員会での各年次学生の学力についての把握，さらに学生指導委員会における学生の
マナーなど，学生生活に関する情報や健康管理センターからの健康管理を中心とした情報
の検討，また就職委員会における就職状況の分析，などを含む多くの委員会を通して得ら
れた結果を基にして検証を行っている。
〔点検・評価〕
本学部 4 学科 6 専攻の教育理念・目的に則った教育は，ほぼ満足の行く状況にあると考
える。基本的な教育目標とその実施内容は毎年変更することはないが，数年に一度教育カ
リキュラムの内容変更の検討が教育委員会を中心に行われる。平成 20（2008）年度から新
カリキュラムを導入した。各学科・専攻で異なる教育内容を有するために，学生への教育
理念・目的の周知は，各学科・各専攻において徹底して行っている。この目的のために学
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習要項（シラバス）を学生全員に配布している。学部パンフレットは毎年 5,000 部余を一
般向けに配布している。ホームページ上でも，学部の理念・目的・教育目標を広く社会に
公開，周知するよう努めている。特に，教育目標は学部教育を通じてどのような能力を持
つ人材を育成するかを明示するものであり，その周知は社会に対して教育の質の保証，受
験生や在学生に対しては学習の意味や過程の理解の徹底を図るという点で，意義深いと評
価している。
本学部の理念や教育目標などが，どの程度，社会的に認知されているかを検証すること
は難しく，当学部への受験生の志願状況や，当学部卒業生に対する医療機関や企業からの
求人状況や就職状況を基にした判断が主流を占めている。学部内各委員会は学部理念・目
的・教育目標に関してそれぞれの担当範囲で必要な検証を行っている。各委員会が提起し
た問題や検証の結果に関する案件は，学部教授会で審議され，全ての教授を通じて全教員
に周知している。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
今後もシラバス（学習要項）
，学部パンフレット，ホームページなどの改良を重ね，本学
部の理念・目的・教育目標を学内外に周知することを継続して行く。また，理念・目的・
教育目標の適切性を学部内委員会等で点検し，必要があれば修正を加える努力を続ける。

２‑
８．一般教育部
〔現状の説明〕
本学は創立以来，生命科学系専攻の学生に相応しい，幅広い教養と豊かな人間性を涵養
するために，基礎教育，教養教育を重視してきた。平成 15（2003）年以降は，それまで各
学部主導のもとにゆるやかにまとめられていた一般教育組織を，
「一般教育部」に改組し，
「専門基礎」と「教養」を，いわば一般教育の車の両輪と位置づけ，これを一体としてバ
ランスよく育み，確実に身につけさせるための体制を整えてきた。具体的には，人材育成
のための目標を，① 生命科学系総合大学にふさわしい自然科学の基本教育を行い，広く自
然科学の知識を活用できる能力を育み，② 生命科学専攻学生に必須な，人間性の理解と涵
養を図り，③ 土台となる外国語，数学，情報処理教育など，理科系高等教育の基礎をしっ
かりと身につけさせることとし，それぞれの理念に基づいた教育を「自然科学教育センタ
ー」
「人間科学教育センター」
「基礎教育センター」が担うこととした。
平成 18（2006）年度から 19（2007）年度にかけては，一般教育部将来構想委員会を設
置し，
「教育の質の保証と特質の発揮」，及びその具体的項目としての「一般教育の検証と
充実」に取り組むための検討を行い，ここにおいて一般教育部の統括的な目標を，1) 新入
生を「生徒」から「学生」へ円滑に移行させること，2) 知識情報化社会に生きる市民・社
会人として必要な汎用能力及び人間・社会・文化・自然に対する認識を涵養する教養教育，
と定め，学習支援室の設置など多様化する入学者への支援策を打ち出した。また，一般教
育部は学部との連携のもとに，自校教育「北里の世界」等，開講科目を整備し，一般教育
及び一年次教育の主体として，高学年次に 4 つのキャンパスに散らばる学生たちに，北里
大学生としての一体感を創出するとともに，新入生が中等教育から高等教育へと移行する
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ためのオリエンテーションを施す組織として，北里大学 7 学部の扇の要としての役割を担
うこととなった。
なお，一般教育部の理念・目的・教育目標の周知方法には，次のものがある。
大学案内：

北里大学入学センターが発行する「大学案内」中に，幅広い視野と人間性を

身につけるための「一般教育科目」の解説を掲載している。
一般教育部ホームページ：

一般教育部のホームページ http://www.kitasato-u.ac.jp/clas/

に「一般教育部長の言葉」として触れている。
学修要項・キャンパスガイド：

それぞれ在校生（入学生）に具体的な教育目標・キャン

パスライフの送り方を示している。
オリエンテーション：

期間中には，一般教育部長，一般教育部教育委員長，一般教育部

学生指導委員長を始め，各教科単位においても学部を回ってきめ細かな説明を行っている。
なお，一般教育部の理念・目的・教育目標を検討する機関として，教育委員会，研究委
員会，学生指導委員会等がある。教育委員会の果たす役割は殊に大きく，事業計画の立案
から自己点検・評価報告書の作成まで一貫して主導的役割を担っている。また，一般教育
部将来構想委員会では各学部から 1 名の教授（計７名）の参加を得て，一般教育部委員 8
名と合同で「教育の質の保証と特質の発揮」
，「一般教育の検証と充実」についての検討を
行い，その具体化作業は教育委員会，学生指導委員会，学習支援室運営委員会，自己点検・
評価・改革委員会等に委ねられた。
〔点検・評価〕
現状の説明にあげた 3 つの目的を遂行するため，各センターはそれぞれに特色を出し合
い，協力しあいながら切磋琢磨している。1) 平成 16（2004）年度より高大接続教育にも力
を入れ，自然科学系科目に接続・準備教育として「要習」を設置し，学生から高い評価を
得ている。
（自然科学教育センター）2) 人間形成の基礎科目では生命倫理や将来の就職など
に備えたより実践的な科目が付け加わり，また平成 19（2007）年度には北里大学の理念を
周知し学生の自覚を求める自校教育「北里の世界」を開講した。
（人間科学教育センター）
3) 英語教育を強化するための Computer Assisted Language Learning (CALL)システムを
導入し，また情報科学教育のための施設も整えた。
（基礎教育センター）４）高大接続の点
では平成 19 年度に学習支援室を設置し，高校までの学習が十分でない学生の便宜を図るこ
ととした。
一般教育部は設置されてからまだ日も浅く，学士課程の中に占める一般教育の理念・目
的・教育目標が外部に向けて十分に発信できていないことが問題点である。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
本学で一般教育を学ぶことの重要性を，学生，受験生，一般社会にもっとアピールし，
学生の評価，卒業生の評価，社会の評価を受ける方策を考えていく必要がある。各学部と
連携し，教育委員会や学生指導委員会，一般教育連合教授会の場において検討する。
従来の科目構成にとらわれない学際的な授業や研究の創出が検討課題である。教育委員
会では科目設置検討小委員会を立ち上げ，物理学，情報科学，数学の領域にまたがる複合
的分野の科目の設置などを考えている。併せて高等教育開発センターのカリキュラム検討

26

基準 1 理念・目的

プロジェクトに加わり，全学的な視点からの検討も進めている。また，自校教育をさらに
発展させるために，平成 20（2008）年度には「北里の世界」を選択必修化し，各学部には
オリエンテーション時に履修指導を依頼するとともに，一般教育部においても授業内容の
見直しの検討を進めている。
研究面については一般教育部研究委員会を発足させ，科学研究費の獲得や研究発表の機
会を増し，一般教育の存在感を高めるための施策を検討している。まずはセンターセミナ
ーの開催や各種外部研究費獲得に向けての講習会を始めているところである。
一般教育部の理念・目的・教育目標をより明確に提示する方途としては，誰でもがアク
セスできるホームページに独立した項目として掲載することを考えたい。
高等教育に関する情報を収集分析して本学の教育に役立てることを目的にした大学の組
織「高等教育開発センター」が平成 19（2007）年４月に設置されたのを機に，このセンタ
ーと連携し，各委員会の活動評価の検証を進めたい。

２‑
９．医療系研究科
〔現状の説明〕
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性について
医療系研究科は，生命科学の教育・研究を基盤として，
1) 医学・医療の総合的発展
2) 基礎的研究と臨床研究の調和的発展と充実
3) 医学・医療に携わる研究者・教育者の養成
4) 医療現場の指導者たる高度専門技術者の養成
を理念・目的とする。
本研究科は，前身の衛生学研究科，医学研究科を改組し，医学部・医療衛生学部の各専
門分野を横断する研究科として平成 10（1998）年度に開設した。本研究科の教育目的は，
実学を重んじる建学の精神を基に，医学研究及び医療の現場において即戦力となる人材の
養成である。
医科学専攻修士課程：

医療技術系，薬学系，看護系，理工系等の大学出身者で，医学・

医療への貢献を目指す多様な学問的背景をもった人材を主な対象に，より広い視野に立っ
て医学・医療の清新な学識を授け，基礎医科学分野及び医療科学分野における研究能力と
専門技術を育むことを目標とする。
医学専攻博士課程：

医科学専攻修士課程の修了者や他の医学系，工学系研究科修士課程

の修了者や医学・歯学・獣医学課程の卒業者を対象に，修士課程の内容をさらに発展させ
て，基礎医科学分野，臨床医科学分野における高度の研究能力と専門技術を育むことを目
標とする。
本研究科の特徴：

基礎医科学と臨床医科学の密接な連携，関連のある複数の主科目をも

って構成する学群，プロジェクト研究による効率的で発展的な教育，全人的医療を指向す
る人材養成のための医療人間科学分野（共通教育課程）を特徴とする。
1) 基礎医科学と臨床医科学の密接な連携
基礎医科学と臨床医科学を立体的に配置した教育課程としている。大学院学生の参加
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によるプロジェクト研究は，学群内はもちろん，学群を超えた基礎・臨床の共同参加型
でも行われる。
2) 学群制
学群制は，従来の講座制から離れ，大学院の教育研究対象として互いに関連深い複数
の主科目をもって構成する一科学領域（ユニット）である。学生・教員の活発な学問的
交流，学際的な教育･研究の展開，トピックスの教育への反映などをねらいとする。修士
課程に 7 学群 44 主科目，博士課程に 8 学群 61 主科目を開設している。
3) プロジェクト研究
大学院学生の自主性，自立性，研究計画の立案・遂行能力，研究発表能力などを養う
ために，学群におけるプロジェクト研究を実施し，発展的な研究指導を行っている。
4) 医療人間科学群（共通教育課程）
全人的医療を指向する人材養成に焦点を合わせた医療人間科学群は，病だけではなく，
医学･医療に関連の深い人文学，社会科学の科目を配置し，人間性に対する深い洞察力の
涵養を目的する。現在は修士課程，博士課程ともに共通教育課程である。
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の周知方法と有効性について
改正大学院設置基準の施行（平成 19 年４月１日）に伴い，本研究科では人材養成目的を
掲げ，ホームページ等で公開しているほか，シラバスや学習要覧に明記し，研究科志望者
をはじめ広く一般に周知するよう配慮している。
◇理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入状況について
研究科の理念・目的・教育目標については，本学において実施している自己点検・評価
により，教育・研究業績と結び付けた検証の仕組みを導入している。
〔点検・評価〕
平成 19（2007）年度に掲げた人材養成目的は，社会的な要請を受けて，高度の医学研究
に関わる研究者とともに，優れた研究能力と臨床の能力を併せ持つ高度専門技術者の養成
を意識した内容であると受け止めている。理念・目的・教育目標等をホームページ等で広
く公開・周知することは，社会に対して本研究科の教育・研究の責任を明らかにするもの
であり，適切な方法で行っていると考える。自己点検・評価により，本研究科のみならず
全学的に理念・目的・教育目標を検証する仕組みを導入していることは，人材養成や本学
の社会的使命を計るうえで有効であると評価している。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
特徴の一つにあげた医療人間科学分野は，全人的医療を指向する人材養成にとって必要
条件と考える。本研究科の開設以来，専門分野としての確立を模索してきたが実現できて
いない。理念・目的の実現のために必要であるのでこの実現に努力する。
本研究科は，大学院教育の活性化を促進し，今後のがん医療を担う医療人養成の推進を
目的とした「平成 19 年度がんプロフェッショナル養成プラン」（文部科学省大学改革支援
事業）に採択された。慶應義塾大学，聖マリアンナ医科大学，東海大学，山梨大学，首都
大学東京，聖路加看護大学，共立薬科大学とコンソーシアムを結成しその主管校を務めて
いる。「集学的がん治療スペシャリスト養成コース」「がん専門診療放射線技師コース」
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の担当校として，所期の目標を達成するよう努める。
理念・目的・教育目標は広く一般に公開しているが，ホームページの改善などを通して
さらに周知をはかる。豊かな人間性と研究能力，高度な専門的知識・技能を備えた研究者・
高度専門技術者を輩出できているのかを検証するために，引き続き自己点検・評価等によ
り，理念・目的・教育目標との照合を継続する。

２‑
１０．感染制御科学府
〔現状の説明〕
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性について
刻々と変化する感染症と関連する重要疾病の制御についての教育と研究を行うためには
学際的な教育・研究体制や高度先端技術を駆使することが不可欠である。そのため，従来
の大学における学部から大学院研究科までが一貫した縦型の教育研究組織は感染制御に関
する教育研究には適していない。そこで感染制御科学府は感染制御と創薬に関する学際的
で高度先端的な教育を実施する独立大学院とすることを目的に，
「研究部」と「教育部」を
分離した横型の組織を作り，大学附属研究所の北里生命科学研究所（以下「生命研」とい
う）を「研究部」と位置づけた。北里生命科学研究所ではプロジェクト研究を推進し，研
究内容の進展に合わせてその研究課題を柔軟に組み立てられるようにした。大学院学生は
専攻分野の主科目，輪講，特別研究を通じた研究指導に加え，感染制御と創薬に関連する
他分野の主科目や副科目，学外研究機関の研究者による最先端の研究についての特別講義
や，本学の他研究科の授業科目も広く履修できるようにするなどネットワーク型の教育を
推進することで，様々な専門分野の知見に基づく幅広い学際的な知識を身につけることを
可能としている。さらに，大学院学生は北里生命科学研究所で展開されるプロジェクト研
究に参加することで，研究型大学院として研究の最前線の高度な専門知識と先端的技術を
身に付けることができ，これらを通じ実践的な研究能力に加え問題発見能力及び問題解決
能力を有する高度専門研究者・技術者の育成を行っている。
◇理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の周知方法と有効性について
感染制御科学府の理念，教育方針は感染制御科学府における以下の方法により周知され
ている。
1) 学生便覧
2) 感染制御科学府ホームページ
http://www.kitasato-u.ac.jp/lisci/draduate/message.html
3) 要覧
4) 受験生向けオープンラボ（5 月，７月の 2 回開催）
5) 新入生オリエンテーション（前述１の資料を配布）
◇理念・目的・教育目標を検証する仕組みの導入状況について
感染制御科学府は平成 14（2002）年の開設以来，理念・目的等の検証と点検・評価のた
め生命研・学府の研究・教育評価規定のもと，外部評価委員を加えた任期制にともなう教
員の研究・教育評価委員会により学府の教育に関する評価が行われている。特に教員の研
究・教育評価委員会は 6 名の委員中，学府から 2 名の委員が，他研究科から 1 名の委員が，
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外部機関から 3 名の委員が委員となり，教育に関する事項の評価を実施している。広報委
員会においても学府要覧及びホームページの更新を毎年行っており，その中で理念・目的・
教育目標についての確認を行っている。
〔点検・評価〕
プロジェクト研究に参加するために必要な技術を修得させるため，修士課程入学直後に
基本技術講座の演習を少人数のグループ教育として行うことで，出身学部が異なることに
よる学生の基礎学力の相違がある問題点の解消に努めている。さらに学外の国内外の著名
な研究者による感染制御と創薬に関連した最先端の研究成果についての特別講義を学ぶこ
とで，国際的視野から幅広い知識を身につけさせることが可能となっている。また，北里
生命科学研究所で展開されるプロジェクト研究に参加することで，実学を指向した当該分
野の最前線の研究を経験することができ，これらを通じ問題発見能力と問題解決能力の習
得の向上を計っている。
前述のように，感染制御科学府の理念，教育方針は広く公開，周知されている。これら
は学府での教育を通じて問題解決能力，問題発見能力を有する人材をどのように育成する
かを明示するものであり，その周知は社会に対して教育の質を保証するものであり，また
受験生や学府在学生に対しては教育のプロセスについて周知するものである点でその意義
は極めて高いものと思われる。学府の主たる教育内容は刻々と変化する感染症とその制圧
を対象とするものであることから，変化に対応した教育内容の微調整が必要であり，この
点の変更点を常に明確にしながら，周知のための努力をすることが必要である。
教育目標の検証としては学生の理解度を知ることが重要であることから，全講義科目に
ついて学生による授業評価を実施して，その理解度の把握に努めている。また学府教授会
で教員に対し，学府の理念や目的，教育目標を確認する場を設けることで，教員の意識と
質の向上を求めている。さらに，学外機関や他研究科からの評価委員を含む「教員の研究，
教育評価委員会」において，各教員より提出された教育実施結果を毎年検証しており，実
際の教育が理念や目的，教育目標と整合性を保つようカリキュラムの見直しを随時行って
いる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
学際的な教育と最前線の研究についての知識の教授をさらに充実させるため，学府教員
の専門分野とは異なる分野で活躍している学外機関の研究者や教員による特別講義を充実
させ，テーマ毎に複数のシリーズの講義を組み立てる。さらに，学内の他研究科との連携
を強めながら北里研究所生物製剤研究所とのプロジェクト研究も推進することで，ワクチ
ン開発などの実学研究能力を育むことを主眼においた教育を行う。また出身学部が異なる
ことにより学生の基礎学力が相違する問題点を解消するため，基本技術講座の演習カリキ
ュラムを常に見直し，講義も基礎的な内容を前半に加えるなどの工夫を計る。
多くの受験生が媒体として活用しているホームページについて，定期的な更新を行って
いくことが重要であり，各種資料とともにホームページの点検と更新を計っていく。また
要覧についても学府広報委員会において，その内容の見直しを定期的に行っているが，さ
らに工夫を加え学生がより理解しやすい改善を図ることで，周知を深めて行きたい。
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学府は附置研究所を母体として開設されたため，教員も研究者から選考されている場合
が多いことから，教育経験の比較的少ない教員も含まれる。このことから，ファカルティ・
ディプロップメントを充実させるための機会をこれまで以上に設け，教員が学府の理念・
目的・教育目標を十分理解しているかを各評価委員会を通じ検証する仕組みに反映させる。
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第２章

教員研究組織

必須：当該大学の学部・学科・大学院研究科・研究所などの組織構成と理念・目的等との関連
任意：当該大学の教育研究組織の妥当性を検証する仕組みの導入状況

〔到達目標〕
本学は，大学の理念第 1 項にある「生命科学のフロンティア」を目指している。大学の
教育研究は，
「生命現象の科学的解明とその活用」
「医療・保健・福祉の向上」
「資源生物の
機能解明とその生産・利用」
「環境の保全と創造」を目標に定め，実現に努力している。こ
れに合わせて教育研究組織を整備する必要があり，次の目標を設定した。
（平成 12（2000）
年度大学相互評価時に設定）
1 低学年の導入教育等に対応する教育体制の整備
2 感染制御分野の特色ある研究型大学院の設立
3 高度専門職業人養成を目的とする公衆衛生大学院の設立
4 大学院医療系研究科における東洋医学専門分野の開設
5 北里大学病院・北里大学東病院の医療機能の統合
教育研究組織
必須：当該大学の学部・学科・大学院研究科・研究所などの組織構成と理念・目的等との関連

教育研究組織の検証
任意：当該大学の教育研究組織の妥当性を検証する仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
１．大学全体
本学建学の精神（北里精神）は，「開拓」「報恩」「叡智と実践」「不撓不屈」である。北
里精神の下，本学は，
「実学教育の実践」と「サイエンスの追求」をモットーとして広く生
命科学分野の教育，研究，診療，社会連携を進めている。教育研究の展開にあたっては，
学部・学科及び研究科・専攻の学問領域に沿った「各学部・研究科の教育研究の深化」
，及
び学部横断型カリキュラムや全学共同プロジェクト研究による「全学横断型の教育研究の
推進」を方針としており，これに応じて必要な教育研究組織を構成している。
（図 2-1「北里
大学組織図」
）

本学は，7 学部，大学院 6 研究科・1 学府，一般教育部をもつ生命科学系総合大学である。
附属施設として 4 つの大学附属病院，4 つの大学附置研究所，大学図書館ほか 3 つの大学附
属センターを併設する。大学のキャンパスは，白金キャンパス（東京）
，相模原キャンパス
（神奈川）
，十和田キャンパス（青森）
，三陸キャンパス（岩手）の 4 箇所に広がる。附属
施設のうち 2 大学附属病院，3 大学附置研究所は，平成 20(2008)年 4 月学校法人北里学園
と社団法人北里研究所の統合により，旧社団法人から大学に新たに加わった。
（大学基礎デー
タ 表 1「教育研究組織」p.1-4，
「北里大学の沿革」
）

全学の専任教員数は 1,532 名。内訳は教授 198 名，准教授 139 名，講師 316 名，助教 879
名である。助手は 15 名である。
（大学基礎データ 表 19「全学の教員組織」p.65-67）
▼全学横断型の教育研究の取組
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生命科学の総合大学の特質を活かした「全学横断型の教育研究」の取組について以下に
現状を述べる。
「各学部・研究科の教育研究」については各学部・研究科の項で詳述する。
一つは「感染制御教育研究」である。学祖北里柴三郎は，世界的な微生物学者として数々
の輝かしい業績を上げ，近代日本の医学及び公衆衛生の礎を築いた。感染症から国民民衆
を解放することは北里の悲願であった。学祖の思いを受け継ぎ，大学附属北里生命科学研
究所（2002 年）
，独立研究科・感染制御科学府（2003 年）
，全学横断型研究組織・北里大学
感染制御研究機構（2007 年）を開設し，大学院医療系研究科や大学附属病院等と連携しつ
つ感染制御の教育・研究・診療を推進している。これは，人材育成と学問の発展を目指し
必要な教育研究組織を整備する一例を示していると受け止めている。
北里大学感染制御研究機構：http://www.kitasato-u.ac.jp/daigaku/kansenkikou.html
二つ目は「チーム医療教育」である。患者中心の良質な医療実践に不可欠な医療専門職
の協働「チーム医療」を学ぶことを目的とする。チーム医療教育実行委員会が編成され，
薬学部，医学部，看護学部，医療衛生学部など 1,200 名余の学生が毎年 5 月，チーム医療
演習に一斉に取組み 4 年が経過する。演習の成果は将来，実行委員会方式を全学卒前卒後
臨床教育センター（仮称）へ発展させる検討材料に予定している。
チーム医療教育プログラム：http://www.kitasato-u.ac.jp/daigaku/team_iryou/index.html
三つ目は「農医連携教育研究」である。北里は，古くから健康の問題は環境と切り離せ
ない事象であると喝破していた。本学ではこの理念をさらに拡充すべく，食の安全確保，
環境中の重金属問題，新興感染症対策など現代社会が直面する重要課題を取り上げ，
「農医
連携の科学」として学生教育，プロジェクト研究，情報発信と独自の取組をしている。全
学委員会の下に 4 年間推進してきた成果をもって，
「農医連携科学の拠点組織」の形成が期
待されている。
農医連携教育研究：http://www.kitasato-u.ac.jp/daigaku/noui/index.html
四つ目は自校教育「北里の世界」である。自校教育の目的は，新入生が本学発祥のルー
ツを学祖とその高弟，北里研究所の歩み，細菌学・免疫学の発展の歴史などを通して学ぶ
ことにある。統合を期に北里柴三郎記念室がプログラムに参加し，教育内容に厚みを増し
た。一般教育部が中心となって企画運営にあたり，3 年目となる。
「北里の世界」
：http://www.kitasato-u.ac.jp/clas/curriculum/pdf/AAA2220107601.pdf
全学横断型プログラムの取組は，時機を見て新たな教育研究組織の立ち上げの検討へつ
なげられる。教育研究組織の妥当性の検証は，教学の管理運営組織である北里大学学部長
会，北里大学大学院委員会を始め，北里大学自己点検・評価委員会，医療系教育・研究連
携協議会準備委員会などの全学委員会において行う。毎年度作成される事業業績「北里研
究所に於ける自己点検・評価報告書」は，計画に対する達成度が明記され，検証のための
基礎資料とされている。
平成 19（2007）年度自己点検・評価報告書
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/jigyoukeikaku/download/h19jigyouhoukoku.pdf
２．各学部・研究科
〔現状と今後の目標〕
２−１．薬学部・薬学研究科
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薬学部は，建学の精神に基づき，薬剤師教育においては「臨床薬学教育の充実」を，ま
た研究者・技術者教育においては「生命科学に関する最先端の基礎研究重視」を基本方針
に設定し，昭和 38(1964)年に設置されて以来，時代の変遷と社会の変革に沿う教育研究組
織の改革に努めてきた。
平成 18（2006）年度入学生より新カリキュラムを適用することとし，従来からの薬学科・
製薬学科を再編して，6 年制の薬学科と 4 年制の薬科学科を設置し，それに伴って各講座の
両学科への再配置を行った。旧カリキュラム対応組織は，
「生命科学に関する最先端の基礎
研究の重視」を推進するための基幹組織として薬学科 9 講座と製薬学科 6 講座があり，
「臨
床薬学教育の充実」を推進するための基幹組織は臨床薬学研究教育センターの 13 部門であ
った。新カリキュラム対応組織は，薬学科に薬品製造科学を始めとする 12 講座，臨床薬学
研究教育センター12 部門，薬学教育研究センター3 部門，放射性同位元素研究室等が所属
し，薬科学科には 3 講座，臨床薬学・教育研究センター1 部門等が，学部直属として附属施
設の薬用植物園が所属する。教授 22 名，准教授 19 名，講師 17 名，助教 47 名の 105 名の
専任教員で，1,138 名の学部学生と 164 名の大学院生の教育及び研究指導に臨んでいる。
大学院薬学研究科は，高度な生命科学の精髄を極める専門教育を目的として昭和 43
（1968）年に発足し，昭和 48（1973）年に臨床薬学履修コースの新設を始め，現在では 5
履修コースを擁するまでに発展した。
より効果的な教育成果をあげるため，組織の構成を含め，教育委員会が妥当性の検討を
行っている。また研究に関しては，全学部的な研究の統合を目指して各講座で推進されて
いる研究テーマの一部について研究委員会が調整を行っており，現在ほぼすべての講座が
参加して「重要疾患に対するドラッガブル化合物ライブラリの構築とリード化合物の創
製・最適化」を目標として研究機能の結集が図られている。このプロジェクトは，平成 19
（2007）年度より文部科学省のハイテク・リサーチ・センターに採択され，近い将来の新
規医薬品のリード化合物創製への期待が寄せられている。
〔今後の目標〕
1 高度で実践的な臨床薬学教育の実現に向けて，臨床薬学教育研究体制を一層強化する。
2 基礎薬学領域の人材育成と研究の発展を目指し，薬科学科及び薬学研究科の教育研究体
制を強化する。
２−２．獣医学部・獣医畜産学研究科
獣医学部の設置理念は，①動物の生体機能の解明，②動物に関わる疾病の診断・治療・
予防を通じた獣医療の充実，③公衆衛生の向上，④動物生産と食料利用，⑤食料資源確保
のための生産基盤，の 5 分野の教育研究を推進することである。伴侶動物・産業動物・野
生動物の病気と闘う獣医師を育成するための獣医学科，動物生命科学（アニマルサイエン
ス）領域とそれを基軸としたバイオサイエンス領域への教育研究に取組む動物資源科学科，
｢環境資源｣と｢動植物資源｣に分けてそれぞれが有効に機能できる環境保全の在り方につい
て教育研究を行う生物環境科学科からなる。
獣医学科は 3 系 23 研究室：教員 52 名（2012 年完成時 55 名）
，動物資源科学科は 2 系 8
研究室：教員 18 名，生物環境科学科は 7 研究室：教員 13 名で構成される。附属フィール
ドサイエンスセンター（十和田農場・北海道八雲牧場）
：教員 2 名，一般教養：教員 1 名，
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教職課程：教員 2 名，学生相談室：教員 1 名，獣医学部全体の専任教員数は 89 名である。
大学院獣医畜産学研究科には，獣医学専攻・動物資源科学専攻・生物生産環境学専攻の 3
専攻が置かれている。専任教員数は 84 名である。
〔今後の目標〕
1 学年進行中の獣医学部の完成に向けて，獣医学科教育研究組織を整備するとともに，3 学
科間の連携をさらに強固にする。
2 獣医畜産学研究科の改組を推進する。
3 獣医学部と医学部の農医連携教育構想「動物・生命科学と医学の融合によるヒトの健
康維持・増進のための学際教育」を推進し，このための教育研究体制を整備する。
4 社会的ニーズ，国際的な通用性，獣医師の活動分野等の偏在など日本の獣医療と獣医
学教育を取り巻く環境を把握し，問題解決に向けた獣医学教育の在り方とそれに基づく
教育研究体制を検討する。
２−３．医学部
医学部の設置理念である，
「人間性豊かで，優れた医師の養成」を目標として医学科一学
科の下に，学科目を基本とする 44 の教育研究単位（基礎系 12，臨床系 32）を置く。教授
37 名，准教授 34 名，講師 166 名，助教 766 名の計 1,003 名の専任教員が教育研究に当た
っている。
教育委員会が中心となって，医学教育研究開発センター並びに時限付（平成 20（2008）
年 10 月〜平成 23（2011）年 3 月）で発足した教育環境整備検討委員会（入学定員増に

対応する案件の検討を行う）の 3 者が連携して教育内容の充実と環境の整備を図る。研
究については，
「学際領域を含む医学研究の推進」
「国際貢献の推進と地域医療への協力」
「予
防医学の推進」等の理念の下，研究組織として，原則として教授を単位長（主任研究員）
とし，研究者（教員，大学院生等）と研究補助要員（技術職員）をもって一つの研究単位
とし，毎年度，研究テーマ毎に単独または複数の研究単位が研究チームを編成して研究を
行っている。研究施設の維持管理，研究予算の管理のために，研究技法や研究内容毎に研
究系・センター等 10 施設を常設し，各施設に施設管理責任者として研究系部長を配置して
いる。研究系部長は，日常的な研究系の運用を検討するための研究系運営委員会，系利用
者会議を置いて，管理運営の適正化に努めている。医学部の研究計画・立案を検討する組
織として，医学部教授会の下に研究委員会が組織されており，研究費の配分に際しても一
定の実績評価を行うなど，研究活動の活性化に努めている。
教育研究活動の適切性を検証するために，医学部自己点検・評価委員会を平成 4(1992)
年度に設置し，教育・研究・診療の活性化と検証に努めてきた。組織活性化と各教員の活
動を検証する方策のひとつとして，平成 16（2004）年 7 月に「医学部任期制教員の任用お
よび処遇に関する取り扱い」規程を制定し，全教員の任期制を施行した。さらに学部単位
の教員組織の事業業績の点検評価と検証も実施して次年度事業に反映させている。
〔今後の目標〕
1 医学部の理念，目標を更に具現化するためカリキュラムを改訂し，対応する教育研究組
織を整備する。
2 医理工連携，農医連携による教育研究体制の充実を図る。
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3 臨床医学系単位の在り方，定員枠の見直しを行って診療業務の標準化，活性化を行う。
２−４．海洋生命科学部・水産学研究科
海洋生命科学部は，生命科学の視点から海洋生物の生命現象に関わる基礎研究を進め，
海洋環境を保全しながら海洋生物資源の有効かつ永続的利用にかかわる幅広い分野で活躍
できる人材を育成するために，海洋生命科学科を設置している。
「増殖生物学講座」
「環境
生物学講座」
「応用生物化学講座」の 3 大講座を置き，教員定数はそれぞれ 12 名，9 名，9
名としている。現在教授 11 名，准教授 9 名，講師 9 名，助教 1 名の計 30 名の専任教員が
教育研究にあたっている。
学部は海洋生物資源の利用を巡る国際的・社会的状況の急速な変化に対応するため，平
成 20(2008)年度から学部名称を水産学部から海洋生命科学部に改称した。海洋生物資源と
その環境を保全し，有効利用するための生命科学を基盤とした幅広い知識・理論・技術を
身につけた人材の育成を目的とする。
大学院水産学研究科は，水産学分野で培われてきた伝統的技術と最新の科学技術を駆使
し，食糧の安定供給に向けた水圏資源生物の持続的高度利用を目指した研究を進めるとと
もに，生物資源管理や生息環境の保全などを国際的視野を持って究明することができる研
究者・専門技術者を養成することを目的とする。この理念・目標の実現に向けて研究科に
水圏生物科学専攻が置かれ，学部の大講座に対応する 3 専攻分野から構成される。
学部・研究科における教育研究組織の妥当性の検討は，毎年度作成する事業業績「北里
研究所に於ける自己点検・評価報告書」を基本とする仕組みによって行われる。すなわち，
学部・研究科の理念・目的・教育目標を実現するための年度，中・長期事業計画の成果や
問題点を整理する過程で教育研究組織の見直しが必要と認められた場合，毎年度の事業業
績の報告にもとづき，教授会・研究科委員会において新たな組織編成に向けた検討が行わ
れる。平成 12（2000）年度の学科の統合・再編，研究科の改組，ならびに平成 20（2008）
年度より適用される学部学科名称の変更はこのような過程を経て実現した。大学基準協会
による相互評価や JABEE 認定審査の受審及びその評価結果は，教育研究組織の妥当性を検
証する外部評価として機能している。
〔今後の目標〕
1 海洋生命科学ならびに水産学領域の人材育成と研究のさらなる充実を目指し，3 大講座間
の連携を一層強化する。
2 大講座制をより実質化し，柔軟かつ機能的な大講座を基盤とした教育研究組織を構築す
る。
２−５．看護学部・看護学研究科
看護学部は建学の精神，学部の教育理念・目的に従い，看護学科一学科で構成され，大
学教育にふさわしい教養を備えた看護実践能力に秀でた看護職者の養成にあたっている。
医療・保健・福祉への貢献という教育目標のひとつから，幅広い内容を教授できる専任教
員を必要とする。
現在，学部教育に対応する教育研究組織として，基礎看護学，臨床看護学，生涯発達看
護学，生活支援看護学，看護システム学の 5 領域で構成され，専任教員数は，教授 13 名，
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准教授 10 名，講師 13 名，助教 7 名の計 43 名である。助手は 6 名である。
教育研究組織は，看護学部における学部全教員が参加した将来検討部会，グランドデザ
イン委員会による 2 年間の議論を経て，教育に当たる教員組織を平成 19（2007）年度から
それまでの 12 系による細分組織を改め，5 領域による教育研究組織とした。教育研究組織
の改革は柔軟さと新カリキュラムの編成・遂行への対処による。同組織は既に 1 年余の運
用を行ってきたが，なお新カリキュラムの学年進行を睨んで，不都合な事態への対処とル
ールづくりを継続している。
教育研究組織間の連携については，実習施設である大学附属 2 病院代表に学部教育委員
を委嘱し教育関係の審議に加わってもらうほか，大学附属看護キャリア開発・研究センタ
ー教員・病院看護師を分担研究者とする重点研究を立ち上げ，組織横断的な看護研究を実
施しており，研究を通じての教員・看護実践者間の相互連携を図っている。
大学院看護学研究科については，博士前期課程（修士課程）は，基礎看護学を始め 9 専
門分野を設置する。専任教員数は，教授 13 名，准教授 10 名，講師 9 名の計 32 名である。
博士後期課程は，実践看護学・機能看護学に各々5 専門分野，3 専門分野を設置する。
教育研究組織の妥当性を検証する仕組みとして，常設の教育委員会・研究委員会のほか
に，前述の学部グランドデザイン委員会等を設置して必要な検討を行い，教授会の議を経
て学部の組織改革を行った。現在は教育委員会，研究委員会，FD 委員会，自己点検・評価
委員会による検討が年間を通じ実施されている。FD 活動として毎年開催される教員教育研
修会における全員協議，教育委員会主導で行われた授業内容の精粗・国試出題規準との確
認による組織の整合性の評価（予定）なども検証の仕組として意識的に取組んでいる。
看護学研究科では，平成 19（2007）年度の FD 活動として，大学院設置基準改正の趣旨
を受けて，教員教育研修会に大学院教育をテーマに取りあげて，各専門分野の必要性等と
課題について検証を行った。結論としては，現状の組織の方が設置目的からも望ましいこ
とが再認された。
〔今後の目標〕
1 平成 19（2007）年度に改組した現在の 5 領域制を実質化し，新カリキュラムの円滑な進
行を図り，学部の教育目的に即した看護職養成のための教育研究組織を整備する。
2 高度な看護専門職や看護学教員・研究者の適切な養成を目指し，設置する看護学専門分
野について社会的ニーズに合わせた改革を推進し，看護学研究科の教育研究体制を強化す
る。
２−６．理学部・理学研究科
理学部は，生命科学を中心に据えた学際分野で活躍できる研究者，技術者，教育者の育
成を目的とし，物理学科・化学科・生物科学科の 3 学科から構成される。物理学科はフォ
トニクス・非線形物理学・物性物理学・生体分子動力学の 4 分野，化学科は分子構造学・
反応機構学・分子機能化学・分子構築学・化学科共通の 5 分野，生物科学科は生物情報科
学・分子発生学・生体機能学・生体防御学の 4 分野から組織される。
専任教員数は 50 名。学科別内訳は，物理学科（教授 4，准教授 4，講師 6，助教 2，計
16 名。助手 1 名）
，化学科(教授 4，准教授 4，講師 6，助教 6，計 20 名)，生物科学科(教授
3，准教授 1，講師 3，助教 7，計 14 名)である。生物科学科には平成 20（2008）年 7 月 1
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日付けで教授１名が着任し，学部全体の専任教員は 51 名となった。
大学院理学研究科は，理学部専任教員をもって構成される。分子科学専攻（教授 7，准教
授 7，講師 9，助教 7）
，生物科学専攻（教授 4，准教授 2，講師 4，助教 8）の合計 46 名で
ある。生物科学専攻には平成 20（2008）年 7 月 1 日付けで教授 1 名が着任した。平成 21
（2009）年 4 月 1 日より国立がんセンターとの連携大学院方式による教育研究の実施に伴
い客員教授１名が着任予定である。
教育研究組織が有効に機能し，適切に組織されているかの検証については，それぞれの
学科会議で行われ，教員組織やカリキュラムの構成，研究組織などについて，その妥当性
を検証し，改善・改革方策について検討する。学科会議で出された結論は，それぞれ教育
に関する問題は教育委員会，研究に関する問題は研究委員会，教員組織等に関する問題は
運営委員会で協議され，さらに検証が加えられている。
高校での物理履修者の減少に伴い志願者の減少傾向にあった物理学科については，平成
18（2006）年 3 月から 4 カ月にわたって，医学部，薬学部，医療衛生学部，一般教育部等，
他学部からの委員も加わり「北里大学における物理学科のあり方」意見交換会が開かれ，
そこでの議論は，物理コア科目の制定，レベル別クラスの導入，広報活動の改善等に結び
ついた。
〔今後の目標〕
1 教授の定年退職が平成 25 年度まで続くこととなっており，その後任人事は学部運営に多
大な影響を及ぼす事項であることから，適切な教育研究組織を維持するため，公募制に
より，学部・研究科の教育・研究両面で優秀な人材の確保に努める。
2 物理学科では，物理学の広範な研究分野を少数教員で強力に押し進め，研究の進展に柔
軟に対応するために，運営単位としての講座制は保持しつつも，研究グループ制の定着
に努める。
２−７．医療衛生学部
医療衛生学部の教育理念である「幅広い専門性と最新技術を獲得するための実践的(臨床)
教育」
，教育目的である「自主性と創造性重視の教育：問題解決能力，判断能力などの習得
に向けた教育」に則って設置された 4 学科 6 専攻では，個別の国家試験受験資格等に結び
つく学科・専攻として，独自の教育目標を掲げた教育組織単位を形成し，合計 8 つの独立
したカリキュラムが並行して教育課程に用いられる。
設置する学科と専任教員数は，健康科学科（教授 4，講師 6，助教 2，計 12 名）
，医療検
査学科（教授 7，准教授 5，講師 9，助教 7，計 28 名）
，医療工学科（教授 8，准教授 6，講
師 6，助教 6，計 26 名。助手 1 名）
，リハビリテーション学科（教授 12，准教授 6，講師
18，助教 10，計 46 名。助手 3 名）
，臨床医学系（教授 2 名）
，再生医療・細胞デザイン研
究施設（教授 1 名）
，寄附講座〔ピュア〕
（准教授 1，助教 1，計 2 名）
，学部全体の専任教
員数は 117 名，助手 4 名である。
教育組織・教育内容に関する重要事項は，各学科・専攻内で十分な検討を経て，その代
表である教育委員により構成される教育委員会において学部教育体制全般を見通した調整
が図られる。臨時教授会を含む月例教授会では，教育委員会の報告を承認し，委員会から
提起された事項を討議し，学部教育全体の方向性や組織改編について合意形成がされる。
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研究組織も 4 学科 6 専攻から構成された 8 グループに分けられる。研究分野の活性化を
図るために，各学科・専攻を代表する委員からなる研究委員会が活動しており，学部内競
争的研究費である特別研究費申請の条件として，科研費等の外部競争的研究費申請の義務
づけ，研究用機器の購入の調整など，学部内の研究活動の活性化に向けた施策を討議して
いる。これらの成果も教授会に提議され，審議されることで学部決定が行われる。
〔今後の目標〕
1 若手教員への教育・研究支援を積極的に行い，内部昇任に繋げる人材育成のシステムを
構築するとともに，教育研究組織も検討する。
2 教員の研究業績のみならず，教育業績，教育への貢献度を加味した評価システムを構築
し，それに基づく適切な教育研究体制の在り方を検討する。
２−８．一般教育部
一般教育部の教育研究組織は，自然科学教育センター，基礎教育センター，人間科学教
育センターの 3 センターと，教育組織としての教職課程から構成される。
自然科学教育センターは物理学単位・化学単位・生物学単位の 3 単位，基礎教育センタ
ーは外国語単位・数学単位・情報科学単位の 3 単位と外国語系教育組織として非常勤講師
による教科が置かれ，学部の専門教育への橋渡し的な知識・技術ほかを教授する。人間科
学教育センターには，人文科学単位・社会科学単位・健康科学単位の計 3 単位が設置され
ており，いわゆる人間形成の基礎にかかわる教育を担当する。各センター・教職課程の専
任教員数は，自然科学教育センター（教授 6，准教授 4，講師 8，助教 4，計 22 名。助手 1
名）
，基礎教育センター（教授 7，准教授 8，講師 7，計 22 名）
，人間科学教育センター（教
授 5，准教授 6，講師 2，計 13 名）
，教職課程（教授 3 名）
，一般教育部全体の専任教員数
は 60 名，助手 1 名である。
平成 19（2007）年 4 月に大学附属高等教育開発センターが発足し，センター長・センタ
ー員は一般教育部所属の専任教員が兼務している。
教育研究組織の妥当性の検証に関しては，常設組織である教育委員会とその下部小委員
会，センター会議，運営委員会などで検討し，必要ある場合は各学部から代表者が加わっ
た一般教育連合教授会で審議している。また，年間数回の教員連絡会で全教員の意見を聴
取している。
毎年の学部事業計画と自己点検評価の報告をもとに，各種の検討がなされる。全学部か
らの意見聴取の機会として，平成 18（2006）年 9 月から１年間，一般教育部長の付託によ
り，各学部の教授 7 名が加わった一般教育部将来構想委員会を発足させ，一般教育部の理
念・目的に則った近未来の教育改革について議論した結果，教育改革提言が答申された。
〔今後の目標〕
1 新入生を知識の受動的な享受者から主体的な学習者とならしめるための初年次教育を推
進する。それに対応する教育研究体制を検討する。
2 科学技術のみに偏することのない全人的な素養の醸成を目指し，教養教育組織の見直し
と拡充を推進する。
２−９．医療系研究科

40

基準 2 教育研究組織

大学院医療系研究科は，医学部及び医療衛生学部の 2 学部を基礎とする医学・医療の大
学院で，建学以来の教育理念である「生命科学を教育研究する大学」と，
「チーム医療をモ
ットーとする大学」を基盤に，先端の医科学分野の研究者，教育者，高度医療専門技術者
を養成することを目的とする。
医療系研究科の教育研究組織は，講座制によらず，教育対象の科学領域を網羅するため
に必要な基本科目で構成する学群でもって組織している。学群内，学群間のネットワーク
型共同研究（プロジェクト研究）の推進を特徴のひとつとする。医科学専攻修士課程（修
業年限 2 年）は生体構造医科学群，環境医科学群，分子病態学群，生体機能医科学群，感
覚・運動統御医科学群，医療工学群，医療人間科学群の 7 学群を置く。医学専攻博士課程
（修業年限 4 年）は，生体構造医科学群，環境医科学群，分子病態学群，生体機能医科学
群，感覚・運動統御医科学群，医療工学群，臨床医科学群，医療人間科学群の 8 学群を置
く。研究科全体の専任教員数は 247 名。内訳は教授 71 名，准教授 52 名，講師 104 名，助
教 20 名である。このうち学部の教育研究に関わらない医療系研究科のみの専任教員は教授
2 名，准教授 3 名，計 5 名である。
教育研究組織の妥当性の検討については，研究科委員会の下の運営委員会及び専門委員
会（教育委員会，研究委員会，評価委員会，入試委員会）において課題と今後の方策を議
論する。学群単位での学群長会議及び基礎系学群長会議，学群会議の中でも検証に努めて
いる。
〔今後の目標〕
1 本研究科の特色である医療人間科学群のさらなる発展と医史学などの東洋医学関連の教
育研究体制を充実させる。
2 学問の学際化・融合化による新しい研究者，教育者，高度医療専門技術者の養成とその
流動化を促すため，薬学研究科，看護学研究科，感染制御科学府との連携による総合大
学院を設置する。
２−１０．感染制御科学府
大学院感染制御科学府は，感染症と関連する重要疾病の制御のために，学際的かつ高度
先端技術を駆使しうる教育研究体制を構築する目的から，研究型の独立大学院として，平
成 14(2002)年に感染制御科学専攻の修士課程が，平成 16(2004)年には同専攻の博士後期課
程が開設された。ワクチン学ほかを主科目とする感染制御・免疫学履修コースと，微生物
創薬科学ほかを主科目とする創薬科学履修コースに分かれる。
専任教員 25 名（教授 11 名，准教授 3 名，講師 8 名，助教 3 名）が修士課程，博士後期
課程の教育を担当する。学府教員は北里生命科学研究所に所属し，大講座制で 5 年間の任
期制をとっている。学生は，専攻分野の主科目，輪講，特別研究に加え，副科目や関連科
目として他の研究科の授業科目や，学外の教育・研究機関の教員・研究者による講義も履
修できるなど，ネットワーク型教育による様々な専門分野の知見の修得を可能にしている。
「研究部」としての北里生命科学研究所は，感染制御・免疫学部門，創薬科学部門，特
別研究部門，研究推進センター（熱帯病評価センター，微生物資源センター，実験動物セ
ンター）から構成される。
教育研究組織の妥当性を検証する仕組みは，感染制御科学府と北里生命科学研究所の開

41

基準 2 教育研究組織

設時より，研究・教育水準向上のために「教員の研究・教育評価規定」を設けて，毎年学
府及び北里生命科学研究所教員に研究・教育成果に関する資料提出を義務付け，評価委員
会による評価を行っている。本委員会は，生命研・学府より選出された者 2 名，生物製剤
研究所及び北里大学医療部門から選出された者各 1 名，本学他研究科に属する者 1 名，学
外の専門領域の者 1 名，計 5 名から構成される。本委員会による評価は，組織としての評
価も兼ねるため，教育・研究組織の機能と効果についての総合的評価ともなっている。
〔今後の目標〕
1 学内外の教員・研究者の参画によるネットワーク型教育と教育組織の更なる充実を図る。
2 教員の研究・教育評価の方法について改善を加え，教育研究水準の向上を目指し，また
適切な教育体制を構築する。
〔点検・評価〕
大学全体
◇組織構成と理念・目的等との関連
「実学教育の実践」と「サイエンスの追求」をモットーとし，各学部・研究科の教育研
究の深化と，学際的な全学横断型の教育研究を推進している本学の現状はさきに述べた。
各学部・研究科の教育研究は各学部・研究科の項において，全学横断型の教育研究は大学
全体の項で 4 つの取組を述べた。いずれにおいても理念・目的を反映した必要な教育研究
組織を構成していると受け止めているが，課題も抱えている。発足 2 年目を迎えた全学横
断的な研究組織である感染制御研究機構は，新たなワクチンの創出に向けて動き出したも
のの十分な活動とはいえない。チーム医療の効率的な展開を目標とする全学卒前卒後臨床
教育センター（仮称）構想の具体化も課題である。
「農医連携科学の拠点組織」の形成は，
これから議論がなされる段階である。各学部・研究科の「今後の目標」に挙げた各項目は，
特質を発揮するために伸長する項目もあるが，課題として推進する重点項目も含まれてい
ると認識している。
▼到達目標の達成状況
到達目標の達成度については，第 5 項の「北里大学病院・北里大学東病院の医療機能の
統合」を除き，他の目標はおおむね達成できたと受け止めている。
第 1 項「低学年の導入教育等に対応する教育体制の整備」については，大学附属高等教
育開発センター（平成 19（2007）年）と，一般教育部学習支援室（平成 19（2007）年）
が開設された。第 2 項｢感染制御分野の特色ある研究型大学院の設立」については，研究科
以外の教育研究上の基本となる組織形態（学校教育法第 66 条）をとる大学院感染制御科学
府が開設（平成 15（2003）年）された。研究部の機能をもつ先発の大学附属北里生命科学
研究所は，拠点プログラム「天然素材による抗感染症薬の創製と基盤研究」が文部科学省
21 世紀 COE プログラム（平成 14（2002）年）に採択された。第 3 項の臨床統計学や疫学
などの専門分野を集合する「公衆衛生大学院の設立」は実現に至っていないが，大学附属
施設として臨床薬理研究所が加わり（平成 20（2008）年）
，臨床試験，臨床研究などを国
際的な規模で展開し，形を変えて発展している。第 4 項「医療系研究科における東洋医学
専門分野の開設」は，医療人間科学共通教育単位の学科目として「東洋医学」が開設（平
成 13（2001）年）された。現在，特論科目への位置付けが検討されている。
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第 5 項「北里大学病院・北里大学東病院の医療機能の統合」は，大学を挙げての大事業
であり，十分な計画立案と合意形成の下に進めることが肝要であるので，新病院プロジェ
クト推進本部及び各専門部会，新病院開設準備室を設置し，実現に向けて学内外の叡智を
結集し推進している。
◇教育研究組織の妥当性を検証する仕組みの導入状況
教育研究組織の検証は，教育・研究・診療の質保証に向けた事業業績評価によって相当
程度行えていると受け止めている。第三者評価は，
（財）大学基準協会「大学相互評価」
（大
学全体：平成 12（2000）年）
，日本技術者教育認定機構（JABEE）
「技術者教育プログラ
ム評価」
（水産学部水産生物科学科：平成 16（2004）年，獣医畜産学部生物生産環境学科：
平成 18（2006）年）
，
（財）日本医療機能評価機構「病院医療機能評価」
（北里大学病院：
平成 15（2003）年，北里大学東病院：平成 20（2008）年）を受審し，いずれも認定を受
けた。しかし，より水準の高い質保証のためには，教育研究組織を始め大学全体の検証を
専門的に行う学内の大学機関調査組織の設置が必要であると受け止めている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
１．大学全体
わが国はいま，豊かな健康長寿社会の実現に向けた基盤整備が急務である。ライフサイ
エンスの進展，高度先進医療の推進，食糧資源の確保，安全な環境づくりも近未来の社会
の切実な課題である。こうした状況を踏まえると，本学の教育研究が，医学・医療，農学，
環境科学，理学などの広汎な生命科学分野にあることは，果すべき役割もきわめて大きい。
開発した知は実践し社会へ還元する，
「叡智と実践」が一層求められる。本学は，第一に大
学教育の質を保証する観点から，生命科学の学士課程教育をより一層充実しなければなら
ない。第二に，生命科学の総合大学の特質を活かす観点から，これまで以上に各学部・研
究科間の有機的な連携を強める必要がある。第三に，国際化の観点から，海外を視野に入
れた教育・研究・医療を展開し，国際的水準を目指すことである。次に改善方策を述べる。
２．各学部・研究科の教育研究
1 各学部・研究科の学問領域の特質を活かした生命科学教育研究の推進： 学士課程教育，
大学院課程教育の一層の充実，学習成果重視の教育内容・方法，教育体制の構築
2 上記に合わせた各学部・研究科教育研究組織の整備（
「今後の目標」に挙げた 25 項目）
２−１．薬学部・薬学研究科
1 高度で実践的な臨床薬学教育の実現に向けて，臨床薬学教育研究体制を一層強化する。
2 基礎薬学領域の人材育成と研究の発展を目指し，薬科学科及び薬学研究科の教育研究体
制を強化する。
２−２．獣医学部・獣医畜産学研究科
1 学年進行中の獣医学部の完成に向けて，獣医学科教育研究組織を整備するとともに，3 学
科間の連携をさらに強固にする。
2 獣医畜産学研究科の改組を推進する。
3 獣医学部と医学部の農医連携教育構想「動物・生命科学と医学の融合によるヒトの健
康維持・増進のための学際教育」を推進し，このための教育研究体制を整備する。
4 社会的ニーズ，国際的な通用性，獣医師の活動分野等の偏在など日本の獣医療と獣医
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学教育を取り巻く環境を把握し，問題解決に向けた獣医学教育の在り方とそれに基づく
教育研究体制を検討する。
２−３．医学部
1 医学部の理念，目標を更に具現化するためカリキュラムを改訂し，対応する教育研究組
織を整備する。
2 医理工連携，農医連携による教育研究体制の充実を図る。
3 臨床医学系単位の在り方，定員枠の見直しを行って診療業務の標準化，活性化を行う。
２−４．海洋生命科学部・水産学研究科
1 海洋生命科学ならびに水産学領域の人材育成と研究のさらなる充実を目指し，3 大講座間
の連携を一層強化する。
2 大講座制をより実質化し，柔軟かつ機能的な大講座を基盤とした教育研究組織を構築す
る。
２−５．看護学部・看護学研究科
1 平成 19（2007）年度に改組した現在の 5 領域制を実質化し，新カリキュラムの円滑な進
行を図り，学部の教育目的に即した看護職養成のための教育研究組織を整備する。
2 高度な看護専門職や看護学教員・研究者の適切な養成を目指し，設置する看護学専門分
野について社会的ニーズに合わせた改革を推進し，看護学研究科の教育研究体制を強化す
る。
２−６．理学部・理学研究科
1 教授の定年退職が平成 25 年度まで続くこととなっており，その後任人事は学部運営に多
大な影響を及ぼす事項であることから，適切な教育研究組織を維持するため，公募制に
より，学部・研究科の教育・研究両面で優秀な人材の確保に努める。
2 物理学科では，物理学の広範な研究分野を少数教員で強力に押し進め，研究の進展に柔
軟に対応するために，運営単位としての講座制は保持しつつも，研究グループ制の定着
に努める。
２−７．医療衛生学部
1 若手教員への教育・研究支援を積極的に行い，内部昇任に繋げる人材育成のシステムを
構築するとともに，教育研究組織も検討する。
2 教員の研究業績のみならず，教育業績，教育への貢献度を加味した評価システムを構築
し，それに基づく適切な教育研究体制の在り方を検討する。
２−８．一般教育部
1 新入生を知識の受動的な享受者から主体的な学習者とならしめるための初年次教育を推
進する。それに対応する教育研究体制を検討する。
2 科学技術のみに偏することのない全人的な素養の醸成を目指し，教養教育組織の見直し
と拡充を推進する。
２−９．医療系研究科
1 本研究科の特色である医療人間科学群のさらなる発展と医史学などの東洋医学関連の教
育研究体制を充実させる。
2 学問の学際化・融合化による新しい研究者，教育者，高度医療専門技術者の養成とその
流動化を促すため，薬学研究科，看護学研究科，感染制御科学府との連携による総合大
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学院を設置する。
２−１０．感染制御科学府
1 学内外の教員・研究者の参画によるネットワーク型教育と教育組織の更なる充実を図る。
2 教員の研究・教育評価の方法について改善を加え，教育研究水準の向上を目指し，また
適切な教育体制を構築する。
▼全学横断型の教育研究
1 感染制御教育研究のさらなる推進：

感染制御研究機構創薬部門・ワクチン開発部門の

取組と教育研究体制の整備，研究成果の海外技術移転促進
2 チーム医療教育の充実： 全学卒前卒後臨床教育センター（仮称）構想の具体化
3 農医連携教育・研究のさらなる推進： 農医連携科学の拠点組織の検討，情報海外発信
4 自校教育「北里の世界」の拡充： 教育プログラムの充実，教育体制の整備
5 大学附属 4 病院の連携による臨床教育研究の推進： チーム医療を核とする卒前臨床（臨
地）実習・卒後臨床教育実施体制の整備
6 質の高い医薬品開発のための治験・臨床研究（クリニカルリサーチ）の充実： 北里 ARO
（Academic Research Organization）の形成，国内治験ネットワーク化，国際共同治験
7 漢方，鍼灸活用による東洋医学と西洋医学を統合したより高度な現代医療の展開
▼教育・研究・医療の質保証
1 北里大学病院・北里大学東病院の医療機能を統合した新大学附属病院の開設
2 大学機関調査組織（インスティチューショナル・リサーチ；IR）設置の検討
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北里大 学組織図
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北里大学東洋医学総合研究所

北里大学東洋医学総合研究所事務室

北里大学臨床薬理研究所

北里大学臨床薬理研究所事務室

北里大学基礎研究所

北里大学基礎研究所事務室（北里生命科学研究所事務室兼務）

〔附属施設〕
北里大学病院

北里大学病院事務部
経営企画室
医療情報管理室
臨床研修センター
医療安全管理室
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北里大学東病院
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北里大学情報基盤センター

北里大学情報基盤センター事務室

北里大学入学センター

（入学センター）

北里大学高等教育開発センター

北里大学高等教育開発センター事務室

北里大学看護キャリア開発・研究センター

北里大学看護キャリア開発・研究センター事務室

北里大学三陸研修所

(海洋生命科学部事務室兼務)

北里大学八雲総合実習所
北里大学感染制御研究機構
北里大学知的資産センター
北里大学就職センター

(獣医学部事務室兼務)
北里大学感染制御研究機構事務室
（研究支援センターおよび北里生命科学研究所 所属事務職員兼務）

（研究支援センター）
（就職センター）

〔併設校〕
北里大学保健衛生専門学院

北里大学保健衛生専門学院事務室

北里看護専門学校
北里大学看護専門学校

北里大学看護専門学校事務室

〔収益事業部門〕
北里研究所生物製剤研究所

〔関連団体〕
北里柴三郎記念会(仮称)
北里大学ＰＰＡ
北里大学同窓会
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北里研究所生物製剤研究所事務室
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第３章

教育内容・方法

１．大学全体
１−１．学士課程の教育内容・方法（大学全体）
①教育課程等
必須：教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第 19 条第 1 項）
必須：教育課程における基礎教育，倫理性を培う教育の位置づけ
必須：
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目
的，学問の体系性並びに学校教育法第 83 条との適合性
必須：一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間
性を涵養」するための配慮の適切性
必須：外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適
切に対応するため，外国語能力の育成」のための措置の適切性
必須：教育課程の開設授業科目，卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・
外国語科目等の量的配分とその適切性，妥当性
必須：基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況
必須：カリキュラム編成における，必修・選択の量的配分の適切性，妥当性
必須：学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況
必須：国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における，カリキュラム編成の適切
性
必須：医・歯・薬学系のカリキュラムにおける，臨床実習の位置づけとその適切性
任意：インターンシップを導入している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性
任意：ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切
性
必須：各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の
妥当性
必須：国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学設置基準第 28 条
2 項，第 29 条）
必須：全授業科目中，専任教員が担当する授業科目とその割合
必須：兼任教員等の教育課程への関与の状況
任意：社会人学生，外国人留学生，帰国生徒に対する教育課程編成上，教育指導上の配慮

【本学の学士課程の特徴】
本学の学士課程は，①医療系の国家試験受験資格を取得することができる学部・学科（専
攻）
，②農学系の学部のうち日本技術者教育認定制度に対応したプログラム（JABEE プロ
グラム）により「技術補」資格を取得することができる学科，③生命科学の基礎的研究を
行う分野を学ぶ学部，の 3 つに大別される。
一定の指定規則に則った学修を求められる学部・学科を多く擁することから，教育課程
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を全学的な括りで構成することは困難で，事実上の教育課程の編成は必然的に各学部等の
教育委員会やカリキュラム委員会に委ねられている。
一方で，医療系学部による「チーム医療教育」プログラム（
「オール北里チーム医療演習」
「チーム医療論」
）や，健康・食・環境にかかわる農学分野と医学分野の連携（
「農医連携」
）
の教育・研究の取り組みについては，全学の立場から，教学センターや農医連携委員会な
どの学内組織が主導している。
以下に，後述する学部等の各論の理解の一助となるよう，全学に立脚した教育課程の説
明を記述する。
本学各学部の教育課程は，1〜4 の科目群に分けて編成されている（下表参照）。このう
ち 1 群科目については，相模原キャンパスにおいて，一般教育部 60 名の教授団が全学部の
1 年次生を対象に，共通の教育を行っている。その理由は，「人間としての基盤の充実」
（人
間としての自己形成や豊かな感受性を育むこと，社会の中で他の人達とどう一緒に生きる
かを考えること，また健康を維持・増進させるための科学的知見を理解しそれらを実践す
る技法・手法を修得すること等），及び「生命科学を学ぶ学生としての基盤の充実」（外国
語・数学・情報科学・自然科学等に関する理解を深め専門教育の内容が正しく理解できる
ようになること，確かな総合的判断力や課題発見・解決能力や自学自習力を身につけるこ
と等）という二つの目標を達成するためである。
これらの目標は，具体的には，人間形成の基礎科目の教育を通して人間としての幅広い
素養と生命科学の専門家にふさわしい倫理観の醸成，またＣＡＬＬルーム（コンピュータ
利用語学教室）や ALC NetAcademy の利用による英語の実践的なコミュニケーション能
力，自然科学系 11 科目の教育による科学的思考法や批判的能力，教養演習を通した課題設
定能力や問題解決能力等の充実・向上にあり，本学の教養教育の特色となっている。
一方，学生を高校教育から大学教育へ円滑に導くために，数学・英語については習熟度
別の授業を行うとともに，高校の数学・理科の未習者や未習熟者への対応として，
「数学の
基礎」
「物理学要習」
「化学要習」
「生物学要習」等の高大接続科目を開講している。
これらの導入教育に加え，平成 19（2007）年 4 月には，北里大学一般教育部学習支援室
を開設した。学習支援室では，学生の指導を担当する講師（チューター）には高等学校の
退職教諭を充て，学生は月曜日から金曜日まで，英語，数学，物理，化学，生物について，
自由に勉学上の相談をすることができる。利用者は 1 年で延べ 1,400 名を数え，学生アン
ケートの結果，
「役に立った」の回答が 90％を超えている。
さらに，全学的な導入教育の一環として，平成 19（2007）年度より自校教育科目の「北
里の世界」が開講された。
1 群科目の教育に関わる一般教育部は，大学設置基準の大綱化以来，多くの大学で教養部
に代わる組織として設立された，全学出動型の共通教育委員会などと比較すると，「一般
教育のカリキュラム編成権」と「一般教育に関わる教員の人事権」を有し，一般教育部所
属の教授と各学部から選出された教授により構成される「連合教授会」を運営組織とする
という点に特徴がある。
1 年次の共通教育の下で，農学系 2 学部，医療系 4 学部，ならびに基礎科学系 1 学部の
○教育課程の科目群別開設授業科目数。
（ ）内は必修科目の数で，内数。
学生は互いに切磋琢磨しつつ，正課・課外を通じて得難い体験を積むことができる。2〜4

群科目は，主として 2 年次以降に，各学部が所在するキャンパスにおいて開講されている。
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薬学部

獣医学部

医学部

薬学科（必修）

薬科学科（必修）

獣医学科（必修）

１群科目

69 (9)

69 (9)

75 (10)

76 (10)

75 (13)

２群科目

10 (10)

10 (10)

23 (14)

15 (10)

13 (10)

7 (7)

３群科目

183 (84)

125 (74)

103 (88)

57 (25)

53 (25)

116 (84)

262 (103)

204 (93)

201 (112)

148 (45)

141 (48)

189 (104)

開講科目数

動物資源科学科（必修） 生物環境科学科（必修）

医学科（必修）
66 (13)

４群科目*1
合計

開講科目数

水産学部

看護学部

水産生物科学（必修）

看護学科（必修）

物理学科（必修）

化学科（必修）

理学部
生物科学科（必修）

１群科目

75 (11)

72 (4)

59 (4)

59 (4)

59 (4)

２群科目

13 (13)

35 (22)

13 (10)

17 (12)

18 (11)

３群科目

45 (10)

41 (25)

64 (29)

58 (28)

62 (20)

133 (34)

148 (51)

136 (43)

134 (44)

139 (35)

４群科目*1
合計

医療衛生学部
開講科目数

健康科学科（必修） 医療検査学科（必修）

医療工学科

リハビリテーション学科

臨床工学専攻（必修）

診療放射線技術科学専攻（必修）

理学療法学専攻（必修） 作業療法学専攻（必修）

１群科目

74 (11)

74 (8)

75 (12)

75 (6)

74 (8)

74 (6)

２群科目

55 (29)

32 (18)

44 (33)

37 (11)

38 (19)

38 (20)

３群科目

30 (13)

40 (26)

17 (17)

48 (35)

45 (45)

33 (28)

159 (53)

146 (52)

136 (62)

160 (52)

157 (72)

145 (54)

４群科目*1
合計

医療衛生学部
開講科目数

リハビリテーション学科
言語聴覚療法学専攻（必修） 視覚機能療法学専攻（必修）

１群科目

74 (8)

74 (11)

２群科目

39 (27)

42 (27)

３群科目

23 (23)

20 (19)

136 (58)

136 (57)

４群科目*1
合計

*1：４群科目は他学部・学科・専攻の授業科目及び単位互換協定に基づく単位互換科目・共同授業科目を表す。

②教育方法等
「教育方法等」の各項についても，各学部等に委ねているが，全学的組織である「就職
センター」及び「高等教育開発センター」に関わる項を抽出し（下線を施した項）
，全学
的見地から記載する。
必須：教育上の効果を測定するための方法の適切性
必須：卒業生の進路状況
必須：厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法，成績評価基準の適切性
必須：履修科目登録の上限設定等，単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性
必須：各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：留年者に対する教育上の配慮措置の適切性
任意：科目等履修生，聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性
必須：学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカ
ルティ・ディベロップメント（ＦＤ）
）およびその有効性
必須：シラバスの作成と活用状況
必須：学生による授業評価の活用状況
任意：卒業生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況
任意：教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性
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必須：授業形態と授業方法の適切性，妥当性とその教育指導上の有効性
必須：多様なマルチメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性
必須：
「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における，そうした制度の運用の
適切性

教育効果の測定
必須：卒業生の進路状況
（進路状況は平成 20 年 3 月における全学卒業者の数値を基準として記載する）

〔現状の説明〕
就職希望者は 1,132 名，就職決定者は 1,121 名であり，就職率は 99.0％であった。
就職希望者の就職先を大別すると，企業 63.5％，医療機関 32.5％，公務員 4.0％であっ
た。また卒業生全体のうち，大学院進学者は 19.4％となっている。
就職先企業の中でも医療関連企業（検査センター・検診センター・調剤薬局・研究所・
動物病院等）の比率は企業全業種の 48.9％と最も高く，本学の特性を活かした就職先とな
っている。続いて流通・食品・化学工業の順となっている。また，IT 時代を反映して，所
属学部に関係なく，情報産業関連企業への就職者数も増加傾向にある。公務員は，行政職
としてだけでなく，資格を活かし，専門職（獣医師・医療職等）として職に就く者が多い。
本学の卒業生は国家資格を活かして就職する学生が多いため，国家試験の合格は重要な条
件となっており，全ての試験において全国平均を上回る合格率を誇っている。
〔点検・評価〕
本学は，例年，高い就職率（過去 3 年間の実績 平成 17（2005）年 97.6％，平成 18（2006）
年 98.3％，平成 19（2007）年 99.0％）を誇っているが，これは教職員の熱心な指導及び
就職センターと各学部が連携した進路・指導体制が機能している結果と考えられ，高く評
価できる。就職先も各学部の特性を活かしたものとなっており，特に医療系学部では国家
資格を活かした就職が 9 割を超えており，本学が目指す，社会に貢献できる人材養成が十
分になされた結果と言える。
一方，大学院進学率は卒業生全体では 2 割程度であるが，学部によって，約半数〜1 割弱
と大きな隔たりがある。これは学部の特徴に基づくものであり，資格取得を目指す者が多
い学部では比較的進学者が少ないという傾向がある。医療系研究科や看護学研究科の在籍
者の分析から，一旦社会経験を積んだ後に専門的研究のため大学院へ進む者が多いことも，
その一因と考えられる。
早期段階で就職と進学で悩む学生に対しては，各学部担当教職員や就職センターで，き
め細かな指導を行っている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
本学では，今後も学生生活で得た専門知識・技術を活かせる進路選択ができるよう，充
実した支援を行っていく。
就職センターは，学生の就職率が 100%となることを目指すとともに，進路決定等におけ
る支援内容の学生満足度を向上させていくことを目標とする。就職先については，学生の
選択肢を広げることができるよう，より多くの受け入れ企業や医療機関を開拓していく。
現在は，キャンパスが分散していることもあり，各学部において就職担当者が個別に活動
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しているため，横の情報連携が不十分であり，効率的な対応ができていないが，今後は，
各学部の教職員が一体となって情報を共有するとともに，個々の学生のニーズを把握し，
全学的な取り組みができる体制を構築していかなければならない。
また，単に就職内定率の向上を追求するだけでなく，学生が希望する企業等へ就職でき
ること，また本人の能力や適性に合った進路先を選択できること等，その内容（質）も重
要であるため，これらの点を十分考慮しながら指導・支援を行っていく。就職センターは
各学部の当該部門と密接に連携しつつ，就職活動に悩んでいる学生や就職先がなかなか決
まらない未内定者に対して早期に面談等を行うなど，重点的にフォローするよう努める。
教育改善への組織的な取り組み
必須：学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルテ
ィ・ディベロップメント（ＦＤ）
）およびその有効性

〔現状の説明〕
一年次生に対しては，高校の学習内容を復習・再学習できる「一般教育部学習支援室」
の存在を周知し，講義の理解度に関する不安や悩みを持つ学生に，支援室の積極的な活用
を勧めることにより，学修の活性化を促している。2 年次生以上に対する学修の活性化に関
する対応は，各学部により異なる。
平成 3（1991）年の大学審議会答申「大学教育の改善について」における提言に従い，
本学では，FD を教員の教授内容・方法の改善・向上への取り組みと位置付けている。平成
5（1993）年には北里大学自己点検・評価委員会を設置するとともに，各学部に FD 委員会
を設置し，各学部で大学の理念・目標，教育内容・方法に関する研究会・研修会を実施し
ている。
平成 11（1999）年 9 月の大学設置基準改正に伴い，
「教育内容等の改善のための組織的
研修と研究（FD)」が努力義務として盛り込まれて以来，各学部で FD 活動が活発化した。
その後，この努力義務の義務への変更（平成 20（2008）年 4 月）に先立ち，平成 19（2007）
年 4 月には，大学附属施設として「北里大学高等教育開発センター」を開設した。
本センターは，全学的な学士課程教育プログラムやその教材開発，教員の教育力向上に向
けた教育活動の組織的改善を推進することにより，学士課程教育の充実と発展を目指して
いる。
▼北里大学高等教育開発センターＨＰ
（http://www.kitasato-u.ac.jp/cdhe/）
組織図及び事業概要は右図のとおり。
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〔点検・評価〕
学習支援室の利用状況は開設 2 年目も前年と同等の延べ 1,400 名あまりの利用があった。
また，英語と化学については「ミニ講座」を開講するなど新たな試みも行った。
本学では FD 活動に組織的かつ積極的に対応しており，各学部では研究会・研修会が実施
され，また学外機関の研修会等に積極的に参加していることは評価できる。また，学部に
よっては合宿で FD 研修会を実施するなど，様々な取り組みが行われており，数々の具体的
成果をあげている。
本学が比較的早期から，大学として学生の学修活性化と教員の教育指導方法の改善を促
進するための組織を発足させ，学則の整備を行い，各学部 FD 委員会や高等教育開発センタ
ーを設置してきたことは，大きな長所である。また，学生による授業評価に基づいて，積
極的に教育技法の改善を行ってきたことにより，授業評価の平均得点も上がっている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
引き続き，各学部の FD 委員会及び教育委員会を中心に FD 活動を推進し，学生の学修の
活性化と教員の教育指導方法の改善を進めていくが，FD と SD（スタッフ・ディベロップ
メント）を融合させ，教員と職員が協働して教育研究活動を発展させていく仕組みの構築
とその実践が必要である。
③国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
任意：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況

〔到達目標〕
本学の理念である，生命科学の最先端に位置する教育学術研究機関となるには，国際
化への対応と国際交流の推進は必須であるため，
「北里大学と海外学術機関との継続的な
学術交流に関する基準」
（昭和 61（1986）年 3 月制定）に基づき，(1) 学術交流は平等互
恵を基本とすること，
（2) 相手機関は学術機関としてふさわしい教育・研究・診療機関で
あること，(3) 学術交流はあらかじめ相当の成果が期待でき，相互の教育・研究・診療の
発展に寄与するものであること，(4)学術交流は相手機関及び相手国の事情と本学の立場
を勘案し相互の自主性を尊重しながら進めるものであること，を基本方針として国際交
流を推進する。
〔現状の説明〕
本学における海外学術機関との交流は，昭和 59（1984）年 11 月に締結された薬学部
と中国瀋陽薬科大学との間の学術交流協定に始まる。これを契機として，昭和 61（1989）
年 3 月に「北里大学と海外学術機関との継続的な学術交流に関する基準」が定められ，
到達目標で述べた学術交流に関する 4 つの基本原則が制定された。
現在は，国外の 16 大学と国際交流協定を締結している。
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国

名

大学・学部
研究科・研究所等

アメリカ合衆国 中華人民共和国

薬学部

1

薬学研究科

1

獣医学部

3

医学部

2

イギリス

ドイツ

カナダ

イタリア

ハンガリー

1
1
1

4
1

1

1

理学部

5
1

医療衛生学部

1

医学部，看護学部，医
療衛生学部，大学病
院，大学東病院

合 計

1
1

1

大学病院

3

2
1

1
8

合計

1
1

1

1

1

1

16

また，国内における教育研究交流については，共同研究をはじめとして，協定を締結
していない交流を含めると，各学部において数多くの教育研究交流が実施されている。
〔点検・評価〕
生命科学の最先端に位置する教育学術研究機関となることを目指して，現在，国外の
16 大学と学術国際交流を締結し，それら大学との間に活発な交流活動を展開しているこ
とは評価できる。しかし，人的交流については，受入れシステムの整備が十分でないた
め，一方向的となる傾向が強い。
大学の規模からみて，国外の大学との教育研究交流は必ずしも多いとは言えないもの
の，国内では，各学部において，教育研究上，必要な交流を積極的に行っていることは
評価できる。
交流協定締結に際し，学部が単独で行う教育研究交流であれば当該学部と先方との学
部間協定となるが，本学内の複数学部が行う交流の場合は，北里大学学部長会の協議を
経て，本学と相手大学との大学間協定を締結することとなる。
全体として，研究交流は盛んであるが，教育交流については教員・学生の相互派遣や，
国外大学の単位認定制度など，不十分な点が認められる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
本学は，国際交流に関わる専門組織を持たず，また外国人留学生を多く受け入れるた
めの環境整備がなされていない。大学の国際化を推進するために，国際化教育推進準備
委員会（仮称）の発足に向け，平成 20（2008）年 10 月に教育・研究担当副学長ほか，
各学部等の教員を構成員とした意見交換会を開催し，検討を開始している。
１−２．修士課程・博士課程・専門職学位課程の教育内容・方法（大学全体）
①教育課程等
必須：大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 99 条，大学院設置
基準第３条第１項，同第４条第 1 項との関連
必須：
「広い視野に立って清深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職
業等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性
必須：
「専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務
に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程の目
的への適合性
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必須：学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と，当該学部の学士課程における教育内容との
関係
必須：修士課程における教育内容と，博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の関係
必須：博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性
必須：博士課程における，入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性
必須：各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥
当性
必須：国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学院設置基準第 15
条）
必須：社会人，外国人留学生に対する教育課程編成，教育研究指導への配慮
任意：学部に基礎を置かない独立大学院，独立研究科における，下位の学位課程の教育内容・レベルを
視野に入れた当該課程の教育内容の体系性・一貫性を確認するための方途の適切性

※本学の修士課程・博士課程の教育課程に関わる記述は各研究科（学府）によるものの
みに留める。
②教育方法等
教育方法等については，各研究科等に委ねているが，全学的組織である「就職センター」
及び「高等教育開発センター」が関わる項を抽出し（下線を施した項）
，全学的見地から記
載する。
必須：教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性
任意：修士課程，博士課程，専門職学位課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況
任意：大学教員，研究機関の研究員などへの就職状況と高度専門職への就職状況
必須：学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性
必須：教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：指導教員による個別的な研究指導の充実度
任意：複数指導制を採っている場合における，教育研究指導責任の明確化
任意：研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し，病院内外でなされる教育・研究指導とこれを支
える人的，物的体制の充実度
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生について，臨床研修と研究の両立を確保させるための配
慮の状況とその適切性
必須：教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルティ・ディベロ
ップメント（ＦＤ）
）およびその有効性
必須：シラバスの作成と活用状況
必須：学生による授業評価の活用状況
任意：修了生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

教育効果の測定
任意：修士課程，博士課程，専門職学位課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況
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任意：大学教員，研究機関の研究員などへの就職状況と高度専門職への就職状況

〔現状の説明〕
平成 19（2007）年度の博士課程修了者の就職率は 100％である。就職先としては教育機
関（主に大学）が最も多く 51.2％，続いて医療機関 17.1％，一般企業 17.１％，学術･研究
機関 12.2％，官公庁 2.4％で，それぞれの機関に，資格や専門性を活かした専門職・研究職
として就職している。教育機関（主に大学）
・医療機関への就職が最も高い結果となった理
由として，医療系研究科の院生に，現職の医師の割合が多いことがあげられる。
一方，修士課程修了者の就職率は 94.9％であり，就職先としては企業が最も多く 55.3％，
続いて医療機関 30.7％，研究機関 6.0％，教育機関 4.7％，公務員 3.3％となっている。一
般企業に就職した者のうち，8 割以上が研究開発職・技術職であり，その他の機関では，資
格や専門性を生かした専門職・研究職として就職している。また，修士課程修了生のうち
12.9％が大学院博士課程へ進学している。
〔点検・評価〕
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
現段階では，博士課程の修了者の就職率は 100％であり，就職先も専門性を活かした機関
が多くを占めることから，現状維持が当面の目標となる。修士課程の場合も，就職率・就
職先とも概ね満足すべき結果と言え，企業への就職者のうち 8 割以上は専門性を活かした
進路となっているが，少数ながら，専門とは全く別の分野・職種を希望する学生もいる。
現状では，大学院生の進路変更･決定の時期等，個々人の細かい状況の把握・分析が必ず
しも十分ではないという点が課題である。今後は，社会人経験者等，多様な背景をもった
学生が増えることも考慮した上で，個々の院生の希望や意向に沿った支援ができるよう，
早期から各研究室教員と就職担当職員との連携を緊密化するよう改善を図る。
教育・研究指導改善への組織的な取り組み
必須：教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルティ・ディベロッ
プメント（ＦＤ）
）およびその有効性

〔現状の説明〕
基礎となる学部を持つ大学院（薬学研究科，獣医畜産学研究科，水産学研究科，看護学
研究科，理学研究科，医療系研究科）の教員は，兼担教員として大学院教員の発令がなさ
れている。このため，学部の FD 委員会及び教育委員会が中心となって実施している FD 活
動により，学生の学修の活性化と教員の教育・研究指導方法の改善を行っている。
〔点検・評価〕
基礎となる学部を持つ大学院では，FD 活動に組織的に取り組み，大学の理念・目標，教
育内容・方法について研究会・研修会を実施することにより，学修の活性化と教員の教育・
研究指導方法の改善が進んでいることは，大いに評価できる。
しかし，基礎となる学部を持たない感染制御科学府には FD 委員会がないため，教育改善
の取り組みは組織的ではなく，個々の教員の努力に任されている。
大学院の場合，主任教授による個別指導が中心となっているものの，近年，教育改善の
組織的な取り組みは必須となっており，感染制御科学府に FD 委員会がないという現状は改
善する必要がある。
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〔将来の改善・改革に向けた方策〕
早期に感染制御科学府に FD 委員会を設置する。
また，他研究科については，基礎学部の FD 委員会及び教育委員会を中心に FD 活動をさ
らに活発に推進し，学生の学修の活性化と教員の教育・研究指導方法の改善を推進する。
③国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
必須：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学院間との組織的な教育研究交流の状況

〔到達目標〕
※学士課程の同項に記載。
任意：国内外の大学院間との組織的な教育研究交流の状況

〔現状の説明〕
国外の 16 大学と国際交流協定を締結しているが，基本的に基礎学部が締結しており，大
学院が単独で締結する例は少ない。本学の各学部が締結している交流協定には大学院も含
まれている。
〔点検・評価〕
本学の理念を実現するために，
「北里大学と海外学術機関との継続的な学術交流に関する
基準」に基づき，国外 16 大学との間に学術国際交流を締結し，国際化を推進していること
は評価できる。
しかし，国内の大学院間の交流については，専門分野の教授が，同じ専門分野の他大学
大学院や研究機関に所属する研究者との間で行っている共同研究が中心であり，個人レベ
ルの交流が主体となっている。
国外における大学院との間の交流は，組織的に行われているものもあるが，その数は多
いとは言えない。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
国内の教育研究交流については，生命科学の発展に寄与できるよう，専門分野にとらわ
れることなく他の専門分野とも連携し，研究科間，大学院間で効果的な交流がなされるよ
う検討する。また，大学全体の教育研究交流活動を支える国際交流センターのような組織
の設置について，議論を開始する。
④学位授与・課程修了の認定
必須：修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性
必須：学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性
任意：修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性
任意：留学生に学位を授与するにあたり，日本語指導等講じられている配慮・措置の適切性
必須：標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における，そうした措置の適切性，妥当性
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〔到達目標〕
大学院学則に定めるように，大学院の設置目的「学術の理論及び応用を教授研究し，そ
の深奥をきわめて，文化の進展に寄与する。
」
，修士課程の目的，
「広い視野に立って精深な
学識を授け，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の
能力を養う。
」
，及び博士課程の目的，
「専攻分野について，研究者として自立して研究活動
を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基
礎となる豊かな学識を養う。
」を達成すべく，充実した教育内容・方法等を展開し，適切な
基準に基づいて学位授与・課程修了の認定を行う。
学位授与
必須：修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性

〔現状の説明〕
本学は，大学院として薬学研究科，獣医畜産学研究科，水産学研究科，看護学研究科，
理学研究科，医療系研究科，感染制御科学府の 6 研究科・1 学府を設置している。
大学院における学位授与状況（平成 15（2003）年度〜平成 19（2007）年度）は大学基
礎データ（表７）のとおりであるが，昭和 44（1969）年 3 月に衛生学研究科修士課程修了
者が出て以来，平成 20（2008）年 3 月に至るまでの大学院課程修了者は，計 4,612 名（博
士課程 729 名，修士課程 3,883 名）となっている。
修士課程の修了要件は大学院学則第 29 条に「当該研究科修士課程に 2 年（転入学，再入
学の場合は在学すべき年数。
）以上在学し，30 単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を
受けたうえ，当該研究科の目的に応じ，当該研究科の行う修士論文又は特定の課題につい
ての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期間に関しては，
優れた業績を上げた者については，修士課程に 1 年以上在学すれば足りるものとする。
」と
定められている。
博士課程の修了要件は大学院学則第 30 条に定められており，獣医畜産学研究科獣医学専
攻博士課程及び医療系研究科博士課程においては 30 単位以上，
その他の研究科においては，
修士課程 30 単位を含み，40 単位以上（感染制御科学専攻は 44 単位以上）であり，必要な
研究指導を受けたうえ，当該研究科の行う博士論文の審査及び最終試験に合格することと
している。ただし，在学期間に関しては，優れた業績を上げた者については，博士課程に 1
年以上在学すれば足りるものとされている。
〔点検・評価〕
本学では，社会の進展や生命科学領域の学術の高度化，学際化に対応して大学院研究科
の教育研究機能を充実させるため，設置・改組・定員増等を行い，現行の６研究科と１学
府を設置し，4,612 名（博士課程 729 名，修士課程 3,883 名）の大学院課程修了者を輩出し
てきたことは，大学院として社会の要請に応じて人材養成の目的を十分に達成していると
考えられ，高く評価できる。
大学院の目的を，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥をきわめて文化の進展に
寄与することとし，その目的達成のために，学位授与の方針として，専門分野における研
究能力又は高度な専門性を要する職業等に必要な能力を養うための研究教育を実践してい
ること，そして厳格な基準をもって論文審査を行っていることは評価できる。
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修士の学位の授与状況と授与方針・基準については，問題がないが，現在，博士課程の
定員に対する充足率は 0.87 倍であり，専攻によっては 0.44 倍と定員を充足できていない点
は，やや問題である。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
博士課程の学生確保は，社会の進展や生命科学領域の学術の高度化，学際化に対応する
本学大学院の重要かつ喫緊の課題であり，本学大学院の組織全体の改組を視野に入れた大
幅改革を行う必要があると考えられるため，早急に検討を開始する。
学位授与
必須：学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性
任意：修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性

〔現状の説明〕
本大学院の学位の種類は，次の通りである。
【修士】修士(薬学)，修士(臨床薬学)，修士(臨床統計学)，修士(医薬開発学)，修士(農学)，
修士(水産学)，修士(看護学)，修士(理学)，修士(生命科学)，修士(医科学)，修士(医療科学)，
修士(感染制御科学)。
【博士】博士(薬学)，博士(臨床薬学)，博士(臨床統計学)，博士(医薬開発学)，博士(医療薬
学)，博士(獣医学)，博士(農学)，博士(医科学)，博士(医学)，博士(水産学)，博士(看護学)，
博士(理学)，博士(生命科学)，博士(感染制御科学)。
学位論文の提出資格は，当該課程の所定の単位を修得した者であり，公開論文発表会ま
たは論文の予備審査を経て，論文審査委員会が審査する。最終の判定は，学位論文の審査
の結果，学力の確認及び試験の合否を受けて，当該研究科委員会が行う。
〔点検・評価〕
学位論文の審査は，当該研究科委員会に置かれた審査委員会が行うが，その構成員は，
①研究科委員会が指名する委員，②3 名以上，③審査の主査は，学位論文に係る研究指導教
授，研究指導准教授又は研究科委員会の指名する教員としている。また，当該研究科委員
会は，審査委員会の結果等をもとに最終判定を行うが，必要がある場合は，他の大学院又
は研究所等の教員等の協力を得ることができると北里大学学位規程に定められており，こ
れらは学位審査の透明性と客観性を高める措置として有効に機能している。
なお，当該研究科委員会の最終判定における議決も，構成員の 3 分の 2 以上の出席を要
し，出席者の 3 分の 2 以上の同意を要すると規定しており，厳格性が確保されている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
論文の審査には他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ているが，より透明性・客
観性を高めるため，審査委員会構成員の１名は必ず学外からの研究者とすると規定するな
どの改善策について検討を開始する。
学位授与
任意：修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性

58

基準 3 教育内容・方法
※本学では，修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定を行っていない。
学位授与
任意：留学生に学位を授与するにあたり，日本語指導等講じられている配慮・措置の適切性

〔現状の説明〕
平成 19（2007）年 5 月 1 日現在，国費外国人留学生として獣医畜産学研究科に 1 名（博
士課程）
，水産学研究科に 2 名（博士課程）
，医療系研究科に 1 名（博士課程）
，また私費外
国人留学生として獣医畜産学研究科に 33 名（博士課程）
，水産学研究科に 1 名（修士課程）
，
医療系研究科に 1 名が在籍している。
外国人留学生に学位を授与するにあたり，各研究科では十分な日本語指導等，必要な配
慮がなされている。
〔点検・評価〕
基本的に，研究指導教員は英語に堪能であるため，通常，研究指導は英語で行われる。
留学生も英語を母国語をとする者ではないが，留学に際して英語で研究指導を行う旨を伝
えてあるので，これまでのところ，特に問題は生じていない。学位論文も英語で作成して
いる。また，留学生がいる場合は，講義に英語を使うなどの配慮がなされている。
研究指導は英語であるが，生活面では同級生等が日本語で面倒を見ている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
留学生に研究指導をするにあたり，特に日本語に関する配慮はしていないが，英語で十
分な指導が行われ，また学位論文も英語で作成されているので，適切性は確保されており，
今後もこの体制を継続していくのが適切であると考えられる。
課程修了の認定
必須：標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における，そうした措置の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
大学院設置基準に基づき，本学大学院では学則により標準修業年限未満で修了すること
を認めており，修士課程の場合，
「優れた業績を上げた者については，修士課程に 1 年以上
在学すれば足りるものとする。
」
，また博士課程の場合，1）獣医畜産学研究科獣医学専攻博
士課程及び医療系研究科博士課程については，
「在学期間に関しては，優れた業績を上げた
者については，博士課程に 1 年以上在学すれば足りるものとする。
」
，2）それ以外の専攻に
ついては，
「在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，博士課程に 3 年
(修士課程に 2 年以上在学し，当該課程を修了した者にあっては，当該課程における 2 年の
在学期間を含む。) 以上在学すれば足りるものとする」と規定している。
〔点検・評価〕
北里大学大学院学則において，標準修業年限未満で修了することを認めており，規程が
整備されていることは評価できる。ただ，実際に標準修業年限未満で修了する者は年間 1
〜2 名程度であり，規程は整備されているものの，活発に運用されているとは言い難い。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
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大学院学則上は標準修業年限未満で修了することが認められているものの，
「優れた業績
を上げた者」の客観的基準が全学的に整備されておらず，在学生や入学する学生に明示す
ることができない。全学的な基準を整備し，その適切性と透明性を確保するための検討を
開始する。

２．学部・研究科
２−１．薬学部・薬学研究科
２−１−１．薬学部
①教育課程等
〔到達目標〕
薬学科の教育目標は，充実した臨床薬学教育に裏付けられた高度な知識・技能・倫理観
を有する薬剤師の養成であり，薬科学科の教育目標は，最先端の生命科学に関する基礎研
究を通して得られた最新の知見及び技能を身に付けた創薬・生命科学研究者ならびに薬学
関連分野で活躍できる人材の養成である。このような教育目標を実現するための具体的な
目標を以下に記す。
（平成 17（2005）年 12 月教授会）
1 低学年では多くの教養科目を配置して，幅広い知識を身につけるとともに，豊かな人間
形成を目指す。
2 高学年では多くの専門教育科目を配置して，専門性を高めるとともに，薬剤師国家試験
の合格に十分な実力を身に付けるための教育を行う。
3 全学年を通して，医療人としての倫理観を醸成する教育を行う。
4 全学年を通して，医療現場に触れる教育を実施する。
5 十分な情報薬学教育を実施して，コンピュータを使った情報収集及びプレゼンテーショ
ンの能力を修得させる。
6 薬学教育モデルコアカリキュラムを網羅した教育を行う。
7 講義内容の理解を深めるとともに，薬学性として必要な技能を身に付けるために，豊富
な実習科目を配置する。
8 考える力及びプレゼンテーション能力を修得させるために，十分な卒業研究指導を行う。
9 高学年における長期実務実習やチーム医療教育を通して，薬剤師としての自覚を促す教
育を行う。
10 医療ボランティア実習など，医療や福祉現場を体験する実習を配置する。
11 薬学関連の英語論文を読解する能力を修得させる。
12 成績不振者に対する学習支援を積極的に行う。
学部・学科等の教育課程
必須：教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第 19 条第 1 項）

〔現状の説明〕
他学部と同様，薬学科，薬科学科ともに，授業科目はその内容により 1 群科目，2 群科目，
3 群科目，及び 4 群科目に区分されている。
両学科とも，1 年次の一般教養教育で専門分野以外の幅広い知識を身に付ける。特に倫理
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学を必修化することで，医療人に必要とされる深い倫理観醸成のきっかけとしており，豊
かな人間性の涵養を図っている。2 年次以降も，
「薬と仕事 2」
，
「ヒューマンリレーション
論」，「社会薬学実習」，「医療倫理学」などの科目を通して，更なる人間形成の充実を促し
ている。
本学部のカリキュラムは，両学科共通の基礎教育科目，両学科共通の薬学専門科目，そ
して各学科特有の専門教育的授業科目，実習，及び卒業研究（特別実習）で構成され，薬
学の基礎知識を基盤に，高度化した医療に対応できる薬剤師や，創薬･生命科学研究を始め
とする薬学関連分野で貢献できる人材の育成を目指している。
薬学科，薬科学科ともに 1 年次には主に教養科目を，1〜2 年次には薬学の基礎科目と専
門教育的授業科目を，3 年次以降には専ら薬学の専門教育的授業科目を配当している。
6 年制の薬学科においては，4 年次に実務実習事前学習を，5 年次に実務実習と各種選択
科目を，また 6 年次にチーム医療演習などの専門教育的授業科目を履修することで，より
高度な薬剤師としての専門性を深める。したがって，1 年次の基礎・教養科目から，高学年
へ向けて順次，薬剤師または薬学研究者としての専門性を高めるカリキュラム体系になっ
ている。
一方，4 年制の薬科学科では 3 年次までは薬学科とほぼ同様のカリキュラムで学習するが，
4 年次に 1 年間の卒業研究を実施することで，医薬品の開発・研究に対する専門性を高め，
大学院における更に高度な研究者教育へと繋げている。
〔点検・評価〕
1 年次に相模原キャンパスで一般教育部の教員から教養科目の講義を受けること，また他
学部の学生とともに講義を受け，部活に精を出す機会が設けられていることは，幅広い価
値観を理解する豊かな人間形成に役立っていると思われる。教養を深め，豊かな人間性の
涵養を促す科目については，薬学部教員と一般教育部教員との話し合いにより，講義内容
が決められている。また，3 群科目のなかにも医療人としての人間形成に関わる科目を配当
しており，医療人としての倫理観の醸成に十分な配慮がなされている。
一方，専門教育的授業科目の内容は，薬学教育モデルコアカリキュラムを網羅し，更に
本学部の特色となる科目が配当されており，本学部独自の優れた薬剤師を養養成するため
の十分な教育が施されている。各学科の理念・目的に対応するカリキュラムの内容は，定
期的に教育委員会において点検・評価が行われ，必要に応じて改善の勧告がなされている。
3 年次までは薬学科，薬科学科ともに同じカリキュラムを履修するため，薬科学科進学の
学生も医療人としての倫理観を身につける機会を有することは優れた点と言える。
薬学科の学生は，4 年次終了時までに薬学共用試験に合格しないと，5 年次以降の実務実
習を履修できない。薬学教育モデルコアカリキュラムのうちの知識に関わる大部分と，技
能に関わる部分の一部が，共用試験で出題されるため，薬学教育モデルコアカリキュラム
の実務実習以外の殆どの内容を，4 年次の 12 月までに学ばなければならず，薬学教育は 6
年制になったものの，4 年次までの過密なカリキュラムは一向に解消されていない。
一方，薬科学科の学生の専門性を高める観点からすると，3 年次まで薬科学科独自の科目
がないことは問題点と考えるべきかも知れない。
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学部・学科等の教育課程
必須：教育課程における基礎教育，倫理性を培う教育の位置づけ

〔現状の説明〕
本学部では，1 群科目と 2 群科目が基礎教育科目に相当する。1 群科目のうち，外国語系
（英語 4 科目）と自然科学系（物理学，物理実験，生物学，生物学実験）の計 8 科目が必
修となっており，他の 1 群科目のうち，人間形成の基礎科目（文化の領域，社会の領域，
健康の領域）
，教養演習科目，基礎教育科目（英語以外の外国語系，数理情報系）から 7 科
目を選択必修としている。2 群科目は「専門の基礎的知識・技術を形成する科目」であり，
「化学」
，
「基礎有機化学」
，
「代数学」
，
「統計学」
，
「無機化学」
，
「有機化学 1」
，
「情報リテラ
シー1（講義）
」
，
「情報リテラシー2（演習）
」の必修 8 科目がこれに当たる。特に，情報リ
テラシー教育に関しては，入学時に全学生にノート型パーソナルコンピュータを供与して，
1 年次後期に「情報リテラシー1（講義）
」と「情報リテラシー2（演習）
」を実施している。
基礎教育科目の単位数は，薬科学科の卒業要件 128 単位または薬学科の卒業要件 186 単位
のうち 30 単位を占める。
倫理観を培う教育としては，1 群科目のうち，生と死について深く考察する「人間科学総
合 A」
，医療倫理を中心課題に据えた「倫理学 A」または「倫理学 B」を選択必修化して，
医療人･医療関係者としての倫理観醸成を促している。さらに，2 年次には薬害被害者の声
を聞くなどの内容を有する「薬と仕事 2」
，ヒューマニズムと人間関係構築について学ぶ「ヒ
ューマンリレーション論」
，終末期医療について討議するとともに障害者体験も行う「社会
薬学実習」を通して，医療人としての倫理観をさらに高めるための工夫がなされている。3
年次の「薬と仕事 3」や「医療倫理学」
，4 年次の「医療心理学」などを通して継続的な倫
理観の向上に努め，5 年次以降の実務実習で医療現場を体験することにより，医療人として
の自覚を確固たるものにする。薬学科では，1 年次の早期体験科目である「薬と仕事１」
，5
年次の病院・薬局実習を含めると，倫理性を培う科目の単位数は，卒業要件 186 単位のう
ち 29 単位となる。一方，薬科学科では，1 年次の早期体験科目である「薬と仕事１」も含
めると，倫理性を培う科目の単位数は，卒業要件 128 単位のうち 8 単位である。これ以外
にも，選択科目として医療ボランティア実習や終末期医療論などの科目が用意されている。
〔点検・評価〕
1 年次に相模原キャンパスで他学部生と共に学ぶ１群科目（人間形成の基礎科目，教養演
習科目など）は，他学部学生との交流の場ともなっており，異なる視点から医療を見つめ
る力を養うという点からも，人間形成に役立っている。１群科目中の必修科目については，
一般教育部教員との話し合いの結果，学部が求める内容で授業が展開されるなど，良い結
果が出ているが，全学共通のカリキュラムなので，薬学部の学生として身につけてほしい
一般教養知識を内容とした科目の新設が必要な場合は，その実現が難しい面もある。
薬学 6 年制新カリキュラムの編成時に，基礎教育の充実と，医療人としての倫理観が醸
成されるよう科目の配置を考慮した。
「薬と仕事１」や「社会薬学実習」では少人数での討
議（small group discussion）を実施することで，学生には，異なる価値観を互いに認め合
い，それを出発点として新たな共通の価値観を生み出していくという前向きな思考態度が
養われるようになった。学生のアンケート結果でも，これら科目の講義・実習内容が高く
評価されている。
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入学時に全学生にノート型パーソナルコンピュータを供与し，1 年次後期に「情報リテラ
シー1（講義）」と「情報リテラシー2（演習）」を同日開講することで，高度なコンピュー
タ教育を行っている。この成果を踏まえて，2 年次にタンパク質のモデリングなどを体験す
る極めて高度な内容の「バイオインフォマティクス実習」が可能になった。
6 年制の薬学科では，薬剤師国家試験受験資格を与えるために，薬学教育コア・カリキュ
ラムの履修が必須というカリキュラム編成上の制約があり，2 年次以降のカリキュラムはか
なり過密となっている。4 年制の薬科学科でも 3 年次までのカリキュラムは薬学科と同一で
あることから，これ以上の一般教育科目を配置することは難しいのが実情である。
学部・学科等の教育課程
必須：
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的，
学問の体系性並びに学校教育法第 83 条との適合性

〔現状の説明〕
本学部のカリキュラムでは，3 群科目が薬学の専門性を高める授業科目に相当し，薬学の
幅広い多様性を反映した薬学教育モデルコアカリキュラムの内容を十分にカバーしている。
低学年では物理系，化学系及び生物系などの基礎教育に近い専門教育的授業科目から始ま
り，年次を追うごとに物質から生命科学，医療の分野へとシフトして行く。したがって，3
群科目には有機化学，生化学，生理学，解剖学などの基礎教育に近い科目から，衛生化学，
健康科学，薬物治療学，臨床薬学など，より専門性の高い科目へ段階的に学べるようにカ
リキュラムが組まれている。1〜3 年次の間は，薬学科及び薬科学科の学生は共通の専門教
育的授業科目を履修するが，4 年次以降は学科別に設定された専門教育的授業科目を履修す
る。なお，2〜3 年次に配当されている 14 種類の実習はすべて必修であり，両学科に共通
である。
6 年制の薬学科では，卒業要件である 186 単位のうち 156 単位が専門教育的授業科目で
ある。1〜3 年次は薬学科と共通のカリキュラムとなっているが，3 年次には「臨床生理学
１」，「臨床生理学２」，「臨床生化学」，「医療ボランティア実習」などの選択科目を履修す
ることによって薬剤師としての専門性を高めることが可能である。4 年次になると，より高
度な臨床系専門教育的授業科目が増え，
「調剤学」
，
「医薬品情報学１」
，
「医療心理学」
，
「医
療薬学１」，「医療薬学２」，「医薬品安全性学１」，「医薬品安全性学２」などの必修科目に
加えて，
「薬局管理学」
，
「臨床検査学」
，
「臨床試験総論」
，
「臨床病理学」
，
「看護学」
，
「臨床
栄養学」，
「リハビリテーション論」などの選択科目を履修することで，医療人としての専
門性を高めることができる。4 年次の「病院・薬局事前実習」
，5 年次の「病院・薬局実習」
，
6 年次の「チーム医療演習」等の科目を通して，薬剤師としての専門性にさらに磨きをかけ
る。また，5〜6 年次には卒業研究を行うと同時に，多数配当された選択の専門教育的授業
科目を履修することで，個々の学生の将来設計に合わせた学習が可能である。例えば，各
研究室が開講する先端講義を受講して，最先端の学術レベルに触れることや，
「専門薬剤師
論」
，
「東洋医学概説」などを履修して専門薬剤師や漢方・生薬領域の認定薬剤師を目指す
ことも可能である。
4 年制の薬科学科では，卒業要件 128 単位のうち，98 単位が専門教育的授業科目である。
1〜3 年次には薬学科と共通のカリキュラムを履修するが，3 年次には「分子の立体構造と
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生命」，「医薬品構造学」，「文献講読ゼミ」などの選択科目が開講されており，専門性を高
めることが可能である。また，4 年次には殆どの科目が選択科目になっており，卒業研究に
専念できる体制が整えられている。4 年次に薬科学科の専門性を高める選択科目として，
「バ
イオテクノロジー創薬論」，「感染制御学」，「ゲノム医学」，「創薬化学」などが開講されて
いる。
〔点検・評価〕
薬学科では，卒業要件である 186 単位のうち 156 単位が専門教育的授業科目であり，薬
剤師として業務に従事するための十分な専門教育が行われる。特に，
「病院・薬局事前実習」
，
「病院・薬局実習」
，
「チーム医療演習」に加え，5〜6 年次に配当されている多彩な選択科
目を履修することによって，専門性の高い薬剤師教育を受けることが可能となっている。
薬学科において，薬剤師養成のための充実した講義・実習に加えて，専門薬剤師を指向し
た教育が行われることは大きな長所である。長期の「病院・薬局実習」のうち，病院実習
は本学の附属病院で，薬学部の専任教員が薬剤部長の職にある環境下で実施されることも
特筆すべき特長となっている。しかしながら，薬局実習では学外の薬局を利用せざるを得
ず，実際の教育内容や教育に対する責任を明確化しにくいという問題点がある。
薬科学科では，卒業要件である 128 単位のうち 98 単位が専門教育的授業科目であり，専
門の学芸を教授するための十分な講義・実習が用意されている。特に，大学院への進学を
希望する学生にとっては，1 年間の卒業研究によって研究者の卵としての基礎を固めること
により，その後の大学院で本格的な研究を遂行することが可能になる。薬科学科の学生は
薬学共用試験や薬剤師国家試験を受験しないため，研究に専念することが可能であり，4 年
次に 1 年間の充実した卒業研究をできることは大きな利点である。ただ，1〜3 年次のカリ
キュラムは薬学科と共通であるため，薬科学科に特化した科目が少ないことが問題である。
学部・学科等の教育課程
必須：一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を
涵養」するための配慮の適切性

〔現状の説明〕
本学部では，1 群科目のうちの外国語系科目（英語 4 科目）と自然科学系科目（物理学，
物理実験，生物学，生物学実験）の計 8 科目が必修である。そのほか，人間形成の基礎科
目，教養演習科目，基礎教育科目（英語以外の外国語系，数理情報系）から 7 科目を選択
必修としている。
また，豊かな人間性を涵養するために，高学年にも多くの選択科目を配置している。薬
学科では 201.5 単位の選択科目，及び 7 単位の自由科目を，また薬科学科では 161.5 単位
の選択科目，7 単位の自由科目を設けており，学生の興味と進路に応じた科目選択を可能と
することで，豊かな人間性の涵養に努めている。
〔点検・評価〕
1 年次の間に，相模原キャンパスで他学部の 1 年生と一緒に学ぶ 1 群科目（人間形成の基
礎科目，教養演習科目など）は，他学部との学生間の交流の場ともなっており，異なる視
点からの考え方を理解する等の点で，豊かな人間形成に役立っている。
1 群科目のうちの必修科目については，一般教育部との話し合いの結果，本学部が求める
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授業内容で開講されるなどの良い結果が出ているが，全学共通カリキュラムであることか
ら，薬学部の学生として身につけさせたい一般教育的素養を内容とした科目を新たに希望
した場合，実現が難しい面もある。
薬学 6 年制新カリキュラムの策定時に教養教育を充実させ，医療人としての倫理観が醸
成されるように科目を配置した。
「薬と仕事 1」や「社会薬学実習」では少人数討議（small
group discussion）を実施することで，総合的な判断力が養われるよう配慮がなされている。
また，薬学科における｢チーム医療演習｣では，他の医療職種を目指す学生と模擬医療チー
ムを編成して少人数討議を行うため，異なる医療職のバックグラウンドに対する理解とと
もに，多様な価値観に対する認識を踏まえた総合的な判断力が培われている。
薬学科では，学生に薬剤師国家試験受験資格を与える必要があるため，専門教育的授業
科目数が多く，
また薬科学でも 3 年次までのカリキュラムは薬学科と同一であることから，
これ以上，教養科目を配置することは難しい。
学部・学科等の教育課程
必須：外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に
対応するための，外国語能力の育成」のための措置の適切性

〔現状の説明〕
薬学部カリキュラム系統表で示すとおり 1 年次 1 群科目「英語Ａ」
，
「英語Ｂ」
，2 年次 2
群科目「英語 C1」
，
「英語 C2」
，3 年次 3 群科目の「薬学英語 1」
，
「薬学英語 2」
，3 年次以
上に開講される文献講読ゼミなどを継続して学ぶことで，4 年次（薬科学科）または 5 年次
以降（薬学科）に特別実習配属教室で行われる原書講読，英文レポート作成などの能力が
培われるよう配慮している。
1 群科目の「英語Ａ」は日本人教員による文法，講読を中心とした総合英語力の養成を目
指した授業であり，また，実際に役立つ英語によるコミュニケーション能力の向上に重点
をおいた「英語Ｂ」では，ネイティブスピーカー（外国人教員）又は日本人教員による授
業のいずれかを選択できるようになっている。3 年次の「薬学英語 1」では英語の科学論文
を読む能力を身につけることを目的とし，
「薬学英語 2」では薬剤師として医療現場で役立
つ英会話の習得を目的としている。また，各研究室で実施される「文献講読ゼミ」では，
各専門分野の英語論文を読解する能力の習得を目指している。
〔点検・評価〕
英語の科学論文を読解する能力は以前の学生に比べて確実に向上しており，その成果は
大学院入学試験における試験結果から明らかである。ただ，学生の英会話能力や英文レポ
ート作成能力は満足できるレベルとは言い難く，医療現場における英会話能力はほとんど
身に付いていない。
学部・学科等の教育課程
必須：教育課程の開設授業科目，卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外
国語科目等の量的配分とその適切性，妥当性

〔現状の説明〕
薬学科では，卒業要件である 186 単位のうち 156 単位が専門教育的授業科目であり，30
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単位が一般教養的授業科目である。このうち，外国語科目は必修が 6 単位であり，科目選
択の仕方によっては 12 単位まで履修が可能である。
薬科学科では，卒業要件である 128 単位のうち 98 単位が専門教育的授業科目，30 単位
が一般教養的授業科目である。このうち，外国語科目は必修が 6 単位であり，科目の選択
の仕方によっては 10 単位まで履修可能である。
〔点検・評価〕
薬学科では，卒業要件のうち一般教養的授業科目の占める割合は約 1/6 であり，決して高
率とは言えないが，薬剤師養成のために提示されている薬学教育モデルコアカリキュラム
の教育内容を満たすためには，専門科目の充実を図らざるを得ないというのが現実である。
ただし，専門科目の中にも薬剤師としての倫理観を醸成する科目が多いことは評価できる。
外国語科目は 6 単位が必修であり，英語論文を読解する能力の修得にはかなりの成果を挙
げているが，現在のカリキュラムでは，医療現場における英会話能力の修得はほとんど不
可能である。
薬科学科では，卒業要件のうち一般教養的授業科目が 1/4 を占め，この中には倫理観を養
う科目も多いことから，充実した一般教養教育がなされていると評価できる。そのうち，
外国語科目は 6〜10 単位であり，英語論文を読解する能力はかなりの程度に身に付けるこ
とができる。
薬学科の目標である「高度化した医療現場で活躍できる薬剤師の養成」
，薬科学科の目標
である｢薬学関連分野の研究者や教育者など，薬学またはその周辺領域で活躍できる人材の
養成｣を達成するために，十分な専門科目が配置されているが，外国語科目の割合が必ずし
も多いとは言えないことが問題点として挙げられる。特に，英会話や英文レポート作成に
必要な知識・技能はほとんど教授できていない。必修科目数が多いことに，その原因の一
端があると考えられるが，学部教育の中でそのような英語力を付けさせるということを目
指すこと自体に無理があるのかも知れない。
学部・学科等の教育課程
必須：基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況

〔現状の説明〕
相模原キャンパスでは，一般教育部の充実した教授陣によって，すべての学部の 1 年次
学生を対象に充実した一般教育科目が展開されている。薬学部の教育においても，一般教
育部の専任教員が 1 群科目の講義・実験を担当している。また，基礎教育科目のうち，2 群
科目は薬学部の専任教員が講義・演習を担当している。
一般教育部には一般教育連合教授会があり，全学部の教授が構成員として出席し，一般
教育部の運営に関する審議を行っている。薬学部では，教育委員会が薬学部のカリキュラ
ムの点検・評価・改善策の提案等を行っている。また，薬学部の教育委員会メンバーが一
般教育連合教授会の構成員となっており，さらに薬学部教員と一般教育部教員が教育に関
して密接に連絡を取る機会となっている。
〔点検・評価〕
一般教育部の教員が，専門家として基礎・教養教育を行っているので，高い教育レベル
が維持されている。また，その分，薬学部の教員が薬学の専門教育に専念できるため，レ
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ベルの高い薬学専門教育が可能となっている。また，薬学部の教育委員会メンバーが一般
教育連合教授会の構成員となっているため，常に薬学部からのカリキュラム改訂の提案が
できる体制にある。逆に，薬学部 1 年生の理解度を把握している一般教育部の教員から，
選択科目の見直しなどの提案もあり，薬学部と一般教育部との間の意思の疎通が十分に取
れていることは大きな長所である。
学部・学科等の教育課程
必須：カリキュラム編成における，必修・選択の量的配分の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
薬学科では 148 単位の必須科目，201.5 単位の選択科目，及び 7 単位の自由科目が設け
られているが，必修科目 148 単位及び選択科目 38 単位の合計 186 単位が卒業要件単位数と
なっている。薬科学科では 102 単位の必修科目，161.5 単位の選択科目，7 単位の自由科目
が設けているが，
必修科目 102 単位及び選択科目 26 単位の合計 128 単位が卒業単位数とな
っている。
薬学科，薬科学科ともに，基礎教育科目･実習では，28 単位の必修科目，116 単位の選択
科目及び 7 単位の自由科目が設けられている。また，両学科に共通の専門科目･実習では，
58 単位の必修科目及び 14 単位の選択科目が設けられている。
薬学科に特有の専門科目･実習として，62 単位の必修科目，61.5 単位の選択科目が設け
られている。一方，薬科学科に特有の専門科目･実習として，16 単位の必修科目，33.5 単
位の選択科目が設けられている。
幅広い視野と豊かな人間性の涵養をめざす 1 群科目では選択科目の比率が高くなってお
り，したがって，1 年次に科目選択の自由度が高い。2 年次は全てが必修科目である。3〜4
年次には，必修科目数の半数程度の選択科目が用意されている。5〜6 年次では，殆どが選
択科目であり，学生の将来設計に合わせた科目選択の自由度が著しく高くなっている。
〔点検・評価〕
2 年次は全てが必修科目であるが，この学年で薬学の専門科目の導入が始まることを考え
ると，止むを得ないと考える。3 年次から，
「文献講読ゼミ」や創薬に関する選択科目が始
まることは，薬科学科の学生の専門性を高めるために有用である。一方，3 年次から「医療
ボランティア実習」や「リハビリテーション論」などの医療系の選択科目が始まり，5〜6
年次に医療に関する多くの選択科目が配置されていることは，薬学科の学生の専門性を高
めるために有用である。
卒業要件における選択科目の単位数は，薬学科で 186 単位中 38 単位，薬科学科で 128
単位中 26 単位であり，その割合が小さいことは問題点とも考えられるが，選択科目として
は非常に数多くの多彩な科目を用意してあるので，個々の学生の要求を充分に満たせる内
容である。
カリキュラムにおける高・大の接続
必須：学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況

〔現状の説明〕
「１．大学全体」で述べた導入教育に加え，数学と物理では本学部独自の能力別クラス
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編成を実施している。
〔点検・評価〕
本学部の一般選抜入学試験の受験に必須の理系科目は化学であるため，高校で物理や生
物を履修せずに入学する学生が多数みられる。特に，物理が苦手な学生がおり，毎年 10 名
程度の学生が物理学要習を受講している。また，数学の能力は学生間の開きが非常に大き
いため，能力別クラス編成をすることで，数学の苦手な学生も学習意欲を失うことなく履
修が可能な適切なシステムとなっている。また，平成 20（2008）年度から試験的に，物理
学でも能力別クラス編成を実施しているが，学生には好評である。
カリキュラムと国家試験
必須：国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における，カリキュラム編成の適切性

〔現状の説明〕
薬剤師国家試験受験資格を得ることができる 6 年制の薬学科では，1 年次には主に教養科
目を，1〜2 年次には薬学の基礎科目を，そして 3 年次以降に薬学の専門科目を配当してい
る。さらに，4 年次には実務実習事前学習，5 年次には実務実習と各種選択科目を配当し，
6 年次前期にはチーム医療演習などのより高度な専門科目を履修し，6 年次後期には「薬学
総合演習」を履修する。この「薬学総合演習」では，6 年間の薬剤師教育の総まとめとして，
全ての分野から出題される試験を複数回受験する。この科目に合格することで，薬剤師と
しての充分な知識を有しているとみなされる。
また，大学教育のレベルを維持しつつ，高い合格率を確保することを目標として，本学
部では学習をサポートするシステムとして，学習支援部門を設置している。
薬学部の教育課程においては，一部の一般教養以外の科目は，すべて薬剤師国家試験に
出題される内容を含んでいるため，薬剤師国家試験出題基準と各科目の対照表を作成し，
科目間の講義内容の連携を図るとともに，学生にも，今受講している科目の内容が他の科
目とどのように関連し，国家試験の出題基準とどのような関係にあるのかを意識して学習
できるように工夫している。
カリキュラムも，科目の系統ごとに各学年の流れを意識して編成するとともに，系統間
の履修内容の相同・相違を理解しながら学習できるように工夫がなされている。特に，高
学年に専門科目を多く配置することで，国家試験対策を実施しやすくしている。最終学年
には，基本的に専門的内容の科目は前期までとし，後期には薬学総合演習を配置し，全科
目の担当教員が国家試験内容に即したテーマで演習講義を実施する。演習日程も基本的に
は科目系統ごとに設定され，学生の総合的思考力の醸成を目標としている。当該演習は単
位数も大きいため，試験を 2 回に分けて実施し，試験後は各 1 日を割いて解説講義を行う
ことにより，学生の理解を促している。
さらに，学部が実施する国家試験対策プログラムとして以下のものがある。
1）国家試験対策講習会
本学部教員が教材を作成し，9 日間，1 日 5 コマにわたって講習を行っている。
2）国家試験対策模擬試験の実施及び解説講義の導入
本学教員による対策講習等の成果を客観的に評価するために，予備校による模擬試
験を対策講習期間中に 2 回実施している。
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過去 5 年の国家試験受験・合格率等の状況を以下に示す。
（

）内は全国平均

＜薬剤師国家試験＞
試験回

実施年

新卒合格率％

新卒得点率

合格者数/3 年次員数％

第 88 回 Ｈ15

93.95（88.52）

75.99（72.55）

第 89 回 Ｈ16

92.74（86.42）

74.94（71.63）

92.13〔私立系 1 位〕

第 90 回 Ｈ17

97.34（93.29）

78.86（75.76）

94.12〔私立系 2 位〕

第 91 回 Ｈ18

91.16（85.16）

74.90（72.12）

88.74〔私立系 2 位〕

第 92 回 Ｈ19

91.70（85.60）

75.48（72.12）

89.34〔私立系 2 位〕

＜臨床検査技師国家試験＞
試験回

実施年 新卒受験者数

新卒合格数[合格率％]

第 49 回 Ｈ15

24

3 [12.5]

第 50 回 Ｈ16

25

11 [44.0]

第 51 回 Ｈ17

29

10 [34.5]

第 52 回 Ｈ18

25

6 [24.0]

第 53 回 Ｈ19

25

15 [60.0]

〔点検・評価〕
学習支援部門の設置をはじめとする取り組みは，この 10 年の経過である程度の達成をみ
た。特に最近 5 年における 4 年次進級率の上昇，4 年次留年率の低下，及び高い国家試験合
格率の維持は，すべて教育効果の向上を意味するものと捉えることができる。
私立薬科大学・薬学部の社会的評価の大きな指標が国家試験合格率にあることは事実で
あり，優秀な志願者（ひいては優秀な学生）確保のためにも高い合格水準を維持しなけれ
ばならない。しかし，合格率を高めるためなら，何をやっても良いということにはならな
いのは勿論であり，学生個々人の実力を可及的に引き上げていく地道な努力こそが必要で
あることは論を俟たない。こうした基本方針と各教員の協力のもとに上記の成果が得られ，
学部としての社会的信用も向上した点は高く評価できる。学士入学者や社会人入学者の多
くがこうした点に期待を抱いて本学に入学している事実が，そのことを如実に証明してい
る。
本学部としては，引き続き学生が規定の修業年限以内に卒業すること，そして国家試験
の新卒合格率が 90％以上を確保できるような指導を継続するとともに，広範な背景を有す
る学生にきめ細かく対応できる指導体制を整備する必要がある。
医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習
必須：医・歯・薬学系のカリキュラムにおける，臨床実習の位置づけとその適切性

〔現状の説明〕
本学部では，国内の他の薬科大学・薬学部に先駆けて，30 年以上も前から，臨床を重視
した薬学教育を行ってきた。その目指すところは，適切な薬の使用法を患者に分かりやす
く説明でき，医師を始めとする他の医療チームスタッフヘの協力・助言を通じて，より質
の高い医療を提供する薬物治療のスペシャリストの育成である。
学部の教員が病院薬局での業務も担当する「医療の現場と一体となった教育体制」をめ
ざし，平成 7（1995）年に「臨床薬学研究センター」を開設した。そして，平成 11（1999）
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年にはそのセンターの多くの部門が，薬学部と同じ白金キャンパスにある北里研究所病院
内に移設された。センターの「臨床薬学部門」
，
「TDM（Therapeutic Drug Monitoring；
治療薬物モニタリング）部門」
，
「医薬品情報部門」等に所属する教員は，その専門性を活
かして病院の実務にも携わり，医療の現場における課題，薬剤師に必要な職能などを踏ま
えつつ，最先端の薬学教育を行っている。また，平成 19（2007）年度には，臨床薬学研究
センターによる教育研究をより効率化するため，大講座制を敷くなどの組織の見直しを行
い，北里大学病院，北里大学東病院，北里研究所病院，及び北里研究所メディカルセンタ
ー病院の大学附属 4 病院の薬剤部長・薬剤科長が薬学部薬物治療学大講座に所属する専任
教員として学部での授業，実習などを担当するとともに，各病院の薬剤師もより深く教育
に関わるようになった。
4 つの附属病院を持つ本学の充実した教育環境を存分に活かすことにより，本学部では独
自の医療現場体験プログラムを組んでいる。まず 1 年次には，臨床薬学系の科目である「薬
と仕事 1」
（早期体験実習）で病院，開局薬局などの臨床の場を体験させ，病院全体の仕組
み，薬剤師の果たしている役割などを実感させている。そして，2 年次以降も附属 4 病院と
密接に連携しながら，学生が臨床の場にふれる機会（
「薬と仕事 3」等）を設けている。そ
して，薬学科 4 年次には，病院・薬局実習前の「事前実習」を行うが，この実習では，薬
学部及び付属北里研究所病院の臨場感あふれる施設を用いることにより，それまでに学ん
だ薬学の知識を基盤として，薬剤師の業務を擬似体験することができる。具体的には，医
薬品情報，TDM，製剤，調剤などの病院薬剤師の現場の業務内容を病院内施設で実習する
とともに，モデルファーマシーでは，ボランティアの SP（Simulated Patient=模擬患者）
を通じて患者接遇や服薬指導など，薬剤師としての態度の在り方も擬似体験する。このよ
うな経験を通じて，薬剤師に必要な知識・技能に加えて，コミュニケーション能力などを
磨く。そして，これらの事前実習を通じて得た経験をもとにして，5 年次，6 年次には実際
の医療機関において，5 ヵ月間の「病院実習・保険薬局実習」を行う。このうち，2.5 ケ月
間の病院実習は大学附属病院の北里大学病院，北里大学東病院，北里研究所病院，北里研
究所メディカルセンター病院のいずれかで実施し，さらに 2.5 ケ月間の保険薬局実習を学外
の保険薬局で行う。加えて，6 年次には医学部，看護学部，医療衛生学部等の学生と共に，
与えられた医療課題に関するスモールグループ・ディスカッションを行うことを通じて，
現代医療に欠くことのできないチーム医療について幅広く学ぶ演習形式の必修科目，
「チー
ム医療演習」が配当されている。
〔点検・評価〕
本学部の臨床薬学教育の特長は，基礎・臨床の教員と医療の現場とが一体となって学生
教育にあたっている点にある。高い実務能力を持った薬剤師を養成するために，全ての薬
学科学生の病院実習を 4 つの大学附属病院で賄えるという点は，他の多くの薬学部では見
ることのできない本学部の特色として高く評価できる。今後は，学外の保険薬局との連携
を深め，さらに「薬局実習」の充実を図っていく必要がある。
インターンシップ，ボランティア
任意：インターンシップを導入している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性
任意：ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性
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〔現状の説明〕
医療人としての倫理観をもち，かつ責任感のある薬剤師となるために，必要な基本的知
識と技能，ならびに医療の担い手としてふさわしい態度を学ばせるべく，病院実習Ⅰ（必
修科目・1 単位）
，病院実習Ⅱ（選択科目・1 単位）
，病院実習Ⅲ（選択科目・2 単位）
，保険
薬局実習（選択科目・1 単位）を配当している。
過去 5 年間の履修者人数は次のとおりである。
病院実習Ⅰ
304 名
266 名
297 名
267 名
294 名

平成 15（2003）年度
平成 16（2004）年度
平成 17（2005）年度
平成 18（2006）年度
平成 19（2007）年度

病院実習Ⅱ
96 名
34 名
25 名
37 名
29 名

病院実習Ⅲ
52 名
60 名
35 名
49 名
43 名

保険薬局実習
159 名
199 名
231 名
206 名
242 名

また，豊かな人間性と倫理観を持った医療人を育成するために，3 年次前後期，4 年次前
後期，5 年次前後期，及び 6 年次前期のカリキュラムの中に，医療現場及び福祉現場におけ
る医療ボランティア実習を組み入れている。北里研究所病院を始めとして，白金キャンパ
ス及び相模原キャンパス周辺の特別養護老人ホームや身体障害者療護施設などで 1 週間程
度のボランティア活動を行い，医療人として求められる倫理観，態度を身につけさせる。
一方，医療機関におけるボランティア活動を行うための意識を明確化させる目的で， 2 年
次の社会薬学実習において，
「四肢及び視聴覚障害体験と介助体験」と「初期救命救急手技
の考え方と実技」を導入し，3 年次以降に行う実際のボランティア活動に向けた準備教育と
している。
〔点検・評価〕
病院実習では，薬物療法の専門家としてチーム医療に参加できるようになるために，調
剤・医薬品管理・製剤・医薬品情報・病棟業務などの薬剤師業務に関する基本的な知識・
技能及び態度を学ばせている。また，保険薬局実習では，薬局アイテムと管理，薬剤師の
心構え，情報の入手と加工，情報の提供，保険調剤業務の全体の流れ，患者・顧客との接
遇などを学ばせている。学生は，これら病院・薬局実習を通じて得た薬剤師としての就業
体験に基づき，自己の適性や能力について熟考することができ，薬剤師を目指す修学意識
を高めることができる。医療ボランティア実習については，6 年制カリキュラムにおける当
該科目が未だ開始されていないため，成果について評価できる段階にない。
授業形態と単位の関係
必須：各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥当
性

〔現状の説明〕
45 時間の学修を必要とする内容をもって 1 単位の授業科目としており，本学部の単位計
算方法は次の通りである。
講義・演習 1 単位当たり 15 時間
実習

1 単位当たり 30 時間

本学部では，講義ならびに演習科目については，1 時限 75 分の授業を半期 12 回以上実
施することで１単位を付与している。カレンダーの関係で，ほとんどの科目で試験を含め
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ずに 12 回の講義を実施しているのが現状である。講義・演習では予習，復習，宿題，レポ
ート課題を課しており，45 時間の学習が必要となる内容である。また，実習は毎週月曜か
ら木曜までの午後，１日当たり 2.5 時間以上，3 週 12 日で 1 単位を付与している。どの実
習もレポート課題が宿題となり，45 時間の学習が必要となる内容である。
病院・薬局実習では，病院，薬局とも各 10 週間（50 日）
，350 時間で 10 単位を付与し，
病院と薬局を合わせて合計 20 単位を付与している。一方，病院・薬局事前実習では，150
時間で 2 単位を付与している。
〔点検・評価〕
講義・演習科目，実習科目とも，例外なく上記の基準に従って単位を計算しており，1 単
位当たりの時間数が厳密に決まっていることは，単位認定を行う上で適切である。
各年度の初めに講義，実習，演習の日程を作成して，教職員と学生に配付している。教
員の学会参加や突発的なできごとで休講になった場合は，他の講義科目との入れ替え，予
備日を使った補講などを実施して，必ず 12 回以上の講義回数を確保している。実習に関し
ても必ず予備日を設定しており，不測の事態にも対応できる時間を確保している。また，
急病などで実習を休んだ学生に対しても，追実習を実施した後に単位認定を行っている。
実習科目が不合格になると留年となるため，夏休みや冬休み期間中に追実習を実施するこ
ともある。
実習時間数が多いにもかかわらず認定単位数が少ない科目もある。例えば，上記の病院・
薬局事前実習では，4 単位以上に相当する時間の実習を行っても，認定単位は 2 単位となっ
ている。
資格単位互換・単位認定等
必須：国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性
（大学設置基準第 28 条 2 項，
第 29 条）

〔現状の説明〕
平成 11（1999）年 4 月からスタートした『首都圏西部大学単位互換協定』に基づき，他
大学から提供される単位互換科目を履修できるようになった。
この単位互換制度を利用して，本学部 1 年生が他大学から提供される単位互換科目を受
講し，単位取得した場合には，本学部では薬学４群科目（単位互換協定に基づく単位互換
科目）として扱い，自由科目として認定する。したがって，卒業要件単位には含まれない。
これまで，本学部学生の他大学での受講者は皆無である。
一方，本学部の開講科目として，1 年次の薬学概論，薬用植物学の 2 科目を単位互換科目
として提供しており，毎年，他大学から数名がこれら 2 科目を受講している。
社会人特別選抜入試合格者や編入学試験合格者に対しては，本学入学前に在籍していた
大学での修得単位のうち，最大 60 単位までを認定している。単位認定に当たっては，他大
学のシラバス及び（必要に応じて）教科書を学生に提出させるとともにインタビューを行
い，本学における講義内容に相当することを確認している。
〔点検・評価〕
2 年次以上の学生が白金キャンパスで学ぶ本学部としては，学生が『首都圏西部』の他大
学で学べるチャンスは 1 年次のみであり，本学部の立地もあることから，この制度は今後
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もあまり活用されないことが予想される。カリキュラムに余裕がない本学部の学生にこの
協定を利用して他大学の講義を受講させることは，卒業要件単位として認めたとしても，
かなりの困難が伴うと思われる。
社会人特別選抜入試合格者や編入学試験合格者に対する単位認定については長年実施し
ているが，入学後の学生の勉学に特段の支障は認められない。社会人特別選抜入試合格者
や編入学試験合格者に対する単位認定をすることで，当該学生の自由時間が増しアルバイ
ト等が可能になるなど，勉学の継続を促進する効果が見られる。
開設授業科目における専・兼比率等
必須：全授業科目中，専任教員が担当する授業科目とその割合
必須：兼任教員等の教育課程への関与の状況

〔現状の説明〕
教養科目である 1 群科目では，専任教員が担当する科目の割合は 54.6％であり，専門科
目である 2・3 群科目では専任教員が担当する科目の割合は 95.5％である。ただし，これら
は薬学科，薬科学科ともに 2 年次までのカリキュラムにおける数値である。1 群科目につい
ては今後大きな変更はないと予想されるが，2・3 群科目については学年進行とともに大き
く変わることとなる。特に，5 年次の病院・薬局実習では，病院や保険薬局の薬剤師が兼任
教員として実習指導にあたることになっており，また 5〜6 年次に開講予定の多くの選択科
目においても，学外の兼任教員が講義を担当する予定である。ただし，学外の兼任教員が
講義・実習を担当しても，学内の専任教員が科目責任者となるため，責任ある教育・成績
評価体制という意味では問題ない。
〔点検・評価〕
2・3 群科目に比べて，専任教員が担当する 1 群科目の割合が低いが，幅広い教養教育を
行うためには，幅広い領域をカバーする教員が必要であることから，兼任教員の担当が増
えることは必ずしも問題ではないと考えている。1〜2 年次の専門科目（2・3 群科目）は，
全て必修の薬学への導入科目であり，それらの重要な科目のほとんどを専任教員が担当し
ていることは長所と言える。
学年進行とともに専門科目が大幅に増え，5〜6 年次には医療系の科目を中心に幅広い選
択科目が用意されているが，ここでも幅広い分野をカバーする教員が必要となるため，む
しろ積極的にその分野の専門家を兼任教員として登用する方針で臨む予定である。
教養科目（1 群科目）の場合は，シラバスの作成から，試験問題の作成，成績評価まで，
全て当該科目を担当する（兼任）教員が行うが，専門科目（2・3 群科目）の場合は，本学
部の専任教員が科目責任者となり，科目責任者が作成したシラバスに沿って科目担当者で
ある兼任教員が講義・実習を担当する。したがって，教育上の全ての責任は科目責任者で
ある専任教員にあるという体制で教育が行われており，教育の質の担保という点で優れた
システムと捉えている。
社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
任意：社会人学生，外国人留学生，帰国生徒に対する教育課程編成上，教育指導上の配慮

〔現状の説明〕
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1）外国人留学生
在籍していない。
2）帰国学生
在籍していない。
3）編入学生
学士入学者（2 年次編入） 2 年生 2 名，3 年生 0 名 ，4 年生 5 名
4）社会人学生
社会人入学者

1 年生 1 名，2 年生 3 名，3 年生 3 名 ，4 年生 5 名

学士入学者及び社会人入学者については，60 単位を超えない範囲で既修得単位の認定を
している。学士入学者及び社会人入学者に対しては，学年主任やチューターによる面接に
加えて，学生指導担当運営委員も面接を行っており，各学生の学生生活への適応状況や学
部に対する要望の把握に努めている。
以前は帰国生徒を対象とした入学試験を行い，毎年数名の帰国生徒を受け入れていたが，
入学後に成績不振に陥って退学する学生が多いなどの理由から，平成 13（2001）年度入試
を最後に，帰国生徒を対象とした特別選抜入学試験は実施していない。
〔点検・評価〕
学士編入学者及び社会人入学者は，薬剤師国家試験受験資格を得るという明確な目的意
識をもって入学してくるため，勉学に対しては真面目に取り組んでいる。学士入学者の中
には，卒業後に本学の大学院に進学し，現在，本学の教員として活躍している者もいる。
多様な学生が共に学ぶ環境が提供されているのは利点であるが，多くの学士編入学者また
は社会人入学者は，薬学という科学に対する深い探究心は持たず，ともすれば国家試験の
受験勉強とアルバイトのみに専念してしまい，他の若い学生に対して必ずしも良い影響を
与えていないという点が問題視されるようになった。
また，学士及び社会人入学試験の導入初期には，文科系の出身者が多く入学後に成績不
振に陥る学生も見られたが，学士及び社会人入学試験の入試科目に数学を取り入れたとこ
ろ，文科系出身の受験者が減り，現在では合格者は殆どが理科系出身者となった。そのた
め，まれに成績不振に陥る学生も見受けられるが，学年主任，チューター，学生指導担当
運営委員による指導を行うことで，全員が挫折することなく卒業するようになった。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 教養科目の教育内容については，定期的に打合せの時間を設ける，テレビ会議システ
ムを利用するなど，一般教育部の教員との連携をさらに進める。また，相模原キャン
パスには薬用植物園や病院薬剤部に薬学部の専任教員がいるので，今後はこれら教員
の更なる活用を検討する。
2 社会情勢の変化に合わせて，薬学科 5〜6 年次の選択科目の内容を適宜見直す。
3 薬科学科独自の科目を増やすなど，薬科学科の専門性をより一層高める方策について
検討する。
4 臨床薬学教育（特に，実務実習）の充実のために，大学附属病院薬剤部における薬学
教員の増員や，科目間連携等による薬学部内の基礎系教員と臨床系教員とのより緊密
な協力体制の構築等により，病院薬剤部教職員との連携をさらに深める。
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5 長期「病院実習・保険薬局実習」の教育内容は薬学教育モデルコアカリキュラムの内
容に沿って組み立てることとするが，附属病院及び学外の保険薬局における実習の成
果をフィードバックする形で，常により良い実務実習の実現に向けて改善・改革の具
体的方策を検討する。
6 外国語能力の向上のため，希望者向けの英会話教室の開講，短期の海外留学，英文レ
ポート作成に関する講義の開講などの可能性を検討する。
7 今後，学力の低い学生が入学してくることが予想されるので，数学，物理学以外の科
目に対しても，導入教育の整備・充実を図る。
8 他大学との間の単位互換・単位認定については，他のカリキュラムへの影響もあるの
で慎重な検討が必要であるが，充実させる方向でその可能性を検討する。
9 社会人特別選抜入試合格者や編入学試験合格者に対する単位認定は，今後も現在の方
針を継続して実施する。
10 6 年制カリキュラムの進行に伴い，専門科目が大幅に増える，薬学科と薬科学科のそ
れぞれに特化した科目が開講される，薬学科 5 年次の薬局実習には学外の薬剤師が教
育・評価を担当するなどの事態が生じるが，今後も，科目責任者である専任教員と，
講義・実習を担当する兼任教員との間に十分な意思の疎通を図り，学部として責任の
とれる教育・成績評価体制を構築していく。
11 教育のグローバル化を踏まえ，留学生受入れに必要な条件の検討を開始するとともに，
そこで浮上してきた問題点の可及的速やかな解決を図ることで，積極的な留学生の受
入れに結びつける。
12 社会に開かれた学部を目指すという観点から，継続して積極的な編入学者及び社会人
入学者受入れの方針を堅持するが，今後も学業成績の動向に十分な配慮を払い，編入
学者及び社会人入学者が成績不振に陥らないように最善の努力を継続する。
13 他大学や社会における編入学者及び社会人入学者の経験が，他の若い学生達に良い影
響を及ぼすことができるような教育環境の創出に努める。
②教育方法等
〔到達目標〕
1 試験における高い透明性の維持と，厳格な成績評価の実施。
（昭和 39（1964）年度，
本学部開設時。）
2 客観的な卒業試験の実施と，厳格な卒業判定の実施。
（昭和 39（1964）年度，本学部
開設時。）
3 卒業生へのアンケートに基づいた教育内容の評価と改善。
4 高い就職率の維持。
5 複数教員による実習態度の評価と，学生への告知による形成的評価。
（平成 17（2005）
年 12 月教授会）
6 オリエンテーション，チューター制度，オフィスアワー制度，学習支援部門等を活用
した，きめ細かい履修指導。
7 学生相談室を通した精神的ケアの実践。
（昭和 63（1988）年 4 月，学生相談室開設時。）
8 学生による授業評価に基づく授業改善。
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9 各科目の到達目標，授業内容，成績評価基準などの公開。
（平成 13（2001）年 11 月教
授会）
10 各種器材を利用した，視聴覚に訴える授業の推進。
（平成 12（2000）年 7 月教授会）
教育効果の測定
必須：教育上の効果を測定するための方法の有効性

〔現状の説明〕
教育効果の測定は容易ではないが，知識の修得に関しては，多くの科目で試験やレポー
トで，また科目によっては小テスト等で，学生の到達度を把握している。
卒業時には演習総合試験を実施することで，学生が薬剤師に必要な知識を修得している
かどうかが評価され，各専門科目の教育上の効果が測定されている。
旧 4 年制カリキュラム 4 年次に実施されている「薬学・製薬学総合演習」については，
薬剤師教育の総復習としての有効性などについて，卒業直後の学生にアンケートを取るこ
とにより，教育効果の測定に努めている。さらに，薬剤師国家試験の正答率に基づき，各
科目の教育効果を把握している。
一方，実習科目においては試験やレポートだけでなく，講義の受講態度や少人数討議へ
の参加の積極性などの実習態度も評価項目として取り入れ，学生の知識・技能・態度を総
合的に評価している。また，実習最終時点における包括的評価のみならず，形成的評価を
組み合わせるよう努めている。
〔点検・評価〕
各科目担当者が，授業評価の結果に基づいて工夫・改善を行い，授業に反映させている
点は評価できる。また，総合演習試験や薬剤師国家試験からも教育効果を測定している点
も妥当である。
学習効果の評価を続ける一方で，教員相互による peer review を取り入れるべきであろ
う。また，態度や倫理観の醸成については，個々の科目で教育効果を測定することは不可
能であるため，科目間の連携を図ることで，形成的な評価に努める必要がある。
6 年制教育においては，4 年次終了時に共用試験が実施されるが，その結果も，知識及び
技能の面での教育効果を反映すると考えられるので，そのデータも教育改善のために，積
極的に活用するよう努めるべきであろう。
教育効果の測定
必須：卒業生の進路状況

〔現状の説明〕
薬学部における就職指導体制は，各学年主任等によって構成される薬学部就職委員会を
中心に 4 年次学生が配属される研究室の教員，事務室学生課，全学就職センターが緊密に
連携しながら学生への指導に当たるという状態になっている。
平成 20（2008）年 3 月の卒業生の就職率は 100％である。ここ数年の就職率は 90％後半
を維持しており，卒業時に未定の者も薬剤師国家試験合格後に殆どが職を得ている。
〔点検・評価〕
就職指導は，就職委員会，事務室学生課を中心に行われているが，4 年次の配属教室への
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配属後は，各教室における指導にまかせている面が大きく，学生の就職希望の情報を総合
的に把握するシステムの構築が必要である。
医薬分業の推進など，国の施策や社会の変化を反映して，調剤薬局・ドラッグストアの
求人が増加しているため，就職希望者数をはるかに上回る求人数があるが，最近は病院薬
剤師の求人が伸び悩んでおり，病院への就職を希望する学生が思うように就職できないと
いう状況にある。全体的には就職活動時期が年々早まってきているものの，病院薬剤師の
採用は欠員補充が中心となっていることから，職員募集の時期が年々遅くなってきている
という問題があり，調剤薬局か病院薬剤師かを決めかねている学生に対する就職指導が難
しくなっている。
薬局や病院薬剤部，ドラッグストアなどとは異なる多様な方面への就職（例えば公務員，
製薬企業，化学企業など）についてもより多くの情報を提供することで，適切な指導をす
る必要がある。今後も，学生本人に適した就職先の斡旋に努めるといった「質」重視の就
職指導方針を堅持する。
成績評価法
必須：厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法，成績評価基準の適切性

〔現状の説明〕
各教科の成績評価は，受講態度，レポート課題の提出状況，小テスト，期末定期テスト
等によって行われており，さまざまな角度から形成的・包括的評価が行われている。定期
テストの結果が基準点に達しなかった場合には，再試験が行われ，その結果に基づいて最
終的な評価が決まる。
成績の評価は A（80 点以上）
，B（70 点以上）
，C（60 点以上）
，D(60 点未満)であり，A
〜C 評価は合格，D 評価は不合格である。
試験の実施については，事務室教務課が日程調整をし，試験の日時・場所・試験監督者
（原則として教員）を確保する。試験問題の印刷時には，一般の教職員や学生・院生が印
刷室へ出入りしないようにするなど，試験問題の機密保持に努めている。複数の教員が関
わる試験では，各教員の採点結果を事務室教務課が取りまとめることもあるが，その際も
厳正な採点処理が行われている。
2 年次の「社会薬学実習」のように実習態度とレポートのみで学生評価を行う場合は，複
数（少なくとも 2 名）の教員が一人の学生を評価することで，より客観的な評価が行われ
るよう努めている。もし，教員間で評価が分かれる場合は，実習責任者が評価に加わって，
最終的な判断を下す。
各学年の終了時には，教授会による各科目の単位認定と，それに基づく及落判定がなさ
れる。実習は 1 科目でも不合格科目があると進級できないが，講義科目については，1 年次
からの累積で，不合格科目が 3 科目以内であれば進級できる。
新カリキュラム 6 年制薬学科の総まとめ科目である「薬学総合演習」では，全ての研究
室・部門が出題する演習試験を複数回実施する。この演習試験においては，事前の問題点
検により問題の重複・不備がないことを確認し，試験後も学生に対する解説講義を行うこ
とで，学生により深い理解を促す。事務室教務課が採点結果を取りまとめた後，特別実習・
演習委員会，教授会の 2 度にわたる成績評価の確認により，厳格な評価を実施している。
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講義科目，実習科目とも，事務室教務課が取りまとめてコンピュータに入力した結果を，
科目責任者が点検する体制を整えており，成績の取り纏め作業におけるエラーをなくすよ
う努めている。
各科目の成績の評価法及び評価基準はシラバスに明記し，学生に周知している。
〔点検・評価〕
学生を多方面から評価していることは適切な方法と言えるが，この評価方法は時間と手
間を要するため，教員の負担増の一因となっている。
試験を厳格に実施するとともに，試験問題・解答をできる限りオープンにすることによ
り，科目担当者の恣意的な評価の入る余地が少ない仕組みとしている点は長所と評価でき
る。学生の各教科のテストの解答は，概ね学生に公開されており，学生が正解に疑問があ
る場合には出題者に質問ができるので，透明性の高い評価が行われている。演習試験では
出題担当者による解説講義を行って，学生からの質問を促している。
本学部では留年生が少なく，卒業時に留年となる学生も極めて少ない。また，新卒者の
薬剤師国家試験合格率は全国トップレベルを維持している。これらのことから，本学にお
ける学生の成績評価は厳正かつ適切に実施されていると考えられる。
成績評価法
必須：履修科目登録の上限設定等，単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性

〔現状の説明〕
本学部では，科目の履修登録には，上限は設けられていない。
本学部のカリキュラムには必修科目が多いが，時間割り上，可能な範囲で科目の自由な
選択が認められている。本学部の新カリキュラムでは，1〜4 年次生の場合，原則として毎
週月〜木曜日の午前中は 2 科目の講義，午後は実習が配置されており，金曜日は 1〜5 時限
まで講義という時間割になっている。そのため，各学期に履修できる講義科目数は，実質
的に必修 10 科目に選択 3 科目程度が限度である。
6 年制の新カリキュラムの 5〜6 年次には，多彩な分野の選択科目が多数用意されており，
しかもそれらは短期集中型（1 日 3 コマ×2 日で 0.5 単位）として開講されるため，選択の
幅は極めて広い。学生は多数の科目の中から，自分の興味と将来の進路に合わせて，自由
に科目を選択することが可能である。
〔点検・評価〕
必修科目が多いにもかかわらず，多数の選択科目が用意されていることは評価できる。
将来の薬剤師の職務が多様になっていくことを考えると，多岐にわたる選択科目が開講さ
れていることは適切な措置である。しかしながら，カリキュラム編成上の制約のため，一
部選択できない科目が生じることは問題点と考えられる。
成績評価法
必須：各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性

〔現状の説明〕
各学生の進級については，学年末の教授会において，個別にその可否を審議している。
また，卒業については 4 年生の科目履修状況を中心に検討する特別実習・演習委員会の答
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申案に基づいて，教授会でその可否を協議している。留年又は卒業延期となった学生には，
チューターと学年主任が密接な連絡を取り，必要な科目履修等の指導を行っている。
〔点検・評価〕
教授会における進級判定及び卒業判定は，試験成績を基に厳密に実施されているため，
学生の質は適切に検証されている。しかし，6 年制教育の進行にともなって教員の負担が増
加しているため，学生指導に十分な時間を費やすことが難しくなり，学生が抱えている問
題点を正確に把握することが困難な状況になりつつある。
履修指導
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：留年者に対する教育上の配慮措置の適切性
任意：科目等履修生，聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性

〔現状の説明〕
相互に密接に関連する科目群を学年縦断型に配列した，
「カリキュラム系統表」をシラバ
スに掲載している。学生にとっては，現在の自分が履修している教科を取り巻く周辺科目
との内容のつながりが明瞭になることで学習意識が向上し，学習上の将来展望も持てるよ
うになる。
学生に対して直接行われる履修指導を，年度当初に学年別に実施されるオリエンテーシ
ョンに組み込んでいる。オリエンテーションでは，教育委員長及び当該学年の主任教員が，
年間教育課程全般と，その学年で開講される科目のうち特に注意を払うべき科目（病院実
習，特別実習，演習，臨床検査技師課程）などについて概略を説明する。特に注意を要す
る科目については，担当教員による説明も行われる。
教育委員長及び学年主任による履修指導には，当該学年に特に望まれる学習に対する姿
勢なども含まれ，学生の自律的生活管理を促す配慮もされている。
その他，必要に応じて，就職活動に関するガイダンス，国家試験に関するガイダンスな
どを実施している。とりわけ，病院実務実習に関するガイダンスは，実習の場が医療の臨
床現場であることに鑑み，相当の時間を費やして，実習に必要な態度の形成が十分に図れ
るよう入念な指導を行っている。
また，旧 4 年制カリキュラムの 4 年次に実施されている「薬学・製薬学特別実習」では
学生がいずれかの研究室に配属され，各研究室で卒業論文作成の指導を受ける。新 6 年制
カリキュラムでは，5〜6 年次の「薬学卒業特別実習」がこれに相当する。
この 10 年間，学年があがるにつれて留年率が低下する傾向が見られる。また本学部の留
年率は，全体的に 10 年前に比べて低くなっている。こうした傾向は，本学におけるチュー
ター制度の導入，学生支援体制の整備と軌を一にしており，履修指導体制が効果を挙げて
いることを示している。
留年生の不登校を防止するため，本学部では，留年が決定した段階で，チューター，学
生指導委員長，教育委員長，事務室教務係の他，必要に応じて教学の関係者を交え，本人
との十分な話し合いの時間を持って，次年度の生活設計をさせる指導を行っている。また，
留年生には，可及的速やかにチューターや他の関連教員が接触を図り，適切な支援ができ
る体制を作っている。
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心身の障害によって学習困難を来たし，留年となった学生については，チューターを軸
として，事務室と薬学教育研究センター（学習支援部門，学生相談室）が密接に連携し，
本人の状況に合わせて，できるだけ学生生活の継続を図るべく，プログラムの提案，カウ
ンセリング，学習の条件整備等を行っている。
さらに，学習支援部門では，4 年次の科目である「薬学・製薬学総合演習」の単位を取得
できずに 4 年次留年となった学生を受け入れ，補習教育を行いつつ，当該学生の心身の健
康管理及び演習再試験受験に向けた学力の向上を図っている。
〔点検・評価〕
近年，シラバスを手にして講義を受ける学生，質問に来る学生が増えていることから，
各講義のみならず，講義全体の構成に関心を寄せる学生が多くなったことが明らかである。
また，公表された情報を元に予習を行う学生が増えたことからも，自学を促すための資料
としてのシラバスの編成が，一定の効果を挙げつつあると考える。また，オフィスアワー
の設定や，チューター制度の導入等，これを補完するシステムも良好に機能している。
近年，年齢や社会的背景の異なる学生が増え，様々な意味で，学生の刺激になることが
期待されているが，その一方で，このような学生や何らかの問題を抱えた学生に対しては，
型通りの一律の指導で良い影響を期待することはできない。現在は，チューターや各科目
担当教員などの個人的努力に依存している部分が大きいが，こうした個々の教員の努力に
よらずに問題を解決できるようなシステムを構築することが望ましい。
ここ 10 年間，前記のように留年者の数は減少傾向にあり，また 1 度留年した学生が再度
留年するような事態や，留年をきっかけとして退学するような事態も減少している。特に，
4 年次留年者の減少率が高く，最高学年における履修指導が成果を挙げていると評価できる。
留年率は，留年予備群となる学業不振傾向，不登校傾向の学生を早期に把握することに
より低下させることができるため，成績や出席などの管理を行っている教務担当事務職員
の努力と情報提供が重要となる。留年減少の傾向はチューターを軸とした事務室，学生支
援に係る部門などの連携が，比較的良好に機能していることを示すものと評価している。
教育改善への組織的な取り組み
必須：学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルテ
ィ・ディベロップメント（FD）
）およびその有効性

〔現状の説明〕
1）学生の学修の活性化
① 平成 10（1998）年度から，1 年次の「数学（基礎数学）
」の授業において，また平成
19（2007）年からは 1 年次の「物理学」の授業において，能力別クラス編成で授業
を実施している。
② 1 年次の「情報リテラシー1（講義）
」
，
「情報リテラシー2（演習）
」では，全学生に同
型のパーソナルコンピュータを配布し，文書の作成，表計算ソフトの使用方法，化学
構造式の表記などに関する，効率の良い授業を行っている。その際，ネットワーク委
員会の教員を中心に，多数の教員がマンツーマンに近い形できめ細かく指導している。
③ 2 年次の「社会薬学実習」では，医療倫理に関連した講演を聴講後に，少人数討議
（SGD）を行い，その成果を全員の前で発表することにより，座学だけでは培えない
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高い倫理観の涵養に努めている。また，視聴覚障害，下肢障害等の疑似体験実習を行
い，体験前後に感想文を書かせ，自分自身の変化に気づかせる授業を行っている。
④ 新 6 年制カリキュラムの 4 年次における「病院・薬局実習事前実習」では，モデル薬
局を使い，学生が薬剤師と患者の役割を分担してロールプレイの方法で服薬指導の技
法などを学ぶ。
（旧 4 年制カリキュラムにおけるこの教育は，3 年次「臨床薬学実習」
で実施。
）
⑤ 6 年次には，チーム医療教育の一環として，本学医療系の他学部の学生と小グループ
を編成し，一つのテーマについて SGD を行い，他職種の価値観や考え方に触れ，協
力し合って問題を解決するという「チーム医療演習」を実施する。
（旧 4 年制カリキ
ュラムにおけるこの教育は，4 年次「チーム医療教育プログラム」で実施。
）
⑥ 卒業直後には総合演習科目が，薬剤師として必要な知識の総復習及び国家試験の準備
として有効に機能したかなどについて学生にアンケートを取っており，次年度の授業
の実施方法に反映させている。
2）教員の教育指導方法の改善
① 各教員は，それぞれ担当する科目の教授法について工夫・研究を行い，それを授業
に反映させているが，平成 14（2002）年度からは学生による授業評価を実施し，す
べての教員が学生から授業の方法等に関するフィードバックを受ける体制が整って
いる。また，平成 16（2004）年度より，全教員が，教育について自己評価を実施し
ている。それらに基づいて，各教員は自己の授業改善を行っている。
② 本学部では，FD 委員会が中心となって，授業を担当する講師以上の教員を対象にし
た研修会を平成 13（2001）年度に 2 回開催した。研修会場に 1 泊し，2 日間，主に
カリキュラムの三要素（目標，方略，評価）について SGD を通して学ぶプログラム
である。また，平成 15（2003）年度には，同じく 1 泊 2 日の日程で，助手を対象に
したコミュニケーションスキル向上のための研修会を開催した。
③ 全国規模で続けられている薬学会又は薬剤師研修センター主催のワークショップ
（研修会）にも，薬学部の教員が順次参加して，カリキュラムの三要素（目的，方
略，評価）について学んでいる。
④ FD 委員会主催の講習会を適宜開催している。
〔点検・評価〕
各科目担当者が，授業評価結果に基づき，授業に対する工夫・改善を行い，それを授業
に反映させている点は評価できる。また，学生による教育に対する評価の実施も適切であ
る。一方，より効果的な教育技法の向上のためには，教員相互による peer review を取り
入れるべきであると考えられるが，これは未だに実現していない。また，教育効果という
ものを，授業による効果のみに限定せずに，より多角的な視点から捉えて教育の改善に役
立てる努力が必要である。
教育改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況

〔現状の説明〕
①シラバスの作成と活用
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平成 6（1994）年度のシラバスから，全学年のカリキュラム内容を，同じ分野に属する
科目群を系統的にまとめた形で，カリキュラム系統表として掲載している。また，新カリ
キュラムによる教育が開始された平成 18（2006）年度より，6 年制薬学科及び 4 年制薬科
学科の両カリキュラムをシラバスに掲載している。同じ分野に属する講義科目群，あるい
は複数教室が実施する実習科目では，担当者間で綿密な情報交換を行った上で，シラバス
が作成されており，学生の学修の流れに則した説明がなされている。また，平成 18（2006）
年度より，Web 上でシラバスを公開している。
各期の講義は 1 単位 75 分×12 回の授業計画で設定されており，
各回の講義内容の記述は，
学生の勉学の指標となるよう工夫されている。掲載項目は科目名，学年，責任者名，担当
者，教育目標，授業内容，到達目標，成績評価基準，教科書，参考書などである。
〔点検・評価〕
シラバスの内容は，毎年改良を加えているため，年を追うごとにより良い内容となって
いるが，学生から出される質問や意見を尊重して，より分かりやすい内容に改訂していく
ことを心がけている。
新カリキュラム編成時には，関連科目担当者の間で科目内容を調整したことにより，意
図しない授業内容の重複等が減って，効率的な授業展開ができるようになったと捉えてい
る。また，非常勤講師に依頼している科目については，他の科目の授業内容，薬剤師国家
試験出題基準，薬学教育モデルコアカリキュラム等の内容を提示することにより，適切な
講義内容となるよう依頼するなどの配慮をしていることは，妥当である。旧カリキュラム
の成績下位の学生に対しては，4 年次の特別実習基礎コースにおいて，1 年次から 3 年次ま
での総復習を個人の能力に応じた形で指導するとともに，国家試験への準備教育も行うこ
とにより，一定の国家試験合格率が維持されてきたと考えている。
教育改善への組織的な取り組み
必須：学生による授業評価の活用状況

〔現状の説明〕
平成 14（2002）年度より，学生による授業評価が導入され，学生からの評価及び意見を
教育にフィードバックする体制が整えられている。評価結果の平均点は，年とともに上昇
しており，教員の努力の跡が窺える。また，平成 16（2004）年度より，教員自身による自
己点検評価が開始され，教員が担当する教育内容や方法について，担当者自身が学生によ
る評価等に基づいて改善に取り組むシステムができあがっている。
学生には，オリエンテーションにおいて，学生による授業評価のこれまでの結果の推移
とともにその意義と有効性を十分に説明し，授業の質の向上のために協力を求めている。
〔点検・評価〕
学生が，自分たちが行う授業評価が授業の改善に実際に役立っていることを理解してい
るので，授業改善に向けて，当事者として積極的に授業評価に取り組んでいる。しかし，
年を経るとともに，学生の価値観や授業への要望が変化しており，それを的確に把握して
授業評価の方法を改善していく必要がある。
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教育改善への組織的な取り組み
任意：卒業生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
卒業生に対しては，卒業直後に，教育内容や方法についてのアンケート調査を実施して
いる。卒業後数年以上を経た卒業生に対しては，そのような調査は実施していない。アン
ケート結果は，教育委員会や特別実習・演習委員会の委員に回覧され，授業改善に役立て
られている。
〔点検・評価〕
アンケート調査では，卒業生から授業改善に向けた具体的なコメントが多数寄せられて
おり，それらは積極的に活用されている。しかしながら，関心の高い卒業生からは回答が
得られるが，関心が薄い学生からは回答が得られ難いという状況である。また，卒業後し
ばらく時間（数年間）が経った卒業生からは貴重な意見が得られると考えられるが，未だ
にそのような調査が実施されていないのは問題である。
教育改善への組織的な取り組み
任意：教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
前・後期の期末に，学生による授業評価の結果を集計して，各教員にフィードバックし
ている。その際，授業修了後，なるべく早い時期に評価結果が教員に伝わるよう配慮して
いる。また，授業評価点数が高かった教員とその担当科目（上位 5 科目）を教員に公表し
ている。教員は，その授業を聴講して，各自の授業の改善に役立てることができる。国家
試験対策の授業についてもアンケート調査を行っており，特別実習・演習委員会を中心に，
次年度の授業改善に役立てている。
〔点検・評価〕
授業改善の必要性と意義は，教員全体に浸透しており，教員は学生による授業評価結果
に真摯に対応している。また，評価結果を受け止めて教育改善に活かすには，個々の教員
の改善への意識と意欲が重要であるが，その努力を促す体制が必要である。それには，専
門のスタッフが不可欠であるが，平成 19（2007）年度から FD 活動を支援する全学的組織
として高等教育開発センターが開設されたので，その活動に期待したい。
授業形態と授業方法の関係
必須：授業形態と授業方法の適切性，妥当性とその教育指導上の有効性
必須：多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性
必須：
「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における，そうした制度の運用の適切
性

〔現状の説明〕
現在，授業の形態や方法は，各科目の担当教員にまかされており，特定の形式に限定す
ることはしていない。学生による授業評価などを通じて，各教員が独自により効果的な授
業の形態，方法を工夫しているというのが現状である。
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その具体例として，各教員を対象としたアンケートでは，パワーポイント，液晶ペンタ
ブレットなどの活用，ビデオ・DVD などの視聴覚機器の活用，図表等を多用したプリント
の作成・配布，要点を的確にまとめたプリントの作成・配布，講義毎の小テスト（事前，
確認）の実施，講義開始時の重要ポイントの説明，などが挙げられている。
平成 16（2004）年度から，本学部の教員が「薬剤師国家試験問題」ならびに卒業試験に
あたる「演習試験問題」をデータベース化し，それに解説を加えてサーバー上に蓄積し，
学生が学内外からパソコンを利用して自学自習を可能とする学習支援システムを構築した。
平成 17（2005）年度は過去の分も含めデータを蓄積し，より充実したシステムとなった。
学生のアクセス数(総数)も数千件あり，かなりの実績をあげている。
また，授業に活用するために，ペンタブレット方式の映写システムを，主な教室に設置
した。これは教員が授業中に板書した内容を含めて，授業の内容を記録することができる
システムで，復習したい学生や止むを得ず欠席した学生などが，有効に活用している。
大学院では，テレビ会議システムを利用した講義を開講しているが，学部レベルで「遠
隔授業」を行っている講義はない。
〔点検・評価〕
授業の形態と方法は各教員に委ねられているが，国家試験の合格実績などから勘案する
と，授業は適切に実施されていると考えられる。一方，関係学会や研究会で提案されてい
るマルチメディア教材を用いた授業を具体的に提供するには，専門のスタッフが不可欠で
あるが，平成 19（2007）年度に開設された高等教育開発センターの授業改善への貢献が期
待される。
教員は，講義でも学習支援システム（e-Learning）を利用した課題を与え，学生がシス
テムを利用することによって，薬剤師国家試験合格率の向上を目指すとともに，成績下位
学生の重点指導に役立てるようにしている。予想を超えるアクセスがあるなど，高い教育
効果が得られているものの，問題解説の作成･入力のための教員の負担増は大きな問題とな
りつつある。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 教育効果の測定と改善については，教員相互による peer review やより多面的な教育
効果の評価に関して，教育委員会や FD 委員会，自己点検・評価委員会等で継続して
協議し，実現に向けて具体策を検討していく。
2 科目間の連携に基づいた形成的な評価体制の構築や，6 年制教育における長期実務実習
の教育効果を測定するための方策について，検討を進める。
3 進路選択については，就職活動が早期化していることに対応し，就職ガイダンス等の
日程も早めに設定するなどして，学生が自己分析の徹底，業界研究，OB・OG 訪問等
を通して，最適な就職先を選択できるように適切な就職指導を行うとともに，就職資
料室の資料閲覧方法や就職掲示板の活用方法を工夫し，学生がより利用しやすくなる
ような改善を行う。
4 成績の評価については，現在の評価システムは良好に機能していると考えられるもの
の，今後，新 6 年制カリキュラムの進行に伴い，①選択科目では兼任教員が成績評価
する科目が増加する，②薬局実習では，普段，教育に関与していない保険薬局の薬剤
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師が成績評価を行うようになる，などから，評価の厳格性・客観性が問題となる可能
性が考えられるので，このような科目については，教育委員会が成績評価に関与する
ような，厳正な評価システムを構築する。
5 履修指導に関しては，すでにチューター制度及びオフィスアワー制度が学生の窓口と
なって機能しているが，これに薬学教育研究センターによる指導，事務室における学
生管理などが連携して動く事ができるような，情報共有化，協議の場を設置して，常
時，カリキュラムの進行状況を看視し，必要に応じて補正を行う調整システムを構築
するとともに，不完全な部分を随時修正できる体制を作る。
6 教育改善への組織的な取り組みについては，平成 12（2000）年度に開設された薬学教
育研究センター学習支援部門が成績不振者に対応する組織として活動している。しか
し，常勤の教員数は 3 名と少ないため，今後，スタッフの増員やスタッフに研鑽の機
会を設けるなどにより，組織としての充実を図るとともに，より一層の充実した指導
ができるような体制とすることを検討する。
7 年々増加している様々な生活背景をもつ社会人学生に対しては，薬学教育研究センタ
ー学習支援部門が中心となって，さらにきめの細かい履修・生活指導を行っていくよ
う努める。
8 授業評価については，FD 委員会を中心として，評価項目及び実施方法の見直しなどを
通して引き続き改善に務め，今後も継続して学生の要望を的確に把握する努力をする
とともに，卒業後しばらく時間が経った卒業生からも，意見や希望を聞く仕組みを作
ることを検討する。
9 授業形態・方法の改善については，FD 委員会や教育委員会が，平成 19（2007）年度
に開設された高等教育開発センターと綿密な連絡を取り合って，マルチメディアの活
用方法についての情報を収集するなどして，授業改善に活用していく。
10 本学には，各地に分散しているキャンパスを繋ぐテレビ会議システムが構築されてい
るので，このシステムを学部教育に有効に活かす方策を検討する。
③国内外との教育研究交流
〔到達目標〕
現在，本学部及び薬学研究科でケンタッキー大学薬学部（米国）との間に締結されてい
る学術交流協定を発展させ，新カリキュラム 6 年制の薬学科 5・6 年次生を対象に，毎年
20 名以上の規模でケンタッキー大学における臨床薬学研修を実現する。また，新たに他の
国内外の薬学部・薬科大学との間の教育研究交流を推進することで，より多くの学生がよ
り広い選択肢の施設・日程の中から希望する学外研修を受けられることを目指す。さらに，
海外からの留学生及び研修生を受け入れることで，教育研究交流の双方向化を目標とする。
◇国内外との教育研究交流
1 既存の教育研究交流をさらに発展させるとともに，新たな交流の可能性を広く探り，その
実現に努める。
（平成 20（2008）年 7 月教授会）
国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
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任意：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況

〔現状の説明〕
1）海外の大学等との交流に対する基本的な考え方と協定の締結状況
本学部では，国際的な視野を持った薬剤師及び薬学研究者を輩出するため，積極的に海
外の薬学部との間の交流を図り，本学部学生の海外研修を推進するとともに，海外からの
研修生を受け入れていく方針である。
更に，国際的な教育研究交流活動をより深く，かつより幅広く展開することを目的とし
て，他の外国の薬学部との新規協定締結の可能性を模索中である。
2）派遣・受け入れ状況
学部では，海外の大学等からの研究生・研修生等の受入れ実績はない。また，国内の他
大学との間には，学部としての組織的な教育研究交流は行われていない。
〔点検・評価〕
ケンタッキー大学との間には，長年にわたる極めて友好的な交流関係が築かれており，
その伝統は，今後，両大学間の教育研究交流を発展させる上で，大きな財産と考えられる。
他の外国の薬学部と教育交流協定を締結することも早急に検討することが肝要であるが，
その際，ケンタッキー大学との長い交流の経験が，新たな協定の締結とその維持に役立つ
と思われる。
国内外の他大学との間の交流実績，教育研究における連携が乏しいという点に問題があ
る。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
これまでは，学部学生は海外の大学との間の教育交流の対象とならなかったが，4 年制旧
カリキュラムと比較して，高学年に多少の時間的余裕がある 6 年制新カリキュラムにおい
ては，5・6 年次生を対象に，海外研修を実施するのが適当と考えられる。そのため，現在，
ケンタッキー大学薬学部との間で，受け入れ可能学生数等の具体的な打合せに入っており，
近いうちに交流協定案の詰めに入る予定である。
他の海外の薬学部との新規協定締結の可能性については，現在，精力的に情報収集を行
っている段階であり，まだ具体的な相手校の選定には至っていないが，早急に何等かの結
論を出す方針である。
また，国内の大学との間の教育研究交流については，現在，数大学と私的レベルで意見
交換を行っている段階であり，今後は組織的にその実現に向けて努力を行っていく。
教育委員会及び国際交流委員会を中心に検討を行っていくが，学術交流協定を扱う専門
委員会の設置も考えている。

２−１−２．薬学研究科
①教育課程等
〔到達目標〕
1 大学院生と指導教員が 1：1 の関係を保った，きめ細かい指導体制の維持。
（昭和 43
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（1968）年度，大学院開設時。）
2 修士課程では，関連分野への視野を広げるとともに，研究者としての基礎を修得させ
る教育の実践。
（昭和 43（1968）年度，大学院開設時。）
3 博士課程では，専門分野における高度な研究を通した薬学研究者の養成。（昭和 43
（1968）年度，大学院開設時。）
4 臨床薬学履修コースでは，十分な臨床実習と医療現場に密着したテーマでの研究に基
づく，臨床薬剤師の養成。
（平成 7（1995）年度，薬学部附属臨床薬学研究センター開
設時。
）
5 臨床統計学履修コース及び医薬開発学履修コースでは，国内外の大学や公的機関など
と連携した教育研究の推進。
（平成 18（2006）年 4 月）
6 社会人学生向けに，授業配信システムや e-Learning を活用した教育の推進。
（平成 19
（2007）年 12 月）
大学院研究科の教育課程
必須：大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 99 条，大学院設置基準
第３条第１項，同第４条第１項との関連
必須：
「広い視野に立って清深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等
に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性
必須：
「専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従
事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程の目的への
適合性

〔現状の説明〕
（1）薬学履修コース
薬学履修コースの教育目標は，生命科学に関する最先端の基礎研究を重視して，医薬品
の研究・開発を支えることができる人材，及び薬学関連の幅広い分野で活躍できる人材の
養成である。薬学履修コースでは，多岐にわたる専門分野の内容を履修させるため，修士
課程においては，15 の専門分野ごとに特論科目と演習科目，特別実験科目を開講している。
特論科目はそれぞれの分野ごとに最新のトピックスをまじえた講義を展開しており，学生
は専攻した専門分野の特論科目の他に 4 科目の特論科目を履修することが義務づけられて
いる。すなわち，専門分野の特論講義を含み，講義は 5 科目 10 単位以上，各配属教室での
演習 1 科目 4 単位，特別実験 16 単位の計 30 単位以上を履修しなければならない。演習科
目と特別実験科目の履修は，各人が所属する専門分野の研究室の中で履修する形をとって
おり，特に実験科目の履修についてはそれぞれ最先端の研究テーマに基づき 2 年間にわた
って実験を行い，その成果を修士論文にまとめる。毎年 3 月上旬の修士論文発表会（発表
10 分，質疑 5 分）で研究内容を発表し，修士論文は主査 1 名，副査 2 名の計 3 名の教員に
よる評価を受ける。修士論文の審査及び最終試験に合格した者は修士課程を修了したもの
と認められ，修士(薬学)の学位が授与される。
博士後期課程では 15 の専門分野ごとに，各研究室の特別講義，特別演習，特別研究の 3
科目を開講している。学生はそれぞれ専攻した専門分野の研究室に 3 年間所属して博士論
文作成に向けて実験研究に従事すると共に，独立した研究者としての能力･資質を身につけ
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る。博士後期課程に 3 年以上在学し，特別講義 1 科目 2 単位以上，特別演習 1 科目 3 単位，
特別研究 5 単位の計 10 単位以上を履修しなければならない。3 年次の 12 月に開かれる博
士論文発表会（発表 30 分，質疑 30 分）で研究内容を発表し，博士論文は主査 1 名，副査
3 名の計 4 名の教員による評価を受ける。博士論文の審査及び最終試験に合格したものには
博士(薬学)の学位が授与される。ただし，博士論文の審査の申請に当たっては，欧文誌に筆
頭著者として，1 報以上の投稿論文（サブミットで可）がなければならない。
現在，開講されている 15 の専門分野を領域ごとに分類すると，次のとおりとなる。
1. 人体と病気と薬の関係の研究：薬理学，分子薬理学，薬剤学，生体分子解析学
2. 新しい素材や方法による薬の製造の研究：生薬学，微生物薬品化学，生物分子設計学，
創薬物理化学
3. 薬を作り出すプロセスの研究：生命薬化学，薬品製造化学，医薬品化学
4. 生命現象のメカニズムの研究：生化学，微生物学
5. 人間の健康と環境の関係の研究：公衆衛生学，衛生化学
また，博士課程の 2 年次に在籍する学生は，次の申請条件を満たしていれば学位申請で
きるという早期修了制度を平成 7（1995）年度に発足させた。これは，優れた研究業績を
上げた者については，学則に基づき博士後期課程の在学期間を短縮できる道を開いたもの
である。
〔博士課程 2 年次在籍学生の学位申請に係る審査基準〕
申請条件

① 筆頭著者である論文（欧文）3 報以上
② 筆頭著者である論文 3 報の IF の合計が 10 以上

審査方法

① 12 月末日までに上記申請条件を満たせば 1 月に申請できる。
② 申請があった場合は 1 月中旬までに公開の論文発表会を実施する。
③ 公開論文発表会は発表時間 30 分，質疑応答 60 分以上行う。
④ ③の終了後は通常の博士課程審査方法と同じ方法により審査する。

（2）臨床薬学履修コース
臨床薬学履修コースの教育目標は，高度化した医療に対応できる十分な知識・技能及び
高い倫理観を持ち，さらに研究能力も備えた臨床薬剤師の育成である。臨床薬学履修コー
スでは，大学院生に患者と接する機会を十分に与え，他の医療従事者とともに研鑽に励む
体制を整えており，薬剤師としての基本的な業務に加え，これらの新しい職能を果たすた
めに必要な学問を学び，かつ医療チームの一員として薬剤師の職責を果たすことを目指し
ている。すなわち，薬物療法上の問題を認識し，その解決ができる臨床薬学の基礎･応用能
力を培う。したがって，修士課程においても薬剤師としての実務研修と，その基礎教育を
重視しており，薬学履修コースとは全く異なるカリキュラムで教育が行われる。
修士課程 1 年次前半は，実務研修に先立ち，学内での事前教育を必修とし，学内外の専
門家による講義を受け，臨床薬学分野の専門的知識を習得する。また，各専門領域の臨床
医による系統別代表疾患の講義を受け，臨床医学の基礎知識を習得する。そして，学内で
実務実習直前教育を受けた後に，必修の保険薬局実務実習（1 か月）と病院薬局臨床実務実
習（3 か月）を履修する。病院薬局臨床実務実習は，大学附属の北里大学病院，北里大学東
病院，北里研究所病院，北里研究所メディカルセンター病院のうち，いずれか 2 施設で行
い，保険薬局実務実習は，学外の教育提携薬局で行う。1 年次後期 1 月から修士課程 2 年次
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全般にわたり，臨床薬学総合実習(修士論文研究)を行う。研究課題は，臨床現場での題材を
薬学的・科学的視点から評価検討することを原則とし，患者情報を取り扱って行う症例研
究や，副作用や相互作用に関する薬剤疫学的研究，医薬品情報を取り扱って行う論文評価
研究や，動物実験による生物薬剤学的研究や薬効薬理学的研究，さらには人における臨床
薬理学的・臨床薬剤学的研究などを含む広範囲に及ぶ。学生は，この臨床薬学総合実習(修
士論文研究)を通して，質の高い安全な薬物療法を薬学的視点から支援する薬剤師としての
研究姿勢を身につける。本コースにおける 2 年間の臨床薬学教育カリキュラムは，近年，
益々機能分化された医療専門領域の中で，薬剤師としての職能を的確に発揮しうる専門性
と十分な実務経験，そして応用能力を有し，医療現場における薬物療法の問題点を認識し
て，その解決のために具体的な研究計画を立案・検討・対応することのできる薬剤師の育
成を目指している。
それぞれの研究課題ごとに作成した修士論文の内容は，2 年次 3 月初旬の修士論文発表会
で発表することも含めて，修了認定されるまでの方法は薬学履修コースの場合と同様であ
る。
博士後期課程では本人の選択した各部門に配属され，修士課程で修得した知識・技能を
踏まえて，修士論文の項で述べた広範囲な研究課題を更に薬学的・科学的視点から掘り下
げて博士論文としてまとめ，論文発表会で発表し，審査を受ける。修了認定されるまでの
方法，は薬学履修コースの場合と同様である。
修士課程の修了要件と論文審査：主科目講義として臨床薬学特論 1，臨床薬学特論 2，臨
床薬学特論 3，及び臨床薬学特論 4 の 4 科目 10 単位以上，演習 1 科目 4 単位，実習 16 単
位の計 30 単位以上を履修し，修士論文の審査及び最終試験に合格した者に，修士(臨床薬学)
の学位が授与される。
博士後期課程の修了要件と論文審査：博士後期課程に 3 年以上在籍し，特別講義 1 科目 2
単位以上，特別演習 1 科目 3 単位，特別研究 5 単位の計 10 単位以上を履修しなければなら
ない。3 年次の 12 月に開かれる博士論文発表会（発表 30 分，質疑 30 分）で研究内容を発
表し，博士論文は主査 1 名，副査 3 名の計 4 名の教員による評価を受ける。博士論文の審
査及び最終試験に合格した者に博士(臨床薬学)の学位が授与される。ただし，欧文誌にファ
ーストオーサーとして，1 報以上の投稿論文（サブミットで可）がなければならない。
（3）臨床統計学履修コース
臨床統計学履修コースでは，社会の要請に応えて，薬学，数学，理学等の大学教育を修
めた者に統計学理論を教授し，修士課程では，臨床試験の計画から実施までの段階でこれ
らを適切に応用できる人材を養成し，博士後期課程では，未解決の統計学的問題に対応し
て適切な理論を構築し，臨床試験を計画できる研究者の育成を目的としている。
臨床統計学履修コースの教育目標は，医薬品の治験において，統計学的理論あるいは臨
床試験計画を構築できる研究者・技術者の育成である。臨床統計学履修コースでは，独自
のカリキュラムを通じて統計学の基礎と応用及び臨床試験についての幅広い知識を習得す
ることができる。また，国内外の臨床試験評価の現場から第一線の講師陣を招き，現場で
重要視されるポイントや問題点などについて，活発な議論を通して最新の情報を学ぶ。平
成 12（2000）年 1 月に本研究科と米国ハーバード大学公衆衛生学大学院生物統計部門との
間に締結された学術交流協定に基づき，最新の研究業績を有する教員が来日して，本コー

89

基準 3 教育内容・方法
スの講義を担当している点が特筆される。この講義にはハーバード大学大学院生も随行し，
学生の質問や練習問題を通して，授業の理解を手助けしている。本大学院生もハーバード
大学を訪問し，ショートコースやワークショップを聴講することができる。
また，博士後期課程ではハーバード大学の教員から直接研究指導を受けることができる。
実習カリキュラムでは，習得した知識を応用して実際の臨床試験データの統計解析を行い，
その統計的手法の妥当性が論議され，実践に対応できる能力を培うことができる。特に博
士後期課程の特別講義では，臨床試験データの統計解析を行政の視点より評価考察するこ
とも行い，特別演習ではプロトコルの評価，臨床試験データ解析などのコンサルテーショ
ンを実践する。特別研究の中では臨床試験評価において直面している統計学上の問題を認
識し，医学，行政関係者等とのディスカッションなどを通じて，与えられた研究課題を統
計学的問題に還元し，数理統計理論，シミュレーションなどを通して研究を進め，博士論
文を作成する。
1 年次は前期，後期とも週数回，午後を中心に講義を行い，週に数時間程度を要する自習
問題が課される。2 年次は前期，後期とも週数回のディスカッション(トピックスを除く)が
行われる。それ以外の時間は，課題研究に費やす。
1 年次前期: 臨床統計学特論Ⅰ（4 単位)では臨床統計学の土台となる数理統計学（確率+
推論）を，臨床統計学特論 Ⅱ (4 単位)では臨床試験と応用統計学の 1 つとして分散分析を
学ぶ。臨床試験の講義は内外の臨床試験に携わっている専門家によるセミナー形式で行い，
実際に起きている問題を取り上げてディスカッションを通じて学ぶ。確率論，推論，分散
分析は科目の性格上，講義を中心に行う。
1 年次後期: 臨床統計学特論Ⅲ (4 単位)と臨床統計学演習Ⅰ (4 単位)の中で応用統計学の
内容(カテゴリー解析，バイオメトリックス，回帰分析)を講義と演習問題を通じて学ぶ。こ
れらの講義では，内外の専門家の理論を聴講するとともに，実際に起きている問題につい
てディスカッションを中心に考察し，学生の積極的参加が重要視される。臨床統計学演習
Ⅱ (2 年次と合わせ 4 単位)では，臨床試験データ解析にあたって問題となるトピックスを選
び，講義を行う。
2 年次前期 : 1 年次に習得した臨床統計学の基礎，応用知識を駆使し，実際にプロトコ
ル作成を行う。臨床統計学実習(2 単位)では，内外の専門家との間でディスカッションが交
わされ，臨床統計学から得られた結論が，現実にどのように評価されるかを体験する。臨
床統計学演習Ⅱでは，プロトコル作成中に起こった統計解析上の問題点を，トピックスと
して取り上げ，文献の検索，ディスカッションを通じて解決する。臨床統計学総合実習(8
単位)は，2 年次前期から始まり主に 2 年次後期に修得する。
2 年次後期 : 臨床統計学総合実習では臨床試験データが与えられ，
「課題研究」として実
際に新薬申請書の作成を経験する。中間発表を行い，内外の専門家からの専門的質問に答
え，また，コミュニケーション，プレゼンテーションなどの技術面の指導も受ける。これ
らをもとに，申請書を作成し，最終的に研究発表を行う。
修士課程修了要件と論文審査：修士課程に入学した大学院生が修得すべき単位は 30 単位
以上であり，次の組み合わせにより履修すべきものとする。
1.主科目講義は臨床統計学特論Ⅰ，臨床統計学特論Ⅱ，臨床統計学特論Ⅲの 3 科目 12 単
位
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2.主科目演習は臨床統計学演習Ⅰ，臨床統計学演習Ⅱの 2 科目 8 単位
3.主科目実習は臨床統計学実習，臨床統計学総合実習の 2 科目 10 単位
修士課程に 2 年以上在学し，上記授業科目 30 単位を修得し，修士論文の審査及び最終試
験に合格した者には，修士(臨床統計学)の学位が授与される。研究課題について作成した修
士論文の内容は 2 年次 3 月初旬の修士論文発表会（発表 10 分，質疑 5 分）で発表すること
も含め，修了認定されるまでの方法は薬学履修コースの場合と同様である。
博士後期課程修了要件及び論文審査：博士後期課程には 3 年以上在学し，特別講義 1 科
目 2 単位以上，特別演習 1 科目 3 単位，特別研究 5 単位の計 10 単位以上を修得しなければ
ならない。3 年次の 12 月に開かれる公開博士論文発表会（発表 30 分，質疑 30 分）で研究
内容を発表し，博士論文は主査 1 名，副査 3 名の計 4 名の教員による評価を受ける。博士
論文の審査及び最終試験に合格した者には，博士(臨床統計学)の学位が授与される。ただし，
欧文誌に筆頭著者として，1 報以上の投稿論文（サブミットで可）がなければならない。
（4）医薬開発学履修コース
医薬開発学履修コースの教育目標は，科学的情報に基づいた新たな戦略的医薬品開発を
企画･立案できる人材の育成である。医薬開発学履修コースでは，医薬品開発に必要な包括
的知識を身に付け，現行の医薬品開発の問題点を的確に分析･評価することができ，それら
を解決するための科学的，戦略的かつ柔軟な医薬品開発企画を立案できる人材を養成する
ことを目的として，包括的な医薬品開発の考え方，臨床試験で用いられる基礎的な試験デ
ザイン，統計手法などを教授する。米国ハーバード大学公衆衛生学大学院から教員を招き，
最新のトピックスに関する集中講義を実施する。さらに国内外の規制当局による特別講義，
国内外の産･学の講師による薬剤疫学，医療経済学や経営･管理論などの特別講義を実施す
る。演習及び実習では，規制当局から公表されている新薬承認申請に関わる審査報告書や
臨床試験データを，規制当局及び企業の視点から再評価し，現行の医薬品開発における問
題点を明らかにし，開発計画を企画･立案する。以上の講義及び演習･実習において，重要
ポイントや問題点に関する活発な議論を行い，問題を適切に抽出するための洞察力及びそ
れを解決するための応用力を養成し，新たな医薬品開発を先導する人材を育成する。
1 年次は前期，後期とも週数回，午後を中心に講義を行い，週に数問程度の自習問題が課
される。
2 年次は前期，
後期とも週数回のディスカッション(トピックスを除く)が行われる。
それ以外の時間は，課題研究に費やす。
1 年次前期: 医薬開発学特論 I (4 単位)では医薬品開発の土台となる包括的な知識を習得
する。医薬開発学特論Ⅱ (4 単位)では，臨床試験で用いられる基本的な統計解析手法の基礎
を学ぶ。
1 年次後期: 医薬開発学特論Ⅲ (4 単位)では最新の基礎科学から臨床への応用に関する知
識を広く習得し，医薬品開発に的確に応用できる能力を養う。医薬開発学演習 I (4 単位)で
は，論文検索を通して基本的な臨床試験及び規制当局に関する知識を深める。これらの講
義では，内外の専門家の理論を聴講するとともに，実際に起きている問題についてディス
カッションを中心に考察し，学生の積極的参加が重要視される。
2 年次前期: 医薬開発学演習Ⅱ （4 単位）では，1 年次に修得した医薬開発学の基礎，応
用知識を駆使し，独創的な医薬開発を可能とする応用力を養う。医薬開発学実習（2 単位）
では開発企画書を作成し，その内容を理論的かつ簡潔に説明する能力を養う。医薬開発学
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総合実習（8 単位）は，2 年次前期から始まり主に 2 年次後期で修得する。
2 年次後期: 医薬開発学総合実習では，与えられた研究テーマを通じて高度な知識を習得
する。中間発表を行い，内外の専門家からの専門的質問に答え，また，コミュニケーショ
ン，プレゼンテーションなどの技術面の指導も受ける。これらをもとに，最終的に研究発
表を行う。
修士課程修了要件と審査：修士課程に入学した大学院生において履修すべき 30 単位以上
は，次の組み合わせにより履修すべきものとする。
1. 主科目講義は医薬開発学特論Ⅰ，医薬開発学特論Ⅱ，医薬開発学特論Ⅲの 3 科目 12
単位
2. 主科目演習は医薬開発学演習Ⅰ，医薬開発学演習Ⅱの 2 科目 8 単位
3. 主科目実習は医薬開発学実習，医薬開発学総合実習の 2 科目 10 単位
修士課程に 2 年以上在学し，上記授業科目の単位を 30 単位以上修得し，修士論文の審査
及び最終試験に合格した者には，修士(医薬開発学)の学位が授与される。研究課題について
作成した修士論文の内容は 2 年次 3 月初旬の修士論文発表会（発表 10 分，質疑 5 分）で発
表することも含め，修了認定されるまでの方法は薬学履修コースの場合と同様である。
博士後期課程修了要件：博士後期課程には 3 年以上在学し，特別講義 1 科目 2 単位以上，
特別演習 1 科目 3 単位，特別研究 5 単位の計 10 単位以上履修しなければならない。3 年次
の 12 月に開かれる博士論文発表会（発表 30 分，質疑 30 分）で研究内容を発表し，博士論
文は主査 1 名，副査 3 名の計 4 名の教員による評価を受ける。博士論文の審査及び最終試
験に合格した者には，博士(医薬開発学)の学位が授与される。ただし，欧文誌に筆頭著者と
して，1 報以上の投稿論文（サブミットで可）がなければならない。
（5）医療薬学-がん領域-履修コース
医療薬学-がん領域-履修コースの教育目標は，がん専門薬剤師になるための高い知識・技
能ならびに研究能力を有する薬剤師の育成である。本コースは，平成 20（2008）年 4 月に
開設されたコースであり，講義科目 7 科目 7 単位，演習科目 2 科目 2 単位，実習科目 1 科
目 5 単位，特別研究 5 単位を用意している。現在カリキュラム作成の最終段階にある。
〔点検・評価〕
各コースともそれぞれの特徴を生かした指導を行っており，講座制の利点を生かし，小
人数の大学院生を手厚く指導できる点は長所である。
各専門分野では，修士課程の大学院生による学会発表が活発に行われており，高度な専
門能力が養われている。博士課程では，修士課程に比べて遥かに高水準の研究成果が求め
られる。研究内容とともに，プレゼンテーションや質疑応答の技能や態度も含めて合否が
判定されるため，高度な研究能力とともに，豊かな学識が身に付いているかどうかが試験
される。以下にコースごとの点検・評価を記述する。
（1）薬学履修コース
本研究科の理念，目的に即した教育課程を展開している。志願者の増加もあり，質の高
い修了生を輩出している。修士課程特論講義では，各専門分野とも学内外の講師による各
テーマの最先端のトピックスを含んだ質の高い講義が展開されており，研究水準も極めて
高い。
（2）臨床薬学履修コース
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日本で最初に臨床薬学専門分野を取り入れたという歴史的背景に基づいて作られたカリ
キュラムであり，医療系総合大学の特長を生かし，長期にわたる病院実習をとりいれるこ
とで，実践的な力をつけた臨床薬剤師の養成を行っている。さらに，全員が保険薬局，大
学附属病院などで研修できる教育体制をとっており，効果を上げている。医療現場に密着
したテーマで修士論文作成につながるような教育・研究を実施してきたことは評価できる。
（3）臨床統計学履修コース，及び（4）医薬開発学履修コース
日本では他に例のないコースであることから，担当教授以下のスタッフが米国のハーバ
ード大学でのカリキュラムを参考に，実戦に即したカリキュラムを組んで展開している。
また，ハーバード大学とは学術交流協定を締結し，教員の派遣を受けている。さらに，米
国 FDA，厚生労働省，医薬品機構，医薬品医療機器審査センター，製薬企業等の専門家を
講師として迎えており，これら講師陣による最先端の講義を展開することで，質の高い教
育内容となっている。各製薬企業から多くの受験生が派遣されており，開設以来，定員を
充足する人数が入学している。
本コースのカリキュラムは製薬企業に勤務しながら通学する社会人を対象として作られ
ており，教育の質の高さを維持するとともに，実際の医薬品治験の現場で貢献できる内容
をもつ効率のよいカリキュラムとなっている。臨床統計学履修コースでは，平成 12（2000）
年度から本学部卒業生を対象に推薦入試枠を設定し，その後，一般選抜の入試枠も設定し
た。毎年数名の本学部卒業生が入学しており，本学部出身の臨床統計家を輩出している。
一方，医薬開発学履修コースは，現在も社会人のみを対象としている。
（5）医療薬学-がん領域-履修コース
平成 20（2008）年 4 月に開設されたコースであり，現時点は点検・評価をする段階にな
い。
大学院研究科の教育課程
必須：学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と，当該学部の学士課程における教育内容との関
係

〔現状の説明〕
薬学履修コースでは，学士課程で培った薬学に関わる様々な専門知識の上に立って，各
専門分野でより高度な教育を受け，研究を行う。したがって，薬学部において専門科目を
履修していることは極めて重要である。
臨床薬学履修コースでは，学士課程で習得した医薬品に関わる基礎的な知識に加えて，
学部教育を通して涵養される医療人としての自覚と倫理観を身に付けている必要がある。
また，病院や保険薬局で長期実習を行うので，薬剤師の資格を有していることが必須であ
る。したがって，臨床薬学履修コースの入学試験に合格しても，薬剤師国家試験に合格で
きなかった場合は，入学を取り消している。
臨床統計学履修コースでは，学士課程において身に付けた薬学の基礎知識と臨床経験を
生かして統計学理論を学び，臨床試験の計画から実施までを学ぶ。本コースは，当初，社
会人のみを対象として開設され，主として製薬企業における臨床統計の経験者を受け入れ
てきたが，現在では薬学部卒業生も受け入れている。製薬企業からの入学者は必ずしも薬
学部卒業者ではなく，それ故，本履修コースへの入学に薬学の学士課程教育が必須ではな
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い。したがって，他学部の出身者でも，将来，臨床統計の専門家を目指す者は進学が可能
である。医薬品開発学履修コースも臨床統計学履修コースと同様，薬学の学士課程におけ
る教育は必須ではない。
医療薬学-がん領域-履修コースは，社会人を対象としたコースであるが，がん専門薬剤師
の養成を目指していることから，薬剤師であることが必須である。
〔点検・評価〕
薬学履修コースと臨床薬学履修コースでは，学士課程の教育内容が大学院教育と密接に
関連している。特に，臨床薬学履修コースへは薬剤師のみが入学可能であるため，薬学部
における教育が必須である。また，医療薬学-がん領域-履修コースへも薬剤師のみが入学可
能であるため，薬学部における教育が必須である。
多くの学生は，学士課程の卒業研究で配属された研究室・部門を専門分野として選び，
大学院へ入学する。したがって，講座制の利点を生かして，学士課程の卒業研究から，修
士課程，博士後期課程へと一貫した教育を受けられることは，専門性を深めることができ
るという点で，長所と考えられる。
大学院研究科の教育課程
必須：修士課程における教育内容と，博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の関係

（1）薬学履修コース
修士課程においては，学生は専攻した専門分野の特論科目の他に 4 科目の特論科目を履
修することが義務づけられている。実験科目の履修については，それぞれ最先端の研究テ
ーマに基づき 2 年間にわたって実験を行い，その成果を修士論文にまとめる。
博士後期課程では，学生は専攻する専門分野の研究室に 3 年間所属して，博士論文作成
に向けた実験研究に従事する。
以上のように，修士課程では関連分野への視野を広げるとともに，ある程度の専門的な
研究内容が要求されることから，研究者としての基礎を身に付けることができる。修士課
程修了者は，薬学技術者または薬学研究者の卵と位置づけられる。博士後期課程では，修
士課程における教育内容を受けて，専門分野における高度な研究能力を修得することが要
求されており，博士課程修了者は薬学研究者と位置づけられる。
（2）臨床薬学履修コース
修士課程においては，臨床薬学分野の専門的知識と臨床医学分野の基礎知識を習得しつ
つ，病院や薬局で実務実習を行うことで，臨床薬剤師としての高度な知識・技能と医療人
としての倫理観を身に付ける。専門とする臨床上のテーマに基づき，約 1 年間の研究を行
う。修士課程における教育の力点は前者に置かれているため，研究に割く時間は薬学履修
コースほど多くない。
一方，博士後期課程では，学生は専攻する専門分野の研究室・部門に 3 年間所属して，
博士論文作成に向けて実験研究に従事する
以上のように，修士課程では医療現場で活躍できる臨床薬剤師の養成を目指しているが，
博士後期課程では専門分野における高度な研究能力を修得することを目的としており，博
士後期課程修了者は臨床薬学の研究者と位置づけられる。
（3）臨床統計学履修コース及び医薬品開発学履修コース
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修士課程では，各コースにおける授業科目の単位を 30 単位以上修得するとともに，専門
の研究テーマに基づき約 1 年間の研究を行い，その成果を修士論文にまとめる。修士課程
における教育の力点は前者に置かれており，修士課程修了者は，臨床統計または医薬開発
の技術者として位置づけられる。
一方，博士後期課程では，学生は専攻する専門分野の研究室に 3 年間所属して博士論文
作成に向けた研究に従事する。博士後期課程では，修士課程における教育内容を受けて，
専門分野における高度な研究能力を修得することが要求されており，博士課程修了者は臨
床統計または医薬開発分野の研究者と位置づけられる。
〔点検・評価〕
各コースとも，博士後期課程の研究内容は修士課程の教育内容と密接に関連している。
多くの学生は，学士課程の卒業研究で配属された研究室・部門で行われている研究内容を
専門分野として選び，大学院へ入学する。したがって，講座制の利点を生かして，学士課
程の卒業研究から，修士課程，博士後期課程へと一貫した教育を受けられることは，専門
性を深めることができる点で長所と考えられる。
大学院研究科の教育課程
必須：博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性

該当しない
大学院研究科の教育課程
必須：博士課程における，入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性

〔現状の説明〕
本研究科の博士後期課程への入学に際しては，修士課程における研究内容に関して発表
15 分，質疑 15 分の入学試験を実施している。社会人受験者については，実務経験に関す
る発表 15 分，質疑 15 分の入学試験を行い，必要ならば専門分野と語学に関する筆記試験
を課して，修士修了レベルの学力があることを確認している。
入学後，専門分野における 3 年間の研究を行い，研究内容がまとまると，学位予備審査
を申請することができる。薬学研究科では，課程博士に対し厳しい審査基準を設けており，
本研究科の学位予備審査申請基準に関する申し合わせでは，
「欧文誌筆頭著者でサブミット
１報以上」となっている。この基準を満たすと，博士論文発表会で発表することが許可さ
れ，研究内容が審査される。その後，研究科委員会において，博士論文提出相当であるか
どうかが判定される。
博士論文提出相当であると認められると，博士論文を提出することができ，提出された
論文は，主査 1 名，副査 3 名の計 4 名の教員からなる審査委員会による審査を受ける。主
査は学生の指導教員が務め，副査には研究科に所属する教授を中心に，学内外から関連分
野の専門家が指名される。審査委員会の審査結果によっては，博士論文の書き直しや，追
加実験が要求される場合がある。審査委員会による論文審査結果が合格になると，再度，
研究科委員会による審議を経て，合格の判定を受けた者に博士の学位が授与される。
満期退学者に対しては，満期退学後 1 年以内の申請であれば審査料を免除し，満期退学
後 3 年以内の申請であれば，課程博士と同じ基準で審査することになっている。
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本研究科においては，例外なく上記規定を適用することで，厳格な博士論文審査を行い，
授与する学位の質を保証している。
〔点検・評価〕
本研究科において，課程博士に対し厳しい審査基準を設けていることは，本学が授与す
る学位の質を高く維持する上で重要であり，評価できる。
授業形態と単位の関係
必須：各授業形態の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥当
性

〔現状の説明〕
（1）薬学履修コース
修士課程修了要件：専門分野の特論講義を含み，講義は 5 科目 10 単位以上，各配属教室
での演習 1 科目 4 単位，特別実験 16 単位の計 30 単位以上を履修しなければならない。
特論講義は，1 科目あたり 90 分×12 回の講義（講義時間数 18 時間）で 2 単位を付与し
ている。演習は研究室でのセミナー，文献紹介，学会発表などが相当し，特別実験は各人
が所属する専門分野の研究室における修士論文作成のための研究が相当する。演習，特別
実験ともに，配属研究室で 2 年間にわたって履修する。
博士後期課程修了要件：博士後期課程には 3 年以上在学し，特別講義 1 科目 2 単位以上，
特別演習 1 科目 3 単位，
特別研究 5 単位の計 10 単位以上を履修しなければならない。
全て，
配属研究室内で実施される科目であり，特に実施すべき時間数の規定はない。
（2）臨床薬学履修コース
修士課程修了要件：主科目講義は臨床薬学特論 1，臨床薬学特論 2，臨床薬学特論 3，臨
床薬学特論 4 の 4 科目 10 単位以上，演習は 1 科目 4 単位，実習 16 単位の計 30 単位以上
を履修しなければならない。
臨床薬学特論 1（講義時間数 52.5 時間）及び臨床薬学特論 2（講義時間数 64.5 時間）に
は，それぞれ 3 単位を付与している。臨床薬学特論 3（講義時間数 36 時間）及び臨床薬学
特論 4（講義時間数 40.5 時間）には，それぞれ 2 単位を付与している。演習は，ケンタッ
キー大学臨床薬学集中講義（2 週間）
，医療英語（90 分×3 回）
，英語コミュニケーション（90
分×3 回）の講義に加えて，2 年間にわたって配属部門で履修する臨床薬学カンファレンス
であり，4 単位を付与している。実習は，臨床薬剤学実習（15 日）
，医薬品情報学実習（5
日）
，保険薬局基礎実習（10 日）
，病院薬局臨床基礎記実習（10 日）
，保険薬局実務実習（4
週）
，病院薬局臨床実務実習（12 週）
，臨床薬学総合実習（修士論文研究，15 ヶ月）であり，
16 単位を付与している。
博士後期課程修了要件：博士後期課程には 3 年以上在学し，特別講義 1 科目 2 単位以上，
特別演習 1 科目 3 単位，特別研究 5 単位の計 10 単位以上履修しなければならない。全て，
配属研究室内で実施される科目であり，特に実施すべき時間数の規定はない。
（3）臨床統計学履修コース
修士課程修了要件：修士課程には 2 年以上在学し，30 単位以上を，次の組み合わせによ
り修得しなければならない。
1. 主科目講義は臨床統計学特論Ⅰ，臨床統計学特論Ⅱ，臨床統計学特論Ⅲの 3 科目 12
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単位以上
2. 主科目演習は臨床統計学演習Ⅰ，臨床統計学演習Ⅱの 2 科目 8 単位
3. 主科目実習は臨床統計学実習，臨床統計学総合実習 2 科目 10 単位
特論講義には，1 科目あたり 90 分×12 回の講義（講義時間数 18 時間）で 2 単位を付与
している。演習は研究室でのセミナー，文献紹介，学会発表などが相当し，実習は各人が
所属する専門分野の研究室での修士論文作成のための研究が相当する。演習，実習ともに，
配属研究室で 2 年間にわたって履修する。
博士後期課程修了要件：博士後期課程には 3 年以上在学し，特別講義 1 科目 2 単位以上，
特別演習 1 科目 3 単位，
特別研究 5 単位の計 10 単位以上を履修しなければならない。
全て，
配属研究室内で実施される科目であり，特に実施すべき時間数の規定はない。
（4）医薬開発学履修コース
修士課程修了要件：修士課程に 2 年以上在学し，次の組み合わせにより 30 単位以上を修
得しなければならない。
1. 主科目講義は医薬開発学特論Ⅰ，医薬開発学特論Ⅱ，医薬開発学特論Ⅲの 3 科目 12
単位以上
2. 主科目演習は医薬開発学演習Ⅰ，医薬開発学演習Ⅱの 2 科目 8 単位
3. 主科目実習は医薬開発学実習，医薬開発学総合実習 2 科目 10 単位
特論講義には，1 科目あたり 90 分×12 回の講義（講義時間数 18 時間）で 2 単位を付与
している。演習は研究室でのセミナー，文献紹介，学会発表などが相当し，実習は各人が
所属する専門分野の研究室での修士論文作成のための研究が相当する。演習，実習ともに，
配属研究室で 2 年間にわたって履修する。
博士後期課程修了要件：博士後期課程には 3 年以上在学し，特別講義 1 科目 2 単位以上，
特別演習 1 科目 3 単位，特別研究 5 単位の計 10 単位以上履修しなければならない。全て，
配属研究室内で実施される科目であり，特に実施すべき時間数の規定はない。
（5）医療薬学-がん領域-履修コース
平成 20（2008）年 4 月に開設されたコースであり，講義科目 7 科目 7 単位，演習科目 2
科目 2 単位，実習科目 1 科目 5 単位，特別研究 5 単位を用意している。現在カリキュラム
作成の最終段階にある。
〔点検・評価〕
薬学履修コース，臨床統計学履修コース，医薬開発学履修コースの修士課程における特
論講義では，18 時間の講義で 2 単位を付与しており，2 年間にわたって履修する演習や実
験（実習）に比べて付与する単位数が多いかのように見受けられるが，特論講義では講義
後にレポートを課することが多く，それにかなりの時間が割かれることを考慮しての措置
である。臨床薬学履修コースの修士課程においても，科目ごとの講義時間数と付与する単
位数が一定ではないが，これもそのような授業内容の差に基づくものであり，適切な運用
がなされていると評価できる。
単位互換，単位認定等
必須：国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学院設置基準第 15 条）

〔現状の説明〕
97

基準 3 教育内容・方法
本学の他研究科，及び神奈川県内大学院の学術交流協定に加盟している 21 大学院におけ
る履修科目を単位として認めている。履修できる科目数・単位数に制限はないが，大学院
の修了要件単位となるのは 1 科目 2 単位のみである。
〔点検・評価〕
各大学院は，相互に地理的に離れていることもあり，本研究科の学生が他大学・他研究
科の科目を履修する例はほとんどない。
社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
必須：社会人，外国人留学生に対する教育課程編成，教育研究指導への配慮

〔現状の説明〕
（1）留学生
平成 10（1998）年度に，博士後期課程に 1 名（エジプト政府派遣留学生）を受け入れた。
平成 11（1999）年度に，外国人特別選抜入学試験（募集人員：薬学履修コース若干名）を
導入したが，以後，留学生の受け入れはない。
（2）社会人学生
「臨床統計学履修コース」の開設に伴って導入した制度で，平成 11（1999）年度から社
会人を受け入れている。これまでに修士課程に 11 名，博士課程に 18 名，計 29 名の社会人
学生を受け入れている。
「医薬開発学履修コース」でも，修士課程に 1 名，博士課程に 1 名
の計 2 名を受け入れている。これら社会人学生は，製薬企業で働きながら学ぶため，講義
を短期集中形式にしたり，研究指導を週末に行うなど，学業が継続できるような配慮をし
ている。また，平成 20（2008）年度に開設された「医療薬学-がん領域-履修コース」は，
社会人（薬剤師）対象の博士後期課程のコースであるが，初年度には 10 名の入学者があっ
た。土曜日の講義科目の開講に加え，遠隔授業や e-Learning を活用して授業を進めている
ほか，週末を利用した研究指導が行われている。
〔点検・評価〕
海外の志願者が入学しやすいよう，平成 11（1999）年度から，
「薬学履修コース」に外
国人留学生特別選抜入試制度を設けた。しかし，入試試験のうち，筆記試験では日本語で
の解答を要求していること，また本研究科では特論講義を日本語で実施していることなど
から，この制度を利用するにしても，入学と学業の継続にはかなりの日本語能力が必要と
なっており，外国人留学生の入学はかなり困難な状況となっている。
「臨床統計学履修コース」，
「医薬開発学履修コース」は，それぞれの勤務先における業
務を遂行しながら，医薬品治験や医薬品開発の現場で必要となる最先端の知識を得ること
を目指す人材育成のために開設されたコースであり，個々の学生のニーズに応じた指導体
制をとっている。社会人大学院生の場合，大学院講義や研究指導で相当の便宜を図っても，
勤務先での業務の都合で研究内容がまとまらず，博士後期課程を満期退学する例が多いこ
とが問題である。ただし，満期退学後 3 年以内に博士論文を提出すれば，課程博士と同じ
基準で審査されるため，この制度を利用する学生が多数おり，各コースの人材輩出の目的
は達成されている。
「医療薬学-がん領域-履修コース」も，病院や薬局に勤務している薬剤師が，がん専門薬
剤師を目指すコースであり，講義は土曜日に実施している。3 年以内に博士論文を提出する
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ことは難しいと考えられるため，長期履修制度（最長 5 年）を設けている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 6 年制薬学教育の進行にともない，修士課程の臨床薬学履修コースはその役割を終える
が，博士課程の薬学履修コースと臨床薬学履修コースの教育課程の見直しが必要である。
2 臨床統計学履修コース及び医薬開発学履修コースについては，薬剤疫学の分野を導入し
て，薬学部卒業生の職域拡大に繋げることを検討する。
3 がん専門薬剤師の認定が得られるように，医療薬学-がん領域-履修コースのカリキュラ
ムの整備を進める。
4 学位審査については，6 年制薬学教育の進行にともない，薬学履修コースと臨床薬学履
修コースの教育内容が変わることから，学位の質を維持するため，必要に応じて課程博
士の審査基準を見直すことを検討する。
5 単位互換に加え，共同学位授与の可能性も含めて，他大学・他研究科との連携を推進す
る。
6 土・日・休日や夜間の開講，遠隔授業・e-Learning 等の活用により，薬学履修コースや
臨床薬学履修コースにおいても，社会人が入学・就学しやすい環境を整備する。
独立大学院等の教育課程
任意：学部に基礎を置かない独立大学院，独立研究科における，下位の学位課程の教育内容・レベルを視
野に入れた当該課程の教育内容の体系性・一貫性を確保するための方途の適切性

該当しない
②教育方法等
〔到達目標〕
1 学位審査における公開論文発表会の開催。
（昭和 43（1968）年度，大学院開設時。）
2 主査及び複数の副査による厳格な論文審査。
（昭和 43（1968）年度，大学院開設時。）
3 研究・開発職及び臨床薬剤師としての就職先の確保。
（昭和 43（1968）年度，大学院
開設時。）
4 教員が大学院生を個別に指導する体制の維持。
（昭和 43（1968）年度，大学院開設時。）
5 個別指導の基礎となるファカルティデベロップメント（FD）の実施。
（平成 13（2001）
年 4 月）
6 臨床薬学履修コースでは，研究に加えて病院における実務指導の充実。
（平成 7（1995）
年度，薬学部附属臨床薬学研究センター開設時。
）
教育効果の測定
必須：教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性

〔現状の説明〕
5 つのコースとも講義の場合は，レポート，受講態度等から総合的に評価している。
修士課程，博士後期課程共に，最終年度の最後に，学内に公開した論文発表会を実施し，
活発な質疑応答が行われている。修士課程では，毎年 3 月上旬の修士論文発表会（発表 10
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分，質疑 5 分）で研究内容を発表し，修士論文は主査 1 名，副査 2 名の計 3 名の教員によ
る審査を受ける。博士課程では，3 年次の 12 月に開かれる博士論文発表会（発表 30 分，
質疑 30 分）で研究内容を発表し，博士論文は主査 1 名，副査 3 名の計 4 名の教員による審
査を受ける。ただし，その前提として，欧文誌に筆頭著者として，1 報以上の論文（サブミ
ットで可）がなければならない。
〔点検・評価〕
本研究科では，例外なく上記規定が適用されており，厳格な論文審査を行うことにより，
教育・研究指導ならびに学位の質を保証している。修士課程に比べて，博士課程に対して
より厳しい審査基準を設けていることは，本学が授与する学位の質を維持する上で適切な
措置であり，評価できる。
論文発表会や論文内容などで，研究内容の評価は可能であるが，実務能力の評価はでき
ない。臨床薬学履修コース，臨床統計学履修コース，医薬開発学履修コースでは，実務能
力のある人材の養成を目指しているので，何らかの方法で研究内容以外の評価もするべき
であると考えられる。
教育効果の測定
任意：修士課程，博士課程，専門職学位課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況
任意：大学教員，研究機関の研究員などへの就職状況と高度専門職への就職状況

〔現状の説明〕
過去 5 年間の修士課程修了者（301 名）の進路は，博士課程進学（9.0%）
，研究生・研修
生（3.7%）
，大学教員（4.3%）
，国家公務員（2.3%）
，地方公務員（2.3%）
，製薬企業（22.9%）
，
その他の企業（6.0%）
，医薬品開発業務受託機関（CRO）
（9.0%）
，病院（25.6%）
，調剤薬
局・ドラッグストア（7.3%）
，その他（7.6%）である。
過去 5 年間の博士後期課程修了者（25 名）の進路は，大学教員，地方公務員，製薬企業，
その他の企業，国立研究機関，民間研究機関，海外研究機関など多岐にわたる。
過去 5 年間の修士課程修了者（301 名）及び博士後期課程修了者（25 名）のうち，大学
へ就職した者は 16 名，国内外の研究機関へ就職した者は 5 名である。また，病院へ就職し
た 77 名は，高度専門職である臨床薬剤師としての就職である。
〔点検・評価〕
薬学履修コース修了者は，製薬企業における開発職や医薬品開発業務受託機関（CRO）
への就職が増え，研究職としての就職が減ってきている。薬学履修コース修了者の就職先
が多岐にわたるのは，薬学という学問の性格上，好ましい。しかし，社会構造の変化に起
因する部分があるとはいえ，研究職への就職が減ってきているのは残念な問題と捉えてい
る。薬学履修コース修了者の大学や研究機関への就職の機会は限られており，就職者を増
やすことは難しいというのが現状である。
一方，臨床薬学履修コースでは高度な薬剤師教育を行っているため，臨床薬剤師として
の病院への就職機会に恵まれている。臨床薬学履修コース修了者が臨床薬剤師として病院
への就職が多いことは好ましいが，大学や研究機関への就職が少ないという点は，いま少
しの改善を要する点であると考えられる。
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成績評価法
必須：学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性

〔現状の説明〕
修士課程，博士後期課程共に，最終年度の最後に，学内外に公開された論文発表会を実
施しており，活発な質疑応答を通じて，学位に相当するか否かの評価がなされている。論
文の審査は，修士課程では主査 1 名，副査 2 名が，また博士課程では，主査 1 名，副査 3
名が実施している。従来，主査は教授で，副査には准教授，専任講師も加えていたが，平
成 5（1993）年度からは，大学院指導教員なら誰でも，主査，副査を担当できるように規
程を変更した。
演習，特別実験，実習などでは個別指導となることが多く，実験計画の立案，実験の実
施，結果に対する考察，研究成果の取りまとめ，発表等については，研究室単位できめ細
かい指導を行い，それらの結果に基づいて，総合的に資質向上の程度を評価している。
講義の場合は，レポート，受講態度などから総合的な評価がなされている。
〔点検・評価〕
大学院では，学生が少数であることもあり，組織的な評価法は採用しておらず，学生の
個性に対応したきめ細かな指導と評価が行われている点は妥当であると評価できる。
研究指導等
必須：教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：指導教員による個別的な研究指導の充実度
任意：複数指導制を採っている場合における，教育研究指導責任の明確化
任意：研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策

〔現状の説明〕
本研究科における研究指導は，配属された各研究室・部門で行われる。修士課程では，
「薬
学履修コース」の場合は 2 年，
「臨床薬学履修コース」
，
「臨床統計学履修コース」
，
「医薬開
発学履修コース」の場合は約 1 年の研究期間がある。博士後期課程では，全てのコースで 3
年間を研究に費やす。各研究室・部門に配属される大学院生は数名程度であるため，指導
教授や大学院指導教員から，直接，研究指導を受け，学位論文を作成している。大学院生
と指導教員の比はほぼ 1:1 であり，きめ細かな指導体制ができている。
薬学履修コースと臨床薬学履修コースの特論講義の履修者数は 20〜30 名程度の少人数
であるため，個々の学生の興味や能力に対応した指導ができている。また，学生との討論
の時間を長くとるよう工夫している。臨床統計学履修コース，医薬開発学履修コースでは，
更に小人数の講義が展開されている。博士後期課程の特別講義，特別演習は，配属された
研究室・部門において，少人数のゼミ形式で実施されるため，学生個々に対応したきめ細
かな指導ができている。
本研究科では，複数指導制を採用していない。
学生から研究分野や指導教員の変更希望があった場合，基本的には，研究室・部門内で
研究テーマや指導教員を変更することで対処している。稀に，研究室・部門内で対処でき
ない場合があるが，その時は学生相談室や学生指導担当運営委員の仲介のもとで，他研究
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室・部門へ出向させる形で処理しており，それが理由で退学に至った例はない。いずれに
しても，学生と教員が良く話し合って解決策を見出すこと，また学生が良好な環境で研究
が続けられよう努めている。
〔点検・評価〕
講座制の利点を生かし，小人数の学生を手厚く指導できることは大きな長所である。薬
学履修コースでは，隣接する北里生命科学研究所や外部研究機関に派遣されて研究を行う
学生もいるが，いずれも指導教員が連絡を密にして，きめ細かな指導ができるように配慮
していることも評価できる。
臨床統計学履修コースや医薬開発学履修コースでは，社会人学生を相手にすることから，
E メールによる指導も行っているが，特に問題は生じていない。
どのコースにおいても，学生と指導教員の間に信頼関係が構築されるよう最大限の努力
が払われており，現行の指導体制は十分に機能していると考えられる。
医学系大学院の教育・研究指導
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し，病院内外でなされる教育・研究指導とこれを支え
る人的，物的体制の充実度

〔現状の説明〕
本研究科臨床薬学履修コース（修士課程）では，臨床薬学における基礎的・応用的能力
の養成を目的に，1 年次に 2 週間の「病院薬局基礎実習」と 12 週間の「病院薬局臨床実務
実習」の履修を必須としている。
「病院薬局基礎実習」は「病院薬局臨床実務実習」に向け
た準備実習に相当するものであり，医療現場で薬剤師に求められる役割を理解し，それを
実践する上で必要な知識・技能・態度を習得することを目的に，入院患者を模したロール
プレイング，病院における看護体験などを行っている。
「病院薬局臨床実務実習」は，大学
附属の北里大学病院，北里大学東病院，北里研究所病院，北里研究所メディカルセンター
病院を利用し，いずれか 2 施設において各 6 週間の実習を行っている。各施設の特徴を生
かしたプログラムで実施され，入院患者への服薬指導をはじめ，病棟における薬剤師業務
を中心とした実習を通して，代表的な疾患に関する薬物療法を学ぶとともに，患者に対し
て薬剤師として何ができるかを考える体験する機会としても位置付けている。さらに，
「チ
ーム医療」を担う一専門職としての役割とニ一ズを理解することにより，主として医療現
場における薬物療法に関する問題点を解決できる応用能力を養うことも目的としている。
大学附属 4 病院の薬剤部長が，臨床薬学研究センター 臨床薬学大講座 薬物治療学の専任
教員として実務実習を担当するとともに，病院薬剤部配属の他の専任教員及び病院スタッ
フも実務実習の教育に関わっている。
修士論文研究への取り組みは，1 年次後期の 1 月から修士課程 2 年次全般にわたり，
「臨
床薬学総合実習」として実施される。ここで行われる研究の課題は，臨床現場での題材を
薬学的視点から掘り下げることを原則とし，患者情報を取り扱って行う症例研究，副作用
や相互作用に関する薬剤疫学的研究，医薬品情報を取り扱って行う論文評価研究や人にお
ける臨床薬理学的研究・臨床薬剤学的研究などを含む広範囲なものとなっている。大学院
生（修士課程）は，この「臨床薬学総合実習」(修士論文研究)を通して，安全かつ高度な薬
物療法を支援する薬剤師としての研究姿勢を身につける。
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本研究科臨床薬学履修コース(博士後期課程)の博士論文研究（臨床薬学特別研究）では，
そのテーマとして，医薬品適正使用を支援するための臨床薬理学的研究，臨床薬剤学的研
究，薬剤疫学的または薬剤経済学的研究，分析化学的・情報科学的研究等を取り上げるこ
とができ，併せて臨床薬剤師としての高度な専門性や臨床薬学教員候補者としての人格と
資質を身に付けることを目的に実施されている。これらの研究（修士論文研究，博士論文
研究）を指導する教員は，臨床薬学研究・教育センター 臨床薬学大講座に所属し，実際の
研究は北里研究所病院，北里大学病院及び北里大学東病院で実施されている。
平成 20（2008）年度には，社会人を対象とした本研究科医療薬学-がん領域-履修コース
（博士後期課程）が設置された。そして，
「臨床腫瘍学実習」が北里大学病院において，ま
た「特別研究」(博士論文研究)の指導が本研究科の基礎研究室及び臨床系研究室(臨床薬学
研究教育センター)で行われる予定になっている。
〔点検・評価〕
本研究科臨床薬学履修コースの教育・研究は，上述のように教員と医療現場(病院)が一体
になっている点が特徴で，独自の先進的な臨床教育，臨床研究が実践されている。臨床薬
学履修コース（修士課程）には他大学からの入学希望者も多く，また就職先（病院薬剤部，
開局薬局など）からの本コース修了者に対する評価も極めて高く，充実した教育･研究がな
されていることの証と考えている。全ての大学院生の臨床教育が大学附属の 4 病院で実施
されていることが本研究科臨床薬学履修コースの長所であり，現在，臨床薬学履修コース
（修士課程）を希望する学生が多いが，博士後期課程を希望する学生が少ない点が課題と
なっている。
医学系大学院の教育・研究指導
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生について，臨床研修と研究の両立を確保させるための配慮
の状況とその適切性

〔現状の説明〕
本研究科臨床薬学履修コース（修士課程）1 年次前半には，実務研修に先立つ事前教育を
必修とし，学内外の専門家による講義を受け，臨床薬学分野の専門的知識を習得する。ま
た，各専門領域の臨床医による系統別代表疾患の講義を受け，臨床医学の基礎知識を習得
する。さらに，学内の実習室で基礎実習（保険薬局基礎実習，医薬品情報学実習，臨床薬
剤学実習，病院薬局臨床基礎実習）を受けた後に，実際の医療現場で行われる保険薬局実
務実習（1 か月）及び病院薬局臨床実務実習(3 か月)を履修する。病院薬局臨床実務実習は，
大学附属病院である北里大学病院，北里大学東病院，北里研究所病院，北里研究所メディ
カルセンター病院のうちの，いずれか 2 施設で行い，保険薬局実務実習は，学外の教育提
携薬局で行う。そして，1 年次後期の 1 月から修士課程 2 年次全般にわたり，修士論文を作
成する臨床薬学総合実習を行う。
〔点検・評価〕
大学での特論講義・特別実習の時期，保険薬局・病院薬局での実務実習の時期，そして
修士論文研究を行う時期をずらすことにより，臨床研修と研究を両立させている。また，
適宜，指導教員から就学上の助言を受けられる体制を整えている。3 月上旬に行われる修士
論文発表会では，研究内容の発表に対する活発な討論が行われている。
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本コースでは入学時に配属教室を決定し，本格的な修士論文を作成する前に実務実習を
行うことにより，修士論文の研究テーマをより明確に意識することが可能になっている。
しかし，薬学履修コース（修士課程）では，ほぼ 2 年間を修士論文研究に費やすことがで
きるのに対し，本コースでは修士論文研究に費やすことができる期間が約 1 年 2 ヶ月と短
いことが，研究能力の育成という点でやや問題である。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルティ・ディベロッ
プメント（FD）
）およびその有効性

〔現状の説明〕
本研究科では，FD 委員会が中心となって，専任講師以上の教員を対象にした研修会を平
成 13（2001）年度に 2 回開催した。研修会場に一泊し，二日間，主にカリキュラムの三要
素（目標，方略，評価）について small group discussion (SGD) を通して学ぶプログラム
である。また，平成 15（2003）年度には，同じく一泊二日の日程で，助手を対象にしたコ
ミュニケーションスキル向上のための研修会も開催した。平成 18（2006）年度からは，日
本薬剤師研修センターが主催する実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップに教員
を参加させて，主にカリキュラムの三要素（目標，方略，評価）に関して学ばせている。
平成 18（2006）年度は 5 名，平成 19（2007）年度は 15 名の教員が，このワークショップ
に参加した。
〔点検・評価〕
学生の指導は，担当教員による個別指導となることが多く，また研究成果は研究室の研
究レベルに大きく依存するが，大学院生による学会発表が活発に行われており，きめ細か
な教育・研究指導が行き届いていると考えている。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況

〔現状の説明〕
本研究科のシラバスは，特論，演習，特別実験別に記述されており，その内容は，①単
位数②責任者名③担当者名④教育目標⑤授業内容⑥到達目標⑦評価方法となっている。学
生が履修する上で必要な要件等を詳細に示した有用性の高いものとなっている。
〔点検・評価〕
学生はシラバスを活用して履修計画を立てており，シラバスの記載項目・内容等は適切
であると判断できる。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：学生による授業評価の活用状況

〔現状の説明〕
本研究科では，組織的に学生による授業評価などの評価システムは導入していない。各
教員が，個別に学生からの意見や要望を聴取・収集し，授業の改善に活かしている。
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〔点検・評価〕
本研究科の特論講義の評価については，各教員に任せているのが実情であり，大学院に
おける教育の質が客観的に把握できていないのは問題と思われる。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
任意：修了生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
各研究室が，個別に卒業生に対して，在学時の教育内容・方法についての意見や感想，
希望等の情報を収集しているのが現状である。修了生に評価を求める組織的なシステムは
導入していない。
〔点検・評価〕
修了生による教育内容・方法を評価させる仕組みを導入する必要があると考えられる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 教育効果に関しては，今後，各学生の研究能力以外の到達度を測定・評価する方法の導
入を検討する。
2 6 年制薬学教育の進行にともなって，当然，就職先も変わってくるが，今後とも企業や
各種研究機関への研究職としての就職を促進するとともに，製薬業界以外の分野への新
たな就職先の開拓に努める。
3 FD 活動などを通じて教員の対人関係構築に関するスキルアップを図るとともに，学生
相談室を有効に活用することで，学生の不満・要望に適切に対処してゆくよう努める。
4 大学附属 4 病院において学部学生の実務実習・特別実習(卒業論文作成)と大学院生(博士
後期課程)の臨床実習・特別研究(博士論文研究)が行われることになるため，担当教員の
負担増大が予測されることから，早急に病院薬剤部に配置される薬学部専任教員を増員
するなど，将来の改善に向けた具体的方策の実現を図る。
5 医療薬学-がん領域-履修コース（博士後期課程）における臨床腫瘍学実習と特別研究(博
士論文研究)とを両立させる方策を，教育委員会などで検討する。
6 シラバスには，履修計画を立てる際の情報提供と授業以外の学習（いわゆる教室外にお
ける準備学習等）に関する指示を与えるという 2 つの役割があるが，後者の役割を更に
充実させるよう掲載項目の検討を行う。
7 教育委員会及び FD 委員会を中心にして，大学院でも学生による授業評価を導入するこ
とが適切か否かの検討を行う。
8 卒業生に対し，在学時の教育内容・方法等を評価させるシステムの導入について，その
得失を含めて検討する。
③国内外との教育・研究交流
〔到達目標〕
グローバルな視点から，より良い医療に貢献できる高度な臨床薬剤師及び薬学研究者の
育成を目指すため，国内外を問わず，優れた教育・研究を実践している大学院や高度研究
機関との教育・研究交流を強力に推進する。
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◇国内外との教育研究交流
1 米国・ケンタッキー大学及び米国・ハーバード大学大学院との間に締結されている学術
交流協定の内容をより強く反映した交流活動の実践と，より広範かつ緊密な交流を目指
す。
（平成 20（2008）年 7 月研究科委員会）
2 院生に，より幅広く多様な教育及び研究指導を受ける機会を与えるため，国内外の大学
院や高度研究機関との間の新たな協力関係を樹立する。
（平成 20（2008）年 7 月研究科
委員会）
3 将来の学術交流のあり方について，不断の検討を続けていくために，学術交流協定を総
合的かつ専門的に扱う委員会を設置する。
国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
必須：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学院間との組織的な教育研究交流の状況

〔現状の説明〕
現在，本研究科では米国のケンタッキー大学及びハーバード大学大学院と国際学術交流
協定を締結し，様々な交流を行っている。本研究科が教育研究の場を広く世界に求めてい
ること，そしてその方針を積極的に推進していることは，広報活動等を通じて学内外に周
知を図っている。その主な内容は以下の通りである。
＜米国・ケンタッキー大学＞
本研究科は，米国で最新の臨床薬学教育を実践しているケンタッキー大学との間に，平
成元年に締結された大学間の国際学術交流協定に基づき，19 年間に及ぶ交流活動を展開し
てきた。この交流を通じて，毎年，臨床薬学履修コース修士課程 2 年次に在籍する学生が，
臨床薬学研修のためにケンタッキー大学に短期留学するとともに，ケンタッキー大学から
教員を招聘し，留学に先立つ事前教育や講義を行うなどの教育活動を行っている。
これまでのところ，ケンタッキー大学からの院生の受入やケンタッキー大学における本
大学院教員による教育は行われていない。
研究交流については，現在，具体的な内容を模索中であり，組織的な交流は行われてい
ない。
薬学部及び本研究科臨床薬学履修コースへの入学希望者の中には，志望理由としてケン
タッキー大学における海外研修の魅力を挙げる学生も多い。
＜米国・ハーバード大学大学院＞
本研究科では，平成 11（1999）年に臨床統計学履修コースを開設したが，国内の他大学
には例のない独自のカリキュラムを展開するため，平成 12 年に世界最高水準の生物統計学
の研究業績を有するハーバード大学大学院公衆衛生学部との間に国際学術交流協定を締結
した。この協定に基づき，ハーバード大学大学院教員による授業を開講するとともに，臨
床統計部門の教育・研究をさらに充実させるため，学生の派遣，論文指導の依頼，共同研
究の推進，シンポジウムや共同セミナーの開催などを行っている。研究面ではある程度の
双方向性が実現されているが，教育面ではハーバード大学大学院に一方的に頼っていると
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いうのが現実である。
〔点検・評価〕
本研究科が，米国のケンタッキー大学及びハーバード大学大学院との交流を通じてグロ
ーバルな教育研究を行っていることは広く社会に知られるところとなっており，本研究科
の教育研究活動が社会的に高く評価される一因となっている。本学薬学部受験生の間でも
本研究科の国際交流は大きく注目されており，志望の主要動機となっていることは高く評
価できる。このように，本研究科の国際化の方針とその推進は，実際の教育研究面に資す
るのみならず，本学のイメージ向上，意欲溢れる優秀な受験生の獲得という点でも，良好
な結果を生みだしている。
＜米国・ケンタッキー大学＞
学術交流協定の内容は，セミナー・シンポジウム等における講師の派遣，出版物の刊行，
研究論文の交換等，教育研究上非常に有意義な内容となっているものの，実際の交流活動
は本研究科院生の教育の範囲に留まっており，協定を十分に有効活用した交流が実践され
ているとは言えない状況であるという点が，やや問題である。
最新の臨床薬剤師養成教育を実践している米国の大学において研修できるので，派遣さ
れる学生にとっては，グローバルな視点と医療人としての使命感に加え，最先端の薬学知
識・技能を身に付けるうえで，またとない貴重な体験となっており，本大学院教育の大き
な長所と捉えることができるが，研修を受けられる人数が 10 人前後と少ない点は改善を要
する。
＜米国・ハーバード大学大学院＞
ハーバード大学大学院から招聘した教員による授業は極めて有意義なものであり，また
毎年行われている共同シンポジウムも盛況裏に推移している。さらに，本研究科からの教
員の派遣や博士論文の審査等を通じて，本研究科とハーバード大学大学院との関係が，近
年，益々緊密の度合いを増している点は，高く評価できる。
医薬品治験における生物統計学の利用において世界的リーダーシップを発揮しているハ
ーバード大学大学院教員による講義は本コースの必須の要件となっており，それにより得
られる教育効果は，社会及び各学生にとって極めて大きなインパクトを与えている。
ケンタッキー大学薬学部及びハーバード大学大学院公衆衛生学部は，いずれもそれぞれ
の分野で指導的な教育研究を行っている機関であり，それら施設と交流が行われているこ
との教育研究上の意義は極めて大きいが，教育面では，どちらの場合も，こちらの学生の
教育を依頼するという一方的なものとなっており，双方向ではないという点に問題がある。
また，現在，ケンタッキー大学との間には極めて友好的な関係が維持されているにも関
わらず，組織的にも個人的にも，研究上の交流がほとんど行われていないという点も，今
後，検討を要する課題である。
また，これら以外の国内外の大学・大学院との教育・研究交流が組織的に行われていな
いという点も，改善を要する。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 今後も，本研究科の国際化及び他大学・研究機関との連携強化の方針を堅持し，新たな
交流先の開拓に努める。特に，ヨーロッパ及びアジア諸国の大学・大学院との間の協力
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関係樹立の可能性を検討するとともに，国内の大学・大学院や高度研究機関との交流の
可能性も積極的に探っていく。そのために，学術交流協定を総合的かつ専門的に扱う委
員会を設置し，その委員会の具体的な任務や機能に関する検討を早急に開始する。
2 国内外の他大学・研究機関との連携に基づく学生教育の双方向化を目指して具体的な
方策を検討し，条件整備を進めつつその実現に努めるとともに，研究交流を活発化する
ための具体的方策の検討も開始する。
3 個人レベルの国際研究交流を促進するための組織体の設立と学内資金援助の充実を働
きかけていく。
④学位授与・課程修了の認定
〔到達目標〕
修士課程では，高度な専門性を要する職業などに必要な知識・技能と，与えられた研究
課題を実験や調査を通じて結論に導く研究遂行能力を修得することを目標とする。また，
博士課程では，独自の問題意識に基づいて研究課題を発掘し，研究チームを率いて課題の
解決に当たることができる，より高度な研究能力とチームマネジメント能力を修得するこ
とを目標とする。
◇学位授与
1 学位の審査方法と授与基準の見直しを行う。
（昭和 43（1968）年，大学院開設時。）
2 公開論文発表会を始めとする学位審査の高い透明性と客観性を引き続き維持する。
（平成
20（2008）年 7 月研究科委員会）
◇課程修了の認定
1 6 年制薬学部の上に設置される博士課程に，早期終了制度を導入・整備する。
（平成 20
（2008）年 7 月研究科委員会）
学位授与
必須：修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性

〔現状の説明〕
（1）薬学履修コース
本コースは，本研究科の理念である「実学の精神」に基づき「生命科学に関する最先端
の基礎研究を重視」して，下記の 17 専門分野を開設し高度な教育・研究を展開している。
本研究科は旧（社）北里研究所のある白金キャンパスに位置する地の利を生かし，これま
でも旧（社）北里研究所と頻繁に共同研究を行ってきたが，
「連携大学院方式に基づく教育
研究協力に関する協定」締結後は，旧（社）北里研究所から客員教授・客員助教授を迎え，
生物有機化学及び和漢薬物学の二つの専門分野を開設して，新たなフィールドの研究に学
生が参加できることとなった。
修士課程の学生は，それぞれ専門分野の研究室に所属し，演習，特別実験の科目を履修
するほか，所属する研究室が開講する専門分野の科目を含め 5 科目以上の特論講義を履修
することになっており，この講義を通じて薬学の様々な分野の最新のトピックスを含む最
先端の知識を得ることができる。修士課程の学生の授業科目の修了要件は下記の通りであ
るが，それぞれの研究テーマごとに作成した修士論文の内容は，2 年次 3 月初旬の修士論文
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発表会で発表することになっており，論文内容から修士として適格性の判定を受ける。
博士後期課程では，各専門分野の研究室に所属して特別講義，特別演習，特別研究の各
科目を履修する。また，それぞれの研究テーマで作成した博士論文の内容を 3 年次 12 月初
旬に開催される博士論文発表会で発表することになっており，博士の学位に相応しいか否
かの判定を受ける。
募集専門分野：生体分子解析学，公衆衛生学，薬剤学，薬理学，分子薬理学，生化学，
生薬学，衛生化学，微生物学，創薬物理化学，医薬品化学，薬品製造化学，生命薬化学，
生物分子設計学，微生物薬品製造学，生物有機化学，及び和漢薬物学の計 17 の専門分野。
修士課程修了要件：学生は 17 の専門分野のいずれかに所属し，講義（所属分野の特論講
義を含む）5 科目 10 単位以上，各所属教室での演習 1 科目 4 単位，特別実験 16 単位の計
30 単位以上を履修しなければならない。
博士後期課程修了要件：特別講義 1 科目 2 単位以上，特別演習 1 科目 3 単位，特別研究
5 単位の計 10 単位以上履修する。
（2）臨床薬学履修コース
本コースは，本研究科の理念である「実学の精神」に基づき「臨床薬学教育の充実」を
実現するために設置された。病院，保険薬局，大学などの幅広い領域において，修得した
臨床薬学の専門的知識・技能等を，薬剤師として，また教育者として応用できる人材を養
成することを目的として教育課程が編成されている。
修士課程 1 年次前半では，実務研修に先立ち，薬学部での事前教育を必修とし，学内外
の専門家による講義を受け，臨床薬学分野の専門的知識，技能及び態度を習得する。その
後，選択した研究課題により各部門に所属し，保険薬局実習（0.5 カ月）
，病院薬局基礎実
習・臨床基礎実習（4.5 カ月）
，臨床総合実習（1 カ月）を含む 6 カ月の実務研修を履修す
る。病院薬局及び臨床基礎実習は，教育病院である北里大学病院，北里大学東病院，北里
研究所病院のいずれか 1 カ所で行い，保険薬局及び臨床総合実習は，学外の教育提携薬局・
病院で行う。修士課程 2 年次には，1 年間にわたり臨床薬学総合実習と修士論文作成のため
の研究を行う。この間，追求する研究課題は，臨床現場で得られた題材を科学的視点から
薬学的に評価検討することを原則とし，患者情報を取り扱って行う症例研究，副作用や相
互作用に関する薬剤疫学的研究，医薬品情報を取り扱って行う調査研究，動物実験による
生物薬剤学的研究や薬効薬理学的研究，さらに人における臨床薬理学的・臨床薬剤学的研
究などを含む広範囲な課題となっている。それぞれの研究課題ごとに作成した修士論文の
内容は 2 年次 3 月初旬の修士論文発表会で発表することも含め，修了認定までの方法は薬
学履修コースと同じである。
博士後期課程では，臨床薬学の各部門に所属し，修士課程で修得した知識や技能を踏ま
え，修士論文の項で述べた広範囲な研究課題をさらに深化させ，博士論文としてまとめ，
論文発表会で発表し，博士としての適格性の判定を受ける。修了認定されるまでの過程は，
薬学履修コースと同じである。
修士課程修了要件：主科目講義は臨床薬学特論 1〜4 の 4 科目 10 単位以上，演習は 1 科
目 4 単位，実習 16 単位の計 30 単位以上履修する。
博士後期課程修了要件：薬学履修コースに同じ
（3）臨床統計学履修コース
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本コースは，
「実学の精神」に基づき，日本の医薬品産業の発展に資するため，臨床統計
学教育の確立を目指した新しい教育課程である。新医薬品を承認する際の臨床試験（治験）
は，明確かつ客観的で高い倫理性のもとに行われることが世界的に合意されているが，こ
れまでの日本は，医薬品の承認審査体制が必ずしも十分ではなかった。特に臨床試験の質
の向上が大きな課題となっており，そのためには臨床薬理学とともに「生物統計学」の寄
与が強く求められてきた。本コースは，このような社会的要請を踏まえ，薬学，数学，理
学等の大学教育を修めた者に対して，治験のプロセスとそこで必要とされる統計学理論を
教授するとともに，新たな統計手法に関する研究を行うものである。修士課程では，臨床
試験の計画から実施までの段階において，統計学を適切に応用できる人材を養成するため
の教育を行っており，博士後期課程では，未解決の課題に対して統計学的理論あるいは臨
床試験設計理論を構築できる研究者を育成するための教育課程が準備されている。
修士課程修了要件：主科目講義は臨床統計学特論 1〜3 の 3 科目 12 単位，演習は臨床統
計学演習 1 及び 2 の 2 科目 8 単位，実習は臨床統計学実習，臨床統計学総合実習の 2 科目
10 単位の計 30 単位履修する。
博士後期課程修了要件：特別講義 1 科目 2 単位以上，特別演習 1 科目 3 単位，特別研究
5 単位の計 10 単位以上履修する。
（4）医薬開発学履修コース
平成 18（2006）年度から新たに開設されたコースであり，産官学の緊密な連携の下に，
現在行われている医薬品開発の問題点を的確に分析・評価し，それら問題点を排除した科
学的かつ戦略的な新医薬品開発企画を柔軟に立案できる人材の養成を目的としている。そ
のために，国内外の規制当局などの動向や最新の医学・薬学に関する情報のみならず，新
たな試験デザインや評価指標の妥当性を検討し，それを適切にプロトコルへ反映すること
ができる統計学的な知識や，マーケティング戦略や開発プロジェクト管理に必要とされる
経営工学的な能力の開発など，多岐にわたる内容を教授している。すなわち，新医薬品開
発の実施計画から新薬申請手続きに至るまでのすべてのステップに関する総合的な教育を
行うため，臨床薬理学，臨床疫学，毒性学，統計解析の基礎，医療経済学，医薬品行政，
規制，ICH（lntemational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for
Registration of Pharmaceuticals for Human use：医薬品規制ハーモナイゼイション国際
会議）の基準，市販後調査，保険制度，薬価制度のほか，倫理面等についての講義も実施
している。現在，学年進行の途中であり，未だに学位授与には至っていないが，修士課程
及び博士後期課程の論文審査の方法及び修了要件等は，臨床統計学に準ずるものとなって
いる。
（5）医療薬学 -がん領域- 履修コース
平成 20（2008）年度には本コースの博士課程が開設され，社会人薬剤師を対象としてが
ん専門薬剤師の育成を目指しているが，まだスタートしたばかりであり，学位取得者を出
すには至っていない。ただ，論文審査の方法及び修了要件等は，概ね他の履修コースに準
じたものとなっている。
以上の課程修了者以外に，本研究科では論文博士の授与も行っている。この場合には，
既に出版された学術論文の集大成が学位に値するか否かが問われるが，上記履修コースよ
りも厳しい基準で審査が行われている。
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〔点検・評価〕
修士課程及び博士後期課程の論文審査の方法及び修了要件等は厳格に定められており，
適切に運用されている。これらに基づき，本研究科はこれまでに多くの修了者を社会に送
り出し，高い評価を受けている。
学位授与
必須：学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性
任意：修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性

〔現状の説明〕
課程修了時までに修得すべき単位等は明確に規定されており，また学位論文の発表会は
公開で行われ，審査結果も公表されている。
なお，現在，修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定制度は採用していない。
〔点検・評価〕
学位申請者の学問的業績は，公開論文発表会の席上で万人の眼にさらされる。すなわち，
誰もがその内容を評価する立場になることができ，研究内容に対する疑問等は，誰もが直
接発表者に問い質すことができる。また，主査及び副査によってなされるより詳細な論文
内容の審査結果も公表されるため，本研究科における学位審査は，非常に高い透明性と客
観性が確保されたプロセスにより行われていると言える。したがって，現在，本研究科が
採用している学位授与のシステムは適切であり，全く問題はない。
学位授与
任意：留学生に学位を授与するにあたり，日本語指導等講じられている配慮・措置の適切性

〔現状の説明〕
本研究科では，留学生に対して特段の語学上の配慮・措置は講じていない。また，論文
発表に使用する言語は，英語でも可としている。日本語に関する問題は，研究上または生
活上の必要に応じて，留学生が所属する研究室の教員や院生・学生が個別に対応している。
〔点検・評価〕
これまでは本研究科への留学生の数が多くなかったため，研究室における個別の対応で
十分であった。現状では，特に問題点は感じられないが，今後，留学生の数が増えること
が予想されるので，早急に対応策を検討する必要がある。
課程修了の認定
必須：標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における，そうした措置の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
これまで，そのような修了生を出していない。
〔点検・評価〕
6 年制薬学部の上に設置される大学院博士課程では，そのような制度を作る必要があると
考えられる。
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〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇学位授与
1 課程修了者に対する学位授与の基準及び論文博士の審査要件は，社会の変化に対応して，
定期的に見直しを行っていく。
2 学位申請者と人間的な繋がりのない専門家を主査又は副査としなければならないシステ
ムを導入することができれば，審査の過程の透明性と客観性は更に向上すると考えられ
るので，早急にそのような体制作りの検討に入る。
3 留学生の数が一定数を越えるような状況になれば，日本語指導等，組織として何等かの
対応をしなければならないので，将来を見越して，早急に検討に入る。
◇課程修了の認定
1 6 年制薬学部の上の大学院博士課程の設置に向けて，標準修業年限未満で修了すること
を認める制度を作り，その場合に問われる「優れた業績」の基準作成に着手する。

２−２．獣医学部・獣医畜産学研究科
２−２−１．獣医学部
①教育課程等
〔到達目標〕
獣医学部では，人と動物の共存を地球規模で考えることを通じて，高度に発達した現代
社会の諸課題を解決できる人材を育成することを目標とする。具体的には，各学科の教育
目標に対応した体系的な学修を達成することを念頭に置き，異なる教育体系の進行に合わ
せた基礎教育・倫理性を培う教育の達成をはかる。加えて学校教育法第 83 条に適合させ，
「専攻に係る専門の学芸」を身につけさせる為の体系性を確立することを目指す。
さらには専任教員による一般教育科目，専門性の高い授業科目の開講を行うことで一般
教育科目と専門教育における理論と実践の有機的な結合を行う。それを支えるため，カリ
キュラムの必修・選択の適切な量的配分をする。
カリキュラムにおいて高・大の接続を円滑に行うため，学生個人の基礎学力の把握と必
要な科目の受講を学生に勧めること，また獣医学科においては獣医師国家試験の出題内容
と乖離しないようなカリキュラムの見直しを継続する。
その他，社会や学生のニーズを反映したインターンシップの運用をはかることも，今後
の検討課題とする。
以上の到達目標を達成するために，履修単位指導と履修状況のさらなる精緻な確認をは
かるなど，事務的レベルでの対応も検討課題とする。
（平成 19（2007）年の獣医学部設
置に備え，平成 17（2005）年 9 月開催の獣医畜産学部教授会にて，平成 18（2006）年度
事業計画案として「教育活動（国家試験を含む）
」の項で総合的に審議・承認。
）
◇学部・学科等の教育課程
1 各学科の教育目標に対応した体系的学修体制を構築する。
2 専門教育を遂行するに足る倫理性教育を重視する。
3 各学科の学問分野における特性を根幹とした学部理念を具体化する。
◇カリキュラムにおける高・大の接続
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1 入学目的意識の維持を支えるための概論，専門教育を１年次から実施する。
◇カリキュラムと国家試験
1 獣医学科カリキュラムの成果を具現化する獣医師国家試験合格率の維持・向上に努める。
◇インターンシップ・ボランティア
1 キャリア教育のためのインターンシップを継続する。
◇開設授業科目における専・兼比率等
1 専任・兼任教員間の情報の共有化を図る。
学部・学科等の教育課程
必須：教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第 19 条第 1 項）

〔現状の説明〕
大学設置基準第 19 条第 1 項の趣旨に則し，獣医学科，動物資源科学科及び生物環境科学
科のいずれの学科においても，文化の領域，社会の領域及び健康の領域からなる人間形成
の基礎科目，外国語系，数理・情報系及び自然科学系からなる基礎教育科目ならびに教養
演習科目から構成される 1 群科目，専門関連科目と位置付けられる 2 群科目，ならびに専
門教育科目である 3 群科目を配し，獣医学科では 182 単位（1 群科目 36 単位，2 群科目 19
単位，3 群科目 127 単位）
，動物資源科学科ならびに生物環境科学科では 124 単位（1 群科
目 36 単位，2 群及び 3 群科目 88 単位）を卒業要件単位としている。各学科とも，１年次
に主として 1 群科目の履修を通して，人間形成のための一般教養ならびに専門教育科目を
理解するための基礎学力を身に付けさせている。また，専門教育への導入教育の一環とし
て，2 群科目である「獣医学入門」
，
「動物資源科学概論」
，
「生物環境科学概論」を１年次に
配当している。2 群及び 3 群科目は主として２年次以降に開講され，それぞれの学科の教育
目標を実現できるように年次配当されている。
〔点検・評価〕
各学科で開設されている教育科目は，それぞれの学科の教育目標に対応しており，また，
各年次に適切に配当された講義と実習を通して体系的な学修を行うことができるように編
成されており，適切な体系の教育課程であると評価できる。
学部・学科等の教育課程
必須：教育課程における基礎教育，倫理性を培う教育の位置づけ

〔現状の説明〕
各学科とも基礎教育は主として 1 年次に実施され，社会，文化及び健康について大学人
として幅広い視野の涵養を図るとともに，2 年次以降に実施される専門教育を理解する基礎
学力を身に付けさせている。特に，高校時代に生物，化学あるいは物理を十分に学修せず
に大学に入学する学生が増えていることから，獣医学科及び動物資源科学科では生物学と
化学の講義と実験を必修とし，生物環境科学科では生物学，化学及び物理学の講義と実験
を必修としている。
各学科とも人間形成の基礎科目として倫理学を 1 年次に開講し，入学後間もない時期か
ら倫理性を培う教育を実施している。これに加え，獣医学科では獣医師として必要な倫理
教育を 6 年次に 3 群科目の「獣医倫理・動物福祉学」で教授し，動物資源科学科では「人
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と動物関係学」，「動物福祉論」，「発生工学」などの専門教育的授業科目においても随時倫
理教育を実施している。生物環境科学科では，1 年次に 2 群科目である｢環境倫理学｣を開講
し倫理性を培う教育を実施すると共に，同じく 1 年次に開講される「生物環境科学概論」
の一部においても，倫理について学ぶ機会を設けている。
〔点検・評価〕
本学部で実施されている基礎教育科目は，専門教育を遂行する上で必要な内容を満たし
ており，バランスの取れた内容となっている。また，それぞれの学科の学生が目指す専門
職業人としての倫理性を養う教育には十分な授業時間が当てられており，高く評価するこ
とができる。
学部・学科等の教育課程
必須：
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的，
学問の体系性並びに学校教育法第 83 条との適合性

〔現状の説明〕
学校教育法第 83 条に鑑みて，学部の理念は，①動物の生体機能の解明，②動物に関わる
疾病の診断・治療・予防を通じた獣医療の充実，③公衆衛生の向上，④動物生産と食料利
用，⑤食料資源確保のための生産基盤の分野についての教育・研究の推進，を目的とし，
これに則した教育課程を編成し，実施している。
〔点検・評価〕
〔現状の説明〕に掲げた学部の理念に対し，獣医学科では基礎教育科目・生体機構系科
目・予防衛生系科目・臨床系科目等から，生物学を基盤とする応用生命科学へのアプロー
チを行う。人類の福祉と健康の増進及び動物の健康に貢献する高度職業専門人としての獣
医師の養成をはかる。動物資源科学科では教育の中心を畜産学に置き，学部の理念を支え
るフィールドと研究室でのバランスのとれた教育研究活動を行う。生物環境科学科では，
食料資源確保の為の生産基盤の分野についての教育・研究の推進を担い，他学科との教育・
研究の関連の上で重要な基軸となっている。
以上のように 3 学科がそれぞれの学科の特性を有しており，獣医学部の理念を支えてい
る。
学部・学科等の教育課程
必須：一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を
涵養」するための配慮の適切性

〔現状の説明〕
本学の一般教育部では，人間形成の基礎科目として人文・社会科学系科目を中心に多数
の科目を開講し，学生の教育に努めている。一般教養的科目として「人間総合科学」や「仕
事と人生」など人間性の育成に重点を置いた科目も開講している。本学では，一般教養の
制度が廃止された後も一般教育部として組織を存続させ，1 年次に一般教養的な授業科目の
履修を課し，専門教育偏重となりがちなカリキュラムに幅を持たせている。一方，中等教
育からの接続の意味も含めて，
「生物学・同実験」
，
「化学・同実験」など，自然科学系の科
目も必修科目として配置しており，大学ならびに学部の理念を体現する広い教養を持つ人
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材の育成が可能となっている
〔点検・評価〕
幅広い視野と豊かな人間性を形成する科目として，1 群科目（文化・社会・健康の領域か
らなる人間形成の基礎科目，外国語系，数理・情報系，自然科学系からなる基礎教育科目，
教養演習科目）が編成されており，その配慮は適切である。また，一般教育部における獣
医学部学生の教育は，一般教育部と獣医学部が綿密に連携して実施されているので，その
講義内容も妥当である。特に，自然科学系要習科目は，高校で未修得の科目がある学生に，
とって非常に有意義な講義内容となっている。
学部・学科等の教育課程
必須：外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に
対応するため，外国語能力の育成」のための措置の適切性

〔現状の説明〕
専門教育における外国語教育を主とした授業科目として，獣医専門英語を開講している
ほか，TOEIC の導入など，卒業後を考慮した学部レベルでの対応が始められている。現在，
外国語科目は，低年次の必修科目として配当しているのみで，専門教育における英語教育
は，十分とは言えない。現状では，3 年次後期に配属される研究室ごとに，専門性の高い書
籍や論文の輪読などを行い，卒業研究を行う際に必要とされる英語力を教育している。
獣医学科では獣医学領域の国際化に対応するために，米国 3 大学と協定を結び，毎年短
期招聘教員 3 名による英語の講義・実習・セミナーを 2〜6 年次生が受講している。
〔点検・評価〕
英語教育においては，小クラスを編成し，個別指導がしやすい環境での授業が行われて
いる点，また，外国人講師により，リスニングやスピーキング能力の向上を目指した授業
も行われている点は，大学教育の国際化という社会の要請に応えるものであり，高く評価
できる。
米国 3 大学教員の講義・実習を英語で受講する機会を与えていることは，将来の職業選
択や国際的活動に対する動機付けとして，適切な方法である。
学部・学科等の教育課程
必須：教育課程の開設授業科目，卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外
国語科目等の量的配分とその適切性，妥当性

〔現状の説明〕
各学科では，学生に英語 8 単位の履修を求めているが，これは獣医学科の獣医師教育，
動物資源科学科の総合的判断力，課題発見・解決能力，自学自習力等の育成，生物環境科
学科のコース制の履修制度を勘案した上で，専門教育的授業科目と一般教養的授業科目と
の量的バランスを図った結果，決められたものである。
その他に「1 群科目」として開講している科目は，従来の一般教養科目として位置付けら
れるものであり，人文・社会系，自然科学系，数理・情報系などの科目の中から 28 単位の
修得が課せられている。獣医学科における卒業要件単位に占める「1 群科目」の割合は約
20%（36/182）
，動物資源科学科と生物環境科学科における卒業要件単位に占める「1 群科
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目」の割合は約 30%（36/124）となっており，一般教養・専門科目がバランス良く配置さ
れている。
〔点検・評価〕
学部としての理念に鑑みると，現在の一般教養科目と専門科目の量的配分は適切と考え
る。獣医師国家試験に向けて適切なカリキュラム編成を行う必要がある獣医学科において
は，専門科目比率を上げると同時に多くの科目を開講し，国家試験に対応できる教育体制
を敷いている。また動物資源科学科や生物環境科学科では，多様な実習を配当することで
理論と実践を有機的に結びつけたカリキュラム構成をとっている。
学部・学科等の教育課程
必須：基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況

〔現状の説明〕
基礎教育と教養教育は相模原キャンパスで一般教育部の教員により実施・運営されてい
る。該当する 1 群科目の履修設定，進級基準設定は獣医学部の教授会が行い，これに基づ
いた担当教員の選任，各科目の授業の狙いと教育目標との関係等の調整は，一般教育部で
行われている。この調整の取り纏めは学部長及び一般教育部長の指導，責任の下，学部教
育委員会ならびに一般教育部教育委員会が行っている。獣医学部では，一般教育連合教授
会に 1 名の教授を参加させ，
基礎教育及び教養教育における責任体制の一端を担っている。
また，各学科に 1 年次連絡担当教員を置き，1 年次クラス主任（一般教育部教員）との間に
定期的な情報交換の場を設けて，一般教育科目の実施，運営とその改善のために役立てら
れている。
〔点検・評価〕
一般教育部に依頼している基礎教育と教養教育の実施・運営は，基本的に本学部・学科
の要望に基づいて行われており，連合教授会に参加する教授と 1 年次連絡担当教員は，そ
の責務を十分に果たしている。
学部・学科等の教育課程
必須：カリキュラム編成における，必修・選択の量的配分の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
獣医学科のカリキュラムは必修 112 科目，選択 84 科目，及び自由 4 科目の計 200 科目で
構成されており，卒業に必要な 182 単位の内訳として獣医師養成のための専門教育に必要
な 154 単位中，必修が 141 単位，選択が 13 単位となっている。一方，一般教育部における
教養科目については必修 10 科目，選択 55 科目，自由 4 科目となっており，専門教育では
獣医師養成の必要性の観点から，必修科目が全体の９割を占めるものの，教養教育では選
択が 8 割を占めるという，それぞれの教育内容に応じた適切な量的配分がなされている。
動物資源科学科のカリキュラムは，必修 45 科目，選択 93 科目と自由 11 科目の計 149
科目で構成されており，関連科目である２群科目 15 科目中 10 科目，専修斉一科目である
3 群科目 57 科目中 25 科目を必修としている。２群科目は専門基礎科目であるので，必修
を多くして 2 年次を中心に配当し，さらに高度な内容を扱う３群科目では，履修コース制
に対応して選択科目を多くし，学生が自身の興味と希望する進路に基づいて科目を選び，
116

基準 3 教育内容・方法
カリキュラムを組み立てることができるように，必修科目と選択科目の比率を適切に配分
すると同時に，履修に際しては，選択したコースに拘束されることなく，可能な範囲で他
の科目も受講できるように配慮している。
生物環境科学科では，JABEE コースへの関わり方の違いによって必修科目と選択科目の
比率が若干異なっており，生態環境コースでは必修 48 科目，選択 75 科目と自由 17 科目の
計 140 科目，環境修復コースでは必修 54 科目，選択 69 科目と自由 17 科目の計 140 科目
で構成されている。コアの科目は必修となっているが，将来の進路によって必要性が大き
く異なる科目は両コースで選択科目とするなど，それぞれのコースの教育内容に応じた適
切な量的配分がなされている。一般教育部における教養科目は，動物資源科学科と生物環
境科学科ともに選択科目の割合が 7〜8 割を占めるように，それぞれの課程の特色に応じた
量的配分がなされている。
〔点検・評価〕
1 年次には，専門教育への導入科目が必修として配分されているが，一般教養科目の多く
を選択として多様性を持たせている。一方，2 年次以降はそれぞれの学科の特性に応じた専
門性の高い科目を必修とし，それぞれの学科の特色が打ち出せるように選択と必修の量的
バランスを配慮してカリキュラムが組み立てられている。このようなカリキュラム編成の
方針は適切であり，その実績から教育効果も高く評価できる。
カリキュラムにおける高・大の接続
必須：学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況

〔現状の説明〕
1 年次に開講され 3 学科の必修科目である「生物学」及び「化学」
，また生物環境科学科
で必修の「物理学」を円滑に履修できるように，高校で「生物」
，
「化学」又は「物理」を
履修してこなかった学生に対し，1 年次の早期に開講される当該「要習」科目を受講するよ
う強く指導している。また，数学を十分に学修していない学生のために，1 年次に「数学の
基礎」を受講できるよう配慮している。また生物環境科学科では，高校教育から大学教育
へ学生を円滑に導くために，数学・英語の両科目で習熟度別の授業を実施している。
一般教育部で基礎教育と教養教育を施しながら各学科の専門教育へと学生を導くために，
「獣医学入門」
，
「動物資源科学概論」
，
「生物環境科学概論」を 1 年次に開講している。更
に獣医学科では専門教育科目である「獣医解剖学」，「獣医生理学」，「獣医生化学」ならび
に「獣医微生物学総論」を１年次後期に開講し，向学心の維持に努めている。
〔点検・評価〕
理数系の科目に対する学力不安を抱いて入学した学生は，自然科学系の「要習」科目を
履修することにより，自然科学系基礎教育科目の授業をスムーズに学修できるようになっ
ており，この教育的措置は高く評価できる。
大学入学直後の 1 年次に履修する科目が，主として基礎教育と教養教育を目的とするも
のであることは，ややもすると入学の目的意識の希薄化が危惧されるが，各学科ともそれ
ぞれの専門教育の全体像を概説する“概論”を開講したり，獣医学科では専門教育科目の一部
を教授したりすることにより，学生の専門へのモチベーションの向上と維持に努めており，
適切な対応がなされていると捉えている。
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カリキュラムと国家試験
必須：国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における，カリキュラム編成の適切性

〔現状の説明〕
獣医学科における獣医学の専門教育カリキュラムは，我が国の獣医学教育において教授
すべき科目を網羅するように編成されている。
〔点検・評価〕
獣医学科では研究室を 3 つの教育系（生体機構系，予防衛生系，臨床系）に分け，それ
ぞれの専門教育の内容と方法について，毎年，点検・評価を実施している。過去 10 年間の
獣医師国家試験の平均合格率は 92.7％であり，全国獣医大学で第 2 位，私立獣医大学で第
1 位の成績を修めていることから，獣医学科の教育カリキュラム編成は適切であり，十分に
機能している。
医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習
必須：医・歯・薬学系のカリキュラムにおける，臨床実習の位置づけとその適切性

該当しない
インターンシップ，ボランティア
任意：インターンシップを導入している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性
任意：ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性

〔現状の説明〕
獣医学科では 4 年次から，また動物資源科学科では 3 年次からインターンシップを認め
ている。また，生物環境科学科では 3 年次にインターンシップを履修するカリキュラムと
なっている（生態環境コースは選択，環境修復コースは必修）
。
〔点検・評価〕
教室内では体験できない実際の現場での仕事を，インターンシップを通じて見学・体験
することは，社会人として働く将来へのモチベーションの向上に大きく役立っており，キ
ャリア教育の一翼を担うものと，高く評価できる。
授業形態と単位の関係
必須：各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥当
性

〔現状の説明〕
大学設置基準第 21 条に定められた規定に従い，本学学則第 5 章第 12 条に定められる 1
単位の授業科目は，45 時間の学修を必要とする内容をもって構成することを基準として計
算している。1 単位当たりの授業の開講時間は授業形態により異なり，次表のようになる。
本学部獣医学科では 1 コマ＝60 分とし，これを 1 時間として計算し，動物資源科学科なら
びに生物環境科学科では 1 コマ＝90 分とし，これを 2 時間として計算している。
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授業形態
講義科目
演習科目（外国語など）
実験・実習科目

授業時間
15 時間
30 時間
45 時間

授業時間外
30 時間
15 時間

合計
45 時間
45 時間
45 時間

〔点検・評価〕
講義科目の単位は，1 時間の授業に対して 2 時間の授業時間外学習が想定されている。外
国語を含む演習科目については，2 時間の授業に対して 1 時間の時間外学習が想定されてい
る。また，実験実習科目は授業時間のみで単位が計算されている。授業期間は年間 30 週で
ある。このような時間配当は妥当なものであり，また，大学の理念である実践教育に従い，
多様な実験・実習科目を配置していることは，評価できる。
単位互換・単位認定等
必須：国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性
（大学設置基準第 28 条 2 項，
第 29 条）

〔現状の説明〕
他大学等の卒業者又は中退者の既修得科目は，60 単位を越えない範囲で認定しているが，
その科目には専門科目を含めないこととしている。認定を希望する学生は，入学時に成績
証明書と既修得科目のシラバスを認定申請書とともに一般教育部事務室に提出する。その
後，獣医学部教育委員会で既修得科目の授業形態，単位数，授業内容等を本学部の開設科
目と照合し，振替認定科目（案）を作成して，学部教授会において審議・承認している。
この手続きにより，学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性を維持しており，
既修得科目を重複履修させないことで，学生の学習負担を軽減している。
〔点検・評価〕
認定すべき科目の内容に関しては，当該既修得科目のシラバスを教育委員会で詳細に検
討しており，適切に処理されている。ただし，履修登録の締切と単位認定の作業中にも授
業は進行しており，その間の出席や教科書購入などの取り扱いが定まっていない。また，
多くの科目の認定を申請する学生もおり，そのような場合は，特に 1 年次後期に履修すべ
き単位が少なくなり，大学への登校機会を減らす原因ともなっている。
開設授業科目における専・兼比率等
必須：全授業科目中，専任教員が担当する授業科目とその割合
必須：兼任教員等の教育課程への関与の状況

〔現状の説明〕
授業科目により，専兼比率は大きく異なる。平成 20（2008）年度において，一般教育部
では獣医学科は 57.6%，動物資源科学科は 56.1%，生物環境科学科は 57.5%の科目を専任
教員が担当している。
獣医学部の専門科目では，獣医学科は 95.8%，動物資源科学科は 100%，生物環境科学科
は 84.0%の科目を専任教員が担当している。なお，比較的兼任教員の割合が高い生物環境
科学科では，JABEE での教育水準も関係するため，兼任教員は学科が求めている教育目標
をよく理解し，専任教員との連携を密にとるようにしている。さらに場合によっては，成
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績不良者に対する再試験などの実施も依頼している。
〔点検・評価〕
専任教員と兼任教員との間のコミュニケーション不足による教育内容の重複が発生する
可能性があり，問題となる場合がないとは言えない。教育委員会でのカリキュラムの管理・
運営，及び兼任教員への情報共有化の努力を継続する。
社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
任意：社会人学生，外国人留学生，帰国生徒に対する教育課程編成上，教育指導上の配慮

〔現状の説明〕
獣医学科に学士入学という形での入学生はいるが，現職を持つ社会人が学籍を得ている，
所謂，社会人学生はいない。また，外国人留学生も在籍していない。
獣医学科では，平成 9（1997）年度より帰国生徒特別選抜入学試験制度を実施している。
当該学生の外国における履修内容とその成績の精査に加え，入学試験で小論文及び面接を
課し，その成績結果に基づいて合否判定をしている。教育指導上の特別の配慮は行ってい
ない。
〔点検・評価〕
これまでに帰国生徒枠で入学を許可した学生は 5 名であり，卒業までの学習上の問題は
全くなかった。帰国生徒枠で応募してくる学生はごく僅かであることを考えると，現状の
ままで問題はない。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 各学科の教育目標に合わせて専門分野の教育レベルを維持しつつ，社会の変化に適応し
た教育機会の多様化を進めるため，継続的なカリキュラム体系の改善に努める。
2 獣医学部の専任教員が一般教育科目を担当すること，また専門性の高い授業科目の開講
と英文作成能力を育成することで，一般教育科目と専門教育の連携体制を強化するため
の軸を作り，今後，連合教授会に参加する教授や 1 年次連絡担当教員からの情報などに
基づいて，一般教育と専門教育の連携をより密にするための課題を明確にし，その解決
策を実行する。
3 獣医学部専任教員が一般教育と専門教育の双方を担うことによって，教育課程間の漏れ
がないよう検討を重ね，推薦入試において基礎学力の欠如が見られる等の解決をはかる
べき課題がある場合は，当該基礎科目の受講を勧める等の教育的配慮を今後も続ける。
4 獣医師国家試験対策を行う必要のある獣医学科では，継続的にカリキュラムの検討・見
直しを行うとともに，複数教員による総合科目の実施等，受験に有用な講義を展開する
よう努める。
5 インターンシップへの対応は，内容や運用をその時々の社会や学生のニーズに合致させ
る必要があるため，柔軟な対応を維持する。
6 以上のことを担保するべく，履修単位指導と履修状況の確認の精緻化をより強固にし，
教職員間でのチェック体制がマニュアル化されるような方策を模索する。
②教育方法等
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〔到達目標〕
卒業後の学生の進路が多様化する中で，各人が希望する進路の実現に役立つ科目の開設
を考慮するとともに，さらなる教育内容の充実を目指す。特に，分子生物学や細胞生物学
などの基礎領域分野や，再生医療，生殖医療などの医学分野への進学・就職に役立つ科目
の充実に努める。
具体的には学部としての統一性と客観性をもった教育効果の測定方法を確立し，企業へ
の就職によって評価される本学部の教育方針の妥当性の確保と，大学院修士課程への進学
者数の増加を図ることを長期的な目標とする。
成績評価については，学生の履修形態に応じた指導の徹底のため，講義等への出席率の
厳格なチェックを行う。留年生への教育上の配慮や，学生の興味や適性，またクラスの状
況に応じた進路指導と履修指導の見直しをはかる。
これらを実施するため，全学統一の FD 活動による教育手法の改善や授業評価結果の活用
による教員の授業改善意識の向上をめざし，オフィスアワーの実施の浸透やマルチメディ
アによる講義の実施に伴う準備の効率化といった課題に取り組む。
◇教育効果の測定
1 統一性と客観性をもった成績評価手法を運用する。
◇成績評価法
1 試験・レポート・授業出席率・授業態度を指標とした成績評価を行う。
◇教育改善への組織的な取り組み
1 FD 活動を通じて，継続的な学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を図る。
教育効果の測定
必須：教育上の効果を測定するための方法の有効性

〔現状の説明〕
教育効果は，授業形態に合わせた多元的な成績評価の方法を用いることにより，総合的
に測定している。それぞれの授業の成績評価方法は試験のみならず，レポート，小テスト，
出席状況等の複数の要素を組み合わせ，それぞれの授業形態及び到達目標により異なる比重
を適用している。特に，実習後のレポートの提出はほぼ必須であり，学生個々の理解度を把
握する良い指標になっている。また，卒業論文研究は研究室単位で教員のマンツーマン指導
のもとに行われるので，学術論文（特に英語で書かれたもの）の読解力（英語力）
，研究課
題とそれに関連する研究領域に関する理解，実験遂行力，問題解決能力，実験結果を解析し
纏める能力，卒論研究を発表する技法等が学生の身に付いているかどうかを，教員はリアル
タイムに把握することができる。
〔点検・評価〕
教育効果を測定する手法ならびに基準は，科目担当教員に任されているが，評価方法は
シラバス上に公開されており，基本的な手法は統一され，客観性を持った評価方法が実施さ
れている。概ね良好な状態が維持されていると評価できる。
教育効果の測定
必須：卒業生の進路状況
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〔現状の説明〕
各学科の特性上，卒業生の進路状況は大きく異なる。平成 19（2007）年度卒業生の場合，
獣医学科では就職が 97％，大学院進学が 3％であり，就職先は小動物病院（78％）
，公務員・
教育支援業（11％）
，農業協同組合連合会（4％）
，製造業（3％）
，サービス業（1％）であ
った。動物資源科学科では就職が 82％，大学院進学が 18％であり，就職先は食品・飼料・
医薬品関連（28％）
，農協・動物病院（15％）
，卸売・小売業・飲食関連（13％）
，不妊治療
病院など（11％）
，公務員・教育学習支援業（6％）
，動物飼育関連（6％）
，情報通信業・運
輸業・建築業（3％）であった。生物環境科学科（平成 19（2007）年度は生物生産環境学
科）では就職が 87％，大学院進学が 13％であり，就職先は食品・畜産関連（14％），土木・
建設・測量・コンサルタント関連（11％）
，緑化・環境保全関連（9％）
，公務員・教育学習
支援業（9％）
，コンピュータ関連（9％）
，卸売・小売業（8％）
，飲食店・宿泊業（7％）
，
農業関連団体（7％）
，製薬・医療関連（4％）
，その他の業種（9％）であった。
〔点検・評価〕
獣医学科では，その特性から，小動物病院へ就職を希望する学生が非常に多いという特
徴があるが，その反面，産業動物や公務員の獣医師を希望する学生が少ないのが社会問題
化しつつある。獣医学科としては，産業動物獣医師や公務員獣医師を目指す学生が増える
よう，低学年からのキャリア教育を早急に実施する必要がある。
近年の景気回復基調に伴って，ここ数年，企業からの求人数は増加傾向にある。特に，
食品企業や動物に関連する企業からの求人が安定しており，学科の教育方針が正当に評価
されているものと考える。また，大学院進学を含めた就職率はほぼ 100％であり，進路状況
は非常に良好であると評価できる。
成績評価法
必須：厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法，成績評価基準の適切性

〔現状の説明〕
80 点以上＝優，79〜70 点＝良，69〜60 点＝可（以上，合格）
，59 点以下＝不可（不合
格）の成績評価基準を設けて成績評価を実施している。このことは 1 年次生用学修要項な
らびに 2 年次以降の学生便覧で学生に周知している。成績の評価は，試験・レポート・授
業出席率・授業態度などを指標にしている。
〔点検・評価〕
本学部の成績評価基準は学部で定めているが，学内統一基準に則ったものであり，適切
である。成績評価法は科目責任者により内容が異なるが，すべての科目で試験・レポート・
授業出席率・授業態度を指標に成績評価を行っており，適切である。
成績評価法
必須：履修科目登録の上限設定等，単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性

〔現状の説明〕
大学設置基準 21 条で定められた履修に必要な単位あたりの時間数から，自ずと履修可能
な単位数は限られてくるため，学生がその範囲で科目を履修することは当然である。しか
し，本学部では履修届けを提出する際に上限は定めていない。したがって学生は多数の選
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択科目の履修届を提出し，最初の数回出席することで当該科目を継続して履修するか否か
を決めている場合が多い。その後出席しなかった選択科目は自動的に不可となるが，最終
的には記録に残らない。このように学生の選択の判断に便宜を与えるために履修の上限を
定めていないが，もし実際に履修科目数が過剰であるならば，クラス主任が個別に指導し，
早期に修正するので，これまでに問題となった例はない。
〔点検・評価〕
教務課による履修の管理が十分に行われており，現在の運用方法に問題はない。
成績評価法
必須：各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性

〔現状の説明〕
進級については年次ごとに判定を行い，一定の進級基準を満たさない学生は留年させて，
不合格科目を再履修させている。進級規程にしたがって，各学年で進級判定がなされてお
り，成績不良の学生を進級させないことで，各年次及び卒業時の学生の質を確保している。
〔点検・評価〕
獣医学部進級規程に明記されている条件を厳格に適用することにより，各年次及び卒業
時の学生の質が確保されており，適切な方法が取られていると判断される。
履修指導
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：留年者に対する教育上の配慮措置の適切性
任意：科目等履修生，聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性

〔現状の説明〕
学生便覧は毎年改訂され，その内容は教育委員会で細部まで検討されている。その様式
は統一され，経年的に理解し易いよう工夫がなされている。学生に対するガイダンスは全
ての授業に先行して実施されており，毎年度初め（4 月）のオリエンテーション時に，クラ
ス主任と教務課により行われる。また，履修届提出時に教務課による指導も行われている。
留年者には，基本的に当該年次の不合格科目の再履修を課している。但し，生物環境科
学科では基本的には出席時間の足りない不合格科目についてのみ再履修を義務づけ，出席
時間の足りている不合格科目については再試験だけで対応している。担当するクラス主任
が年度当初に面接をして，単位取得状況を確認するとともに，出席の状態を常に把握し，
次年度の進級に支障が出ないよう配慮している。
〔点検・評価〕
現在のオリエンテーションとクラス主任による対応で学生への基本的な履修指導はでき
ていると判断される。留年者には，クラス主任が個別に丁寧な対応をしており，教育上の
配慮は十分なされていると評価できる。
教育改善への組織的な取り組み
必須：学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルテ
ィ・ディベロップメント（FD）
）およびその有効性
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〔現状の説明〕
年 2 回程度，学部教員研修会を実施している。学外講師あるいは北里大学高等教育開発
センター教員等による講演ならびにその後のディスカッションを通して，学生の学修の活
性化と教員の教育指導方法改善の促進に資している。
なお生物環境科学科では，学科内の教員と学生からなる｢教育改善委員会｣を組織して，
教育改善に積極的に取り組んでいる。
〔点検・評価〕
全教員に FD 活動への参加が義務付けられており，研修会で得られた新しい教育のノウハ
ウを教育現場に取り入れ，学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善が促進されて
いると評価できる。
生物環境科学科の｢教育改善委員会｣では，シラバスや教育目標の作成から学生や教員に
よる評価及び学生との意見交換を継続的に行っており，教育指導方法の継続的な改善が適
切に行われていると評価できる。
教育改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況

〔現状の説明〕
毎年，各学科でシラバスを作成し，学生に配付すると同時に Web 上で公開している。シ
ラバスは 3 学科共通の構成になっており，各科目に教育目標，教育内容，教育方法，授業
内容，到達目標，成績評価の方法と基準，学生へのメッセージ，及び教科書・参考書が具
体的に書かれている。また，授業内容については項目及び内容に分けて記載されている。
〔点検・評価〕
シラバスを通して学生は予め授業の概要を知り，授業の履修計画や予習等に役立てるこ
とができる。シラバス全体は学生にとって活用しやすい構成となっており，評価できる。
教育改善への組織的な取り組み
必須：学生による授業評価の活用状況

〔現状の説明〕
学生による授業評価は，全教員が自己の担当科目について学期毎に行うことが義務付け
られている。教務課でまとめられた評価結果は速やかに担当教員に報告され，講義や実習
の改善に活用されている。
〔点検・評価〕
現在，ほとんどすべての授業科目で学生による授業評価が実施され，担当教員へのフィ
ードバックが行われている。また，全科目の集計状況は，教授会等で報告されており，教
員の授業改善につながっている点は評価できる。
当該科目に対する学生の関心の程度が，学生による授業評価の結果に大きな影響を与え
ていることは否定できない。授業手法や授業内容の良否を客観的に判断するためには，学
生側にも積極的に評価に参加するという意識を十分に持たせる必要があり，すべてに最低
の評価を付すなどの，極端な回答の取扱い方法等を検討する必要がある。
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教育改善への組織的な取り組み
任意：卒業生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
動物資源科学科では，卒業を控えた 4 年次生を対象に，在学時の教育内容・方法等を含
む大学生活全般について評価させる満足度調査を平成 18（2006）年度から導入している。
卒業生を対象とした調査は実施していない。
〔点検・評価〕
卒業を控えた学生に対する調査は，教育面を始め，施設，学生厚生等について，大学で
何が得られ，何が得られなかったかを把握する上で，有効な手段となっている。教育委員
会を中心に，十分な周知がなされ，調査票の提出率も高く，正確に収集されたデータであ
ると評価できる。
教育改善への組織的な取り組み
任意：教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
外部評価，アンケートによる教育評価，JABEE 対応委員会による自己評価の結果は，す
べて対応する委員会で分析され，改善策が協議・検討される。それに基づいて教授会で決
定された事項は，対応する委員会が主導して実行に移される。
〔点検・評価〕
上記の対応は，現在のところ適切に行われている。
授業形態と授業方法の関係
必須：授業形態と授業方法の適切性，妥当性とその教育指導上の有効性
必須：多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性
必須：
「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における，そうした制度の運用の適切
性

〔現状の説明〕
授業は講義，演習，実習，実験のいずれかにより，又はこれらを併用して行っている。
講義は，大講義室における一斉講義の形態をとっており，１名の教員が担当している。
実習・実験は，少人数グループに分け，複数の教員とティーチングアシスタント（TA）
による指導が実施されている。
オムニバス形式の授業や少人数のグループ学習，学外実習，インターンシップによるキ
ャリア教育，卒業論文の作成等では，大講義室における一斉講義とは異なった形態で教育
が行われている。
このように，本学部における教育は多様な授業形態と方法をとっている。
本学部では，現在，10 講義室を主要講義室として授業に使用しており，そのすべてに液
晶プロジェクター，スクリーン，DVD/VHS プレーヤ，書画カメラが設置されている。ま
た，コンピュータ実習室に液晶プロジェクターとスクリーンが，視聴覚ホールには大型プ
ロジェクターとスクリーン，書画カメラ等が設置されている。これらの教室では，ノート
パソコンの画像をスクリーンに表示して講義できるほか，書画カメラを使用して書籍を拡
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大表示できるなど，様々な用途に対応した機器が整備されている。また，実習室のマルチ
メディア化も順次進めている。
なお，
「遠隔授業」は，一般教育部等との間で試験的に実施している。
〔点検・評価〕
講義と実習・実験を連動させた実践的教育が実施され，学生の理解を深めている。
大講義室における講義は，学生への細やかな指導に欠ける面もあるものの，マルチメデ
ィア機器の利用や，教科書を補足するプリントを配付することで，授業の効率化と学習効
果の向上に配慮しており，その努力は評価できる。また，一部の教科では，高校での履修
科目に合わせたクラス編成を実施している。
実習科目における積極的な TA の活用により，指導は十分に配慮されて行われている。
低学年から多くの学生が学外実習あるいはインターンシップを履修していることは，キ
ャリア教育として役立っている。
卒業論文では各研究室で教員対学生がマンツーマンで研究を行う指導体制がとられてお
り，その結果，高度な専門的知識と技能を身につけた卒業生を輩出している。
このように現在の授業の形態と方法は適切であり，教育指導上，有効に機能していると
判断される。主要講義室すべてにマルチメディア機器の導入が完了したことで，視聴覚教
室への移動を要した従来の煩雑さから解消され，いつでもマルチメディア設備を活用した
授業ができるように改善されたことは評価できる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 教育効果の測定法を工夫するとともに，講義や実習の受講後にどのような効果が得られ
るのか等，ビジョンが明確になる内容をシラバスに記述する。
2 授業への出席率を重視する姿勢を維持した上で成績評価を行う姿勢を明確にし，多様な
履修形態にあわせ，かつ個々の学生の履修状況に応じた履修指導を行うことに，学部を
あげて取り組む。
3 個々の学生への指導には，クラス主任を中心とした助言・支援，他学科との連絡の緊密
化，学生相談室の利用促進等，学部全体として取り組むことが重要であるとの認識を共
有し，その成果が上がるような体制を構築して適切な運用に努める。
4 全学統一的な FD 活動と多元的業績評価によって，教員の授業改善意識を育み，教育・
研究面に緊張感を持続させることで改善を図っていく。
③国内外との教育研究交流
〔到達目標〕
◇国内外との教育研究交流
1 米国及び中国の獣医大学（パデュー大学，テネシー大学，ジョージア大学及び吉林大学）
との間で締結された学術交流協定を踏まえ，それら大学との間における学生の獣医学研
修を通して，国際的な視野をもった獣医師の育成を目指すとともに，協定校からの教員
の招聘ならびに協定校への本学部教員の派遣を通して，相互の教育のレベルアップと共
同研究の推進を図る。
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国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
任意：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況

〔現状の説明〕
国際的な研究能力をもつ教員を育成するために，長期（例えば１年間）留学制度や国際
学会等での研究成果発表を援助するための学部補助制度を設けている。また，教員採用に
関して国籍を問う特段の規程はなく，外国人でも教員として採用できる。
国際的視野をもつ学生を育てるために，海外の大学（米国：パデュー大学，テネシー大
学，ジョージア大学，中国：吉林大学）と学術交流協定を締結し，双方向の海外研修を実
施している。研修には教員が同行し，相手校の教員との教育・研究交流を行い，また，相
手校からも教員を招聘して教育・研究の水準向上を図っている。
国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるために，吉林大学との学術交流協定では，
相手校の教員及び学生が本学部に一定期間滞在して研修できるように，宿舎の提供と生活
費の援助が行われている。また，米国の大学との学術交流協定では，相手校からの教員招
聘にかかる渡航費と十和田キャンパスでの滞在費を本学部が負担している。学生を海外に
派遣する際には必ず教員を同行させている。
〔点検・評価〕
本学部の若手教員が米国や英国の大学を中心に留学し，また多くの教員が国際学会等で
研究発表をしており，国際的な教育・研究能力を持った教員が育っている。学術交流協定
を締結した米国と中国の大学に毎年 5 年次の学生（総勢約 40 名）を獣医学夏期研修に派遣
し，米国での先進獣医療と中国での中獣医学を学ばせている。また，相手校の学生も本学
部に研修に来ており，双方向の交流に関しては極めて高く評価できる。外国籍教員は，現
在，1 名採用されている。このように，国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針
に問題はない。
協定に基づき，中国の教員が毎年 1 名，十和田キャンパスで 1 年間の研修を行っている。
また，中国から 5 名程度の学生が約１週間，本学部で農学・獣医学研修を受けている。米
国協定校からは毎年教員を短期招聘して，学生への講義ならびに教員・大学院生向けのセ
ミナーを実施している。そのような交流を通じて，両国の教育理論の導入や各大学教員と
の共同研究，また獣医臨床技術の習得等の成果が上がっている。学生の海外獣医学研修に
は毎年 5 名程度の教員が同行し，相手校の教員との間で教育研究交流が行われている。こ
のように国際レベルで教育研究交流を緊密化させる措置は，着実に実を結んでいる。しか
し，協定校において本学部の教員が長期研修を受けるなど，教育研究交流をより緊密化さ
せるための特段の措置は採られていない。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 学術交流協定に基づく国際交流は獣医学科を中心に行われているものなので，今後は動物
資源科学科ならびに生物環境科学科でも，教員及び学生の国際交流を積極的に推進する。
2 獣医学科の国際交流実績のステップとして，米中両国大学との共同研究の推進及び米国 3
大学からの教員の中期招聘の実現に努力する。
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２−２−２．獣医畜産学研究科
①教育課程等
〔到達目標〕
学校教育法第 99 条，大学院設置基準第 3 条第 1 項，同第 4 条第 1 項を踏まえ，カリキュ
ラムを含めた教育体制を毎年見直し，完成度の高い教育課程を構築する。修士課程では基
本的研究技法と高度の専門性を，また博士課程では自立した研究者として活動できる研究
能力を育成することを目指し，学部からの連動性を確保しつつ，幅広く豊かな学識をも身
に付けた有為な人材の養成を目指す。
授業内容が学位取得に有機的に結びつくようなカリキュラムの実施と，遠隔授業や国際
交流を活用した単位互換制度の導入等，大学院教育の活性化に向けた取り組みを行う。
社会人学生，外国人留学生等の研究時間確保に向けた課題の解決など，社会に開かれた
研究機会の提供にも資する施策を実施する。
（獣医畜産学研究科大学院運営委員会において，
各施策を継続的に協議。また事業計画で，研究科の計画を立案し「北里学園に於ける自己
点検・評価報告書（旧）
」において計画の検討・見直しをはかっている。
）
◇大学院研究科の教育課程
1 大学院生に，問題解決を通してより高度な研究遂行能力を身に付けさせることを目指す。
◇授業形態と単位の関係
1 講義と実験・演習を連動させることにより，学問に対するより深い理解が得られるよう
促す。
◇社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮）
1 社会人院生と専攻生の交流による情報交換の活性化を図る。
大学院研究科の教育課程
必須：大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 99 条，大学院設置基準
第３条第１項，同第４条第１項との関連
必須：
「広い視野に立って清深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等
に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性
必須：
「専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従
事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程の目的への
適合性

〔現状の説明〕
本研究科は獣医学部を基礎学部とし，獣医学専攻，動物資源科学専攻，生物生産環境学
専攻からなる。獣医学専攻は，新たな生命科学の構築や人獣共通感染症対策などに適確に
対応でき，かつ最新で高度化した技術を駆使できる研究者及び技術者の養成を目的として
いる。動物資源科学専攻は，人と動物との関係や，それを取り巻く環境を改善するための
技術及び機能性食品の開発などの教育・研究分野の細分化・技術の高度化に対応しうる「高
度専門職業人」の養成を目指している。生物生産環境学専攻は，環境の保全・修復を含め
た環境創造に関する高度な提言や技術提供ができる人材の養成を目指している。
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修士課程においては，高度な専門分野の研究能力を養うため，各専攻で行われる特論と
実習，そして講義科目の 30 科目以上の履修を義務付けている。研究の成果は，修士論文と
してまとめ，論文審査と最終試験を経て，修了認定が行われる。獣医学専攻博士課程や動
物資源科学専攻博士後期課程では，研究成果を博士論文としてまとめ，学位論文の審査を
受ける。院生は TA として学部生の指導補助（修士・博士）
，RA として基礎研究の補助を
行う機会が与えられている（獣医学専攻博士課程，動物資源科学専攻博士後期課程）
。これ
らを通して，高度に専門的な業務に従事するのに必要な研究能力とその基礎となる学識を
身に付けた，自立した研究者となることができる。
〔点検・評価〕
修士課程では，各専攻科目について，特論を含む講義科目と実験科目とが並行して実施
されるので，視野を広げながら高い専門性を身につけることができる。また，各学問分野
の最先端の問題をテーマにして行う研究活動では，実際の現場における問題の解決を通し
て学生の能力を向上させることもできる。
獣医学専攻博士課程と動物資源科学専攻博士後期課程では，修士課程で得た基礎的研究
能力をさらに発展させる形の教育が行われ，独立した研究者として必要なすべての過程，
すなわち，研究課題の発掘，問題点の抽出，実験材料の確保，実験の遂行，情報収集と分
析，論文の投稿，学会発表等を体験した上で，博士論文を作成する。これらは当然，指導
教員の指導のもとに行われるが，そこでは学生の意向が最大限尊重されて研究が遂行され
る。
大学院研究科の教育課程
必須：学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と，当該学部の学士課程における教育内容との関
係

〔現状の説明〕
本研究科における教育研究は，学士課程で培った専門基礎及び専門知識の上に成り立っ
ている。そのため，学部から研究科への継続的な教育が行われていると言える。
〔点検・評価〕
大多数の教員が，学部教育と大学院教育の双方に携わり，内容の継続に充分配慮した教
育がなされており，問題はない。
大学院研究科の教育課程
必須：修士課程における教育内容と，博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の関係

〔現状の説明〕
修士課程の教育は，指導教授の担当科目及び幅広い生命科学の知識を学ぶ他専攻の関連
科目の履修，研究領域周辺の最先端トピックスを精選した特別講義の履修を通じた関連分
野の研究に関する知識の習得，各専攻における基礎的研究技法の習得を通じて遂行された
研究の成果をまとめた修士論文の作成からなる。
動物資源科学専攻の博士後期課程では，修士課程で培われた高度で幅広い学問領域の知
識及び研究水準の向上を図ることにより，高度専門職業人及び自立した研究者を養成する
ための教育がなされている。修士課程の 6 つの領域の主科目・実験実習に，2 つの領域を加
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え，段階的に動物資源科学領域の学問の幅を拡大するとともに，越えるべきハードルの高
さを上げることで，一貫した教育を行っている。また特別演習を中心とした学生の主体的
な研究に対する支援体制を整えており，高度な研究能力を備えた研究者になるための訓練
を体得できるシステムとなっている。
〔点検・評価〕
修士課程においては，講義による高度な知識の伝達や，実験実習科目を通しての研究手
法の教授に重点を置いている。一方，博士後期課程では，修士課程で修得した知識や技術
を基盤にして行われる博士論文の作成を通じて，自立した研究者の育成に重点を置いてい
る。これら両課程の関係は，教育上十分連動していると評価できる。
大学院研究科の教育課程
必須：博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性

〔現状の説明〕
獣医学専攻博士課程では，
北里大学大学院学則第 26 条第 3 項において，
4 年以上在籍し，
30 単位以上を修得し，かつ必要な研究指導を受けた上で博士論文を作成し，その審査及び
最終試験に合格することとされている。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を
上げた者については，博士課程に 3 年以上在籍すれば足りるものとされている。在学期間
中は，指導教授より個別のきめ細かい研究指導等を受けつつ，専門分野について研究者と
して自立した研究活動を行う。博士課程における教育・研究の他に，学士課程における実
習助手（TA）として，あるいは教員の研究活動を補佐する助手（RA）としての活動を通じ
て，教育者あるいは研究者としての経験を積むこともできる。また，社会人大学院生につ
いては，入学前に研究指導教授との間で，従前の研究内容やその実績及び博士論文テーマ
等について十分な打合せが行われており，入学後には常に研究の進捗状況等に関する論議
が行われている。
〔点検・評価〕
獣医学専攻博士課程では，入学者のほとんどが獣医学科学士課程の卒業生であり，卒業
論文研究を行ったのと同じ研究室に所属するのが通例である。卒業論文研究は獣医学科の
必修科目
（8 単位）
であり，
従来は 5 年生から当該研究室に配属されていたが，
平成 19
（2007）
年度からは 4 年次の後期から配属が行われている。研究室にもよるが，かなり充実した卒
業論文を仕上げ，学会発表を行う場合もある。学部卒業時には卒業論文の発表が義務付け
られている。このような卒業論文を完成させ，そのままその研究室の博士課程に入学する
場合がほとんどであるため，研究テーマの継続性は保たれており，実質 6 年余りを博士論
文完成に費やしていると言っても過言ではない。そのため，完成度の高い博士論文が多い。
このような事実を反映して，最近は修了生の多くが試験研究機関へ就職しており，社会か
らの評価も高い。
大学院研究科の教育課程
必須：博士課程における，入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性

〔現状の説明〕
獣医学専攻博士課程と動物資源科学専攻博士後期課程においては，修士課程での実績の
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上に，関連分野の演習や実験を通し，より高度な研究方法を駆使して，深く専門分野の研
究課題掘り下げに取り組んだ成果を博士論文にまとめることとなる。博士課程への入学に
は試験が課され，また修了時には博士論文の「予備審査」を受け，学位論文審査に移行す
るための審査と指導を受ける。通常，提出された学位論文は，学外研究者 1〜2 名を含む 4
〜6 名の審査員論文審査委員会による審査を経て，研究科委員会で合格の判定がなされた場
合に修了要件を満たしたとされ，学位が授与される。
〔点検・評価〕
修士課程で受けた幅広い分野の教育・研究指導の成果が，獣医学専攻博士課程と動物資
源科学専攻博士後期課程における専門分野のより深い研究に活かされるよう，教育システ
ムに十分な工夫がなされており，適切に教育成果を上げていると評価できる。
授業形態と単位の関係
必須：各授業形態の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算
方法の妥当性

〔現状の説明〕
講義は主科目，関連科目から構成される。獣医学専攻博士後期課程では他に，獣医学特
別講義が 25 科目開講されている。
動物資源科学専攻と生物生産環境学専攻修士課程では 15
回の授業で主科目は 3 単位，関連科目は 2 単位として計算され，30 単位の単位取得が必要
である。動物資源科学専攻博士課程では，獣医学特別講義を除く特別講義はいずれも 5 単
位，特別演習は 5 単位，特別実験は 10 単位として計算し，30 単位の単位取得が必要であ
る。獣医学特別講義は 25 科目のうち 18 科目をもって，10 単位とする。獣医学専攻博士後
期課程では，動物資源科学特別講義を除く特別講義はいずれも 2 単位，特別演習は 5 単位
として計算し，30 単位の単位取得が必要である。動物資源科学特別講義は，全 8 科目をも
って 3 単位としている。
実験・実習・演習の多くは講義と連動しており，より深い学問理解のため，学生の興味
に合わせた実験や演習からなっている。
いずれの専攻もこれら講義で取得した単位に加え学位論文を提出することで，最終試験
の受験をすることになる。
〔点検・評価〕
講義・演習については，シラバスに記載された回数・内容が実施されており，問題はな
い。
〔現状の説明〕の通り，各専攻の特徴・履修形態から，院生の学位取得に至る適切な方
法が構成されている。単位計算方法も，妥当であると判断する。
単位互換，単位認定等
必須：国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学院設置基準第 15 条）

〔現状の説明〕
本研究科では，本学他研究科（医療系研究科，薬学研究科，感染制御科学府など７研究
科）で開講されている 133 科目を，科目数・単位数に制限なく履修できることとしている。
また，神奈川県内の 21 大学間で締結された学術交流協定に基づき，それら他大院で開講さ
れている授業科目の履修が可能であり，単位を認定している。
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〔点検・評価〕
院生の幅広い視野の育成と学習意欲の向上を図ることを目的として，医学部を含む医療
系研究科をはじめ多くの生命科学の科目を履修できること，さらに神奈川県内の 21 大学大
学院の授業科目を履修でき，他大学の教員から研究指導を受けられるという制度を採用し
ていることは，適切な措置であると判断される。
社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
必須：社会人，外国人留学生に対する教育課程編成，教育研究指導への配慮

〔現状の説明〕
獣医学専攻博士課程へのこれまでの社会人入学者は，いずれも本学部卒業生であり，学
士課程在学時に卒業研究又は卒業論文の指導を受けた教授に博士課程進学後の指導を受け
ているので，教育研究指導は円滑に行われている。
外国人留学生は，これまでに中国人，タイ人，バングラデシュ人が修了，あるいは，現
在，在籍中である。入学試験のための来日で時間や渡航費の負担がかからないよう，推薦
入学を実施している。入学後の指導は英語で行っており，特に問題は生じていない。
動物資源科学専攻では，社会人，外国人留学生ともに受け入れる制度を導入しているが，
過去 5 年間，本制度によって入学した者はいない。受け入れ制度としては特別選抜試験を
実施し，筆記試験，面接試験及び出願書類等により入学志願者の能力・適性等を総合して
判定しているが，外国人に対しては，専門科目の試験を英語で解答できるよう配慮してい
る。また，外国人留学生に対してカリキュラムを別に用意することはしていないが，英語
での講義の実施，あるいは各人の状況に応じた研究指導を行い，勉学・研究を進める上で
の配慮をしている。
生物生産環境学専攻への社会人入学者は，すべて本学部の卒業生であり，社会での経験
を踏まえて研究テーマの設定を行い，研究手法の習得，研究結果と考察の取りまとめの指
導を受け，研究論文を作成している。
〔点検・評価〕
獣医学専攻博士課程では，前述したように，社会人大学院生に対する教育・研究指導に
対する配慮について，問題は生じていない。また，外国人留学生に対する指導についても，
問題が生じたことはない。
生物生産環境学専攻の社会人大学院生は，教育研究指導上に特段の配慮をしていないが，
問題はない。また，社会人大学院生と研究室の専攻生との交流を通じ，社会でのやりがい，
大変さ，面白さなどが伝えられており，研究室が情報交換や意見交換の場として大いに役
立っている。
独立大学院等の教育課程
任意：学部に基礎を置かない独立大学院，独立研究科における，下位の学位課程の教育内容・レベルを視
野に入れた当該課程の教育内容の体系性・一貫性を確保するための方途の適切性

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
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1 他大学の教員や院生との交流など，カリキュラムを含めた現教育体制での不備な点や，
専攻分野におけるさまざまな課題を一つ一つ解決していくことで，豊かな学識の育成に
資する体制を構築する。
2 当面は多元的業績評価の実施による自己評価を行うことで，教育・研究体制の改善を図
るが，中・長期的により有効な方策を模索する。
3 本学部卒業生以外の院生確保のためにも，既修得単位認定の実現を早期に行い，遠隔授
業の実施などにより，就学環境の改善を図る。
4 社会人院生との交流を活発化し，学問追求の奥深さや社会へ出てからの展望について意
見交換できる場の確保に継続して努める。
②教育方法等
〔到達目標〕
本専攻では，農学・生命科学領域全般に関わる基礎から先端までの技術，知識を，幅広
く学修させることを目的としている。修士課程では広い視野に立ち，
「高度専門職業人」を
養成するために必要な教育方法を，また博士課程においては， 1) 専攻分野の深い学識と思
考力を有し，絶えず自己研鑽を行う能力，2) 基礎分野と関連分野への理解とこれらを柔軟
に応用できる能力，3) 産業の動向に迅速に対応できる広範囲の学識，を養うために必要な
教育方法の確立を目標としている。
1) 外部からの評価による効果測定を軸とした教育・研究効果測定の制度化，2) 就職面で
の専門性のアピールへの研究科としての組織的な取り組みの実践，さらには 3) 博士課程で
の研究に緊張感を維持させるための効果的な評価法の検討，といった課題の克服を目指す。
さらには研究指導における教員間での共通認識と合意の形成，教員研修会の実施により
得られる実績の積み上げと教育への還元など，外部からの目にも耐えうる高いレベルの教
育・研究水準を確保する。
◇教育効果の測定
1 学位審査基準の明確性を確保する。
◇成績評価法
1 学生の資質向上を定性的に把握する方法を確立する。
◇研究指導等
1 院生の個性・特性に応じたきめ細かい履修指導体制を構築する。
◇教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
1 FD 活動を活発化させる。
2 学生による授業評価アンケートの実施を検討する。
教育効果の測定
必須：教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性

〔現状の説明〕
各授業科目の到達目標及び評価方法はシラバスに明記されており，達成度の評価を行っ
ている。講義科目はレポート，口頭試問，試験等で，また演習･実験科目は実技，レポート，
口頭発表で評価されることが多い。
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修士課程，獣医学専攻博士課程，動物資源科学専攻博士後期課程，いずれの場合も論文
審査を行い，その内容が学位に相当するか否かを評価している。論文の審査は修士課程で
は大学院担当教員全員で構成される会議体で実施している。獣医学専攻博士課程や動物資
源科学専攻博士後期課程では，研究科委員会が本研究科の教員 3 名以上からなる審査委員
会を設置し，審査を実施している。通常，審査委員会は研究科委員会で決定された学外研
究者 1〜2 名を含む 4〜6 名の審査員によって組織される。審査の結果は研究科委員会に報
告され，承認された後に学位が授与される。
〔点検・評価〕
現時点では，修士課程が 24 人，獣医学専攻博士課程が 14 人，動物資源科学専攻博士後
期課程が 4 人であり，教員のマンツーマンでの指導が徹底しており，教育・研究指導の効
果は適切に把握されている。学位の審査手順は全て明らかにされており，その基準，学位
取得者の人数とともに適切であると考える。
教育効果の測定
任意：修士課程，博士課程，専門職学位課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況
任意：大学教員，研究機関の研究員などへの就職状況と高度専門職への就職状況

〔現状の説明〕
獣医学専攻博士課程修了者（平成 7（1995）年度〜平成 18（2006）年度の 24 名）の進
路は，国立研究所 5 名，国立大学 2 名，北里大学獣医畜産学部 3 名，
（社）
（財）研究
所 5 名，民間研究所 2 名，地方公務員 3 名，小動物病院 3 名，米国大学 1 名であ
り，2／3 が試験研究機関へ就職している。なお，就職に当たっては，当該大学院生と指導
教授の努力によるところが大きく，組織的な対応は行っていない。
動物資源科学専攻修士課程修了者（平成 14（2002）年〜18（2006）年の 31 名）の進路
は，民間企業（食品，バイオ，製薬，実験動物関連）18 名，県，大学，独立行政法人の研
究機関 8 名，進学（他大学院）3 名，その他 2 名となっており，専門領域を生かして動
物実験，バイオ，食品関係企業へ就職する者のほか，独立行政法人等の研究機関へ就職し
ている。博士後期課程の修了生 3 名（平成 14（2002）年〜18（2006）年）の進路は，大
学が 2 名，独立行政法人が 1 名となっている。
〔点検・評価〕
修士課程修了者は，概ね本人の専門性を生かした領域へ就職が決まっており，また博士
課程修了者は，その多くが研究者として試験・研究機関に就職していることは評価できる。
成績評価法
必須：学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性

〔現状の説明〕
授業科目の到達目標，評価方法等についてはシラバスに記載されている。論文の中間審
査による学生の資質向上のチェック体制も重視されており，大学院での研究活動に支障を
来たさないよう配慮を行っている。
〔点検・評価〕
最終の学位審査は客観的に行われている。資質向上の評価についても，中間審査や学生
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と教員間のコミュニケーションを行うことで，正確に把握するよう努めている。
研究指導等
必須：教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：指導教員による個別的な研究指導の充実度
任意：複数指導制を採っている場合における，教育研究指導責任の明確化
任意：研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策

〔現状の説明〕
修士課程において，指導教授は，特論あるいは特別講義を通して各分野の学理と手法を
修得させ，特別実験実習あるいは特別演習において学位論文作成に関連する様々な研究指
導を行っている。具体的には，目的の設定，研究計画の立案，経過報告等に対する助言等
を通して，きめ細かな指導を行っている。
博士課程においては，自立した研究者，あるいはよりレベルの高い職業人の養成のため，
学会発表，学会誌への投稿等に関する助言等を通じて，大学院生の成長に役立つ個別的な
指導を行っている。その間，必要と認められた場合には，大学院生が他の大学又は研究所
等において必要な研究指導を受けることができる。また，外国人留学大学院生に対しては
研究指導教員が院生の生活・経済状況等に応じて適切な個別指導を実施し，研究活動が円
滑に進行するように配慮している。得られた研究成果は，指導教授ならびに共同研究者と
連名で，適宜，国内外の学会で発表し，また論文化して公表している。
〔点検・評価〕
院生の履修科目は，指導教授の指導を受けて決定しているため，履修指導に問題はない。
学位論文作成に関しては，マンツーマンの指導を受けているが，これまでの学会発表や学
術論文誌への投稿状況，最終審査の状況から判断して，個別的な研究指導の充実度は高く
評価できる。なお，指導教授による指導方法などは各教授個人に任せられており，個人的
の指導能力によって，研究指導の充実度は異なってくると考えられるため，指導状況にバ
ラツキが生じるという懸念はある。
医学系大学院の教育・研究指導
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し，病院内外でなされる教育・研究指導とこれを支え
る人的，物的体制の充実度

該当しない
医学系大学院の教育・研究指導
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生について，臨床研修と研究の両立を確保させるための配慮
の状況とその適切性

該当しない
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
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必須：教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルティ・ディベロップ
メント（FD）
）およびその有効性

〔現状の説明〕
大学院教員を対象とした FD 活動は，現在，学部の FD 活動と合わせて，その時宜に適っ
たテーマで講師を招いて講演会を実施するなどの活動がなされている。
〔点検・評価〕
平成 19（2007）年 9 月に第１回教員研修会が開催され，活発な質疑応答があり，有意義
であった。毎年 2 回程度を実施すべきである。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況

〔現状の説明〕
毎年，大学院学生便覧及び学修要項（シラバス）を作成している。主科目のそれぞれに
特別講義，特別演習及び特別実験があり，特別講義には授業内容，評価基準，評価方法が，
また特別演習と特別実験には授業内容，研究指導計画，研究指導方法，評価基準，評価方
法が記載されている。
〔点検・評価〕
全体的には特別講義，特別演習，特別実験において，研究手法の動向，専門分野深化へ
の取り組みなど，先端的なことも記述されており，その内容は評価に値する。修士課程は
在籍者数が増加傾向にあり，多様な学生に対応する必要が生じてきたため学年開始時より
前に学内ホームページ上でのシラバス公開は必須となっている。実際，シラバスは学生の
履修科目選択の重要な判断基準を提供しており，また，毎回の講義の事前準備に活用する
学生も増加している。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：学生による授業評価の活用状況

〔現状の説明〕
大学院の講義の受講生が少ないため，学生と指導教員のコミュニケーションは十分にな
されており，口頭による率直な授業内容に対する要望や意見の吸い上げが十分可能な状況
にある。
〔点検・評価〕
今後，授業形態の変更や受講学生が大幅に増加するといった状況になれば，学生による
授業評価が必要になる可能性も考えられるが，アンケートの有効性や是非については，十
分な検討を要する。現状では，学生と教員との間のコミュニケーションを円滑に維持する
ことが，授業改善につながると判断する。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
任意：修了生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

該当しない
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〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 教育・研究指導の効果を測定する方法は制度化されていないため，大学院運営委員会等
で制度化のあり方を検討していく。
2 FD 活動を通じて，将来の大学院におけるあり方を考えることは重要であり，FD 研修会
や授業評価アンケートなどが，今後の大学院教育の改善・改革に向けた方策として実施
される必要がある。
③国内外との教育・研究交流
〔到達目標〕
◇国内外との教育・研究交流
1 国際交流における実施の範囲と内容を検討し，研究科全体のレベルアップに良い影響を与
えるような方策を考える。
国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
必須：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学院間との組織的な教育研究交流の状況

〔現状の説明〕
獣医学部及び獣医学専攻博士課程では，米国 3 大学獣医学部（ジョージア大学，テネシ
ー大学，パデュー大学）及び中国吉林大学と学術交流協定を締結し，毎年，7-8 名の学部学
生を研究目的で派遣しているが，大学院生の派遣には至っていない。しかし，これらの 4
大学の教員が毎年本学部を訪問し，大学院生に対する講義を行っている。なお，大学院と
しての組織的な活動ではないが，一部の研究室は，他大学の研究室と研究交流を実施して
いる。
〔点検・評価〕
学術交流協定による学部学生の派遣は毎年一定の成果を得ているが，大学院生にこの制
度が活用されていないため，4 大学の教員が講義に訪れるのみの交流が現実となっている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 国際交流を大学院生にまで拡大するための制度の整備を行う。
④学位授与・課程修了の認定
〔到達目標〕
博士の学位審査基準を「専門分野についての研究者として自立して研究を行い，又はそ
の高度に専門的な事業に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識
を示すもの」と定め，これに合致した人材を認定する。
大学院として審査基準を遵守するべく，学位審査では多くの教授の参加により審査の透
明性・客観性を確保するとともに，博士（後期）課程における標準修業年限未満での課程
修了の実施による博士（後期）課程への進学促進などの具体的な方策を推進することを目
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標とする。
（平成 19（2007）年 10 月教授会において承認された，獣医学部新大学院検討委
員会設置により，博士課程への進学促進のための具体的な方策の推進をはかる。
）
◇学位授与
1 学位審査の厳格性を継続する。
◇課程修了の認定
1 博士課程における標準修了年限未満での学位取得を認める体制を継続する。
学位授与
必須：修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性

〔現状の説明〕
平成 19（2007）年度には，獣医学専攻博士課程からは 2 人の課程博士を，動物資源科学
専攻からは 11 人の修士と 1 人の課程博士を，また生物生産環境学（修士）からは 5 人の修
士を社会に送り出した。一方，獣医学専攻で 3 名に論文博士の学位を授与している。
学位授与方針は，規程等に従い，所定の単位を修得した修士・博士課程修了予定者に対
して，基本的には主査 1 名，副査 2 名の審査委員会が編成され，論文内容に関する審査を
行っている。博士課程の両専攻とも，最終試験までの過程において，論文作成の経過報告
のための中間報告会を年数回開催し，論文作成の進捗状況とその内容を予備的に審査して
いる。一方，修士課程では，2 年次への進級に際に，中間発表会が公開論文発表会とほぼ同
じ形式で行われ，研究科教員による質疑と指導を受けている。修士・博士いずれの場合も，
研究科の学位授与方針に従い，厳格かつ適切に審査が行われている。
〔点検・評価〕
大学院の学位審査では，論文審査委員会による論文内容の厳格かつ公平な審査が行われ
ており，適切であると評価できる。
学位授与
必須：学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性
任意：修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性

〔現状の説明〕
審査委員会の構成は，主査は指導教授 1 名，副査は異なる専門領域の教員 2 名以上であ
る。この場合，研究内容によっては，他専攻科の教授や准教授が指名される場合もあり，
透明性・客観性を高める措置となっている。審査委員会では，学位論文の審査，最終試験
及び学力試験が十分な時間をかけて実施される。さらに，審査について必要があるときは，
他の大学院又は研究所等の教員の協力を得ることができる。学位授与の可否は，最終的に
研究科委員会で判定される。
〔点検・評価〕
現在の方法で，学位審査の透明性・客観性を高める措置は，適切に運用されていると考
えられる。より高度な透明性・客観性を確保するためには，審査委員として他の大学院又
は研究所等の専門家の協力を得ることも必要と考えられるが，審査会のすべてで実施する
ことは行われていない。審査過程に疑念が生じた場合は，指名された審査委員が詳細に審
査過程を説明しなければならないシステムとなっているため，透明性・客観性を高めると
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いう点では問題はない。なお，現状では，公開論文発表会開催は慣例で開催することにな
っているが，規定されたものではない。
学位授与
任意：留学生に学位を授与するにあたり，日本語指導等講じられている配慮・措置の適切性

該当しない
課程修了の認定
必須：標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における，そうした措置の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
修士課程･博士課程ともに「大学院学則」第 29 条及び 30 条により，在学中に優れた業績
をあげた者に対して，標準修業年限未満で修了することを認めているが，現在まで標準修
業年限未満で修了した大学院生はいない。しかし，学部学生が充実した卒業論文研究を作
成し，そのテーマを大学院で発展させれば，標準修業年限未満で修了することは可能であ
り，あくまでも学位論文としての完成度が高ければ，この規定を適用するに吝かではない。
なお，卒業論文研究を学会で発表している場合もあることを考えれば，適切かつ妥当な措
置である。
〔点検・評価〕
修士課程に 2 年以上在学した者について，博士後期課程において，標準修業年限未満で
修了することを認めている点は，博士後期課程への進学を促進する効果なども考えられ，
評価できる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 近年の産業技術の高度化，複雑化といった問題に対応する人材を育成するべく，専攻横断
的なプロジェクト研究である循環型畜産研究会を組織・運営し，地域資源と豊かなフィー
ルドを活用した特色ある研究の展開を図っているが，今後もこれを継続して理論から実践
的取り組みに至る橋渡しを行うことにより，実学的な研究環境を構築していく。
2 多くの教授を審査会に参加させるなどの方策を採ることにより，学位審査における透明
性・客観性を高める体制を整え，長期的には外部の専門家を審査委員に加えるなどにより，
透明性・客観性をより高めるための制度構築を目指す。
3 標準修業年限未満での大学院課程修了制度を維持する。

２−３．医学部
①教育課程等
〔到達目標〕
医療に関する広く深く体系的な知識と確実な技術を持ち，生涯を通じて最先端の医学知
識を意欲的に吸収する努力を継続することができる人間性豊かな優れた医師を養成する。
そのために次の目標を設定した。
（平成 12（2000）年度大学相互評価時及び平成 14（2002）
年／前医学部長就任時，平成 18（2006）年／現医学部長就任時に設定）
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◇学部・学科等の教育課程
1 教育目標を実現させるために，大学設置基準に基づく教育課程を構築する。
2 教育課程における基礎教育，倫理性を培う教育に関する授業科目を適切に配当する。
3 学問の体系性，学校教育法第 83 条との適合性がある器官系別総合教育を行う。
4 幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するために，一般教育部
における授業科目編成を行う。
5 国際化等へ対応するための適切な外国語能力の育成を行う。
6 教育課程の開設授業科目の量的配分を適切に行う。
7 基礎教育と教養教育の実施・運営の責任体制を確立する。
8 カリキュラム編成において，必修・選択の量的配分を適切に行う。
◇カリキュラムにおける高・大の接続
1 理科未修得科目の教育など，学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために
必要な導入教育を行う。
◇カリキュラムと国家試験
1 国家試験合格を前提としたカリキュラムを適切に編成する。
◇医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習
1 医学系のカリキュラムにおける臨床実習の位置づけを適切に行う。
◇授業形態と単位の関係
1 授業形態と単位の関係において，科目の単位計算を妥当な方法で行う。
◇単位互換・単位認定等
1 入学前の既修得単位認定を適切に行う。
◇開設授業科目における専・兼比率等
1 専任教員と兼任教員が，適切な割合で授業科目を担当する。
◇社会人学生，外国人留学生への教育上の配慮
1 社会人学生，外国人留学生等に対する教育システムを構築する。
学部・学科等の教育課程
必須：教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第 19 条第 1 項）

〔現状の説明〕
本学部のカリキュラムの大きな特徴は，一般教育課程と専門課程の区別をなくし，体系
的に構成した 6 年一貫制としている点にある。授業科目を 3 群に大別し，1 群科目は幅広い
視野と豊かな人間性を形成する人間形成の基礎科目（22 科目 44 単位）と基礎教育科目（外
国語系 9 科目 18 単位，自然科学系 4 科目 16 単位）とからなり，2 群科目は専門の基礎的
知識・技能を形成する科目（7 科目 24 単位）
，そして 3 群科目は高度の専門知識・技能を
形成し又総合的な能力を形成する科目（基礎医学・器官系別総合・社会医学・臨床医学 計
3,578 時間）である。特筆すべきは，本学独自の「器官系別総合教育」で，従来型の科目間
ならびに基礎・臨床の間の垣根を取り払い，器官系別に講義を有機的かつ総合的に編成し，
基礎医学から臨床医学教育への掛け橋とする方式をとっている。
〔点検・評価〕
学部開設時より 6 年一貫教育を行い，教養科目の重視とともに，医学原論・医学原論演
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習を必修科目とし，経験豊かな医師，倫理学者，法学者を交えた講義と討論の場を設定す
ることで，
「医学とはいかなる学問か」
，
「医学の歩んで来た道を振り返るとともに，医学と
いう学問が今後どのように有るべきか」を学生自ら考えるきっかけを提供している。各専
門領域の講義と実習については，器官系別にカリキュラムを編成し，基礎から臨床に至る
一貫した系統的な教育システムを取り入れている。この他，カリキュラムが必修科目中心
で選択・自由科目の選択肢が少ないため，希望者には，学生の意欲的な勉学態度を培い，
能力の伸長を図ることを目的として，研究論文の書き方と臨床事象を考察する目を養う「学
生医学論文」を制度として実施している。また，病院体験当直等のカリキュラムでは，学
生と基礎系及び臨床系教員との接触を密に図りつつ，実際の研究や病院業務を自ら医療の
実際を体験させ，
医師あるいは研究者としての自覚を早期に促す方策である early exposure
を取り入れている。また，チーム医療を支える様々なコメディカルスタッフの存在とその
必要性を現場で学ばせている。以上のことから，大学設置基準第 19 条第 1 項の主旨とも整
合している。
学部・学科等の教育課程
必須：教育課程における基礎教育，倫理性を培う教育の位置づけ

〔現状の説明〕
1 年次に開講される人間形成の基礎科目，外国語系科目，自然科学系科目などの一般教育
科目と並行して，医学の基礎教育科目及び医の倫理性を培う科目（医学原論・医学原論演
習）が配当されている。
〔点検・評価〕
入学当初の 1 年次より，医学の基礎科目を学ぶことで，医学に対するモチベーションを
維持させることが可能となる。また，基礎教育科目と並行して多彩な一般教育科目の中か
ら自ら履修科目を選択して，それを学ぶことを通じて，幅広い教養や倫理感を身につける
ことが可能となる。したがって，基礎教育及び倫理性を培う科目の，教育体系上の位置づ
けは適切である。しかし，直接的に『医学』を感じさせる科目ではないことから，一部モ
チベーションが維持できない学生が出てしまうという事実は否めない。
学部・学科等の教育課程
必須：
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的，
学問の体系性並びに学校教育法第 83 条との適合性

〔現状の説明〕
本学部独自の 6 年一貫教育により，低学年のうちから医学に触れられるよう配慮されて
いる。最初の 2 年間で教養科目と基礎医学の総論が教育され，特に 1 年次では early
exposure の一環として病院での体験当直実習や，医学原論演習の中で自己学習能力や問題
解決能力を養成する観点から，医の倫理について自らの考えをまとめ，グループ学習を行
い，グループ毎にレポートを作成し，それを発表・討論する機会が与えられる。3・4 年次
には基礎・臨床・社会医学の教育単位が結集して，器官系別に総合的な教育を行い（系別
総合教育Ⅰ）
，4 年次前期の途中からは臨床系の内容がより濃くなる系別総合教育Ⅱに移行
する。5 年次の 1 年間，学生は小グループに分けられ，医療の現場で徹底的な臨床実習教育
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を受ける。6 年次には，クリニカルクラークシップを導入した選択実習を学習する。外来実
習においては，1〜2 名で 1 人の新患の病歴の聴取，身体的な診察，検査の指示を通して診
断を絞っていく過程を学習し，さらにグループ内で発表・討論を通して鑑別するべき疾患
を含めて，病態を把握することを学ぶ。病棟での実習は，学生一人が患者一人を受け持ち，
主治医とともに検査や治療方針の決定に至る過程を学習する。
〔点検・評価〕
器官系別総合教育は，本学部の開設時から取り入れているユニークな教育方法であるが，
医師国家試験の出題基準，評価方法の変更や医学教育モデルコアカリキュラムの導入に伴
い，特に 4 年次までの医学教育を大幅に見直す必要が生じたため，平成 15（2003）年にカ
リキュラムを改訂し，学問の体系性，学校教育法第 83 条との整合性を適切なものとした。
しかし，医学の進歩により，学生に与えるべき情報量は年毎に増大し，共用試験 OSCE
（Objective Structured Clinical Examination；客観的臨床能力試験。通称オスキー）の指
定課題の細分化や臨床全科におけるクリニカルクラークシップの導入が進むと，実習に携
わる教員が不足する。また，厚生労働省が国家試験に導入しようと検討している共用試験
OSCE をより高度な次元で修得させるには，施設や設備の充実も必要不可欠である。
学部・学科等の教育課程
必須：一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を
涵養」するための配慮の適切性

〔現状の説明〕
一般教育的授業科目は，一般教育部における 1 群科目（幅広い視野と豊かな人間性を形
成する科目）として編成され，人間形成の基礎科目，教養演習系，外国語系，数理・情報
系，自然科学系の 4 つに大別されている。
〔点検・評価〕
幅広い視野と豊かな人間性を形成する科目として 1 群科目（人間形成の基礎科目，教養
演習系，外国語系，数理・情報系，自然科学系）が編成されており，その配慮は適切であ
る。また，一般教育部における医学部学生の教育は，一般教育部と医学部が綿密に連携し
て実施しているので，その講義内容も妥当である。特に，教養演習系科目は，高校で未修
得の科目がある学生にとって，非常に有意義な講義内容となっている。
学部・学科等の教育課程
必須：外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に
対応するため，外国語能力の育成」のための措置の適切性

〔現状の説明〕
「国際貢献の推進」を基本理念の一つとする本学部の外国語科目の編成は，第 1 外国語
と第 2 外国語からなる。第 1 外国語は英語で，いわゆる 4 技能，
「読む」
，
「書く」
，
「聴く」
，
「話す」の運用能力の涵養に重きを置き，学生の英語による基本的自己表現能力の向上を
図ることを教育目標の一つとしている。第 2 外国語はドイツ語とフランス語のいずれかを
選択し，ドイツ語は，訳読，文章表現を学び，フランス語は文法と読解を学ぶ。第 1 外国
語（英語）は 3 年次まで，第 2 外国語（ドイツ語又はフランス語）は 2 年次までの必修科
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目である。
〔点検・評価〕
外国語教育，特に英語教育は国際的に活躍できる医師を養成する観点から，非常に重要
視している。本学部で展開する英語は 1 年次から 3 年次まで，すべてネイティブスピーカ
ーにより実施している。なお，3 年次で展開する医学英語Ⅱについては，講義実施に際して，
筆記及びリスニングによる試験を行い，その結果による能力別編成クラスで実施している
ため，外国語能力の育成のための適切な措置が取られている。しかし，ネイティブスピー
カーの教員はすべて非常勤であるため，一貫性をもった継続的な語学教育は展開し難いと
いう難点がある。
学部・学科等の教育課程
必須：教育課程の開設授業科目，卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外
国語科目等の量的配分とその適切性，妥当性

〔現状の説明〕
本学部では，一般教養科目は 4 科目 8 単位の修得を義務付けており，特に第 1 外国語の
英語は国際的に活躍できる医師を養成するという観点から，非常に重要視している。第 1
外国語（英語）は 3 年次までの必修科目，第 2 外国語（ドイツ語･フランス語）は，2 年次
までの選択必修科目扱いとしている。
〔点検・評価〕
本学部では 1 年次での 1 群科目及び 2 群科目の一部で単位表記がある以外，基本はすべ
て実質開講コマ数による「実コマ」表記である。卒業までに修得すべきは所要単位数では
なく，所要コマ数である。総科目数という観点に立って点検した場合，医学教育という学
部の特殊性を踏まえて考えると，専門教育科目，一般教養科目，外国語科目それぞれの量
的配分は適切・妥当である。本学部の教育目標の最終的なハードルが医師国家試験の合格
であることから，2 年次以降は全て必修の専門科目であるという現状は止むを得ない。一方，
医学の進歩により学生に教授すべき内容は増加し，共用試験の CBT（Computer Based
Test）及び OSCE といった学生が越えるべきハードルも増えていることから，授業科目の
量的配分の見直し，改善を早急に検討すべきである。
学部・学科等の教育課程
必須：基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況

〔現状の説明〕
基礎教育と教養教育は一般教育部のカリキュラム設定に基づき，実施・運営されている。
また，1 年次に医学部独自の基礎教育科目（医学部 2 群科目）を 3 科目展開している。
〔点検・評価〕
基礎教育と教養教育は，一般教育部の教育委員会及び学部選出の委員を構成員に含む連
合教授会におけるカリキュラム決定・承認に基づき，実施・運営されていることから，妥
当である。一般教育部において，全学部の学生を対象として，理系の基礎科目から一般的
な教養科目までをも網羅した開講科目を設定し，必修から選択まで多岐にわたる科目の実
施・運営を行っていることは，高く評価できる。各学部の専門科目の展開と同時進行での
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開講であることから，各学部の講義時間数の大幅な改革を実施しない限り，現在の開講科
目の状況は限界であると言える。
学部・学科等の教育課程
必須：カリキュラム編成における，必修・選択の量的配分の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
1 年次における一般教養科目に一部選択科目がある以外，基本的にはすべて「必修」扱い
である。
〔点検・評価〕
医学という特殊性から，専門科目のすべてが必修扱いであることは適切・妥当である。
必修科目が中心であることから，履修漏れ等が起こらず，国家試験に向けて，すべての学
生に等しく医学教育を行うことが可能である。しかし，留年となった場合は未修得科目だ
けでなく，すべての科目を再履修する制度を採用しており，留年した学生のモチベーショ
ンの低下が危惧される。
カリキュラムにおける高・大の接続
必須：学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況

〔現状の説明〕
1 年次に入学して間もない段階で，高校での理科未修得科目（物理･化学･生物）の集中的
な講義（基礎科学演習）を展開している。この基礎科学演習は，一般教育部で設定してい
る自由科目の要習(物理･化学･生物）とは別科目である。さらに，これらの科目とは別に，
一般教養科目でも物理・化学・生物の 3 科目の講義を必修科目扱いで展開している。
〔点検・評価〕
1 年次の 1 年間をかけて理科 3 科目を学べることは，医学系専門科目への導入として非常
に効果的である。理科系科目に未修得科目がある学生にとっては，入学後間もなく行われ
る「基礎科学演習」と一般教養科目で「理科 3 科目」を学ぶことにより，専門科目履修へ
の不安は払拭されるが，既修得の学生にとっては，高校レベルの内容の理科系科目が展開
されるため，勉学の意欲低下が懸念される。
カリキュラムと国家試験
必須：国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における，カリキュラム編成の適切性

〔現状の説明〕
1〜2 年次で基礎医学，3〜4 年次で臨床医学，5〜6 年次で臨床実習・選択実習を展開す
るカリキュラムを編成しており，知識の有機的関連を考慮して，国家試験を突破できる実
力が身に付くよう綿密な配慮がなされている。特に 6 年次には，8 月と 11 月の 2 回，卒業
試験を実施するとともに，6 月下旬から 2 月の国家試験に向けた集中講義を展開している。
＜医師国家試験＞
試験回
第 102 回

実施年 新卒受験者数 新卒合格者数 新卒合格率（全国平均）
2008

99 名

96 名
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第 101 回

2007

109 名

100 名

91.7%(92.3%)

第 100 回

2006

98 名

95 名

96.9%(93.9%)

第 99 回

2005

105 名

96 名

91.4%(93.3%)

第 98 回

2004

93 名

90 名

96.8%(92.9%)

〔点検・評価〕
国家試験合格を前提としたカリキュラム編成は本学の学則に定めるとおりであり，1 年間
で 39 週以上の講義展開を行っており，適切である。なお，CBT 共用試験などのハードル
が増えていることから，学生の負担が増加している感は否めない。
医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習
必須：医・歯・薬学系のカリキュラムにおける，臨床実習の位置づけとその適切性

〔現状の説明〕
4 年次に臨床実習のプレ科目である「臨床実習入門」を学び，そのプログラムを終了した
段階で，
「共用試験 OSCE」を受験する。合格した学生だけが 5 年次に大学病院で展開され
る「臨床実習」を受けることができる。
〔点検・評価〕
本学部が展開する基礎医学及び器官系別総合教育を学んだ後で，全国 80 医科大学生の共
通ハードルである「CBT 共用試験」及び「共用試験 OSCE」をクリアした学生だけが受け
られる「臨床実習」であることから，実習を展開する時期はもちろん，知識・技能面にお
いても，適切である。
「臨床実習」で病棟をまわり，患者に接する際には，
「CBT 共用試験」
及び「共用試験 OSCE」をクリアしていることが必須となっている現状では，2 つの試験を
合格させることを目標に学生への教育指導を行えば，焦点が大きくぶれることはない。し
かし，これら 2 つの試験を受験する 4 年次での学習の負担が，非常に大きくなっていると
いう現状も否めない。
インターンシップ，ボランティア
任意：インターンシップを導入している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性
任意：ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性

該当しない
授業形態と単位の関係
必須：各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥当
性

〔現状の説明〕
1 年次での 1 群及び 2 群科目の一部で単位表記がある以外，基本はすべて実質開講コマ数
による「実コマ」表記である。なお，単位ではなく，実コマ表記である理由は，本学部の
特徴である『器官系別総合教育』のカリキュラムを策定するにあたり，従来は独立して考
えられた基礎医学各論を，循環系，呼吸系等の人体の系に集約して統合した形での総合講
義として展開するものであることから，各担当教員から意見を求め，講義・実習のカリキ
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ュラムを編成したためであり，その結果，各系のコマ数にバラつきが見られるとともに，
単位数に換算すると小数点表記となることから，大学設置基準 第 32 条 第 2 項（医学に関
する学科の卒業要件の取り扱い）に基づき，実コマ数をそのまま表記することとし，相当
する授業時間の履修をもって代えることとした。
〔点検・評価〕
開設以来，器官系別総合教育を実施する本学部にとって，科目の実質コマ数を表記する
ことにより，シラバスに記された科目数及び講義内容を必ず実施しなければならないとい
う，教員に対する強い戒めにもなっている。卒業生が他医科大学研究科等に進学する場合，
コマ数から単位数への読み替えが必要となる場合があるが，そのような場合は，証明書の
交付等にかなりの長時間を要する。なお，単位数への読み替えについては，大学設置基準
による「1 コマは 1.5 時間」
「1 単位は 15 コマ」で算出しており，妥当である。
単位互換・単位認定等
必須：国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性
（大学設置基準第 28 条 2 項，
第 29 条）

〔現状の説明〕
本学では，学士編入学者に対して，1 年次開講科目分のみ単位認定を行っている。
〔点検・評価〕
医学教育という特殊性から，本学部では安易な単位認定は実施していない。本学部の学
士編入学者は 2 年次編入学となり，さらに 5 年間の全てのカリキュラムを学ばなければな
らないことは，精神面や経済面においても，他の医科大学の編入学に比べて負担が大きい。
このような状況でも本学を志望する学士編入学者は，即ち，医師という職業に対する志が
高いと考えることができる。
開設授業科目における専・兼比率等
必須：全授業科目中，専任教員が担当する授業科目とその割合
必須：兼任教員等の教育課程への関与の状況

〔現状の説明〕
医学教育という特殊性から，専任教員が担当しない講義科目は 1 年次の基礎科目，教養
科目，及び外国語科目のみである。一方，臨床教育，特に 5･6 年次で展開する臨床実習に
おいては，兼任教員が多数参加して実習を効率的に行い，その内容と質を維持している。
〔点検・評価〕
専任教員が担当する授業科目とその割合は妥当である。一方，医師である他学部の教員
（兼任教員）が，本学部の臨床実習に参加して実習の内容と質を維持していることは，医
療系総合大学であるという本学の特色を考えると，適切である。3･4 年次における器官系別
総合教育は，本学部の特徴的な教育カリキュラムの一つとなっているが，本学部の講義形
態が単位制ではなく実質コマ数制をとり，シラバスに開講日時・講義担当者・講義テーマ
を明記して学生全員に配布していることから，緊急手術や入院患者の病態急変などの突発
的な理由が生じても休講とすることは認められず，後日，必ず補講を実施しなければなら
ない。このような現状は，臨床系教員への負担を大きくしている。また，病棟における 5
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年次の臨床実習，6 年次の選択実習に関しては，兼任教員の本務先との兼ね合いを図りなが
ら，今後，細かく調整を行う必要がある。
社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
任意：社会人学生，外国人留学生，帰国生徒に対する教育課程編成上，教育指導上の配慮

〔現状の説明〕
社会人学生，外国人留学生，帰国生徒に対する教育課程編成上，教育指導上の配慮は特
に行っていない。
〔点検・評価〕
外国人留学生の受け入れは可能であるが，教育システムの異なる外国からの学生に必ず
しも適切に対応できる教育システムとはなっていないのが現状である。また，社会人学生・
帰国生徒の入学についても特別な配慮はしていないため，一般受験者と同様に入学試験に
合格することが必要である。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 現在，医療の急速な進歩に対応するべく，early exposure を考慮した下級年次カリキュ
ラムの見直し，器官系別総合教育の枠組みと内容の変更等，医学部附属医学教育研究開
発センターを中心に，現状の問題点を踏まえたカリキュラム改訂に係る基本方針の策定
を進めつつあり，平成 22（2010）年度からのカリキュラムの改訂を目指して検討中であ
る。
2 基礎教育，倫理性を培う教育において，低学年から『医学』に興味を持たせ，医師にな
るための動機付けを早期に行う目的から，平成 12（2000）年度より医学原論に『演習』
を組み合わせ，幅広いテーマを対象に少人数グループによる討論と発表を通して自己学
習・問題解決型の能力の養成を目指しているが，この取組でもまだ十分とは言えないた
め，今後は教育委員会を中心に，新たな学習モチベーションの低下予防策を検討してい
く。
3 器官系別総合教育は，かなり制度疲労を起こしているため，教員にその特徴を十分認識
させ，系議長が系の運営において強力なリーダーシップを発揮する必要がある。
4 高学年におけるカリキュラムでは，クリニカルクラークシップ，共用試験 OSCE の導入
など，臨床医学教育における実技習得の充実をはかることが必要であり，教員やティー
チングアシスタントの増員などのソフト面に加え，スキルスラボ，学生の自習・グルー
プ学習スペース等のハード面での拡充を検討する。
5 幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するために，一般教育
部における講義の中に，医師になるための動機付けを行う科目を配置したり，放課後や
土曜日を利用して演習科目を実施するなど，1 年次に少しでも多く実際の医学を感じさせ
る講義を展開し，勉学のモチベーションを持続させる必要がある。
6 国際化等に対応するために，常勤のネイティブスピーカーの外国語教員の採用を検討し，
一貫性のある継続的な外国語教育が行える工夫をする。
7 6 年次における国試対策の時間を確保するためには，それ以前のカリキュラムの飽和状
態を解消し，少しゆとりのある教育を展開する必要があり，早急に全学年のカリキュラ
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ムの見直しを行う。
8 基礎教育と教養教育の実施・運営の責任体制については，基礎科目のカリキュラム改革
も重要な要因となっているため，教養科目のあり方を全学的に話し合うことが急務であ
る。
9 カリキュラム編成における必修科目の量的問題については，４年次での学生の学習の負
担が大きいため，低学年次カリキュラムの改訂を視野に入れた，年次毎の履修科目配分
の見直しを行う。
10 カリキュラムにおける高・大の接続については，１年次での医学教育へのモチベーショ
ンの低下を防ぐため，今後は，未履修・既履修だけでなく，能力別や習熟度別によるク
ラス編成を考慮してカリキュラム編成を再検討する必要があるが，このことは，学部単
体では無理なため，全学をあげて改革に取り組まなければならない。
11 国家試験合格を前提としたカリキュラムの適切な編成において，改訂された医学教育モ
デルコアカリキュラムに基づいて，基礎教育と臨床教育の線引きを明確にする必要があ
り，また，臨床医学講義における重複を最小限にするために，各科の講義内容の見直し
と，医学教育モデルコアカリキュラムの分担を明確にする必要がある。
12 4 年次における CBT 共用試験と共用試験 OSCE をクリアしなければ，5 年次からの臨
床実習に進むことができないため，本学部独自のカリキュラム（器官系別総合教育）を
展開しながら，医学教育モデルコアカリキュラムの内容も包括しなければならない現状
を考えると，カリキュラムの改革が急務である。
13 授業形態と単位の関係においては，他医科大学の実態等を調査し，単位数表記への変更
が必要か否かを検討する。
14 これまでは，入学前の既修得単位認定を行っていないことについては，医学という特殊
性を考えれば妥当と考えてきたが，今後のことを考えると，学士入学者の単位認定を再
検討する必要があると思われる。
15 授業科目を担当する専任教員のうち，臨床系教員については，患者様態急変への対応や，
緊急手術等による講義変更を最小限に食い止めるために，臨床系教員が講義しやすい環
境作りを進めることはもちろんであるが，臨床医の協力も得られるように働きかけてい
く必要がある。
16 兼任教員には本学の専任教員では補えない部分でより効果的に臨床教育に携わっても
らうべく，専門分野等の詳細な調査・分析を行った上で依頼を行う。
17 社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮については，必ずしも適切に対応できる
教育システムが構築されているわけではないので，生涯学習・国際化社会の流れを踏ま
えて，それら学生の入学及び教育について検討する。
②教育方法等
〔到達目標〕
教育課程等の目標（広く深く体系的な知識と確実な技術を持ち，最先端の医学知識を意
欲的に吸収する努力を続けることができる人間性豊かな優れた医師を養成する。
）を達成す
るために，学生が満足・納得する教育を実践する。そのために次の目標を設定した。
（平成
12（2000）年度大学相互評価時及び平成 14（2002）年医学部長前任者就任時，平成 18（2006）
148

基準 3 教育内容・方法
年医学部長現職者就任時に設定）
◇教育効果の測定
1 有効性のある方法で教育効果を測定する。
◇成績評価法
1 適切な成績評価基準により厳格な成績評価を行う。
2 各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するために適切な成績評価を行う。
◇履修指導
1 学生に対して適切な履修指導を行う。
2 教育改善への組織的な取り組み）
3 FD 活動により教育指導方法を改善する。
◇授業形態と授業方法の関係
1 適切な授業形態と授業方法により教育指導を行う。
教育効果の測定
必須：教育上の効果を測定するための方法の有効性

〔現状の説明〕
試験，小テスト，レポート等の採点結果に加え，受講態度等も参考にして教育効果の測
定を行っている。
〔点検・評価〕
本学部で実施する総合試験は客観式による実施であることから，データ分析は比較的容
易であり，様々な角度からで教育効果を測定することが可能である。逆に，記述式の試験
の場合は，不合格者数の差異がデータ比較の最も有効な数値となっている現状では，測定
できる内容にも限界がある。
教育効果の測定
必須：卒業生の進路状況

〔現状の説明〕
入学者の 9 割近くが 6 年間で卒業し，卒業生全員が医師国家試験を受験する。医師免許
を取得した者は，広く全国の病院で研修医として勤務しているが，例年，卒業生の 6 割前
後は，本学の大学病院で初期研修を行っている。
〔点検・評価〕
平成 20（2008）年 3 月末までの 3,791 人の卒業生のうち，3,756 人が医師免許を取得（医
師国家試験合格率の実績は 99.1％）している。より多くの優れた医師を輩出することが本
学部の目的であり，社会的使命でもあることから，この数字により本学部の医学教育は十
分に目的を達していると評価できる。
成績評価法
必須：厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法，成績評価基準の適切性

〔現状の説明〕
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80 点以上＝優，79〜70＝良，69〜60＝可，59 以下＝不可 の成績評価基準を設けて成
績評価を実施しているが，このことはシラバスで学生に周知している。成績の評価は，試
験・レポート・授業態度などを指標にしている。
〔点検・評価〕
本学部の成績評価基準は学部で定めているが，学内統一基準に則ったものであり，適切
である。成績評価法は科目責任者により内容が異なるが，すべての科目で試験・レポート・
授業態度を指標に成績評価を行っているという点では，適切である。
成績評価法
必須：履修科目登録の上限設定等，単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性

〔現状の説明〕
専門科目はすべて必修科目となっているため，履修科目の登録の上限設定はない。
〔点検・評価〕
該当しない
成績評価法
必須：各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性

〔現状の説明〕
4 年次に「CBT 共用試験」
，5 年次に「臨床実習総合試験」
，6 年次に卒業試験として「総
合試験（2 回実施）
」をいずれも客観式試験として実施し，進級・卒業の要件としている。
〔点検・評価〕
4 年次の「CBT 共用試験」は全国的な評価基準に基づき，全国 80 のすべての医科大学で
実施されている試験である。また，5 年次の「臨床実習総合試験」と 6 年次の「総合試験」
は，過去のデータに基づいて成績評価の結果を検証しているので，例年の基準から大きく
逸脱することはない。また，4 年次に実施される「CBT 共用試験」は，本学部の「総合試
験」と位置付けているので，4 年次配当科目がすべて合格しても，
「CBT 共用試験」が合格
基準点に達しない場合は留年となり，4 年次配当科目のすべてを再度履修することとなる。
「CBT 共用試験」を運営する共用試験実施機構側では，
「CBT 共用試験」の合格基準点に
ついては，各医科大学の判断に委ねるとしているが，社会通念上，60 点未満を合格基準点
とすることはできず，本学部を含めた全国の医科大学では，60 点以上を合格としているの
が現状である。
なお，
「CBT 共用試験」が不合格であっただけで留年した学生が，4 年次配当科目のすべ
てを再度履修しなければならないことについては検討が必要である。
履修指導
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：留年者に対する教育上の配慮措置の適切性
任意：科目等履修生，聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性

〔現状の説明〕
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一般教育科目は選択科目と必修科目から構成されるが，基礎医学及び臨床医学に関連す
る科目はすべて必修であるため，年度初めのガイダンスで学生便覧とシラバスを配布し，
履修のための説明を行う。学生に対する履修指導は教育委員会が主導し，各教科，科目の
教員，学年主任，クラス担任などが個々の学生の直接指導に当たる。また，1〜5 年次での
留年生については，年次開講科目の再履修を義務付けているが，6 年次の留年生については，
教授会の承認のもと，教育特別プログラムを設定し，正規の 6 年生とは別に卒業及び国家
試験合格のためのプログラムを実施している。
なお，科目等履修生，聴講生等の受入れは行っていない。
〔点検・評価〕
基礎医学系及び臨床医学系の科目はすべて必修であることから，科目履修方法は単純で
あり，ガイダンスにおける説明は明解である。また，1〜5 年次での留年生については，年
次開講科目全ての再履修を義務付けており，適切な措置であると評価できる。6 年次留年生
についても，専属の担当教員の下，専用の教室で専用プログラムに則って学習することで，
ほとんどの学生は次年度に無事卒業して国家試験に合格するなど，相応の結果を残してい
る。
留年した場合は，既修得・未修得に関わらず全ての年次配当科目を再履修することとな
っているため，システムとしてはわかりやすいが，学生にとってはかなりの負担となり，
配慮すべき問題点は少なくない。特に 4 年次に CBT 共用試験が不合格だったとの理由だけ
で留年した学生の取り扱いは，早急に検討しなければならない課題である。
教育改善への組織的な取り組み
必須：学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルテ
ィ・ディベロップメント（FD）
）およびその有効性

〔現状の説明〕
教員の教育指導方法の改善を促進するために，教育委員会メンバーが実行委員となり，
学部独自の教員セミナーを開催し，マイクロティーチング（模擬授業を活用した講義技法
の習得）などの指導を行っている。
学外の研修施設で毎年 8 月の第 2 金曜日から 1 泊 2 日で実施し，平成 20（2008）年度ま
でに 18 回を数えた。主な対象は新任の教員及び昇任した教員で，近年は研修医や学部学生
にも参加を認めており，総勢 60 名前後（セミナー実行委員を含む）の規模となる。
また，教員セミナー実行委員は，学外の教員研修セミナーなどにも積極的に参加するこ
とで，FD 活動に関する技法の向上と共に，情報を幅広く収集している。
〔点検・評価〕
参加した教員の 9 割近くから「非常に有意義であった」との感想が寄せられているので，
参加教員個々の教育指導方法の改善を促進しているものと判断されるが，これまで FD の有
効性について客観的に検証したことはない。また，1 泊 2 日の研修会は，臨床の教員には非
常に負担が大きいことは否めない。
教育改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況
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〔現状の説明〕
平成 2（1990）年度より，学年ごとにシラバスを作成し，当該学年の学生に配布してい
る。教員については，講師以上の教員全員に全学年分のシラバスを配布している。
〔点検・評価〕
教育目標等，学生が理解しやすいように記載項目を統一して作成しているが，科目によ
り記載内容に凸凹がある。また，医学教育モデルコアカリキュラム項目への対応など，よ
り詳細な記述が必要である。
教育改善への組織的な取り組み
必須：学生による授業評価の活用状況

〔現状の説明〕
平成 14（2002）年度より，マークシート方式による学生による授業評価システムを導入
している。授業評価の結果は，講義実施教員及び所属単位（科）の教授にフィードバック
している。また，担当教員名を伏せる形で，教授会への報告も行っている。
〔点検・評価〕
授業評価を受けた教員へのフィードバックは非常に効果的であるが，学生へのフィード
バック（報告）がなされていない点は問題である。
教育改善への組織的な取り組み
任意：卒業生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

該当しない
教育改善への組織的な取り組み
任意：教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性

該当しない
授業形態と授業方法の関係
必須：授業形態と授業方法の適切性，妥当性とその教育指導上の有効性
必須：多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性
必須：
「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における，そうした制度の運用の適切
性

〔現状の説明〕
1〜4 年次の基礎医学・臨床医学教育は，大講義室での講義という形で実施されている。
講義のほとんどがマイクロソフト社の「パワーポイント」を使用したプレゼンテーション
型の形式であり，講義室設置のプロジェクター，書画カメラは毎日フル稼働の状態である。
また，6 年生の集中講義においては，ソクラテック･システムを使用して，国家試験形式
の問題を学生に解答させ，教員が解説する双方向の講義形式となっている。
なお，
「遠隔授業」による授業科目の単位認定は行っていない。
〔点検・評価〕
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定員が 100 名という現状を考えると，この講義方法は妥当である。
また，ソクラテック・システムを使用した講義は，学生，教員の双方から評判が高い。
なお，本システムは，同機能の他機種と比較して安価ではあるものの，問題の作成等にお
いてはコンピュータに対するある程度の知識を要し，問題作成に苦慮する事実は否めない。
大講義室での講義展開では，教員からの一方通行的な講義となることが予想されること
から，いかに教育効果を上げるかについては，教員個々の講義内容の工夫に依存するとこ
ろが大きい。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 教育効果の測定においては，各学年次で客観式の試験の実施などの改善を図っていく必
要があり，また，一人でも多くの優れた医師を輩出するためには，入学者全員がストレ
ートで卒業し，卒業生全員がストレートで医師国家試験に合格できるようにしなければ
ならないため，医学を取り巻く環境の変化に柔軟に対応できる教育内容を実践し，カリ
キュラムの見直し・改訂を行っていく。
2 厳格な成績評価法及び成績評価基準の適切性という観点から，GPA 制度など，現在の教
育システムにおける様々な評価法を調査し，その導入を検討していく。
3 留年生に当該年次の配当科目をすべて機械的に再履修させるのではなく，既履修科目の
再履修免除を含む特別プログラムの整備を検討する。
4 FD 活動では，
実施内容をよく吟味し，
より医学教育の流れに沿ったテーマを取り上げる。
5 FD の有効性を客観的に検証するシステムの構築を検討する。
6 現在は別冊子で学生に配布している医師国家試験出題基準，医学教育モデルコアカリキ
ュラムなどをシラバスに掲載し，学年を問わず，それらの内容を学生に広く周知するこ
とで，それらを意識した勉学の重要性を早期に認識させ，学生の自主学習に活用させる
ように改善する。
7 学生による授業評価結果の学生へのフィードバックの方法を教育委員会で検討し，実行
に移していく。
8 特に CBT 共用試験対策を視野に入れて，ソクラテック・システム等，すでに導入してい
る双方向教育システムをより活用した講義内容を模索するとともに，このシステムの設
置を拡大する方向で検討を開始した。
③国内外との教育研究交流
〔到達目標〕
海外の優れた医学教育システムを体験・見学することにより，世界という枠の中で日本
の医療を捉え，グローバルな視点を持った医師を養成する。そのために次の目標を設定し
た。
（平成 14（2002）年／前医学部長就任時，平成 18（2006）年／現医学部長就任時に設
定）
◇国内外との教育研究交流
1 6 年次の選択実習として海外実習制度を充実する。
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国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
任意：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況

〔現状の説明〕
平成 15（2003）年度より，海外の医療施設における学生の臨床実習を開始した。平成 16
（2004）年度にカルガリー大学（カナダ）
，平成 17（2005）年度にマーブルク大学（ドイ
ツ）
，平成 18（2006）年度にハワイ大学（アメリカ）と学術交流協定を締結し，毎年 6 名
前後の学生を派遣している。なお，6 年生の海外実習派遣が軌道に乗ったため，平成 19
（2007）年度までは海外実習に関する費用は全額学生負担であったが，平成 20（2008）年
度からは協定校で海外実習を行う学生に一律 15 万円を援助することになり，学生の費用負
担は軽減された。また，協定先からの学生の受入れ実績はないが，協定校以外では次のと
おり短期留学生を受け入れている。
○平成 16（2004）年度：ハイデルベルグ大学，ルードヴィッヒ・マクシミリアン大学，ミ
ュンヘン大学（ドイツ）から各 1 名の計 3 名，クイーンズランド大学（オーストラリア）
から 2 名，ウメオ大学（スウェーデン）から 1 名
○平成 17（2005）年度：ミュンヘン工科大学（ドイツ）から 1 名
○平成 18（2006）年度：ジャジロニアン大学（ポーランド）から 1 名，インドネシア大学
（インドネシア）から 1 名
○平成 19（2004）年度：レイクフォレストカレッジ（アメリカ）から 1 名，グラナダ大学
（スペイン）から 1 名
〔点検・評価〕
6 年次の選択実習として学生を海外実習に派遣しているが，卒業試験･国家試験への影響
や安全面での危惧などが絶えず議論の対象となるので，海外実習派遣は学術交流協定に基
づくものであることを原則としている。一方，学術交流協定を締結していない医療機関に
おける海外実習を学生が希望した場合は，国際交流委員会で実習内容を精査して派遣を認
めることがあるが，その基本方針は適切であると考えている。今後，海外で実習を希望す
る学生が増えることが予想されるが，海外実習を終えた学生は，国内の実習では得られな
い成果や貴重な経験が身に付けられるので，より一層，海外情勢の情報収集に細やかな気
配りを怠らず，海外実習の普及に努めたい。また，6 年次の海外実習が国際交流の広がりと
共に定着し，低学年から 6 年次の海外実習を目標として勉強に励む学生が出てきたため，
英語科目や医学英語の授業が活性化されてきた。なお，新入生アンケートの結果では，受
験や入学の動機に，海外実習が少なからず影響したという回答が全体の 7 割近くを占めて
いることから，海外実習希望者が増加した場合，現状の協定校数や受け入れ学生数では希
望者全員を協定校へ派遣することができなくなるので，協定校の受入れ枠増加や新たな協
定校の開拓が必要である。なお，国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置
は特に講じていない。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 海外実習希望者の増加に対応するため，国際交流委員会を中心に協定校の受入れ枠拡大
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の交渉，新たな協定校の開拓を行う。
2 学生に対する資金援助の充実が必要となるため，医学部同窓会への支援増大を働きかけ
る。
3 国際的に評価が高い海外の大学医学部や協定校の教育制度などを本学のカリキュラムに
取り入れることも検討する。

２−４．海洋生命科学部・水産学研究科
２−４−１．海洋生命科学部
①教育課程等
〔到達目標〕
海洋生命科学部の教育理念は，海洋生命科学一般の専門技術とその基盤となる海洋の環
境・生態学，生物学，生物化学などの学問領域と社会の仕組みを理解し，国際的な視野か
らも海洋の生物資源を見ることができる人材，さらに自らの意見を持ち，それを伝える能
力，判断力，実践力を持つ人材を育成することである。学部教育課程では，この教育理念
に沿った能力を学生全員に身に付けさせるとともに，そのことを学生自身が自覚できるよ
うな「学ぶ意味」が分かりやすい教育内容へと継続的に改善を図っていく。以上のプロセ
スを遂行するため，次に示す具体的到達目標を設定した。
（平成 12（2000）年度学科及び
研究科改組時，平成 14（2002）年度日本技術者教育認定機構（JABEE）試行審査受審時
及び平成 20（2008）年度学部名称変更時に設定）
◇学部・学科等の教育課程
1 学部の教育理念をより分かりやすい学習・教育目標として具体化・明確化し，それぞれ
の目標の到達基準を設定する。
2 設定した学習・教育目標を学生がより効率的に達成できるように必修・選択の見直し，
新規授業科目（学習動機付け科目，キャリア教育科目，体験型実習科目，職業倫理）の
導入等を図りカリキュラムを再編する。
3 学習・教育目標とそれぞれの授業科目との対応を明確にし，カリキュラムの流れと達成
度が学生にとって分かりやすいものにする。
4 学習・教育目標及びカリキュラムを全教員の一致した認識の下で実施するとともに，広
く社会に公開する。
5 英語授業の充実を図るために，1 年次から 4 年次まで継続的な学習が可能になるシステ
ムを構築し，少人数クラス授業，習熟度別クラス編成の導入を推進する。
6 教養科目と専門科目が隔離された 2 キャンパスで展開されているために生じる不利益を
解消するために遠隔授業システムの導入・充実を図るとともに，遠隔授業の有効性につ
いて点検・評価を進める。
7 教養科目と専門科目教育の連携を図るシステムを構築する。
◇カリキュラムにおける高・大の接続
1 高校における学習進度に対応した補習科目及び個別相談が可能な学習支援室の履修・利
用を奨励する。
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2 年次教育へ学部教員が参画できる機会を増やし，専門教育への導入を図りつつ学生のケ
アを行う。
◇授業形態と単位の関係
1 コンタクトタイム（学習保証時間）を保証する考え方に立ち，厳密な出欠管理方法を導
入する。
2 授業時間外の学習時間を把握する方策を導入する。
◇単位互換・単位認定等
1 既修得単位の認定方法を明確にし，学生に周知する。
◇開設授業科目における専・兼比率等
1 非常勤講師が担当する科目については，授業内容や評価方法を学部の学習・教育目標に
合致するものにするシステムを構築する。
◇社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
1 帰国生徒枠入学者に対する教育上の配慮を行う。
学部・学科等の教育課程
必須：教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第 19 条第 1 項）

〔現状の説明〕
海洋生命科学部（水産学部）は，学校教育法第 83 条に基づき，海洋生命科学が生物，化
学など複数の分野にまたがる学際領域の科学であるという観点より，幅広い視野を持つ技
術者を育成し，本分野における研究成果を社会へ還元することが学部の使命であるという
理念・目的のもとに設置された。この理念・目的を学部教育により良く反映させるため，
平成 12（2000）年度に改組を行い，従来の水産増殖学科及び水産食品学科の 2 学科 10 講
座を統合・再編して，
「水産生物科学科」に一本化し，それを「水産増殖学講座」
，
「環境生
物学講座」
，
「応用生物化学講座」の 3 大講座に改組した。平成 16（2004）年には，学部の
教育理念目的を 8 項目にわたる学習・教育目標として具体化・明確化し，それぞれの目標
の到達基準を明確に示した。さらに平成 20（2008）年度より，学部における教育・研究の
理念及び内容をより強く反映させるため，学部の名称を｢海洋生命科学部｣へと変更した。
また，名称変更に伴い，カリキュラムの再編成を行った。
新カリキュラムでは，従来のカリキュラムと 80％以上の相同性を保ちつつ，各科目の内
容を精査し，再構成と改善を図るとともに，ラーニングスキル，プレゼンテーション等の
科目を新設し，キャリア教育の充実を図った。現在は水産学部水産生物科学科のカリキュ
ラム（現行カリキュラム）と海洋生命科学部海洋生命科学科のカリキュラム（新カリキュ
ラム）が同時に運用されている移行期にあたるが，このような状況を踏まえ，以下の「学
士課程の教育内容・方法」の項目［現状の説明］においては，主として旧カリキュラムの
運用を中心に記述した。新カリキュラムでの変更，改善点については主に項目［将来の改
善・改革に向けた方策］に記述した。
本学部の学習・教育目標は平成 16（2004）年よりシラバス，ホームページ等で公開され
ており，すべての授業の礎となっている。各授業で設定された到達目標は学習教育目標達
成の一部を担っており，授業・実習等の内容と時間がそれぞれの目標達成に十分であるこ
とが確認されている。さらに，シラバスには目標達成の流れが分かりやすい図で示されて
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いる。
カリキュラムは大学設置基準 19 条に基づき，基礎教養教育を担う 1 群科目 38 単位，専
門基礎科目である 2 群科目 28 単位，専門教育的授業科目である 3 群科目 62 単位によって
構成されている。1 群科目は，主として 1 年次に相模原キャンパスで一般教育部の教員によ
り実施される。2 群及び 3 群科目は岩手県大船渡市の三陸キャンパスで実施されるが，専門
教育的授業科目への導入教育の一環として，水産生物科学概論を 1 年次に相模原キャンパ
スで実施している。
各科目は到達目標に応じて必修・選択に分類されている。1 群科目は外国語系単位，数理
情報系，自然科学系の 25 単位，2 群科目は 28 単位すべて，3 群科目は 32 単位が必修に指
定されている。必修科目をすべて履修すると学習教育目標のすべての項目が網羅される。
選択科目では，1 年次における文化の領域，社会の領域，健康の領域，数理情報系，教養演
習系の科目に，本学の特長を生かした多彩な講義が開講されている。また，3 群科目では高
度な専門知識を教授する専門教育的授業科目が 34 科目開講されており，学生の興味や進路
に応じて選択することができる。また，自由科目として体験実習が設けられ，水産現場や
工場等で生産・流通等の実体験をする機会も与えられている。
〔点検・評価〕
上述のように，本学部の設置理念と目的は，教育課程を履修することで質・量ともに満
たされることが保証されている。また，本学部では 1 学部 1 学科制をとることで理念・目
的を明確化しており，さらにそれを具体化した学習・教育目標を制定・公開している。学
習・教育目標の内容は，
「広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知的，
道徳的及び応用的能力を展開させる」ことを謳った学校教育法第 83 条に沿うものである。
また，それを達成するために大学設置基準第 19 条に従って，教養教育から専門領域まで幅
広い授業が用意されている。すべての授業は学習・教育目標の理念を達成するために設定
されており，学部の教育課程を終えた学生すべてが到達目標を充足することができる。し
たがって，本学部の教育課程は学校教育法第 83 条，大学設置基準第 19 条の精神を充足し
ていると言え，高く評価できる。
本学部では，海洋生命科学科の下に増殖生物学講座，環境生物学講座，応用生物化学講
座の 3 大講座を擁し，1）
「増殖生物学講座」では水産生物資源を人為的な管理下に置くた
めの群，個体，細胞，分子レベルにおける基本的な生理生態学的特性を解明して生産性の
向上をめざす，2）「環境生物学講座」では資源管理型漁業を支える水産生物の資源・生態
解析や生物多様性の維持及び環境保全など環境と生息生物の関係，複雑生物系成立の機構
の解明とその維持をめざす，3）「応用生物化学講座」では水産食品の機能化学や生理活性
物質の構造，生体機能を解明して水産生物のもつ諸成分の有効利用を図り，他の分野との
共同研究により，これら生体成分の存在意義解明をめざす，という目的を掲げ，三陸キャ
ンパスという海洋生物の研究に恵まれたまたとない自然環境の中で，他の大学には見られ
ない特色ある教育・研究を行っている。さらに，学部の学習教育目標とその達成方法及び
評価法は，明確に定められて広く社会に公開されており，全教員の一致した認識の下に教
育が行われている。
しかし，近年の少子化による受験者・入学者の減少とそれに伴う学力及び意欲の低下は
否定できず，目標を持たずに入学してくる学生も見受けられる。また，本学部の特徴の一
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つである 2 年次からの三陸キャンパスでの教育・研究の展開も，一面では遠く離れた 2 つ
のキャンパスに分断されることに伴う問題も生じている。したがって，これら 2 つの問題
を解決する努力を継続させる必要がある。
学部・学科等の教育課程
必須：教育課程における基礎教育，倫理性を培う教育の位置づけ

〔現状の説明〕
本学部のカリキュラムにおいて，基礎教育科目は，1 年次に相模原キャンパスで開講され
る人間形成の基礎科目及び基礎教育科目からなる 1 群科目と，主として 2 年次に履修する 2
群科目から構成される。人間形成の基礎科目には文化の領域，社会の領域，健康の領域に
分類される科目群が設定されており，それら 3 つの群に含まれる科目から 10 単位以上取得
することを課している。これらの科目は幅広い教養，知識，地球的視野の涵養を謳ってい
る本学部の学習教育目標 A（多面的思考能力の養成）を達成するために必要である。また
基礎的な英語力，数理的能力を身につけるために基礎教育科目が配置されており，これは
学習教育目標の B（自然科学の基礎知識の習得）及び F（コミュニケーション能力の養成）
に対応する。さらに一年次には，専門教育への導入となる海洋生命科学概論 A 及び B が必
修科目として配置されている。1 年次にこれらの科目を履修することにより，一般教育科目
と専門科目の関連性を認識することができる。2 年次からは三陸キャンパスに移動し，学部
教員による専門教育が始まる。2 群科目では専門分野を学ぶための基礎的な生物学，化学の
知識を身につけることができるよう生理学，生化学，有機化学が必修科目として配置され
ている。またさらに専門基礎科目として動物解剖学，微生物学，生物統計学，分子生物学
が必修となっている。これらは一般数理及び専門分野の基礎的知識の習得を目標とする教
育目標の B に対応している。
倫理性を養う教育は，1 年次開講の海洋生物科学概論 A，B，2 年次開講の微生物学，水
産海洋学，水圏生態学，生物学実験Ⅱ，化学実験Ⅱ，3 年次開講の水産増殖学，食品衛生学，
水族病理学，海洋基礎生産学，水産化学実験，水産生物学実験，及び 4 年次の卒業論文を
通じて行われており，これらの授業の中で科学者倫理，生命倫理，環境倫理，技術者倫理
を教授している。これらの授業科目が倫理観の習得を目指す学習目標 G（技術者倫理の涵
養）に対応することがシラバスに明示されている。
〔点検・評価〕
本学部のカリキュラムは，幅広い教養と高い専門性の涵養に配慮し，基礎的内容から専
門性の高い分野へと年次ごとに体系的に配置されており，学生が効率よく履修できるよう
配慮された教育課程の体系性は高く評価できる。また，各授業科目の学部教育目標との対
応が明示されており，基礎教育科目の位置づけは明瞭である。倫理教育についても教育内
容が該当する科目で明示されており，学生自身がその達成プロセスを理解しやすいよう工
夫している点は，高く評価できる。したがって，本学部の教育体系には大きく変更を要す
る問題はないと判断するが，遠隔地に立地する 2 つのキャンパスでカリキュラムが展開さ
れているという性質上，
三陸キャンパスで 2 年次に一般教育科目を履修することは困難で，
これらの科目が不合格であった学生が 2 年次に進級した際の再履修方法に問題が残る。

158

基準 3 教育内容・方法
学部・学科等の教育課程
必須：
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的，
学問の体系性並びに学校教育法第 83 条との適合性

〔現状の説明〕
専門教育的授業科目は，主に 3 群科目に配置され，三陸キャンパスで展開されている。
それらの科目は学習教育目標の C に対応しており，それぞれの科目の内容は教育目標 C の
具体的な到達目標①〜⑤（①生物資源としての水産生物の化学的適性を説明できる，②海
洋生物資源を永続的に利用するうえでの，生物の多様性とそれを育む環境の重要性を認識
できる，③水圏生物の生理生態学的特性を群，固体，細胞，分子レベルから説明できる，
④増養殖・育種，資源管理，食品製造・流通にかかわる技術について説明し，その問題点
を指摘できる，⑤習得した知識を問題解決に応用できる）のいずれに相当するが，それは
シラバスに明記され，広く社会に公開されている。
３群の専門教育的授業科目は，実験科目 6 単位，演習科目 4 単位，卒業論文 10 単位，講
義科目 12 単位の必修科目と 30 単位の選択科目，さらに，産業の現場などで実体験から学
ぶ体験実習からなる。講義科目は，専門分野の基礎的素養を習得するために必要な必修科
目と，自らの進路・興味に応じて多彩な分野より選べる選択科目からなる。実験演習単位
はすべて必修で，実践を通じた知識の具現化を学ぶ。さらにそれらは，4 年次で履修する卒
業研究において，実際の水圏生物の生命過程及びその永続的有効利用に関わる問題をテー
マに研究を実践することで，最終的な教育目標を達成してゆくという高い体系性を持ち，
学校教育法第 83 条の理念に適合している。
〔点検・評価〕
本学部の専門教育の流れは，学生の成長に合わせて徐々に高度化するように設計されて
おり，高度化するにつれて選択肢も増え，自らの将来の進路や学問的な興味を足がかりに
して，多岐にわたる選択科目から選べるようになっている。特に，4 年次に実施される卒業
研究では，少人数教育と最低 500 時間のコンタクトタイムが保証されており，卒業生の質
を担保するものとなっている。本学部の専門教育の内容は三つの大講座の研究成果に裏打
ちされた最新・最先端の学問を礎としている点が最大の長所となっており，それに加えて，
専門分野の基礎となる科目を必修科目として配置することで，海洋生命科学の幅広い基礎
知識を備えた人材を養成するに十分な内容を備えている。海洋生命科学における社会科学
的・国際的教科ならびに英語教育については外部の非常勤講師に依存しているが，実質的
に全く問題はない。
学部・学科等の教育課程
必須：一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を
涵養」するための配慮の適切性

〔現状の説明〕
本学部 1 年次には，
「人間形成の基礎科目」の中から 3 領域を網羅するように 10 単位を
選択して履修することが義務付けられている。加えて，教養演習を 1 単位履修する。
〔点検・評価〕
人間形成の基礎科目における科目は，配置，内容共に，北里大学の特色を打ち出しなが
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ら，幅広い教養の領域を網羅する内容が用意されている。医療，環境等をテーマに講義を
進める科目は，多岐な専門分野にまたがる本学の学生のアイデンティティーを醸成するも
のであり，さらに，食料の生産と健康の関係を低学年から強く意識することを可能とする
特徴的なものとなっている。これらの科目を履修することで，幅広く深い教養及び総合的
な判断力を培い，豊かな人間性を涵養する基礎が形作られる。しかし，キャンパスの立地
上の問題から，これらの科目を高次の学年で履修することは事実上不可能である点が，大
きな問題と言える。
学部・学科等の教育課程
必須：外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に
対応するため，外国語能力の育成」のための措置の適切性

〔現状の説明〕
本学部の英語関連科目は，1 年次に相模原キャンパスで実施される 1 群科目の英語 AⅠ，
AⅡ，BⅠ，BⅡ（計 4 単位）
，2 年次に三陸キャンパスで実施される 1 群科目の英語 C（2
単位）
，そして 2 群の演習科目として 3 年次に通年で実施される専門英語 A，B（計 2 単位）
がある。これらは，全て必修科目である。さらに，4 年次で履修が義務づけられている水産
学演習では卒業研究に関連する情報収集のため，英語文献購読を中心としたセミナーが各
研究室単位で実施される。この他，自由選択科目としてドイツ語，フランス語，中国語が 1
年次に履修できる。
英語 AⅠ(前期)及び AⅡ(後期)は，日本人教員による主に文法，講読を中心とした総合英
語能力養成を目的とした科目であり，
1 クラス 30 人程度で実施されている。
英語 BⅠ(前期)，
BⅡ(後期)は実践英語の習得を目指すものであり，ネイティブスピーカー2 名を含む 6 名の
教員で実施されている。それぞれに普通 1，普通 2，基礎の 3 コースを設けており，最初に
簡単な試験を行い，さらに希望調査を行って，英語の習熟度の低い学生は基礎コースを選
択できる仕組みとなっている。また CALL ルームの利用が推奨されている。2 年次で実施
される英語 C は 2 名の非常勤教員が担当する。1 セメスターあたり 15 コマ，20〜30 人程
度のクラス編制で実施している。この科目は，将来，専門領域の英語文献を精読できる基
礎能力を養うことを授業の狙いとしており，基本的文法，講読を中心に教授している。専
門英語では学部の全教員が 1 クラス 6〜7 人程度の少人数クラスを受け持ち，海洋生命科学
に関連する英文の講読を行う。
〔点検・評価〕
外国語，特に英語の教育は入学時から比較的少人数で習熟度別の教育を行っている。ま
た ALC Net Academy を導入し，学生の学習意欲を高めるよう工夫している。2 年次，3 年
次と次第に専門性が高い内容の英文を講読することで，海洋生命科学の情報を幅広く収集
できる能力を養成し，4 年次には，実際の研究に必要な情報収集，解析を行うことで実践的
な英語力を身につけることができるようになる。したがって，本学部では国際化等の進展
に適切に対応するための外国語能力育成の取り組みは，妥当であると言える。
本学部の語学教育は体系的であり，少人数クラスを導入するなど教員の多大な努力が投
入されている。しかしながら，入学する学生には「英語嫌い」といった負の意識が強く，
残念ながら，学生の実質的な英語力の向上はその労力に見合ったものであるとは言い難い。
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したがって，学生の潜在能力を最大限に引き出すため，英語教育の内容及び技法に更なる
工夫と改善が必要である。
学部・学科等の教育課程
必須：教育課程の開設授業科目，卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外
国語科目等の量的配分とその適切性，妥当性

〔現状の説明〕
本学部の卒業所要総単位数，128 単位の内訳は，一般教養的授業科目 32 単位，外国語科
目 8 単位，専門教育的授業科目 88 単位である。各科目群の構成は以下の通りである。
一般教養的科目：1 年次で受講するべき一般教養的科目の内訳は，全人的な教養を身につ
けるための｢人間形成の基礎科目｣より 10 単位，数理・情報，自然科学的基礎能力を涵養す
る科目群より 21 単位，教養演習より 1 単位となっている。
専門教育的授業科目：1 年次に履修する水産生物科学概論を除けば，専門教育的授業科目
はすべて 2 年次以降に受講する。必修講義科目は 2 年次に 18 単位，3 年次に 12 単位の計
30 単位が，また実験科目は 2 年次に 3 単位，3 年次に 6 単位が配当されている。卒業論文
と水産学演習は 4 年次に受講し，計 14 単位である。専門教育的科目の構成は，１年次では
進級単位数の 10％であるが，2，3 年次では 90％以上となっている。
外国語科目：英語関連科目の単位は必修となっており，全学年を通じて計 8 単位の演習
科目として配置されている。これは全卒業単位の 6％を占める。このほかにも，人間形成の
基礎科目で開講されている英語以外の外国語科目，外国語科目演習を選択することができ
る。さらに，水産学演習，卒業論文においては各研究室単位で独自の実践的な教育を実施
し，英語による情報の習得法を演習している。
〔点検・評価〕
教育課程の開設授業科目（117 科目 237 単位）中，卒業所要総単位（128 単位）に占める
専門教育的授業科目（2，3 群授業単位，専門英語を除く）は 58 単位，一般教養的授業科
目は 31 単位，外国語科目 8 単位（専門英語を含む）となっている。開設科目は卒業所要単
位の約 2 倍となっており，多様な興味，適性，進路に対応しており，適切である。英語科
目の全単位数に占める割合は約 6.3％で概ね妥当である。4 年次に実施される卒業論文とし
て 14 単位（11％）が配置されているが，これは全学習教育目標を網羅する少人数教育であ
り，海洋生命科学における未解決の課題を題材に研究を行うため，教育効果は非常に高い。
学部・学科等の教育課程
必須：基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況

〔現状の説明〕
本学部教育プログラムにおける一般教育課程の位置づけは明確である。
一般基礎教育と教養教育は，相模原キャンパスで一般教育部の教員により実施・運営され
ている。該当する 1 群科目の履修設定，進級基準設定は学部の教授会が行い，これに基づ
いた担当教員の選任，各科目の授業の狙いと学習教育目標との関係等の調整は，一般教育
部により実施されている。この調整の取り纏めは学部長及び一般教育部長の指導，責任の
下，学部教務委員会ならびに一般教育部教育委員会が行っている。また，一般教育連合教
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授会には学部教授 1 名が教授会構成員として出席し，相互の連絡，調整の任務を担ってい
る。さらに，1 年次クラス担任（一般教育部専任教員）との情報交換の場が定期的に設定さ
れており，一般教育科目の実施，運営改善のための基礎情報収集にも役立てられている。
〔点検・評価〕
本学部の教育における基礎教育と教養教育の位置づけは明確であり，その実施・運営の
責任体制も確立されている。また，学部，一般教育部の意思決定の過程はすべて議事録に
記録され，公開されている。実施・運営の責任は教授会にあり，実施はその下位の委員会
の答申を基に行われており，責任体制，実践状況ともに問題はない。最大の問題点は，遠
隔 2 キャンパスにまたがる教育体制であり，また一般教育部は北里大学全ての学部 1 年次
生を対象とする教育を展開する必要があるため，一般教育部と学部の意思決定の間に，時
間差や温度差を生じる可能性がある点である。
学部・学科等の教育課程
必須：カリキュラム編成における，必修・選択の量的配分の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
カリキュラムは 1〜4 群科目で構成されるので，それぞれについて述べる。
1 群科目：基礎教養科目は自由選択単位を除くすべての科目が必修となっており，その内訳
は英語 6 単位，数学 4 単位，自然科学系授業科目・実験科目 15 単位，情報・演習系科目 2
単位，教養演習 1 単位である。人間形成の基礎科目は文化の領域，社会の領域，健康の領
域からなる全 42 開講科目から，全ての領域を網羅するように 5 科目 10 単位以上を履修す
ることが義務付けられている。
2 群科目：本群科目の多くは 2 年次に履修するが，これらは専門教育の基礎科目なので，す
べて必修に設定している。
3 群科目：本群科目は専門教育科目を主体とするが，専門分野の中でも一般性の高い授業科
目，すなわち，水産海洋学，食品衛生学，水産増殖学，水族病理学，海洋基礎生産学，水
産食品学を必修としている。また，水産学実験，水産学演習，卒業論文も必修である。選
択科目としては，専門性の高い科目が 34 科目 58 単位開講されており，そのうち 30 単位以
上を選択することが義務付けられている。
4 群科目：卒業要件には含まれない科目群であり，学生の興味，関心や将来設計に合わせて
選択が可能である。本科目群には総合的な能力形成に資する授業が用意されており，具体
的には英語以外の外国語科目，要習科目，発展数学，体験実習などが含まれる。
〔点検・評価〕
本学部のカリキュラムは，基礎教養科目，基礎専門科目，一般性の高い専門科目を必修
として配置し，それに加えて，個々の学生の興味と進路に合わせて選択必修科目を選択す
ることで学部の学習・教育目標のすべてが網羅されるように設計されており，必修・選択
のバランスに問題はない。また，学生の偏った履修で特定の教育目標が達成されなくなる
ことがないように配慮されている。選択科目群では数多くの科目が開講されており，学生
と社会の多様な要求を満たすものとなっている。
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カリキュラムにおける高・大の接続
必須：学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況

〔現状の説明〕
本学部では，高校で未履修の理数系科目がある学生に対し，一般教育部で開設している
要習科目の履修を強く指導している。
また，一般教育部においては，本学部 1 年次生に対してもオリエンテーションやクラス
主任によって学習支援室の活用が指導されており，平成 19（2007）年度には約 20％の学生
が利用している。本学部学生の利用科目は前期には化学，後期には数学が多い。
学部独自には，1 年次に水産生物科学概論を通年で実施し，専門分野と生活との関わりや
職業倫理の重要性を教授するとともに，オムニバス形式で各教員の最新の研究成果を分か
りやすく説明することにより，学生の興味を引き出し，専門基礎教育へと導入している。
なお，本学部では自校教育「北里の世界」を選択必修科目の一つとして設定した。
要習科目履修者数（平成 17〜19 年度）
生物学

化学

物理学

平成 17（2005）年度

14

58

104

平成 18（2006）年度

26

74

140

平成 19（2007）年度

25

71

151

〔点検・評価〕
要習の履修者数は上表に示したとおりであり，履修が必要と感じたものは積極的に利用
していることが窺える。特に，物理学では要習履修者が学生の過半数を超えており，物理
学系科目の中に要習的要素を組み入れる方策が有効に思われる。他の科目についても要習
科目と関連科目の内容の間には，綿密なすり合わせが必要である。
学習支援室の利用率も前・後期を通じて比較的高く，要習科目の開講及び学習支援室の
設置によって，高校における学習進度に応じた教育改善措置は大きく前進したと評価でき
る。ただし，要習科目は卒業要件単位数には含まれないため，学生にとっては＋α の負担と
なる。
水産生物科学概論は現在のところ 1 年次学生と学部教員をつなぐ唯一の足がかりである。
通年で開講されるため，学生は毎週学部の教員と接することになり，三陸キャンパスの様
子や水圏生物について学ぶことの魅力を伝えるという目的は，ある程度達成されていると
言える。しかしながら，目的意識が低い学生が増加する傾向にある状況で，１科目のみで
十分な導入教育を行うことは困難な状態となりつつあり，今後はキャリア教育，要習科目，
専門科目への導入をセットにしたカリキュラムを開発してゆく必要があると考えられるが，
遠隔地にあるキャンパスでそれを行うには，相当の努力と工夫が必要である。
カリキュラムと国家試験
必須：国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における，カリキュラム編成の適切性

該当しない
医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習
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必須：医・歯・薬学系のカリキュラムにおける，臨床実習の位置づけとその適切性

該当しない
インターンシップ，ボランティア
任意：インターンシップを導入している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性
任意：ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性

該当しない
授業形態と単位の関係
必須：各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥当
性

〔現状の説明〕
大学設置基準第 21 条に定められた規定に従い，本学学則第 5 章第 12 条に定められる 1
単位の授業科目は，45 時間の学修を必要とする内容を持って構成することを基準として計
算している。1 単位当たりの授業の開講時間は授業形態により異なり，次表のようになる。
本学部では 1 コマ＝90 分とし，これを 2 時間として計算している。
講義科目
演習科目（外国語など）
実験・実習科目

授業時間
15 時間
30 時間
45 時間

授業時間外
30 時間
15 時間

合計
45 時間
45 時間
45 時間

〔点検・評価〕
講義科目の単位は，1 時間の授業に対して 2 時間の授業時間外学習が想定されている。外
国語を含む演習科目については 2 時間の授業に対して 1 時間の時間外学習が想定されてい
る。また，実験実習科目は授業時間のみで単位が計算されている。授業時間は年間 35 週で
ある。
本学部ではこの考え方に基づいて授業を実施しており，学生の出席は学生証のバーコー
ド入力で厳密に管理し，出席回数が全授業数の 3 分の 2 未満であった場合は単位の認定を
しないなど，厳密な運用に努めているが，設定された授業時間と実授業時間，そして実授
業回数には乖離があること，そして授業時間外学習の実態をつかむシステムが存在しない
こと等の明らかな問題点を含んでいる。
単位互換・単位認定等
必須：国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性
（大学設置基準第 28 条 2 項，
第 29 条）

〔現状の説明〕
1 年次生については，首都圏西部大学単位互換協定（加盟 29 大学）により，単位互換履
修生として指定された他大学の授業科目を履修し，当該大学の評価に応じて単位を取得す
ることができる。他大学における履修は，学生の知的好奇心を高め，幅広い教養を身につ
けることにつながると考えられる。ただし，学則により，これらの単位は自由選択科目と
規定され，卒業に必要な単位として加えることは認められていない。したがって，北里大
学水産生物科学教育プログラムにおいては本単位互換協定に基づいて他の教育機関で取得
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した単位は学習・教育目標達成に必要な要件には含めていない。
他の大学や短期大学に在籍経験のある学生が入学した場合には，他大学等で修得した単
位を卒業に必要な単位として認めることがある。この取り扱いは学則第 5 章第 18 条に基づ
くものである。本制度に関わる具体的実施方法は以下の通りである。なお，この方法に従
い，平成 17（2005）年度入学生 1 名，平成 18（2006）年度入学生 2 名から申請された単
位を既修得単位として認定した。
1）既修得単位認定の周知
本認定制度は学修要項にも記載されているほか，相模原キャンパスでの掲示ならびに入
学時のオリエンテーションにより学生に周知している。なお，学修要項上の本制度に関わ
る記載については，平成 18（2006）年度から上記の単位認定の方法，基準に関する記述を
新たに加えた。また，平成 18 年度からは，入学決定者に入学許可証とあわせて，既修得単
位の認定に関する案内書を郵送している。本制度による既修得単位の認定を希望する学生
に対しては，一般教育部事務室及び１年次クラス担任により当該単位の取り扱いに関する
詳細な説明を別途行っている。
2）既修得単位認定の評価方法
他大学等に在籍経験のある学生が入学し，当該学生が他大学等で修得した単位を卒業に
必要な単位として認定を申し出た場合，平成 15（2003）年度に定められた学部の取り決め
にしたがって，以下の要領で手続きが行われる。
① 学部長は教務委員会に審査を指示する。
② 同委員会は，申し出のあった認定希望科目について，単位を修得した当該大学のシラ
バス等で内容を精査し，本学部の科目に読み替え可能か否かを判断する。
③ 同委員会が認定を適当と判断した場合は，認定科目の成績評価は，学生が申請した他
大学等での成績証明書等に記載されている当該科目の点数に基づいて行う。
④ 他大学等での成績が点数でなく，優，良，可（A，B，C）で評価されている場合には，
優（A）を 85 点，良（B）を 75 点，可（C）を 65 点とする。ただし，本学の英語に
相当する科目に関しては特に学習の継続性が必要と考えられること，ならびにその重
要性に鑑み，申請があった場合も原則として本学において再度履修することを指導す
る。
⑤ 以上の審査内容を教授会に提案し，審議を経て，当該学生の既修得単位として認定の
可否を決定する。
〔点検・評価〕
単位互換協定に基づき，成績評価や単位認定は厳正に行われており，問題はない。三陸
キャンパスにおいては近隣に大学が所在しないため，2 年次以降についてはこの制度の利用
が難しいという問題がある。
他大学で修得した単位を認定する制度（既修得単位の認定）については，その認定方法，
評価方法が明確にされており，
平成 17 年度以前には十分でなかった手順の学生への開示も，
より適切な形に改善されたことは高く評価できる。一方，他大学等での成績が点数でなく
優，良，可（A，B，C）で評価されている場合には，優（A）を 85 点，良（B）を 75 点，
可（C）を 65 点としている点は本学部独自の方法である。これは，既修得単位認定者も教
育プログラムにおいて他の学生と同等に取り扱われるべきであり，成績順位に基づく成績
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優秀者表彰の対象に含めるとの考えに基づくものである。
開設授業科目における専・兼比率等
必須：全授業科目中，専任教員が担当する授業科目とその割合
必須：兼任教員等の教育課程への関与の状況

〔現状の説明〕
三陸キャンパスで展開される専門教育における兼任教員は，すべてが非常勤の講師とい
う位置づけであり，教育課程への組織的な関与はない。したがって，兼任教員は学部の依
頼に応じてシラバスに規定された内容の講義を実施することが原則である。兼任教員の選
任は学部教授会の責任で行われる。教務委員会は年度ごとに適切な非常勤講師の選定を検
討し，その原案を教授会に提案している。2 年次以降に三陸キャンパスで開講・実施される
57 科目（118 単位）のうち，非常勤講師により実施されているものは英語 C（1 群科目 2
単位）
，水産物流論（1 単位）
，水産経済学（1 単位）
，水産法規（1 単位）
，環境衛生工学（1
単位）
，国際海洋政策（1 単位）
，及び特別講義（2 単位）の 7 科目である。これは科目数全
体の 12％，単位数では約 8％に当たる。英語 C を除き，すべて選択科目である。
〔点検・評価〕
2，3 群の主要科目は，ほぼすべてが専任教員により担当されている。非常勤教員が担当
する講義は，水産の経済，工学，政策に関連する分野であり，刻々と変化するこれらの情
勢は，むしろ学外の専門家が担当することでより効果的になると考えられる。特別講義は
招聘研究者による研究紹介を主目的とするので，外部講師による実施が前提の講義である。
このように，外部講師による講義は，学習効果を最大限に発揮するために行われると捉え
られている。しかし，担当教員の都合で講義の継続性が失われるケースもあり，安定的な
授業の実施という点で問題がないわけではない。また本学部では，教授会を教育課程の最
高の意思決定機関としているが，兼任教員はそのプロセスには関与しないので，学部の教
育目標に関して，兼任教員との間に十分な協議が必要である。これまでに，英語教員との
協議が不十分であることが原因で，兼任教員による教育方法と内容が学部の考えと一致し
ない場合が見受けられた。また，卒業要件単位ではないが，教職課程科目や学芸員養成課
程科目の中にも，担当教員と学部の連携が不十分な科目がいくつか存在する。
社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
任意：社会人学生，外国人留学生，帰国生徒に対する教育課程編成上，教育指導上の配慮

〔現状の説明〕
学部の地理的環境もあり，これまでのところ，社会人学生及び外国人留学生を入学させ
る制度を有していない。したがって，該当する学生の入学実績はなく，教育上の規定も設
けていない。一方，帰国生徒については，平成 13（2001）年度より帰国生徒特別選抜入学
試験制度を設け，推薦入試に帰国生徒を対象とした別枠（若干名）を設けて実施している。
入学試験においては，当該学生の外国における履修内容とその成績を精査に加え，小論文，
面接を課し，日本語によるコミュニケーションが十分にできることを合格基準の一つとし
ているので，教育指導上の特別の配慮は設けていない。
〔点検・評価〕
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これまでに帰国生徒枠で入学を許可した学生は 3 名であり，卒業までに学習上の問題は
全く生じなかった。帰国生徒枠で応募してくる学生は極めて少ないということを考えると，
現状のままで問題はない。
〔将来の改善･改革に向けた方策〕
◇学部・学科等の教育課程
1 本学部では特色ある理念及び内容を教育・研究により強く反映させるため，平成 20
（2008）年度より学部名称を｢海洋生命科学部｣へと変更し，学部名称の変更に伴いカリ
キュラムについても大幅な見直しを行った。この新カリキュラムで掲げた考え方・目標
が十全に実現されるよう努める。
※新カリキュラムの考え方と目標
① 現行のカリキュラムの考え方をさらに強化し，学習教育目標の達成過程がさらに分か
りやすくなるよう，また学生の多様な興味に応えられるよう，新たな選択科目を設置
した。
② ラーニングスキル，プレゼンテーション等を新たに設置し，導入教育及びキャリア教
育の充実を図った。
③ 倫理教育の重要性に鑑み，倫理教育に特化した講義課目を新規に設置した。
④ 体験実習を 1 年次から導入することにより，早くから学習に対する目標設定と動機付
けを行い，学生が学習することの意味と喜びを体感できるシステムを目指した。
⑤ 新カリキュラムでは英語教育のさらなる体系化を目指し，1 年次と 2 年次以降の英語
科目に理念・方法論上の一貫性を持たせ，学生にとって自らの達成度が理解しやすい
体制へと変更を試みた。
⑥ 平成 21（2009）年度には英語科目が行われる教室の全てについて個々の学生がインタ
ーネットにアクセスできる環境を整備する。
2 三陸キャンパスで 1 群の基礎教育科目の履修を可能にするため，遠隔授業用機器・環境
の整備を平成 21（2009）年度中に実現する。
3 より学生の立場に立った，｢学ぶ意味｣がわかりやすいプログラムを形成するために，一
般教養部教育委員会と学部教務委員会との間のより緊密な情報交換を可能にするシステ
ム作りを行う。
◇カリキュラムにおける高・大の接続
1 専門科目への導入教育の一環として，また 1 年次生と学部教員のより密接な関係作りを
目的として，体験実習（3 群選択 1 単位科目）を継続して実施するとともに，一般教育部
と協議の上，全学的なキャリア教育の実施も視野に入れた本学部独自の導入教育を検討
していく。
◇授業形態と単位の関係
1 単位認定に充当される教育時間を保証するために，本学部ではすべての授業において一
定のコンタクトタイムを保証しているが，コンタクトタイムをベースとした単位認定の
制度化の可能性を検討する。
2 個々の学生の授業時間外学習の実態を把握するシステムを構築する。
◇単位互換・単位認定等
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1 遠隔授業システムなどの新たな技術の導入により，三陸キャンパスでも他大学の授業が
履修可能となるよう環境整備を行う。
2 現状の既修得単位認定制度の運用・単位認定には問題は認められないことから，今後も
厳正にこれを実施する。
◇開設授業科目における専・兼比率等
1 プレゼンテーションの方法論等，兼任教員による授業はより教育効果が高いと思われる
講義にさらに絞込んで実施する。
2 科学英語などの非常勤講師によって講義される必修科目については，担当教員と学部教務
委員会との綿密な協議・連絡の基に講義内容や成績評価方法を決定するシステムの構築を
進める。
◇社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
1 現状の入学試験方法を維持し，もし入学後に履修上の問題がある場合には，学習支援室
や担任制度を有効に活用して対応してゆく。
②教育方法等
〔到達目標〕
学習・教育目標をすべての学生が実質的に達成しうる方法を，継続的な改善を図りなが
ら実施してゆくことを到達目標とする。この目標を達成するために，シラバスを学習の基
本指針に位置づけ，履修指導によってこれをフォローしていく。個々の授業科目は学習･教
育目標のいずれかに関係付け，授業の到達目標と成績評価も対応する学習･教育目標に応じ
て決定する。教育効果は授業の成績評価や各種アンケートにより多元的に測定する。これ
らに関係する全てのシステムは，PDCA サイクルによる点検・改善機能を包含する。以上
の教育システムを実現するために，次のような目標を設定した。
◇教育効果の測定
1 教育効果を多面的に評価するシステム，及びそれを継続的に改善していくシステムを全
教員の認識の下で適正に運用し，評価システム全体の機能をチェックするシステムを置く。
◇成績評価法
1 授業科目を学習・教育目標を達成するためのパーツとして捉え，学習・教育目標と対応
させるのみならず，これを基に授業科目の到達目標を設定し，授業形態に応じた評価方
法・評価基準を設定し，これらの情報を全てシラバスに記載する。
2 コンタクトタイムを保証するため，厳密な出欠管理を実施する。
3 学生自身が自らの達成度を評価する一助として，試験の答案，レポート等は返却するこ
とを基本とする。
◇履修指導
1 オリエンテーション，ガイダンス，クラス担任を主軸とする履修指導システムを運用し
つつ，履修指導システムの継続的な点検・改善を行う。
◇教育改善への組織的な取り組み
1 学部 FD 委員会を中心とした FD 活動を推進するとともに，その活動の評価・点検を行
う。
2 シラバスを学習の基本指針と位置付け，記載内容の充実を図るとともに，学生に対して
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シラバスの利用方法を周知させる。
3 学生による授業評価アンケート，卒業時の教育総合アンケートを継続して実施し，評価
結果を積極的に教育改善に反映させる。
◇授業形態と授業方法の関係
1 授業評価の結果を踏まえつつ，個々の教員が授業形態，授業内容に応じた教育方法の改
善を積極的に行う。
2 多様な教育方法に関する情報を収集し，FD 研修会等を通じて教員に提供する。
3 多様な教育方法の展開に必要な機器，機材等の整備を進める。
教育効果の測定
必須：教育上の効果を測定するための方法の有効性

〔現状の説明〕
本学部では，成績評価の方法を授業形態にあわせて多元的に行うことで教育効果を総合
的に測定している。また，個々の授業における成績評価の方法も，試験のみならず，レポ
ート，小テスト，課題の発表，受講態度等の複数の要素を組み合わせ，それぞれの授業形
態及び到達目標により，異なる評価法を適用している。また，学生側から見た教育上の効
果を問うため，授業終了時及び卒業時に行う学生アンケートの項目に，平成 19（2007）年
度実施分より「自分の総合的な能力は期待通り伸びたと思いますか」といった項目を加え
た。また，4 年次に実施される卒業論文研究では教員がマンツーマンで指導に当たるため，
到達目標に達していない学生は個別に繰り返し指導を受けることとなる。実験，観察を行
い，最終的に卒業論文をまとめることは，4 年間に学んだ内容のみならず，個々の学生の全
人的な資質が集大成されるので，卒業論文作成の過程と書き上がった論文は，学生の総合
的な教育上の効果を評価するうえで重要である。したがって，その際のコンタクトタイム
は最低 500 時間以上を保証することとしているが，実質的にはほとんどの学生で 2,000 時
間を越えている。また，学生が就職した企業や卒業生にも定期的にアンケートを行い，学
部での教育が効果的であったか否かを評価している。それらの結果は，FD 委員会及び教務
委員会で検討され，教育改善の資料として活用されている。
教育効果や目標達成度及びそれらの測定方法に何らかの変更を行う場合は，まず教授会
の下に設置されている教務委員会で検討され，そこでの協議結果が教授会に諮られる。
教育効果を測定するシステム全体は，学部教授会及び一般教育連合教授会に集約されて
いる。一般教育連合教授会には学部の代表教員が参加することで双方向の情報共有を行っ
ている。本学部において，システムの機能的有効性を検証するのは教授会であるが，その
実務を担当するのは教務委員会及び FD 委員会であり，さらにシステム全体の機能チェック
を JABEE 対応委員会が行っている。その検証に資するデータは学生や企業，社会，評価機
関等からのフィードバックが主なものとなっている。
〔点検・評価〕
本学部では，教育効果を成績評価結果，各種アンケート調査等により測定している。測
定法については，教務委員会，FD 委員会等で随時議論しており，継続的改善のためのシス
テムも存在し，有効に機能している。したがって，現時点で教育上の効果を測定するため
の方法は概ね良好と評価できる。
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教育効果を測定する方法に変更がある場合，必要に応じて教務，FD 両委員会で検討され，
教授会で全教員の合意を得るシステムが存在し，厳密に実施されている。また，それぞれ
の協議・審議経過とその結果はすべての教員が閲覧できるシステムとなっている。したが
って，教育効果や目標達成度及びそれらの測定方法に対する教員間の合意は随時確立され
ていると評価できる。
教育効果を測定するシステム全体の機能的有効性を検証する仕組みとして，教授会を主
体とする会議体を持つことは評価できる。またこの会議体により，これまでに根本的な改
善が行われてきたという実績もある。さらに JABEE をはじめ，複数の外部評価を受けるこ
とで，随時，有効性が確認されているという点も高く評価できる。
本学部の教育課程では，
「学生各個人の能力がどれだけ伸びたのか」を重視する。その指
標として学習・教育目標が掲げられており，それを最大限に支援するために教育課程が実
施されることを基本としている。この考え方のもとに多元的な評価を行い，それを分析す
ることで教育効果を測定している。たとえば，
「英語力の不足」が企業のアンケートより指
摘されたことを重く受けとめ，現在，英語カリキュラムの抜本的見直しを図っている。こ
のように，
「教育の計画 − 実施 − 評価 − 改善」の考え方が全教員に共有されて実施さ
れている点が最大の長所であり，これを強化・継続するために今後とも FD 活動の内容を工
夫してゆく考えである。
教育効果を測定する方法に関する検討は教務委員会及び FD 委員会で行われており，その
素案が教授会で検討されるというシステムが確立していること，さらにその内容はすべて
の教員に公開されていることから，今後起こりうる変化に対してもすべての教員が合意の
上で対応できるという長所があるので，今後もこのシステムを維持するべきである。
教育効果の測定
必須：卒業生の進路状況

〔現状の説明〕
平成 19（2007）年度卒業生の場合，大学院進学が 18.4％，就職が 74.8％であった。就
職希望者 123 名に対して 3,476 件の求人があり 120 名（98.3％）が就職した。就職先は一
次産業（1％）
，食品製造（20％）
，卸・小売り（36％）
，サービス（24％）
，金融（5%）
，公
務員（5%）
，その他（9%）であった。この傾向は，ここ数年，ほぼ一定している。
〔点検・評価〕
民間企業の就業分野としては，食品関連の職種（食品製造・開発，流通，小売，食品検
査，飲食等）が過半数を占め，本学部の教育目標に沿った人材育成ができていると評価で
きる。一方，本人の専門性とは無関係な情報・通信，サービス業等に就く学生も見られる
が，こうした学生の場合にも，学部の教育目標の実現を基盤としていることを考えれば，
高く評価できる。その半面，意思決定が遅れたり，卒論研究に没頭するあまり就職活動が
疎かになる学生も見受けられることは，やや問題である。
成績評価法
必須：厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法，成績評価基準の適切性

〔現状の説明〕
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本学部における全ての授業科目について，成績評価方法と評価基準（学生の到達目標）
がシラバスに記載されている。成績評価に複合的要素を用いている科目については，個々
の評価法の最終的な成績に占める各要素の割合も明示されている。
評価は 80 点以上を優，70 点以上を良，60 点以上を可，59 点以下を不可とし，講義等実
施回数の 3 分の 2 以上に出席した者にのみ，定期試験の受験資格を与えている。また，こ
れらのことはオリエンテーション，クラス担任による指導を通じて，学生に十分な説明が
なされている。
試験答案等は，学生に返却することを原則としている。平成 20（2008）年度より定期試
験終了後に達成度確認授業期間を設定し，これを利用して問題の解説，評価に対する学生
の意見への対応，答案の返却等が行われている。また，ボーダーライン（60 点台）の答案
等については，そのコピーを担当教員が保存することを申し合わせている。
定期試験を受験できなかった学生と，不合格となった学生には，それぞれ追試験（最高
点は 90 点）と，再試験（最高点は 60 点）を行っている。追試験の受験資格は，欠席届に
記入された理由をもとに教務委員長が判断している。
以下に，授業形態ごとの具体的な成績評価の方法について述べる。
講義科目については，定期試験，小試験，レポート等により総合的に評価する。通常の
講義科目では，これらの組み合わせにより評価が行われるが，どのような組み合わせにす
るかの判断は各担当教員に任されている。本学部のカリキュラムには，教員がオムニバス
形式で実施する 1 年次生対象の水産生物科学概論 A，B が含まれるが，これらの科目では
以下のような評価法が取られている。すなわち，学部長が科目責任者となり，講義は各教
員がそれぞれのテーマを担当するオムニバス形式の授業であるため，これらの科目の評価
は講義時間ごとの小レポートと講義終了後に提出するレポートによって行われている。レ
ポートでは学生が興味ある事項について講義内容を参考に解説することを課題としている。
提出されたレポートは担当教員に配付され，教員は内容に対してコメントをつける。これ
らをもとに学部長が最終的な評価を行っている。特殊な科目として，2〜3 年次に開講され
ている特別講義（3 群・選択・2 単位科目）があるが，この科目は外部講師によるトピック
ス的な講義であるという特質上，出席のみによって合否を判定している（評価は点数化し
ていない）
。
演習科目では，教科により平常点，発表における内容と態度，討論における内容と関わ
り方，出席，試験成績，レポート内容など，多様な評価項目が採用されている。これらの
組み合わせや評価基準の設定については上記講義科目の場合と同様に，各担当教員にその
判断が任されている。3 年次の専門英語 A，B では，各教員が数名の学生で構成されるグル
ープを担当する。複数の教員が同一の教材を使用して行うが，各教員による評価のバラツ
キをできるだけ小さくするため，出席点，平常点，試験成績の評価比率を同一にするよう
教員間で調整を図っている。また，試験範囲についても同程度になるような配慮も行って
いる。さらに，各学生を担当する教員は専門英語 A と B で異なるように配慮してクラスを
編成している。
実験科目では，その性質上，原則として欠席を認めていない。評価はレポートによって
行われている。2，3 年次の学生実験には生物学実験と化学実験があり，それぞれに 5 つの
実験項目（ユニット）が配置されている。生物学実験，化学実験はそれぞれ 5 研究室で担
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当しているため，成績は 5 研究室による採点結果の平均値で評価している。
卒業論文研究では出席を重視するのは当然であるが，研究に対する姿勢や得られた実験
データのまとめ方，卒業論文発表会でのプレゼンテーション及び質疑応答の姿勢や態度等
について，指導教授が各研究室構成教員と密接に連携を取りながら，総合的に評価してい
る。具体的には，卒業論文の 10 項目の学生の到達目標（シラバスに記載）について各研究
室構成教員が 10 点法で採点し，これを総合して評価点としている。卒業論文発表会は研究
室単位で実施されているが，事前に開催日時や演題を掲示等により公開しており，2，3 年
次生や他研究室の 4 年次生，大学院生，教員，さらには学外研究機関に所属する者も発表
会に参加することができる。卒論発表の要旨は，2 月末に開催される卒業判定会議（教授会）
における資料の一部とされる。
〔点検・評価〕
それぞれの授業形態と到達目標に対応した成績の評価法・評価基準が設定されており，
全教員の合意の下で実施されている。また，それらはシラバスで公開されているため，学
生は履修前に知ることができる。したがって，評価法・評価基準及びその透明性は高く評
価することができる。ただし，非常勤講師が担当する科目の中には，前述したシステムへ
の対応が不十分なものがあることが問題である。
成績評価法
必須：履修科目登録の上限設定等，単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性

〔現状の説明〕
大学設置基準 21 条で定められた履修に必要な単位あたりの時間数から，自ずと履修可能
な単位数は限られてくるため，学生がその範囲で科目を履修することになるが，本学部で
は履修届けを提出する際に上限は定めていない。したがって，学生は多数の選択科目を履
修し，最初の数回出席することで継続して履修するか否かを決めている場合が多い。その
後，出席しなかった選択科目は自動的に不可となるが，最終的に記録に残ることはない。
このように学生の選択の判断に便宜を与えるために履修の上限を定めていないが，もし過
剰に履修しているようであれば，クラス担任が個々に指導し，早期に修正するので，これ
までに問題となった例はない。
〔点検・評価〕
選択科目に関する現在の方法では，学生が取りあえず興味を持った科目を聴講してみた
後で，最終的にどの科目を履修するかを決めることができるので，学生の立場に立った方
法と言える。一方，選択科目では登録申請者が中途で履修を放棄する場合があり，単位取
得が容易な科目に履修者が集中する傾向が見られる一方で，教員養成課程，学芸員養成課
程等に必要な科目を履修することにより，履修が過剰にならないよう指導する必要がある。
履修に関する学生指導は，現状の指導体制でも対応可能であり，差し迫った問題としては
捉えておらず，当面は現状を維持する。
成績評価法
必須：各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性

〔現状の説明〕
172

基準 3 教育内容・方法
本学部の教育課程において，各授業科目は学部の学習教育目標を達成する手段として位
置づけられている。したがって，それぞれの科目で「可」以上を取得すれば，その到達目
標は達成されたと見なされる。また，各年次において学生の到達度を保証するために最低
取得単位数が定められており，それを修得した者は各年次の到達目標をクリアしたと判断
される。さらに，卒業要件単位修得に要するコンタクトタイムは最低でも 1,800 時間が保
証されており，全学生がこのプロセスを経て卒業にいたる。
以上のことから，卒業要件である 128 単位を修得した者は，本学部におけるすべての教
育目標を達成したと認定され，卒業時の学生の質はこれをもって保証される。
〔点検・評価〕
いうまでもなく，学生は一個の成人した人格である。その総合的な「質」を，学力試験
の点数のみで一律に判断することは不可能である。本学部では，学生が学びのプロセスに
おいて学習教育目標の到達を意識しながら学習することにより，幅広い教養，専門知識，
地球的視野，高い倫理観等が涵養されると考えている。そのような過程を経ることで，継
続的に自らを磨き，社会に貢献する意思と能力を兼ね備えた学生を輩出することが教育プ
ログラムの「品質」であり，これは継続的に改善が図られていくべきものである。本学部
の教育課程は，この点を全教員が強く意識したうえで実施されているもので，その方途は
適切である。
履修指導
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：留年者に対する教育上の配慮措置の適切性
任意：科目等履修生，聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性

〔現状の説明〕
毎年，1 年次生に対しては入学式の翌日，2，3 年次生に対しては前期授業開始前にオリ
エンテーションを行っている。さらに 1 年生に対しては，平成 20（2008）年度より，入学
1 週間後に，海洋生命科学部の教育プログラムや学習・教育目標，シラバスの利用法等を詳
細に説明する 2 回目のオリエンテーションを行っている。
シラバスを掲載した学修要項は，1 年次には全学年分をまとめた形で，また 2，3 年次に
は 2〜4 年次科目のみを掲載した形で配付している。また，2 群，3 群科目のシラバスはホ
ームページ上でも公開され，学内外から随時閲覧が可能である。シラバスは学生が講義内
容を事前に十分理解できるように各学年開始時に配付され，その有効な活用法及び科目の
履修方法がオリエンテーション時に説明される。さらに，シラバスはクラス主任による学
生に対する個別の履修指導に活用されており，学生がシラバスをもとにして，それぞれの
目的や希望に沿った履修が可能となるよう指導している。
この他，科目履修にかかわるさまざまな情報（休講，開講日変更，試験返却の日程，試
験模範解答，試験合格者リストなど）は，すべて学部事務室前の掲示板に掲示される。
クラス主任が面接の形で定期的に指導する機会は年 2 回設けられており，各学期初めに
履修したすべての科目の成績が個別に説明される。この他，学生生活上または学業成績上
問題のある学生は随時クラス主任による指導がなされ，これらの事項は累加記録に記載さ
れることにより，より適切な指導が行われるようになっている。
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本学部の教育プログラムは積み上げ型のカリキュラム構成になっているため，各年次で
進級規定を設けている。1 年次から 2 年次への進級過程で 10 名程度，2 年次，3 年次，及
び 4 年次でも数名が留年するが，上級学年ほど留年者は減少する傾向にある。
留年者在籍数
1年

2年

3年

4年

平成 16（2004）年度

5

4

3

1

平成 17（2005）年度

10

2

3

0

平成 18（2006）年度

3

3

3

0

平成 19（2007）年度

7

4

0

0

平成 20（2008）年度

12

4

2

0

留年者に対してはクラス主任が個別にきめの細かい履修指導と学習指導を行っている。
留年に伴いクラス主任が交代するが，交代に伴う引き継ぎも綿密に行われている。留年生
は，通常，履修すべき科目数が少なくなるため，キャンパス離れによるモチベーションの
低下が生じがちであるが，それを防止するために，クラス主任の指導の下に上級年次の科
目の履修を無理のない範囲で許可している。科目等履修生，聴講生等に対しては特別な教
育指導上の配慮はしていない。
〔点検・評価〕
学生に対する履修指導は，オリエンテーションやガイダンスばかりでなく，クラス担任
制の活用など，様々な方法で実施しており，これらの方法について継続的に点検・改善し
ている点は大いに評価できる。
同一学年で留年を繰り返して除籍となる学生がほとんどいないという事実は，クラス主
任による指導が適切であることを示している。2 年次と 3 年次のクラス主任 1 人が担当する
学生数は 30〜35 名程度と比較的少人数であり，個々の学生への対応が可能になっている。
クラス主任による指導が，履修指導や留年者への対応に有効に機能していると評価でき
るが，その一方で教員の負担増となっていることもまた事実であり，クラス主任間で学生
への対応に差があることも否めない。また，1 年次に，留年者に加えて進路変更のために休
学・退学する学生が多いことも問題である。
教育改善への組織的な取り組み
必須：学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルテ
ィ・ディベロップメント（FD）
）およびその有効性

〔現状の説明〕
学生の学修の活性化を図るため，英語 C，専門英語，体験実習，卒業論文で 5〜20 名の
小人数クラスによる授業，実習を展開している。特に専門英語 A，B では学習効果をあげる
ために能力別クラス編成を行っている。また，実験科目については TA を活用することで，
きめ細かい指導を行っている。大人数の講義科目においては，双方向の授業を展開するこ
とは困難であるが，教員が個別に工夫を凝らし，学生とコンタクトを図る手段を講じてい
る例が見られる。
また，本学部では FD 委員会が平成 14（2002）年に発足し，それ以後，継続的に FD 活
動が行われている。委員会規程では，FD 委員会の任務は，①教員の授業内容・方法を改善
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する取り組みと，②教育業績及び授業の評価，教育システム及び教育改善成果の評価，等
について協議することと定められている。なお，本学部において教員の教育指導方法の改
善を促進するためにとられている措置は，以下の①〜⑥である。これらは主に学部 FD 委員
会が主体となって取り組んできているものである。
①FD 研修会
FD 委員会では毎年 1〜3 回の研修会を主催し，原則として全教員を対象にテーマを設け
て研修を行ってきている。
②授業評価アンケートに基づくベストティーチャー賞の選定
平成 15（2003）年度より，学生の授業評価アンケートに基づいて高得点者 3 名にベスト
ティーチャー賞を授与している。平成 19（2007）年度からは，ベストティーチャー賞を優
秀教育賞に改称し，教員の講義に対するモチベーションの向上を図るため，学年ごとに必
修科目，選択科目について，それぞれ高得点者 2 名，合計 8 名の教員に優秀教育賞を授与
している。
③ベストティーチャー賞受賞者による授業展開上の工夫紹介
FD 研修会での講演もしくは FD 報告書に投稿する形でベストティーチャー賞受賞者の授
業展開上の工夫を紹介している。
④各種教員研修会への教員の派遣
年間 4 名程度の教員を各種教員研修会に派遣している。また，FD 研修会で全教員に研修
内容の報告を行っている。
⑤授業評価アンケートの教員への還元
学生による授業評価アンケートの結果は教務課で集計され，速やかに教員に報告される。
マークシート方式を導入しているため短時間での集計が可能である。
⑥新任・若手教員に対する教育プログラムガイダンス
若手教員の教育活動は，実験科目の補助や卒論研究の指導などを通じて経験を積めるよ
うに配慮しており，新任，昇任等により初めて授業を担当する場合にも，授業展開にかか
わる支援体制が構築されつつある。すなわち，該当する教員に対して，前任教員や FD 委員
会委員より，学部教育プログラムの概要や教科の展開法などについて，ガイダンスが行わ
れている。
以上の FD 委員会の取り組みは，隔年で発行される FD 報告書に取りまとめられ，すべて
の教職員及び学生に開示されている。これらに加えて，平成 19 年度より高等教育開発セン
ター主催の各種講演会によって，情報が提供されるようになってきた。
〔点検・評価〕
少人数クラス，能力別の授業は，学生の学習の活性化につながり，一定の効果をあげて
いる。しかし，学生の自主的な学習への取り組みは，学生全体ではまだ不充分な要素が多
く，継続的な改善が求められる。
FD 活動については，開始当初は不安や批判の声も聞かれたが，現在では全教員がその必
要性と有効性を認識しており，授業の改善に対する教員間の一体感が形成されてきた。し
たがって，
本学部における FD 活動に対する組織的取り組みは適切なものであると評価され
るとともに，FD 活動の当初の目的はそのほとんどが達成されたと考えられ，次の段階へ移
行すべき時期であると思われる。学生アンケートの有効性は確認されているが，学生に対
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するアンケート負荷量が増大していること，アンケートの結果が学生の講義内容に対する
嗜好性に影響されることなどが問題点として挙げられる。
教育改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況

〔現状の説明〕
本学部において，シラバスはカリキュラムを履修する上の最も重要な基本指針であると
いう，全教員で一致した認識が形成されている。シラバスには本学部の 11 項目の学習教育
目標とそれに到達する方法，到達への流れ，評価法，進学及び卒業要件，といった履修に
必要な情報がすべて明記されている。また，2，3 群科目については，学習教育目標と各科
目の到達目標の対応を記している。学生に対しては，成績評価が到達目標達成に基づくこ
となどを，ガイダンス等で十分説明している。
〔点検・評価〕
シラバスの項目は履修に必要な事項を網羅しており，また学習教育目標が明確に示され
ている。さらに，カリキュラムの履修をもってすべての学習教育目標が達成される様子が
フローチャートにより分かりやすく示されており，学生自身が中間的な達成度を自己評価
する手立てを提供している。卒業生を対象とする学部教育総合評価アンケートによれば，
シラバスを活用する学生のパーセンテージが毎年少しずつではあるが増加しており，シラ
バスを基盤とした授業展開に対する学部の取り組みが，学生の間に徐々に定着しつつある
ことがうかがえる。
教育改善への組織的な取り組み
必須：学生による授業評価の活用状況

〔現状の説明〕
平成 7（1995）年度から学生による授業評価アンケートを実施してきたが，現在は FD 委
員会が担当し，質問項目や実施方法の改善，さらにはアンケート結果を基にしたベストテ
ィーチャー賞（平成 19（2007）年度から優秀教育賞に改称）の選出など，その充実と活用
に取り組んできた。
実施時期は前・後期の各期末で，その結果を FD 委員会が集計，分析する。各科目の集計
結果及び自由意見は担当教員に通知され，授業の改善に用いられる。また，評価結果の全
体的な傾向はヒストグラムとして開示されることから，教員は担当授業の評価について相
対的な位置を知ることができる。アンケートの総括は FD 報告書を通じて学生にも公表して
いる。
平成 15（2003）年度から，アンケートの主要項目を集計して，3 名のベストティーチャ
ー賞を選定していたが，平成 19（2007）年度からは，項目を 7 つに精選するとともに，学
年ごとに必修科目，選択科目について，それぞれ高得点者 2 名，合計 8 名の教員に優秀教
育賞を授与している。受賞者は教育方法改善の中心的な役割を果たすことが期待されてい
る。
2・3 年次の実験科目に対しては，担当研究室毎に「実験科目に関するアンケート」を実
施しており，評価結果は実験科目を担当した研究室単位で公表している。
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3 年次の「専門英語」では，少人数教育（教員 1 名と学生数名）の効果を「専門英語アン
ケート」によって調査している。この集計結果はグラフ化し，評価の高い 3 位までの教員
を設問項目毎に掲示している。
〔点検・評価〕
すべての授業で学生による授業評価が行われており，その結果を授業改善に生かしてゆ
く工夫も継続的に行われている。したがって，現在の状況は高く評価できるが，その実施
法，活用法に関しては，状況の変化に合わせて継続的に改善してゆく必要がある。
「ベストティーチャー」が公表されることは，全教員にとって大きな刺激となっている。
なお，受賞者は若手・中堅教員によって占められており，教育力の向上は若手教員によっ
て実現されていることが示された。
平成 17（2005）年度より継続してきた FD 活動の結果から，教員は担当するそれぞれの
授業に対して，学生の要望や授業の欠点に関する情報を得てきた。これにより，すでに改
善できる点は改善が試みられてきたものと評価している。その結果は満足度の推移に現れ
ており，現在ではほぼ一定の値を示している。
アンケートが講義終了時に一括して行われるため，学生によっては不真面目に回答する
など，アンケートの正確性を損なう行為が散見される。また，個々のアンケート結果が学
生には開示されないため，学生にとって自らの意見がどのように反映されたかがわからな
いこと，評価が上位及び下位の授業が固定化していること，等の問題点がある。
教育改善への組織的な取り組み
任意：卒業生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
本学部では平成 14（2002）年度より卒業を控えた（2 月下旬〜3 月）4 年生を対象に教
育総合評価アンケートを毎年実施している。本アンケートでは教育内容・方法に留まらず，
相模原キャンパスと三陸キャンパスでの生活環境，施設環境，総合的な満足度など，広範
囲にわたる質問を行っている。平成 19（2007）年度にはそれまでの回答状況を踏まえて質
問内容の整理と見直しを行った。
〔点検・評価〕
アンケート開始年度の回収率は準備不足が原因して低いものであったが，それ以後は
70％以上の学生から回答が得られている。アンケート結果は FD 委員会で取りまとめ，関
係委員会にフィードバックされるとともに，全教員に開示されている。また，FD 報告書を
通じて在校生へも開示されている。
本アンケートは卒業直前に行われており，卒業後，社会人としての立場からの回答では
ない。本学部の教育プログラムで涵養される能力は，社会人として要求される能力である
ことから，社会人としての立場からの評価は重要な意味を持つ。しかしながら，卒業後し
ばらく時間が経った卒業生からのフィードバックを得る体制は整っていない。
教育改善への組織的な取り組み
任意：教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
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外部評価，アンケートによる教育評価，JABEE 対応委員会による自己評価の結果は対応
する委員会（教務委員会，カリキュラム検討委員会，学生実験運営委員会，FD 委員会，入
試方法改善委員会，図書館運営委員会，学生指導委員会）に送られ，改善策が協議・検討
される。改善案は教授会に提出され，ここで最終的な意思決定がなされる。決定事項は対
応する委員会が主導して実行に移され，再び評価を受けることになる。以上のような教授
会を中心とする継続的な点検・評価・改善のシステムが運用されている。
〔点検・評価〕
教授会を最終決定会議体とすることで，全ての専任教員が改善策の内容を把握し，方策
の意義を理解した上で実行に移されるシステムであることは評価できる。また，継続的な
改善が可能なシステムである点も評価できる。
授業形態と授業方法の関係
必須：授業形態と授業方法の適切性，妥当性とその教育指導上の有効性
必須：多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性
必須：
「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における，そうした制度の運用の適切
性

〔現状の説明〕
本学部で展開している授業形態は講義科目，演習科目，実験科目，実習科目のいずれか
である。平成 20（2008）年度からの新カリキュラムでは講義＋演習の形態で行われる授業
も開始された。
英語科目や自由体験実習では少人数クラスを導入して教育効果を上げているほか，専門
英語 A，B では能力別クラス編成を行っている。平成 21（2009）年度からは，2 年次に開
講される科学英語でもこの方式を実施する予定である。
実験科目については TA を活用することによってきめの細かい指導を行っている。
大人数クラスで行う講義科目で双方向授業を展開することは難しいが，それぞれの担当
教員がマルチメディア機器やインターネット等を活用して独自の個性的な授業を展開して
いる。
教員による様々な形態の授業展開を支える設備として，専用回線を経て北里研究所 LAN
システムに接続されている学部内 LAN システムが挙げられる。学部内 LAN は F4 号館の
各講義室，図書館閲覧室，就職資料室，及び各研究室に端末を配置しており，これにより
インターネットを活用した授業展開も可能となっている。また，第 1〜第 4 講義室にはパソ
コンとプロジェクター，スクリーンが常設されており，授業における資料提示に活用され
ている。
一方，大学院生を含む全ての学生にメールアドレスを付与しており，メールによる学習
指導も試みられている。また，図書館情報及び就職情報については，図書館及び学生課の
端末を通じて，学生に自由に閲覧させている。
平成 19（2007）年度に全学的なテレビ会議システムが三陸キャンパスにも構築され，遠
隔授業の展開も可能になりつつある。
現状では以上の設備が利用可能であり，個々の教員が講義科目の性質に応じてマルチメ
ディアを活用した授業を展開している。
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平成 20（2008）年度より，1 年次科目の情報科学で Moodle（ムードル；手軽にオンラ
イン学習環境を作成できるシステム）を利用した講義が開始されており，これにより三陸
キャンパスでの同科目の再履修が可能になったが，未だ点検・評価をする段階には至って
いない。
〔点検・評価〕
上述の組織的な取り組みや，教員個人による様々な教育方法の展開は，学生アンケート
によって評価される仕組みが整っており，絶えず改善されていることは評価できる。また，
様々な授業方法の展開を支援する情報が，FD 研修会等を通じて提供されていることも評価
できる。
学生への授業情報の提供や IT 授業の展開など，さらに充実させるべき内容はあるが，現
在のネットワークシステムの範囲内ではこれらが十分に活用されており，教育・研究の効
率化に繋がっていると評価できる。IT 活用授業の展開には，学生が自由に利用できるコン
ピュータの確保も課題である。加えて，学生の多くが居住する崎浜地区に，高速インター
ネット回線が整備されていないことも，Moodle などの IT 授業展開における障害となって
いる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
学習・教育目標をすべての学生が実質的に達成しうる方法を，継続的な改善を図りなが
ら実施してゆくことを目標として，シラバスを基本指針とする教育が行われているが，教
育システムを構成するそれぞれのシステムはいずれも PDCA サイクルによって点検・改善を
行う機能を包含しており，効率よく運用されているため，基本的には現状のシステムを運
用し，社会の情勢，学生の資質の変化といった外部の変化に柔軟に対応しつつ，社会に貢
献できる人材を輩出するための方策を今後も継続的に改善していく。
◇教育効果の測定
1 真の教育効果は学生自身が実感しているものであり，教育を受けた者が大学での経験を
生かし，自らの能力を社会に還元するための原資，自信となっているべきものであるが，
学部はそれを支援する教育機関として，社会の情勢，学生の資質の変化といった外部の
変化に柔軟に対応しつつ，今後とも社会に貢献できる人材を輩出するための方策を継続
的に改善してゆくために，これまでの FD 活動により得られた各種のデータをさらに分
析・検討し，学生と社会の変化に柔軟に対応した教育内容，教授法，評価法を考案して
ゆく。
2 卒業生の就職状況から本学部の教育目標に沿った人材育成ができていると評価できるが，
就職しなかった者の多くは，本人の意思決定が遅れ，就職活動を積極的に行っていなか
った者であり，学生時代の就業への意識・意欲に問題があると思われるため，この意識
をどう改革するかが今後の課題と考えられ，専門性を生かせる企業情報の提供等には，
今後も積極的に取り組んでいく。
3 離職率の高さが問題となっているため，学生の就職意識を高めるためのインターンシッ
プ制度の活用などの検討を踏まえて，平成 20（2008）年度より運用されている新カリキ
ュラムでは，2 年次生を対象としたキャリア教育科目を設置し，その効果を見守っている
ところである。

179

基準 3 教育内容・方法
◇成績評価法
1 個々の授業科目の成績評価は統一した見解の下に行われているが，非常勤講師担当科目
についても専任教員担当科目と同等の取り扱いを行うことが望まれるため，現在，教務委
員会を中心として改善に向けたシステム作りに取り組んでいる。
2 実験科目の場合は，レポートが評価の対象となっているが，実質的に実験時間外にレポ
ートの作成を要求される場合も多く，規定では 1 単位 45 時間分はすべて授業時間で充当
されることになっていることを勘案すると，レポートの作成も含めた実験時間・内容の設
定が必要であることから，平成 20（2008）年度から展開されている新カリキュラムでは，
実験内容の大幅な見直しを行い，この問題の解消を図った。
◇履修指導
1 クラス担任制に関わる教員の負担増や指導の個人差の問題を解消していくためには，ク
ラス主任間の綿密な連絡や問題の共有化が不可欠であり，また，これまでの指導実績を生
かして，指導マニュアルの整備を検討する必要があるが，これは学部の危機管理の一環と
しても重要な事項であるため，近々，議論を開始する。
2 1 年次生の進路への不安や三陸キャンパスへの不安を解消するための相談指導体制を構
築する。
3 近年は，成績不振にとどまらず，メンタル的な問題による学習意欲の低下が留年や休学
の原因となるケースが多々見られるため，そのような学生を早期に把握し，保健室，校医，
学生相談室（相模原キャンパス）等と連携して対応していくシステムを構築する。
4 三陸キャンパスにおいてもカウンセリングが受けられるような体制を作る。
5 平成 20（2008）年度から 1 年次のクラスも 30 名に人数変更したことにより，1 年次か
ら 3 年次まで同じクラスメートでクラスを構成する体制となった。クラスメートとの親交
はキャンパス離れ，メンタル面の正常化，牽いては留年を防止する一助になることが期待
されるため，その効果を継続的に検証していく。
◇教育改善への組織的な取り組み
1 学生の自主的な学修への取り組みを図るため，平成 20（2008）年度より Web を利用し
た英語学習システム（ALC NetAcademy）を全学生が利用できる態勢を整え，また，高
等教育開発センター主導による Moodle の試行運用が始まり，数名の教員が利用を開始し
ているが，これらのインターネットを利用する自主学習システムを有効に活用するために
は，ネットワーク環境の整備が不可欠であり，キャンパス内のネットワーク環境整備だけ
でなく，学生が居住する地域のネットワーク環境の問題を含むため，今後も関係諸機関へ
改善を要求していく。
2 全学生による授業アンケートは，FD 活動の一環として有効に機能していると評価できる
が，アンケートを Web 上で行う等の方法により，学生への負担を軽減する配慮が必要で
あり，また授業評価と授業改善をさらに図るための新たな方策について検討していく。
3 個々の教員が，自分が担当する授業科目がカリキュラム全体の中でどのような役割を果
たしているかを理解するために，科目間連携，講義科目と実験・実習科目の連携を促進す
ることにより，全教員がカリキュラムの全体像を把握できるよう努める。
4 シラバスの内容や記述方法については，学部専任教員全員が一致した理解のもとに作成
しているが，1 群科目と専門科目のうち非常勤講師が担当している科目については，この
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理解が十分とは言えないので，この点を改善するために，教務委員会を中心として学部の
考えを担当者に伝える努力を続けていく。
5 シラバスの作成に当たっては，その主利用者である学生の意見を取り入れるなど，今後
は学生の目線でシラバスを作成するように改善を図る。
6 学生による授業アンケートの形式，時期，回数等に継続して工夫を重ねるとともに，学
生による授業アンケートに対する認識を全教員で共有するように努める。
7 卒業生による教育プログラムの評価には一定の意義があるものと考えられるため，今後
FD 委員会を中心に実現に向けた議論を進めるとともに，
「卒業生受け入れ企業による学
習・教育目標評価アンケート」と「卒業生受け入れ企業による被採用者の学習・教育目標
達成度評価アンケート｣を継続する。
◇授業形態と授業方法の関係
1 少人数教育及び双方向的授業の高い教育効果を勘案すれば，授業時間の短縮，講義科目
と実験・実習科目の連携等の解決策を考慮しつつ，授業内容の向上を図るため， FD 活
動を強力に押し進めていく。
2 PC を活用した授業の実施を支援するための環境整備を計画的に推進する。
3 講義内容によって，Web や遠隔授業システムの利用に適するものとそうでないものがあ
るので，それらの利用にあたっては，対象授業科目の慎重な選定と授業内容，及び教育効
果の十分な検討を行う。
③国内外との教育研究交流
〔到達目標〕
1 教員または研究室を主体とする海外研究機関との協同研究や国際学会活動をサポートす
る体制を強化する。
2 学部レベルでの組織的な国際交流の必要性，有効性，可能性について検討を行う。
国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
任意：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況

〔現状の説明〕
本学部では，国際交流に関する基本方針を明確化していない。国際的な研究交流は教員
の個人的な努力または研究室主導で推進されているのが現状である。学部には教員の国際
交流活動を積極的にサポートする姿勢はあるが，学部として組織的に推進しているプロジ
ェクトはない。教員による国際的な研究交流をサポートする制度として，国際学会等への
参加旅費を補助する制度と，若手教員に対する長期（半年〜1 年）海外留学へのサポート制
度が運用されている。
〔点検・評価〕
研究交流は教員または研究室主導で行われているものの，海外学術機関との共同研究や
国際的な学会活動は非常に活発に行われている。海洋生物科学が扱う学問分野が多岐にわ
たっているため，教員主導の活動が活性化しやすいものと考えられる。学部がこうした活
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動をサポートする制度を運用していることは評価できる。
一方，学部として特定の研究機関と研究交流を行うことは，同じ理由から活性化するこ
とがあまり期待できないと考える。海外機関との教育交流については，学部レベルではな
く，大学全体として取り組むべき課題であると考えられ，早急に海外教育機関との窓口と
なる組織を設置すべきであると考える。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 教員による国際的な研究交流をサポートする制度を継続する。また，学部として組織
的な国際交流の必要性と有効性，また，その可能性について検討を行う。

２−４−２．水産学研究科
①教育課程等
〔到達目標〕
本研究科は，水産学諸分野で培われてきた伝統的技術と最新の科学技術を駆使して，食
糧の安定供給に向けた水圏資源生物の持続的かつ高度な利用と，これを実現するために必
要な生物資源管理や生息環境の保全などの課題の本質を，国際的視野を持って究明するこ
とができる研究者・専門技術者を養成することを目的としている。本目的の達成のために
次のような到達目標を設定した。
（平成 12
（2000）
年度学科及び研究科改組時，
平成 14
（2002）
年度日本技術者教育認定機構（JABEE）試行審査受審時及び平成 20（2008）年度学部名
称変更時に設定）
◇大学院研究科の教育課程
1 現状の教育課程を展開しつつ，研究科委員会を中心として継続的な点検・改善を行う。
2 研究科の立地条件を最大限に生かしたフィールド研究を展開するとともに，近隣の教
育・研究機関との交流を通じて幅広い視野を持った人材を育成する。
3 学士課程，修士課程，博士課程の教育に体系性と一貫性を保つ。
◇単位互換，単位認定等
1 広い視野を身に付けるという観点から，単位互換制度の積極的な利用を図る。
◇社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
1 外国人留学生に対する生活支援制度を作る。
2 社会人学生の研究課題決定時には，在職している職場の業務内容を考慮する。
大学院研究科の教育課程
必須：大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 99 条，大学院設置基準
第３条第１項，同第４条第１項との関連
必須：
「広い視野に立って清深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等
に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性
必須：
「専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従
事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程の目的への適
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合性

〔現状の説明〕
大学院水産学研究科は，水産学諸分野で培われてきた伝統的技術と最新の科学技術を駆
使して，食糧の安定供給に向けた水圏資源生物の持続的かつ高度な利用と，これを実現す
るために必要な生物資源管理や生息環境の保全などの課題の本質を，国際的視野を持って
究明することができる研究者・専門技術者を養成することを目的として，平成 12（2000）
年度に従来の 10 講座からなる「水産学専攻」
（Course of Fisheries Science）を廃止し，
「水
圏生物科学専攻」
（Course of Aquatic Bioscience）を設置した。ここでは，水産学の広範な
研究領域の中から教育・研究の対象を，
1）重要水産生物の生理生態学的特性の解明
2）水圏生物と生息環境の関わりの解明
3）水圏生物の生産する諸成分の高度有効利用法
の 3 つの専門分野に大きく集約し，
「水産増殖学専門分野」
，水圏生物の生態と環境に関す
る「環境生物学専門分野」
，水圏生物の高度利用を目指す「応用生物化学専門分野」を配置
している。さらに連携大学院方式の採用により，株式会社海洋バイオテクノロジー研究所
釜石研究所と協力して，環境生物学専門分野に大学院講座として「海洋環境微生物学講座」
を加え，教育・研究対象の幅を広げてきた。
大学院水産学研究科はこれら 3 つの専門分野に博士前期課程及び後期課程を置いている。
博士前期課程（修士課程）では農学系大学，理科系大学の出身者で，有用資源としての水
圏生物の利用を目指すものを対象に，この分野における高度の専門知識・技術と研究能力
を育み，かつこれに関する幅広い水産学の学識を授けるよう指導している。博士後期課程
では，修士課程とのつながりを重視し，大学院生が修士課程で培った研究を土台として，
さらにそれを意図的に発展深化させ，研究者として自立した研究活動ができる高度な研究
能力やその基礎となる豊かな学識を培えるよう指導している。
修士課程における授業科目は，講義科目，演習科目，実験科目に分けられている。講義
科目には専攻分野ごとに特論と専門科目が設けられている。また，演習科目は専門分野ご
との演習各 4 単位，実験科目は専攻分野ごとの実験各 8 単位が設けられている。この中か
ら専攻する主科目及び特論 2 科目 4 単位，主科目演習 1 科目 4 単位，主科目実験 1 科目 8
単位，選択科目 14 単位計 30 単位以上を修得し，かつ修士課程 2 年間の研究成果を修士論
文にまとめ，最終試験（修士論文の内容を口頭発表し，質疑に答える）に合格することが，
修了の要件となっている。講義科目は，3 つの専攻分野から特論 11 科目を含む 22 科目が
用意されており，内容は水産生物の生理，生態，増養殖，利用等幅広い分野にまたがって
いる。選択科目として所属専攻以外の分野の主科目特論または関連科目から 4 単位以上を
履修しなければならないことから，水産分野の高度な専門性と同時に幅広い知識が涵養さ
れる。演習科目では主に学術情報の収集，整理，利用，発信に関する基本的な技術を習得
し，客観的・批判的な情報解析能力を涵養している。実験科目では，専攻分野の未解決の
問題をテーマに，担当教員の指導の下に実験・研究を行い，問題解決を図る。またその成
果は，関連分野の学会などで発表している。
博士後期課程にはそれぞれの専攻分野ごとに特別講義(各 2 単位)特別演習(各 4 単位)特別
実験(各 4 単位)が設けられており，11 科目が用意されている。博士課程へ入学した学生は
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これらの科目を 3 年間で履修するが，取得すべき単位数はそれぞれの専攻分野の特別講義
を 1 科目，演習科目を 1 科目，特別実験を 1 科目の，計 10 単位以上を取得することが求め
られている。それらに加え，博士課程期間 3 年間の研究成果を博士論文にまとめ，その内
容を口頭発表して質疑に答え，合格することが要求されている。博士論文内容の公表につ
いても本研究科「学位に関する取扱内規」において論文の全部または一部が国内外の学会
誌等に原著報告として印刷公表あるいは受理されていることを求めている。複数の教員に
より個別に研究指導を受けるが，研究の方向性は，学生と教員の綿密な討議によって決定
される。
〔点検・評価〕
修士課程，博士後期課程を通し，研究に関しては大学院担当教員が個別指導を行ってお
り，多くの研究成果を挙げている点は高く評価できる。日本有数の漁場を控えた岩手県の
リアス式海岸沿いに立地することは，密度の高い継続的なフィールド研究を可能にしてお
り，他の研究機関では追随できない特徴的な研究成果を挙げている。また，学生による学
会発表数，学会賞の受賞数も多く，研究活動は高く評価できる。一方で，小規模な研究科
であること，及び都市から離れた遠隔地に立地することは，他の研究機関の研究者との交
流という点で不利である。この点は，株式会社海洋バイオテクノロジー研究所釜石研究所
との連携，岩手県水産技術センターとの協力，東京大学大槌海洋研究所，岩手県，地元企
業との交流・共同研究などで補っているが，十分とは言えない。
修士課程では，各専攻科目について特論を含む講義科目，演習，実験科目を専攻分野に
偏ることなく履修するので，視野を広げながら高い専門性を身につけることができる。ま
た，水産学の未解決かつ最先端の問題をテーマに行う研究活動は臨場感にあふれるもので
あり，問題解決を通して学生の能力を向上させるシステムは本研究科の最も大きな特徴と
して，誇りとするところである。
博士課程後期では，修士課程で得た基礎的研究能力をさらに展開する形で，独立した研
究者として必要なすべての過程，すなわち，研究課題の発掘，問題点の抽出，研究材料の
確保，研究の遂行，研究に必要な情報収集と分析，論文の投稿，国内外の学会発表等を一
通り体験し，その集大成として博士論文が提出される。これらは当然，指導教員の指導の
もとに行われるが，そこでは学生の意向が最大限尊重されて，研究が遂行されている。し
たがって，この過程を経た者は，研究者として自立して研究活動を行うことができるか，
又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力を身に付けていると
判断される。
未解決の問題をテーマに研究に没頭し，それを解決する過程で身に付けた能力は，｢本物
の能力｣としてその後の学生の人生に大きな影響を与えてゆく。このような教育を可能にし
ている要因のひとつとして，自然環境豊かな立地がある。しかし，この環境も他の研究者
との活発な交流という点に関しては負の要因として作用している。そのことが一因となっ
ているためか，専攻の研究に没頭するあまり，他の分野の基礎的な知識が不足すると思わ
れる場合も見られる。しかし，基礎的で幅広い能力は研究者として独立する際に不可欠で
あり，これらの充実を教育課程として推進する必要がある。
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大学院研究科の教育課程
必須：学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と，当該学部の学士課程における教育内容との関
係

〔現状の説明〕
海洋生命科学部は増殖生物学講座，環境生物学講座，応用生物化学講座の 3 大講座を擁
し，それぞれ，1）水産生物資源を，人為的な管理下に置くために群，個体，細胞，分子レ
ベルにおける基本的な生理生態学的特性を解明して生産性の向上をめざす，2）資源管理型
漁業を支える水産生物の資源・生態解析や生物多様性の維持及び環境保全など環境と生息
生物の関係，複雑生物系成立の機構の解明とその維持をめざす，3）水産食品の機能化学や
生理活性物質の構造，生体機能を解明して水産生物のもつ諸成分の有効利用を図り，他の
分野との共同研究により，これら生体成分の存在意義解明をめざす，という目的を掲げて
いる。これは大学院で掲げる教育・研究の方向性，すなわち 1）重要水産生物の生理生態学
的特性の解明，2）水圏生物と生息環境の関わりの解明，3）水圏生物の生産する諸成分の
高度有効利用法，と連続性をもって対応している。大学院の教育課程は学部の教育課程を
より高度かつ専門的に発展させたものであり，相互に密接な関連性を有する。
〔点検・評価〕
地球的規模の視点で物事を考えるという教養を身に付け，海洋及びそれに関連する学問
を履修することで水産学の一般的な問題に対処できる人材，すなわち水産のジェネラリス
トを養成することを目的とする学部教育の上には，さらにその分野に興味を持ち，研鑽を
望む学生を対象により専門性の高い修士課程，さらには博士後期課程へと段階的に水産学
のスペシャリストを目指す行程が用意されている。そしてそこには，水産生物とそれを取
り巻く環境の総合的な理解により，水産生物の持続的な有効利用を図るという考えが貫か
れている。したがって，学部教育と大学院教育の各課程を履修する者にとって分かりやす
いものとなっており，十分評価できる。
大学院研究科の教育課程
必須：修士課程における教育内容と，博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の関係

〔現状の説明〕
大学院水産学研究科には，水産学諸分野で培われてきた伝統的技術と最新の科学技術を
駆使して，食糧の安定供給に向けた水圏資源生物の持続的かつ高度な利用を図ること，そ
してこれを実現するために必要な生物資源管理や生息環境の保全などの課題の本質を，国
際的視野を持って究明することができる研究者・専門技術者を養成することを共通の理念
として，修士課程と博士課程が設置されている。修士課程では，研究を通じて専門的な技
術を習得させ，水産学の各分野に広く対応した専門技術者の養成を図っている。博士課程
では，修士課程で十分な専門技術を習得し，より高度の研究を望む者が，独立した研究者
として研究のプロセスを学びながら成果を上げることが要求される。これら 2 つの課程は
独立したものであり，それぞれの到達目標を達成することで，それぞれ専門の技術者そし
て研究者を養成している。しかし，これら 2 つの課程が共通の理念の上に設置されている
ことから明らかなように，両者は連続性を保ち，密接に関連している。実際に，博士課程
に進学する学生は，ほとんどすべて修士課程で行っていた研究内容を博士課程でさらに発
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展させることで，目標を達成している。
〔点検・評価〕
北里大学海洋生命科学部・水産学研究科は共通の理念の上に設置されており，学士，修
士，博士の 3 課程が，それぞれ独立した連続性と発展性を持ちつつ密接に関連している。
これは，学生が一貫した理念の下で広く学識を修得できるという点で高く評価できる。
大学院研究科の教育課程
必須：博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性

該当しない
大学院研究科の教育課程
必須：博士課程における，入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性

〔現状の説明〕
博士後期課程への入学を希望した学生には入学試験が課される。その内容は専門科目，
外国語の筆記試験及び，修士課程までに行った研究内容についての口答試験である。博士
後期課程への入学者には，授業科目，演習科目，実験科目それぞれにつき，所定単位の修
得が課せられる。授業及び演習科目は教員の個人指導またはセミナー形式で行われ，主に
実験結果のディスカッション，最新研究情報の収集・分析，学会発表や論文投稿の準備，
学会発表での質疑応答，論文レフリーとのやりとり等，研究者にとって必須な過程を網羅
している。最後に 3 年間の研究成果をまとめて博士論文を作成・提出し，それが審査委員
会で査読されたのち，口答試験が行われる。口答試験では論文の内容，学力の両者が審査
される。最終的に審査委員会の答申が研究科長に文書で報告され，それが研究科委員会に
諮られる。
〔点検・評価〕
博士後期課程の入学から修了までの過程は，複数の教員による指導・審査からなり，そ
の過程で独立した研究者に必要な能力を獲得することができるようになっている。また，
学位授与の必要条件として，博士課程の研究内容を原著報告として学会誌等に投稿し，公
表あるいは受理されていることが内規で定められており，それが一つの客観的指標として
機能している。これら博士後期課程における，入学から学位授与までの教育システムとそ
のプロセスは，その目標達成に適切に機能していると考える。キャンパスの地理的条件も
本システムのサポートに絶妙な寄与をしている。一方でバランスの取れた独立した研究者
となるためには高い専門性とともに広い視野を持つことが要求されるので，後者について
は，今後もさらに方策を考えていく必要がある。
授業形態と単位の関係
必須：各授業形態の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥当
性

〔現状の説明〕
大学院教育で展開されている授業形態の特徴・内容や履修形態との関係における，各授
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業科目の単位計算の方法は「3 教育内容と方法 (1)学士課程の教育内容・方法 ①教育課程
等 各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算
方法の妥当性」に記述した学士課程の教育内容・方法に準じて行われている。
〔点検・評価〕
全ての授業は少人数制で展開されているため，授業外学習時間の把握と評価にも問題は
ない。各授業形態の単位計算方法は妥当である。
単位互換，単位認定等
必須：国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学院設置基準第 15 条）

〔現状の説明〕
神奈川県内大学院学術交流協定参加大学院及び本学他研究科との間に単位互換制度を導
入しているが，地理的障害から，利用する学生は全くいない。また，学生の受け入れも皆
無である。
〔点検・評価〕
広い視野を身に付けるという観点からは，単位互換制度を推進し，積極的な利用を図る
べきであると考えられるが，根本的な障害であるキャンパスの所在地に起因する問題を解
決しなければならない。
社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
必須：社会人，外国人留学生に対する教育課程編成，教育研究指導への配慮

〔現状の説明〕
外国人留学生に対し，教育課程上，また教育研究指導上，特別な配慮は行っておらず，
一般の大学院生の場合と同様に，研究課題に応じて配置された指導教員に指導をゆだねて
いるが，研究指導を除く他の面については，複数の教員で組織したアドバイザリーコミッ
ティーが留学生の相談に乗っている。
社会人については，在職のまま博士後期課程に受け入れる社会人大学院制度を取り入れ
ているほか，修士課程の授業科目は大学院科目等履修生制度によって広く社会人の履修を
可能にしている。
〔点検・評価〕
外国人留学生の研究指導以外の面で，複数の教員で組織したアドバイザリーコミッティ
ーが留学生の相談に乗っている点は評価できる。社会人学生として公的試験機関の技術者
を受け入れているが，日常業務の問題点解決のための基礎研究を研究課題とすることによ
り，ニーズに合致した教育研究指導を行っている。
本研究科の特色の一つは，発展途上国からの留学生にとって大きな魅力となる水産増殖
学に関する教育課程を持っている点である。留学生への指導は英語で行うため指導上の問
題はない。一方，現状では日本語教育をシステムとして導入することが難しいため，生活
面では問題を抱える場合もある。
在職のまま博士後期課程に社会人を受け入れる制度は，公的試験研究機関における人材
の研究能力向上に寄与すると考えられるが，在職している職場での仕事が大学院での教育
研究の時間を制約する場合がある。
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独立大学院等の教育課程
任意：学部に基礎を置かない独立大学院，独立研究科における，下位の学位課程の教育内容・レベルを視
野に入れた当該課程の教育内容の体系性・一貫性を確保するための方途の適切性

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇大学院研究科の教育課程
1 研究者の交流を活発化するために，研究科の主催する定期的な研究交流会や外部研究者
を招聘してのセミナー，学生の研究交流に対する支援体制の強化等を行ってゆく。
2 現在，修士課程においては基礎的で幅広い能力を涵養する方策の一環として，試験的に
オムニバス形式で若手の教員が当該分野の基礎について解説する講義を行っており，一定
の効果を上げているが，今後はそれをカリキュラムに組み込むことで継続的な教育を行い，
学生の基礎学習に対する意欲の向上を目指していく。
3 平成 20（2008）年度に，海洋生命科学部への名称変更に伴いカリキュラムの見直しを行
ったが，学部の学習・教育目標は変更されておらず，今後も水産学の一般的な問題に対処
できるジェネラリストの養成を目的として現状の学部教育と大学院教育の関係を継続す
る。
4 博士後期課程における，入学から学位授与までの教育システムとそのプロセスは目標達
成に向けて適切に機能しているものの，バランスの取れた独立した研究者となるためには
高い専門性とともに広い視野を持つことが要求されるので，今後もさらにそのような方向
性を目指して具体的方策を考えていく。
◇単位互換，単位認定等
1 単位互換制度を推進し，積極的な利用を図る上で，e-Learning が有力な候補と考えられ
るが，大学院生に対する高度な内容の授業であることを考慮すると問題点も多く，継続し
て新たな方策を検討する。
◇社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
1 外国人留学生は，文科省の国費留学生のみを受け入れているため，基礎学力に関する問
題は少ないが，日本語力については問題が多いため，日本語力の向上を支援するシステム
を構築する必要がある。
2 社会人入学は今後の社会的ニーズの高まりが予想されるが，在職のまま受け入れる制度
を継続する場合，職場の仕事と関連した教育研究課題に取り組ませることが重要である。
②教育方法等
〔到達目標〕
学習・教育目標を全ての学生が実質的に達成しうる方法を継続的な改善を図りながら実
施していくことを到達目標とする。
◇教育効果の測定，◇成績評価法，◇研究指導等
1 マンツーマンの指導を徹底し，適正な成績評価と教育効果の把握に努める。
2 適切な就職支援を行う。
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◇教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
1 シラバスの充実と改善を図る。
2 FD 活動を通じて指導教員の指導能力養成に努める。
教育効果の測定
必須：教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性

〔現状の説明〕
授業科目それぞれについて到達目標及び評価方法がシラバスに明記されており，達成度
の評価を行っている。講義科目はレポート，口頭試問，試験等で評価される場合が多い。
演習･実験科目は実技，レポート，口頭発表で評価される。
修士課程，博士後期課程共に，最終年度の最後に論文審査発表会を実施し，質疑応答を
通じて学位に相当するか否かを評価している。論文の審査は修士課程では大学院担当教員
全員で構成される会議体で実施している。博士後期課程では，研究科委員会が本研究科の
教員 3 名以上からなる審査委員会を設置し，審査を実施している。通常，審査委員会は研
究科委員会で決定された学外研究者 1〜2 名を含む 4〜6 名の審査員によって組織される。
審査の結果は研究科委員会に報告され，承認された後に学位が授与される。
〔点検・評価〕
現時点では，修士課程が 31 人，博士課程が 9 人程度と比較的少人数であるので，教員の
マンツーマンでの指導が徹底しており，教育・研究指導の効果は適切に把握されている。
学位の審査手順は全て明らかにされており，その基準，学位取得者の人数とともに適切で
あると考える。
教育効果の測定
任意：修士課程，博士課程，専門職学位課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況
任意：大学教員，研究機関の研究員などへの就職状況と高度専門職への就職状況

〔現状の説明〕
修士課程修了者（平成 15（2003）年〜19（2007）年，68 名）の進路は，民間企業 50％，
国家・地方公務員 4.4％,学術開発研究機関 5.9％，進学 20.6％（他大学大学院進学を含む）
となっている。修了後直ちに就職せずに研究生等となるものも 19％ほど存在する。民間企
業の産業分野としては，食品関連の職種（食品製造・開発，流通，小売，食品検査，飲食
等）が過半数を占める他，各種検査サービス会社や，専門性とは無関係な情報・通信，サ
ービス業等に就く学生もいる。
博士課程修了者（平成 15 年〜19 年，11 名（留学生を除く）
）の進路は大学教員（4 名）
，
独立行政法人（1 名）
，環境保全財団（1 名）
，
（社）
（財）研究所研究員（2 名）
，日本学術振
興会特定国派遣研究者（1 名）
，博士研究員（1 名）
，科目等履修生（1 名，学芸員科目）と
なっている。
〔点検・評価〕
修士課程修了者の多くは食品製造・開発技術者，検査技術者，研究者等の高度専門職に
就いている。また，博士課程修了者の場合は，その大半が大学や研究機関の研究員に就い
ている。このように，本研究科の修了生は，本人の専門性を生かした領域へ就職するもの
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が多く，就職状況は本研究科の教育目標に合致するものである。一方で，研究に没頭する
あまり就職活動がおろそかになる学生も見られる点は問題である。
成績評価法
必須：学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性

〔現状の説明〕
授業科目の達成目標，評価方法等についてはシラバスに記載されている。評価は「3 教
育内容・方法等（2）修士課程・博士課程・専門職学位課程の教育内容・方法等 ②教育方
法等 教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性」に記載したとおりに行わ
れている。
〔点検・評価〕
最終の学位審査は客観的に行われているが，資質向上の評価に組織的な方法は採用して
いない。各担当教員が学生の個性に対応した指導を行いつつ，学生個別の資質形成の状態
を観察し，評価している。
研究指導等
必須：教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：指導教員による個別的な研究指導の充実度
任意：複数指導制を採っている場合における，教育研究指導責任の明確化
任意：研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策

〔現状の説明〕
大学院入学時（4 月初旬）にオリエンテーションが行われ，履修に関する概要が説明され
る。また，配布される「学生便覧・学修要項」中には全科目のシラバスが含まれている。
学生は指導教員から個別に履修科目，研究テーマ等に関する適切な指導を受ける。履修漏
れ等に関しては教務課で十分な管理が行われている。
本研究科修士課程及び博士後期課程で実施される主科目に関連する実験及び特別実験は，
それぞれ指導教授の研究指導のもとに研究論文を作成するために行う個別の実験であり，
集団で行う実験とは異なる。学生は研究論文題目に応じて各人が異なる実験を実施する。
指導教員は定期的に得られた結果をレポートとして提出させ研究の進捗状況を把握する。
さらに結果を口頭で説明させ，文章作成能力及びプレゼンテーション能力の向上を図る努
力をしている。さらに，それらの結果が公表する価値を有するか否かを討議することによ
り，科学に対する客観的な考え方を指導している。個々の院生の研究指導には複数の本研
究科の教員や学外研究機関の研究者が関わる場合があるが，最終的な指導責任は指導教員
（教授，准教授）が負う。
これまで，就学途中に研究分野や指導教員に関して学生から変更希望が出された例は一
例のみである。変更希望が出された場合は，指導教員及び研究科長を中心として個別に対
処していく方法がとられる。研究分野の変更希望については大学院入学試験時に研究室を
自由に選択可能であることから，今後も希望が出される可能性は低い。大学院への進学に
あたり，研究テーマの変更は，学生の意思を確かめた上で行われることがある。また，他
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大学院修士課程への進学希望については，学生の希望に沿うように指導を行っている。
〔点検・評価〕
履修指導は，現状の方法で問題ない。
研究指導は指導教員とマンツーマンの形で行われており，適切性，充実度ともに評価で
きる。研究指導内容については指導教員に一任されているので，外部からは問題点が見え
にくいが，最終の学位審査で客観的な評価が行われており，指導内容は高いレベルに保た
れていると考えられる。多くの大学院生は少なくも 2 年に一度は学会等で研究結果につい
ての発表を行っており，多くの研究者から出される意見や批判を通じて，客観的に自己の
研究を評価する材料を得ることができる。こうした研究指導体制においては，各指導教員
の指導能力が問われることになるが，FD 活動等を通じて教員の意識改革は進行しており，
大学院教育においても学習・教育目標を軸とする考え方が浸透してきている。しかし，研
究指導の充実度に関しては，各指導教員の資質や指導に当てることができる時間に依存す
るところが大であり，教員間での差が大きい可能性がある。特に学部運営に時間を割かな
ければならない教授クラスでは，自ずと研究指導に当てられる時間が限定されてしまう状
況に陥りがちである。これは，指導を受ける学生の不利益となるので，今後，是正してい
く必要がある。
医学系大学院の教育・研究指導
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し，病院内外でなされる教育・研究指導とこれを支え
る人的，物的体制の充実度

該当しない
医学系大学院の教育・研究指導
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生について，臨床研修と研究の両立を確保させるための配慮
の状況とその適切性

該当しない
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルティ・ディベロッ
プメント（FD）
）およびその有効性

〔現状の説明〕
研究科に特化した形での組織的な取り組みは行われていないが，学部で展開している FD
活動は学部教育と大学院教育を包含したものである。したがって，学部教育における教員
の意識改革と同時に大学院教育においても意識改革が進行している。
〔点検・評価〕
大学院における授業のほとんどはマンツーマンに近い形で行われており，学生とのコミ
ュニケーションを基盤として成立している。したがって，学生への個別の対応を通じて，
教育方法，教育効果等については適正に評価・改善が行われていると考えられる。
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教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況

〔現状の説明〕
「学生便覧・学習要項」を院生に配布しており，同冊子中にシラバスが含まれる。シラ
バスには，研究科の概要，専攻分野（研究室）の概要，授業科目と履修方法，単位互換制
度が明記されており，博士前期・後期課程における入学から学位授与までのプロセスが分
かりやすく記述されている。また，授業科目の内容，到達目標及び評価方法も明記されて
いる。シラバスは入学時のオリエンテーションや指導教員による履修指導に利用され，ま
た，課程修了までの学修上の重要な指針であることが学生に説明されている。
〔点検・評価〕
シラバスには必要事項が明記され，公開されているので，適切であると考えるが，少な
くとも学部シラバスと同様の，学生にとってより分かりやすいものに改善していく必要が
ある。特に，修士課程，博士後期課程それぞれの学習教育目標を明記し，授業と教育目標
達成の流れをより明確化するようにしていく工夫が必要である。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：学生による授業評価の活用状況

〔現状の説明〕
講義あたりの履修者数が多くないため，授業評価の実施，その方法は各教員の自主的な
判断に委ねられている。学生と指導教員のコミュニケーションは十分にとられていると判
断されるため，研究科としての組織的な対応は行っていない。
〔点検・評価〕
今後，授業形態の変更や受講学生が大幅に増加するといった状況になれば，学生による
授業評価が必要になる可能性も考えられる。学部教育において学生による授業評価を活用
しているので，これをアレンジすることによって容易に対応することは可能である。ただ
し，アンケートの有効性や是非については十分な検討が必要である。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
任意：修了生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
研究科としては，そのようなシステムは導入していない。
〔点検・評価〕
学部教育に較べて，学生による評価を組織的に行い，その結果を教育改善に利用しよう
とする取り組みは立ち遅れている。学生数が少ないこと，教育の大部分が学生と教員との
コミュニケーション及び信頼関係に依存して成立していることなどから，学生の評価が組
織的な取り組みに拠らずとも得られる状況にあることが原因の一つと考えられる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
現状の教育方法を継続するとともに継続的に点検と改善を進めるとともに，いくつかの
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将来的な問題については，対応策を検討する。
◇教育効果の測定
1 授業科目の評価は担当教員に任されているのが現状であるが，学生への公平性を保つた
めには，評価方法等について，研究科内である程度のコンセンサスを得ることが必要で
あり，また，その継続的な改善を実行するシステムについては，研究科委員会で検討し
ていく。
2 修士課程修了予定者の民間企業への就職活動の時期が年々早まっており，タイミングを
逸しないための学生への指導と情報提供が必要であるが，こうした現状を指導教員は十分
に認識し，適切な教育・研究指導を展開する必要がある。
3 三陸キャンパスは学生の就職活動には利便性が悪いため，就職委員会を中心とした組織
的な就職支援策を強化する。
4 大学教員，研究機関の研究員などへの就職は，本人の能力や学修成果とともに就職の機
会に恵まれることも必要であり，当該領域への就職者数を増加させることは容易ではない
が，大学教員の求人は公募制に移行しているため，公募に対応しうる業績の集積とその外
部への発信を指導していく。
◇研究指導等
1 「学生便覧・学修要項」として情報を冊子体で提供しているが，学生の利便性を考慮し
て学部ホームページでの公開を図っていく。
2 現行の個別的研究指導体制に大きな問題はないと考えられるが，今後の課題として，教
員の研究指導能力や指導態勢を保障・維持する方策について検討する。
3 研究分野や指導教員の変更希望が，ハラスメントやメンタル面での問題等から派生して
くる可能性もあり，校医，学生相談室との連携を考慮した指導体制を確立する。
◇教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
1 シラバスには必要な内容が掲載されているが，学部シラバスと同様の，学生にとってよ
り分かりやすいものに改善していく必要があり，修士課程，博士後期課程それぞれの学
習教育目標を明記することで，授業と教育目標達成の流れをより明確化するよう，研究
科委員会，教務委員会，学生便覧改訂委員会を中心として改善を進める。
2 在学生や修了生による教育内容及び方法の評価の要求は，教員の側からも学生の側から
も出ていないのが現状であるが，今後，適切に対応するべく準備を整える。
③国内外との教育・研究交流
〔到達目標〕
1 教員または研究室を主体とする海外研究機関との協同研究や国際学会活動をサポートす
る体制を強化する。
2 研究科レベルでの組織的な国際交流の必要性，有効性，可能性について検討を行う。
国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
必須：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学院間との組織的な教育研究交流の状況
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〔現状の説明〕
本研究科では，国際交流に関する基本方針を明確化していない。国際的な研究交流は教
員の個人的な努力または研究室主導で推進されているのが現状である。研究科には教員の
国際交流活動を積極的にサポートする姿勢はあるが，組織的に推進しているプロジェクト
はない。教員による国際的な研究交流をサポートする制度として，国際学会等への参加旅
費を補助する制度と，若手教員に対する長期（半年〜1 年）海外留学へのサポート制度が運
用されている。
国内の大学院との教育研究交流としては，全学として神奈川県内大学院学術交流協定に
参加しているが，これまでこの制度を利用した学生はいない。
〔点検・評価〕
研究交流は教員または研究室主導で行われているものの，海外学術機関との共同研究や
国際的な学会活動は非常に活発に行われている。海洋生物科学が扱う学問分野が多岐に渡
っているため，教員主導の活動が活性化しやすいものと考えられる。学部がこうした活動
をサポートする制度を運用していることは評価できる。一方，学部として特定の研究機関
と研究交流を行うことは，同じ理由から活性化することが期待できない。海外機関との教
育交流については，学部レベルではなく，大学全体として取り組むべき課題であると考え
られ，早急に海外教育機関との窓口となる組織を設置すべきであると考える。
神奈川県内大学院学術交流協定に基づく教育研究交流は全く機能していない。遠隔授業
の導入が解決手段のひとつとして考えられるが，大学院生向けの高度の内容を含む授業が
この方式に適するかは疑問である。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 教員による国際的な研究交流をサポートする制度を継続し，研究科として組織的な国際
交流を行うことの必要性と有効性，可能性について検討を行う。
2 神奈川県内大学院学術交流協定による教育研究交流が機能しない原因の一つに三陸キャ
ンパスの立地条件があることは明らかであるが，それを克服するための具体的改善策を
検討する。
④学位授与・課程修了の認定
〔到達目標〕
1 明確な学位授与の基準のもとに，透明性と客観性が保証された学位認定制度の運用を図
る。
2 研究科委員会を中心として学位認定制度の点検と改善を継続する。
学位授与
必須：修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性

〔現状の説明〕
博士前期課程（修士課程）の修了要件は，同課程に 2 年以上在学し，定められた単位を
取得し，必要な研究指導を受けた上で修士論文の審査及び最終試験に合格することである。
同課程には，
「水族生理学」
，
「水産環境学」
，
「水族病理学」
，
「水産増殖学」
，
「海洋基礎生産
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学」，「水産生物化学」，「水産食品化学」，「海洋分子生物学」，「水産資源化学」，「水産微生
物学」の 10 講座を設置しており（平成 19 年度に廃止）
，各講座にはそれぞれ主科目特論，
関連科目，主科目演習，主科目実験（合計 16 単位）が配置されている。課程修了には，専
攻した講座の単位（14 単位）に加え，他講座の講義科目 4 科目 8 単位以上，演習科目 1 科
目 4 単位以上の合計 30 単位以上を取得しなければならない。ただし，基礎学部で取得した
講義単位を 6 単位に限り，課程修了に必要な単位に算入することができる。
博士後期課程の修了要件は，同課程に 3 年以上在学し，定められた単位を取得し必要な
研究指導を受けた上で博士論文の審査及び最終試験に合格することである。同課程では，
上記講座にそれぞれ主科目特別講義，主科目特別演習，主科目特別実験，計 10 単位が配置
されている。課程修了の要件はこれら 10 単位を取得することであるが，指導教授の推奨す
る他講座の特別講義を選択履修することができる。なお，博士論文の研究内容は国内外の
学術誌に公表あるいは受理されていることを義務付けている。過去 5 年間の修士課程の在
籍者は 87 名であり，全員が学位を取得している。博士後期課程では過去 5 年間に 16 名が
学位を取得している。
〔点検・評価〕
学位授与に関わる審査は，博士前期課程（修士課程）においては大学院担当教員全員で
組織する会議体が行い，全員の合議で判定する。博士後期課程においては同様の専門領域
の教員数名からなる審査委員会を組織し，全員の合議で判定する。これらの結果は研究科
委員会に報告され，承認された後に学位が授与される。これらの審査手順は全ての過程が
明らかにされており，その基準，学位取得者の人数とともに適切であると考える。
学位授与
必須：学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性
任意：修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性

〔現状の説明〕
学位授与に関わる審査は，修士課程においては大学院担当教員全員で組織する会議体が
行い，全員の合議で判定する。博士課程においては学外の研究者 1 名を副査として含む関
連専門領域の教員数名からなる審査委員会を組織し，審査員全員の合議で判定する。審査
委員会では，学位論文の審査，最終試験及び学力試験が，十分な時間をかけて実施される。
これらの結果は｢論文審査の要旨｣として研究科委員会に提出され，承認された後，学位が
授与される。博士論文の審査にあたっては，研究内容の一部が査読付の学術雑誌に投稿さ
れ，公表もしくは受理されていることを必要条件としており，客観性を高める手段として
有効に機能している。また，学位授与後に学内公開の博士論文発表会の開催を義務付けて
おり，この場でのプレゼンテーションと質疑応答も要求される。なお，修士論文に代替で
きる課題研究に対する学位認定制度は採用していない。
〔点検・評価〕
外部の専門研究者を 1 名以上含む審査委員会により論文審査を行う現行のシステムによ
り，学位審査プロセスの透明性と客観性は十分に保たれていると評価できる。また，これ
らの審査過程は全て明らかにされており，その基準，学位取得者の人数とともに適切であ
る。修士課程の学位審査は大学院担当全教員で行っており，十分な客観性を有するが，学
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会や研究集会での発表を必要条件とすることで，客観性をさらに高めることができると思
われる。
学位授与
任意：留学生に学位を授与するにあたり，日本語指導等講じられている配慮・措置の適切性

〔現状の説明〕
基本的に，研究指導教員は英語に堪能であり，研究指導は英語で行われる。留学生も英
語を母国語とする者ではないが，留学に際し英語で研究指導を行う旨を伝えてあるので問
題はなく，学位論文も英語により作成している。また，講義においても留学生がいる場合，
英語を使うなどの配慮をしている。
研究指導は英語であるが，生活面で同級生等が日本語指導をしている。
〔点検・評価〕
研究・教育指導においては現状で大きな問題はないが，留学生の快適な生活を支えるシ
ステマチックな日本語教育指導体制の導入が望まれる。
課程修了の認定
必須：標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における，そうした措置の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
大学院設置基準に基づき，北里大学大学院学則に標準修業年限未満で修了することを認
めているが，本研究科ではこれまで該当者を出していない。
〔点検・評価〕
大学院修士課程において，専門分野における高度な研究能力を 1 年間で修得することは
かなり困難なことであり，標準修業年限未満で修了する制度は現実的でない。一方，大学
院博士課程においては，研究が修士課程からの継続である場合や，社会人学生等に該当者
が現れる可能性がある。しかし，現在，
「優れた業績を上げた者」の客観的基準が整備され
ておらず，学生へも周知されていない。早期修了に対応した制度の整備を開始する。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇学位授与
1 大学院では細分化された専門領域での教育が中心となり，視野が狭くなる傾向が懸念さ
れるため，関連領域以外の分野における基礎学力の向上を目指した方策を検討する。
◇課程修了の認定
1 大学院を修業年限未満で終了するための基準となる「優れた業績」の基準を設定し，早
期修了に対応した制度の整備を開始する。

２−５．看護学部・看護学研究科
２−５−１．看護学部
①教育課程等
〔到達目標〕
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看護学部の教育理念・目的に沿って，他学部との連携のもとに，社会の要請に応えられ
る幅広い知識と技能を備えた看護専門職者を育成するために適切な教育課程を編成し，十
分な専門的知識と看護実践能力を会得させ，倫理性を培う必要がある。そのために，次の
到達目標を設定する。
（平成 17（2005）年 看護学部将来教育検討部会発足時，平成 18（2006）
年 看護学部グランドデザイン委員会発足時，平成 18（2006）〜20（2008）年度事業計画
で設定）
◇学部・学科等の教育課程
1 教育目標達成のために，看護実践能力の向上を目指した看護学教育の統合モデルを構築
する。
2 1 群科目，2 群科目，3 群科目をバランス良く配置したカリキュラム編成を行う。
3 豊かな人間性と幅広い教養を身に付けさせるために，1 群科目の履修モデルを作成すると
ともに，一般教育部との連携をさらに強化して，教養科目と看護科目との融和を図る。
4 看護学担当の教員と看護学関連基礎科目の担当教員との教育連携をさらに進める。
5 国際看護や看護管理，看護情報など，生涯教育に繋がる科目を強化する。
◇カリキュラムにおける高・大の接続
1 学部専任教員が，一般教育部の自然科学系科目の導入教育を担う。
2 高・大の教育的移行に加え，学部専門教育への円滑な移行を図る。
◇カリキュラムと国家試験
1 養成施設として指定されたカリキュラムを充足しつつ，学部の独自性を示すカリキュラ
ムを編成する。
2 社会的要請に応えて保健師教育を強化する。
3 学生主体となって実施している国家試験対策を支援する。
◇医・歯・薬学系のカリキュラムにおける，臨床実習
1 北里大学病院及び北里大学東病院との連携のもとに，臨地実習指導体制のさらなる充実
を図る。
2 医療系 4 学部合同の「チーム医療教育演習」では，臨地実習でも体験できるようなプロ
グラムの検討を行う。
◇授業形態と単位の関係
1 新カリキュラムの進行にしたがって，問題点・課題の抽出と単位数その他の見直しを行
う。
2 講義，演習，実習の連携を考慮に入れたカリキュラム編成を検討する。
◇単位互換，単位認定等
1 単位互換制度の拡充や既修得単位の認定を適切に行う。
2 編入学・学士入学生の既修得単位認定と修学の余裕の検討など，教育効果について検討
する。
◇開設授業科目における専・兼比率
1 必修の主要専門科目の，専任教員担当比率を高く維持する。
2 科目責任者は，兼任教員及び非常勤講師との意思疎通を十分に行い，十全な教育体制の
整備に努める。
◇社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮

197

基準 3 教育内容・方法
1 学生指導委員会が中心になって，社会人学生支援体制を整える。
2 学年主任・クラス主任制度を中心として，編入学・学士入学生への支援を行う。
学部・学科等の教育課程
必須：教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第 19 条第 1 項）

〔現状の説明〕
本学部では，教育目標を達成するための教育課
程を，4 年間で段階的・系統的に学習できるよう，
看護学 1 群〜4 群科目に区分して，楔形カリキュ
ラムとして配置している。
1 群科目は，豊かな人間性と幅広い教養を身につけることを目的とする。
2 群科目は，看護学の基礎となる事柄を総合的に学ぶ科目であり，健康や疾病の観点から
人間を捉える科目，生活環境や社会制度の面から健康との関連を考える科目，その分析方
法を知るための科目などで構成される。
3 群科目は，高度の専門的知識及び技術を形成する科目で，基礎看護学，臨床看護学，生
涯発達看護学，生活支援看護学，看護システム学の 5 領域の科目群で構成されている。
4 群科目は，看護学をもとに総合的な能力を形成する科目群で，主に他学部の授業科目や
単位互換科目・共同授業による科目となっている。
〔点検・評価〕
看護学 1 群，2 群，及び 3 群科目を段階的に学ぶことで，看護学の基盤構築から臨床にお
ける実践までを，体系的に学習することが可能となっている。1 群科目では幅広い選択科目
が展開されているが，2 年次以降は必修科目に時間をとられ，1 群科目の履修は難しい状況
にある。また，2 群及び 3 群科目の統合を円滑に進める工夫が必要である。
学部・学科等の教育課程
必須：教育課程における基礎教育，倫理性を培う教育の位置づけ

〔現状の説明〕
基礎教育に該当する看護学 1 群科目は，卒業要件 129 単位のうちの 26 単位を占める。こ
れらの科目は，一般教育部において各学部共通の科目として開講され，生命・医療科学の
総合大学としての特性を考慮した内容が盛り込まれている。人間形成の基礎科目（文化，
社会，健康の 3 領域）
，基礎教育科目（外国語系，数理・情報系，自然科学系）
，教養演習
科目と多岐にわたり，選択できる科目数は 66 科目 137 単位に及ぶ。教育目標を考慮して，
学生自身の選択の自由と履修の不偏性の勧奨を併せて保証する履修指導を行っている。
倫理性を培う教育としては，1 群科目として「倫理学 A・B」各 2 単位があり，また 3 群
科目の「看護倫理」の中で専門職としての倫理についての理解を深めることができ，両科
目を通じて基礎となる倫理観を養っている。また，2 年次の看護基礎実習，3 年次以降の領
域別臨地実習における実践経験を通して，さらに倫理観の形成・向上が図られている。
〔点検・評価〕
一般教育部との連携を図りながら基礎教育の内容を検討し，幅広い教養，豊かな人間性
を育む教育カリキュラムを展開できている点は高く評価できる。しかし，履修指導にもか
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かわらず，一部の学生はなお偏った科目を選択しているという問題点がある。
倫理教育に関しては，各年次に倫理観を養うことに繋がる講義や実習科目が適切に配置
されており，多面的な教育効果が上がっている。
学部・学科等の教育課程
必須：
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的，
学問の体系性並びに学校教育法第 83 条との適合性

〔現状の説明〕
下図に示したように，本学部の教育課程は楔型を特徴としており，これは教育理念・目
的と看護学の体系との整合性のもとに設定されたものである。豊かな人間性と幅広い教養
を身につける看護学 1 群科目は前半の年次に多く，看護学の基礎を総合的に学ぶ 2 群科目
は 3 年次までに，また，高度の専門的知識及び技術を形成する 3 群科目は後半の年次に多
く配置され，体系的に学習できる構成となっている。本教育課程によって，教育目標の，
人々が健康に生き，その人らしく生活することを支援できる看護実践能力の育成を図り，
進歩し続ける医療や変化し続ける人々に対応できる能力をもつ看護専門職者の育成を目指
している。

[選択科目]

４年

[選択科目]

基礎看護
科学総習，
医療機器論，
先端医療論

助産学・助産管理学
実習［選択］

感染管理論，
看護ｷｬﾘｱ開発論，
看護教育論，
国際看護論，
女性の健康援助論
助産管理学

統合実習

助
産
科
目

学校・産業看護学，看護マネジメント論，チーム医療論演習，
看護情報論演習
<領域別の看護学実習>

[選択科目] 3-4 年
看護研究論演習，
国際看護論演習

３年
症候・病態疾
病論Ⅱ，
疫学，
保健福祉行政論

[選択科目]
難病ｹｱ
助産学概論

[選択科目]

基礎看護科学Ⅴ，
臨床薬理学，
症候・病態疾病論Ⅰ，
地域環境論，
健康政策論，
基礎看護科学実習Ⅰ

１年

看護基礎実習Ⅱ，感染看護学実習
慢性期看護学，生涯発達看護学Ⅰ・Ⅱ，精神保健学，

基礎看護科学演習Ⅲ

感染看護学，基礎看護科学実習Ⅱ，
看護研究論

基礎看護科学演習Ⅳ
基礎看護科学演習Ⅰ，基礎看護科学演習Ⅱ

基礎看護科学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

看護基礎実習Ⅰ
基礎看護科学序論，理論看護学，看護過程・診断学

・教養演習科目

看護学１群科目

回復期看護学，急性期看護学，小児生涯発達看護学，
母性生涯発達看護学，老年生涯発達看護学，精神看護学，
在宅看護学，公衆衛生看護学，健康支援看護学，健康支援方法論

緩和ｹｱ看護論，
家族看護論，
看護ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
論演習，
女性の健康科学

・人間形成の基礎
科目
（文化，社会，健康
の領域）
・基礎教育科目
（外国語系，数理・情
報系，自然科学系）

急性期・小児生涯発達・母性生涯発達・老年生涯発達
・精神・地域看護学実習 等
慢性期看護学実習，生涯発達看護学実習

[選択科目]

専門英語演習，臨床
心理学，医療情報処理論

２年

看護倫理

看護学２群科目
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〔点検・評価〕
看護学学習の体系化を考慮した楔型の教育課程は評価できる。
平成 20（2008）年度から新カリキュラムを採用している。学年進行に合わせて数年間は
旧カリキュラムと併存することとなるが，両カリキュラムの併存と整合性，新カリキュラ
ムの円滑な運用が現在の課題である。
学部・学科等の教育課程
必須：一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を
涵養」するための配慮の適切性

〔現状の説明〕
一般教養科目である看護学 1 群科目は，豊かな人間性と幅広い教養を身につけることを
目的として明示し，平成 20（2008）年度新カリキュラムでは，学生が偏りのない科目選択
をするための支援策として，選択単位の履修モデルを提示し，選択必修単位としての単位
数を定めた。
（文化の領域，社会の領域，健康の領域，数理・情報系，自然科学系 各 4 単
位，教養演習系 2 単位）
〔点検・評価〕
本学の一般教育部は大学全体の教養教育を担当しており，学部の壁を取り払って学生が
ともに学べる場を提供し，生命・医療科学の総合大学に相応しく，生命・医療に関連する
テーマを多く取り扱っている点が特徴となっている。教授陣の人材が豊富であり，多彩な
テーマを多様な視点から学習することができる。
なお，専門教育的授業科目の履修が進むと 1 群科目が履修しにくい状況となるが，これ
は学部のカリキュラムの問題というより，保健師助産師看護師学校養成所指定規則による
ところが大きい。
学部・学科等の教育課程
必須：外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に
対応するため，外国語能力の育成」のための措置の適切性

〔現状の説明〕
外国語教育の主体は一般教育部であるが，国際化を目指した看護学教育のため，学部独
自の科目として「専門英語」をおき，看護・医療に関連する英語教育を実施している。英
語は国際的共通言語として必須のものであり，希望学生に対しては，協定校の米国 UCLA
看護学部において，夏期の 2 週間程度を費やして，
「国際看護論」という英語による実践的
な看護学演習を行っている。
〔点検・評価〕
一般教育部による外国語教育に加えて，本学部では専門英語教育を，全教員の共通理解
のもとで教育目的に沿って行っており，適切な方法であると評価できる。ただし，専門英
語を教授する人材の確保が難しい状況である。
学部・学科等の教育課程
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必須：教育課程の開設授業科目，卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外
国語科目等の量的配分とその適切性，妥当性

〔現状の説明〕
新カリキュラムの卒業要件単位数 129 単位に占める区分別の授業科目数は以下の通りで
ある（総科目数 137 科目 自由科目を除く）
。必修科目の単位数が 60 科目 97 単位である
ので，残る 32 単位を，1 群 57 科目，2 群 6 科目，3 群 14 科目のうちから選択すればよい。
開設科目数

看護学 1 群科目（豊かな人間性と幅広い教養を身につける）

61
（ 4 ）

（内）外国語科目

必修科目数

4
（ 4 ）

看護学 2 群科目（看護学の基礎となることがらを総合的に学ぶ）

19

13

看護学 3 群科目（高度の専門的知識及び技術を形成する）

57

43

〔点検・評価〕
本学部は保健師・助産師・看護師の養成施設であることから，保健師助産師看護師学校
養成所指定規則により履修科目と必修単位数が国により定められている。それに準拠した
上で，選択科目が十分確保されていることから，適切な配分と言える。また，本学の教育
の目的に沿った科目群が開講されていることは高く評価できる。
学部・学科等の教育課程
必須：基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況

〔現状の説明〕
一般教育部の充実した教授陣が看護学 1 群科目の講義・演習・要習・実習を担当してい
る。また，本学部の教育委員長は，一般教育連合教授会の構成員であり，一般教育部の教
育委員は，看護学部教育委員会に臨席している。それにより，随時，一般教育部で行われ
ている講義・演習・要習・実習に関する話し合いが行われ，学部の専門基礎教育との連携
が図られている。
〔点検・評価〕
常に看護学部から，看護学 1 群科目に関する提案ができる体制が整っており，一般教育
部との意思の疎通が十分に図られている点は大いに評価できる。また，一般教育部の充実
した教授陣により，看護学 1 群科目は高い教育水準が確保されている。
学部・学科等の教育課程
必須：カリキュラム編成における，必修・選択の量的配分の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
新カリキュラムにおける必修・選択の科目数は次の通りである。

・平成 20（2008）年度カリキュラムの開設科目数
必修科目数

選択科目数

自由科目(卒業要件単位に含めない)

看護学 1 群

4

57

9

看護学 2 群

13

6

0

看護学 3 群

43

14

4

60

77

13

計
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〔点検・評価〕
保健師助産師看護師学校養成所指定規則に準拠した上で，十分な選択科目数が確保され
ることから，適切な配分と言える。
カリキュラムにおける高・大の接続
必須：学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況

〔現状の説明〕
本学部の入試科目の設定や高校のカリキュラムの関係で，一部の自然科学系科目を履修
せずに入学してくる学生が存在する。これまで，そのような学生に対して，入学時のオリ
エンテーションで，履修していない自然科学系の 1 群科目を選択するよう履修指導を行っ
てきたが，平成 20（2008）年度からは，自然科学系の 1 群科目を少なくとも 1 科目（4 単
位）は履修するよう規程を改めた。そして，専門基礎科目を担当する学部専任教員が，そ
れらの科目で必要とされる高校レベルの生物学・化学・物理学の基礎知識を教授するため
の必修科目（1 年次前期配当）を設け，学生の理解度向上を目指している。
〔点検・評価〕
学生は 1 群科目を選択する際に，高校で得意だった科目を選ぶ傾向があり，自主性に任
せている限りは，入学後に未履修の自然科学系科目を選択させることは難しい。1 群の自然
科学系科目が通年開講科目となっているため，万一不合格となった場合，新たな科目の履
修が難しいことも，履修を避ける一因になっている。しかし，自然科学系 1 群選択科目の
履修者数が以前より増加したことをみると，前述の方策が奏功したと考えている。また，
学部専任教員が専門基礎科目だけでなく，その科目で必要とされる自然科学の基礎知識を
教授することで，高校での未履修科目の内容を補うことができ，学生の到達度に応じた柔
軟な対応が可能となっていることは評価できる。
カリキュラムと国家試験
必須：国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における，カリキュラム編成の適切性

〔現状の説明〕
本学部では，統合カリキュラムによる教育（4 年間を通じて看護師・保健師の教育を行う）
を展開しており，卒業要件の 129 単位を履修したもの全員に，看護師と保健師の国家試験
受験資格が与えられる。したがって，各学科目の教育内容は，看護師・保健師国家試験出
題基準や社会の変化・動向を意識し，常に検討・改定を行っており，看護師国家試験につ
いては，ほぼ 100％，保健師についても 95％近くの合格率を維持している。
助産師については，希望者が年々増加しているため，平成 20（2008）年度から学士入学・
編入学の学生も履修可能なカリキュラムに改めた。同時に，国家試験受験資格を得るため
に必要な 31 単位 720 時間以上の講義・実習という過密なカリキュラムを改善すべく，助産
師関連科目のうち 4 科目 4 単位を，卒業要件単位とした。助産師国家試験の合格率は 100％
である。
〔点検・評価〕
本学部の国家試験合格率は，常に全国平均を上回っており，カリキュラム編成が適切で
あることを示している。特に臨地実習においては，専門職の責任と倫理観を学ばせ，学び
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の質を確保できるよう，学生個別の到達目標を設定するとともに，卒業時の到達度を評価
している。一方，卒業生の殆どが臨床の看護師として就職するため，学生の保健師国家試
験受験に対する意欲は低く，これに対する有効な方策を検討する必要がある。なお，助産
師については，分娩数の減少，実習施設の確保の面等から，履修できる人数が限られてい
る。
医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習
必須：医・歯・薬学系のカリキュラムにおける，臨床実習の位置づけとその適切性

〔現状の説明〕
看護実践能力を育成するうえで，臨地実習は極めて重要な位置づけにある。看護学 3 群
科目の臨地実習は，看護基礎実習Ⅰ・Ⅱ，慢性期看護学実習，急性期看護学実習，小児・
母性・老年生涯発達看護学実習，精神看護学実習，地域看護学実習及び統合実習で構成さ
れ，すべて必修科目である。それぞれの科目に履修基準を設け，1〜4 年次のカリキュラム
全体において臨地実習を順次的かつ体系的に履修させるようにしている。これ以外に，助
産師国家試験受験資格取得を目指す者のために，助産学・助産管理学実習がある。
看護学部の臨地実習は，主として北里大学病院及び北里大学東病院で実施しており，両
病院との調整のうえ，臨地実習要項や事故発生時の対応マニュアル，教員のガイドライン
等を整備している。
〔点検・評価〕
看護学部の臨地実習が，主として隣接する北里大学病院・東病院で実施できること，ま
た看護学部教員と両病院看護師との密接な連携のもとに行われていることは高く評価でき
る。さらに，実習指導者育成のための研修も実施されており，質の高い指導体制が確保さ
れている。一方，在院日数の短縮化やクリニカルパスが使用される患者が多くなり，学生
が受け持つ患者数が減少していることや，患者の自己決定権の確保のために看護師の実習
自体が難しくなってきているという，困難な状況を迎えつつある。
インターンシップ，ボランティア
任意：インターンシップを導入している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性
任意：ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性

該当しない
授業形態と単位の関係
必須：各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥当
性

〔現状の説明〕
本学部における 1 単位当たりの授業時間は，講義科目 15 時間，演習科目 30 時間，実習
科目 45 時間と定めている。
これまでは，科目により 1 単位 15 時間の科目と 30 時間の科目が混在していたが，平成
20（2008）年度のカリキュラム改定において，それを上記の単位計算方式に統一するとと
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もに，併せて，カリキュラム上，講義及び演習科目は 1 コマ 90 分の授業を 1 単位科目では
8 コマ，2 単位科目では 15 コマを確保することとした。
〔点検・評価〕
平成 20（2008）年度より上記の基準に則り授業時間を設定しているが，これまで授業時
間数の多かった 2 群科目（専門基礎科目）では，関連する看護専門科目との内容の重複を
調整し，内容の精選，工夫・改善等を行ったため，これまで特に問題は起こっていない。
また，祝祭日，大学行事，あるいは休講により規定の授業コマ数が不足する分については，
あらかじめ時間割に補講の時間を組み込んで授業時間を確保している。1 単位あたりの授業
時間数を授業形式により例外なく統一し，授業コマ数の統一ができたことは，単位認定の
厳格さという点で評価できる。
単位互換・単位認定等
必須：国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性
（大学設置基準第 28 条 2 項，
第 29 条）

〔現状の説明〕
「首都圏西部単位互換協定」に基づき，他大学から提供される単位互換科目・共同授業
科目の履修と，本学の「他学部の授業科目履修制度」により，単位互換科目が履修できる
制度が整備されている。ただ，単位互換科目と共同授業科目の修得単位は卒業要件単位に
含めていない。履修の上限は，当該学期中に両制度の合計で 4 単位までとし，他学部の授
業科目履修については，学部の既設選択科目に読み替え可能な場合，10 単位を上限に読み
替えを行って卒業要件単位に含めている。
3 年次編入学生については，多様な学習歴及び学習ニーズに対応するため，平成 20（2008）
年度入学者から，認定単位の上限を 63 単位から 84 単位に引き上げた。2 年次入学の学士
入学生については，1 群選択単位 26 単位を包括認定，英語 4 科目 4 単位については個別に
認定しており，卒業大学の専攻分野の多様性を考慮して，平成 20（2008）年度入学者から
は 2，3 群の選択科目も認定することとした。なお，1 年次生の入学前既修得単位の認定も
必要に応じて行っている。
〔点検・評価〕
卒業要件単位として認められない科目を履修することは，その科目に対する勉学意欲，
時間割，キャンパスの立地条件等がうまく合致しない限り，動機付けがないに等しい。
編入学・学士入学生の既修得単位認定については，適切と評価できる。
開設授業科目における専・兼比率等
必須：全授業科目中，専任教員が担当する授業科目とその割合
必須：兼任教員等の教育課程への関与の状況

〔現状の説明〕
平成 20（2008）年度の開講科目でみると，2 群科目は 33 科目中 22 科目（66.7%）を専
任教員が担当し，3 群科目については，45 科目のすべてを専任教員が科目責任者として担
当している。2 群・3 群科目のうち，必修科目については専任教員が科目責任者として担当
する割合は 94％であり，兼任（兼担及び非常勤を含む）教員が担当する割合は 6％である。
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一方，選択科目については兼任（兼担・非常勤を含む）教員が担当する割合が 30％である。
これらのうち，3 群科目は全科目を専任教員が担当している。
〔点検・評価〕
2 群科目の専任教員担当比率が低いのは，看護学の基礎事項を教授する科目として，看護
学の周辺領域（例えば臨床心理学や社会福祉論，医療工学など）の選択科目を開講してい
るためである。主要必修科目は殆ど専任教員が科目責任者，分担者として担当している。
疾病や病態を扱う科目では，医学部の教員あるいは専門看護師が兼任教員として担当して
いるが，適切な措置と言える。また，看護技術のような少人数を対象とした指導が求めら
れる科目については，兼任教員の採用は，指導担当教員の人員確保のためやむを得ない。
社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
任意：社会人学生，外国人留学生，帰国生徒に対する教育課程編成上，教育指導上の配慮

〔現状の説明〕
本学部では，社会人学生として現在，
3 年次生 2 名， 4 年次生 5 名 計 7 名

①編入学生（3 年次編入）
：

②学士入学生（2 年次編入）
：2 年次生 4 名，3 年次生 2 名， 4 年次生 3 名 計 9 名
が在籍している。
編入学・学士入学生に対する特別な教育課程は編成しておらず，通常の教育課程の中で
修学している。編入学生は，既に看護師の資格を有し看護職としての 3 年以上の職務経験
をもつ者であり，学士入学生は，4 年制以上の大学を卒業し，学士の学位を取得している者
である。それぞれに対して担当教員を置き，既修得単位の認定や履修指導を行っている。
編入学生が本学部で履修すべき単位は，保健師国家試験受験資格を取得するために必要な
科目の単位を含み 43 単位以上である。
平成 20（2008）年度編入学生から既修得単位認定科目の見直しを行い，認定単位数の上
限を引き上げて，学生の多様な学習ニーズに対応した選択科目の履修等ができるように配
慮している。学士入学生については 2 年目（3 年次）に通常の学生と同じ時間割になるため，
入学年次(2 年次)に，本来 1 年次に配当されている 2 群・3 群の必修科目を 2 年次の科目と
合わせて履修しなければならず，時間割が過密になっていることから，卒業大学の専攻分
野の多様性を考慮することで，既修得認定可能な科目を増やし，学生の負担軽減を図った。
なお，本学部には外国人留学生は在籍しておらず，帰国生徒の特別枠は設けていない。
〔点検・評価〕
学生の多様な学習ニーズや学習歴を考慮しつつ，教育上の配慮や改善が図られているが，
学士入学生については，なお時間割の過密さが解消されていない，科目履修の順次性が確
保できない，などの問題がある。編入学生については，1 群科目の履修と 2 群・3 群選択科
目の履修が主となり，通常入学の学生と打ち解けることが難しいという状況となっている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 平成 20（2008）年度に開始された新カリキュラムの進行に合わせて問題点・課題を抽出
しつつ，教育課程の見直しを漸次行い，統合型カリキュラムの一層の体系化を目指す。
2 1 群・2 群・3 群に区分した看護教育の発展に沿うカリキュラムについては，バランス
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良く履修可能となるように改善を重ね，1 群科目については，教養教育がさらに強化され
るよう一般教育部とも連携して工夫・改善にあたる：具体的には，1) 一般教育部に数理・
情報系，自然科学系の通年科目を半期の科目として構成することの検討を依頼する。2) 教
育委員会を中心として，改善方策等の整合性について毎年見直しを行う。3) 教育委員会
を中心として，単位数や単位設定について毎年見直しを行う。
3 UCLA 看護学部の協力も求めて国際化のための教育（外国語教育及び国際看護論等）を
強化するほか，看護管理や看護情報などの生涯教育として重要な科目の強化も図る。
4 中等教育から高等教育への移行，教養教育から看護専門教育への拡大が円滑に進むよう，
一般教育部と協力して効果的な教育体系を構築し，実施する。
5 北里大学病院・東病院等との緊密な関係を今後とも推進しつつ，看護実践能力の向上を
目指す看護学臨地実習を社会人へと繋ぐ看護学教育の重要なステップと捉え，一層の充
実を図る。
②教育方法等
〔到達目標〕
看護学部の教育目標に即した看護専門職者の養成のために，的確に学生の成績評価を行
い，教育効果を正しく測定し，効果的な教授方法の実施と学習支援について組織的に検討
する必要がある。その具体的な到達目標として次の各項目を設定する。
◇教育効果の測定
1 科目ごとに教育目標・到達目標を明示して，科目の特性にあった評価方法を導入する。
2 知識教育に加え，対人間の関係の中で思考・行動する教育が重要であるため，そのため
の教育評価方法を開発する。
3 履修科目数が過剰とならないによう学生個別に履修指導を行う。
4 卒後の多様な進路選択が可能となるよう，教育課程・体制を整える。
◇成績評価法
1 授業への出席状況を正確に把握し，厳格に定期試験受験資格の審査を行う。
2 成績評価にあたっては複数回の試験を含め，複合的・多元的な評価方法を導入する。
3 成績不良者に対し，学年主任・クラス主任制度により適切な履修指導を実施する。
4 2 年次から 3 年次への進級について進級基準を設定し，臨地実習の教育の質を確保する。
5 卒業時の学生の看護実践能力の評価と，それを踏まえた看護技術研修を実施する。
◇履修指導
1 シラバスの充実とその具体的な記載に努め，新学期の学年ごとのオリエンテーション時
に適切な説明・指導を行う。
2 留年者に対するクラス主任・学年主任による個別指導を実施する。
◇教育改善への組織的な取り組み
1 FD 活動として，学生の勉学意欲の活性化と教育内容・教育方法の改善に向けての教育研
修を実施する。
2 教員相互の授業聴講の実施とその報告書の提出・閲覧により，教授法の改善に役立てる。
3 平成 20（2008）年度から実施された新カリキュラムを教育改善の面から検討する。
4 シラバスを充実し，的確な教育目標，具体的な授業内容，多元的な評価方法について明
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示する。
5 平成 17（2005）年度から実施している学生による授業評価を継続し，調査法，内容，活
用法について年度ごとに検討する。
◇授業形態と授業方法の関係
1 多人数の講義における配布教材，視聴覚教材，授業方法を工夫するとともに，その情報
の共有を図り，組織的な教育的取り組みを行う。
教育効果の測定
必須：教育上の効果を測定するための方法の有効性

〔現状の説明〕
シラバスに記載した各科目の教育目標・到達目標及び評価方法や，科目責任者による教
育上の効果測定の意向を受けて，定期試験や課題レポートによって学生の到達度を測定・
評価している。
〔点検・評価〕
看護学部の場合は，態度・行動における質的な評価がとりわけ重要となるため，ペーパ
ー試験だけでなく，学生の日々の態度や行動，記録物も視野に入れて教育上の効果測定が
行われることが多い。優れた看護師の育成という観点より，その方法は適切であると判断
される。
教育効果の測定
必須：卒業生の進路状況

〔現状の説明〕
本学部卒業生の過去 5 年間の進路状況は次のとおりである。
年度

卒業者数

就

職

進学

その他

(看護師)(保健師)(助産師)(その他)
19(2007)

115

93

5

8

1

5

3

18(2006)

114

100

6

4

0

1

3

17(2005)

126

107

6

5

0

0

8

16(2004)

119

102

5

4

1

3

4

15(2003)

126

109

4

4

1

7

1

就職者のうち，北里大学病院・東病院への就職率の平均は 63.2%である。
〔点検・評価〕
卒業生の殆どが取得した資格を生かして就職しており，本学の大学病院への就職率は
60%台で推移している。看護師の資格を有し，編入学生として入学してきた学生の進路は多
方面に及んでいる。学士入学生で年齢の高い学生の場合，就職先の選択が狭くなってしま
う例が見受けられる。
進学者については，本学部で助産課程を履修できなかった者が助産師養成学校へ進むケ
ースが多い。
卒業生の就職に関しては特に問題はない。国家試験不合格者に対しては，卒業後も在学
生（4 年次生）向けに開講される国家試験対策講座を受講できるよう配慮し，受験手続きに
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ついてもフォローをしているので，その対応は適切である。
成績評価法
必須：厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法，成績評価基準の適切性

〔現状の説明〕
授業科目を履修し，その試験，論文審査等に合格した者に対し，成績評価を行い，所定
の単位を認定している。評価は，優（100 点〜80 点）
，良（79 点〜70 点）
，可（69 点〜60
点）
，不可（59 点〜0 点）の 4 種をもって表し，優・良・可を合格，不可を不合格としてい
る。試験実施に際しては，注意事項をシラバス等に明示して学生に周知徹底し，厳格な試
験監督のもとで行っている。原則として，再試験は当該科目の科目責任者の判断によって
実施の有無を決めている。再試験の成績は，60 点以上を合格とし，最高点を 70 点として
いる。
〔点検・評価〕
不可の学生が多数出た場合の再試験のあり方については，学部教育委員会で随時検討し
ている。成績評価結果は学生の希望に応じて開示し，フィードバックが行われている点は
評価できる。現行の成績評価と評価基準は適切である。
成績評価法
必須：履修科目登録の上限設定等，単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性

〔現状の説明〕
登録科目数の上限は設けていない。履修登録科目の途中放棄は認めていないので，学生
が履修登録する選択科目も適当な数となっている。また，科目の全授業回数の 1/3 以上の欠
席があった場合，単位取得試験を受けることができないため，試験のみを受けて単位を取
得することはできない。
〔点検・評価〕
単位認定に関しては，履修登録科目の途中放棄ができないことを周知徹底することによ
り，過剰な科目登録が防止されている。学生の出席状況の把握により単位取得試験受験資
格の確認を行っているため，単位取得における空洞化や形骸化を防ぐことができている。
したがって，学部の教育目標に照らし，現行の単位認定方法は適切であると言える。一方，
履修登録した選択科目の放棄を認めない措置は，学生にとっては科目選択の自由が多少妨
げられる結果を招いている。
成績評価法
必須：各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性

〔現状の説明〕
卒業要件の 129 単位を修得しなければ，卒業は認められない。また，2 年次から 3 年次
への進級については，
「1・2 年次に履修すべき必修科目のすべてと，1 群選択必修科目 22
単位以上を修得しなければならない」という進級基準を設けている。これに加えて，臨地
実習に赴くためには，それぞれ前提科目を指定し，その履修を条件として定めている。
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平成 17（2005）年度から，4 年次の国家試験終了後，卒業・就職に備えて，学生が不安
を持つ看護技術について学習できる「看護技術自己研修」を実施している。点滴・注射，
経管栄養や導尿等の技術について，教員のサポートを受けつつ自主的に学べるようにして
いる。
これらの方途によって，各年次及び卒業時の学生の質を担保している。また，平成 18
（2006）年度からは，卒業直前の 4 年次生に対して，アンケートによる看護実践能力の実
態調査を行い，卒業時の学生の質保証を確保するための方向性を見いだす手懸りを探って
いる。
〔点検・評価〕
本学部では，2 年次から 3 年次への進級基準のみ設けているが，国家試験合格率は毎年全
国平均を上回っており，この方法で問題はないと考えている。卒業後，6 割以上の学生は北
里大学病院・東病院へ就職し，看護実践の質を向上させるための継続教育が行われ，質の
高い看護実践が可能な看護師育成へと結びついている点が長所である。
履修指導
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：留年者に対する教育上の配慮措置の適切性
任意：科目等履修生，聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性

〔現状の説明〕
毎年 4 月初旬に，1 年次生に対しては新入生オリエンテーションを，また在学生の 2〜4
年次生に対しては新年度ガイダンスを実施し，授業科目の履修指導をしている。看護学 1
群科目に対しては，履修推奨科目をシラバスに記載し，補足説明を行っている。また，2 年
次への学士入学生と 3 年次への編入学生に対しては，教育委員及びクラス主任を中心に個
別に履修指導を行っている。一方，全ての年次において，学生を 30 名ずつのクラスに分け
てクラス主任が受け持ち，当該年度の履修状況を確認して，随時，丁寧な指導を行ってい
る。とりわけ，再履修科目を多く有する学生に対してはきめの細かい個人指導をしている。
留年者に対しては，クラス主任が継続的に個人面談を行って，学習意欲が持続するよう
に指導を行い，今後の履修計画や国家試験対策について，随時，丁寧に指導している。
科目等履修生は，実習科目を除いて 8 割以上の開講科目を履修することができる。科目
等履修生の履修に関しては，学部生とほぼ同様の取り扱いをしているが，特に課題などの
連絡，補講，試験等については，情報が途絶えないよう科目責任者が配慮している。
〔点検・評価〕
学生への履修指導は丁寧に実施されており，1 群選択科目の履修推奨科目をシラバスに記
載して補足説明を行うなど，学生の理解を促進するうえで適切な措置がとられていると評
価できる。また，留年者が意欲を持って学習に臨めるような教育的配慮もなされている。
科目等履修生の履修に関しては特に問題はないが，その数が少ない点には改善の余地があ
る。
教育改善への組織的な取り組み
必須：学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルテ
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ィ・ディベロップメント（FD）
）およびその有効性

〔現状の説明〕
平成 5（1993）年度から，教員の教育指導方法の改善を主目的として，学部教員全員参
加の教員教育研修会を年 1 回実施してきた。
平成 16（2004）年度には FD 委員会が設置され，以後，同委員会は研修会の企画・実行
に加え，教育改善や学生指導強化に資する講演会等を定期的に開催している。また，平成
19（2007）年度からは，FD 委員による新任教員に対する学部内研修も実施されている。
さらに，同委員会は，平成 20（2008）年度のカリキュラムの改訂に際し，当時のカリキ
ュラムの点検・評価から，新しい教育システムの検討まで，年 1 回，4 年間かけて議論を重
ねた。このほか，平成 19（2007）年度後期からは，新たに教員の授業方法の改善を意図し
た教員相互の「授業聴講」を企画し，実施している。授業聴講は平成 20（2008）年度も継
続して行い，夏期に研修会を開いてその結果を評価した。
〔点検・評価〕
平成 20（2008）年度から実施されている新カリキュラムの編成では，その構想から完成
までのすべての過程が，学部全教員の参加のもとに進められたことは，高く評価されるべ
きである。各教員にとって，科目構成や講義内容の検討にとどまらず，教育方法や 4 年間
を通した教育システムを考える絶好の機会となり，FD の一環として行われたイベントの成
果としては，極めて有意義であった。
教員相互の授業聴講は，これまでに何度も話題に上りながらもなかなか実現されなかっ
たものであり，特に教授方法を相互に学習するという点で，その効果が大いに期待できる。
グループディスカッション形式の教員研修会では，全教員の率直な意見の集約が可能で
あり，教育の改善につながると考えられるが，学部外の意見は取り入れられないため，そ
の成果の評価は慎重になされなければならない。また，研修会で抽出された課題や試案は，
その後も引き続き学部で検討することにより，教育改善への貢献に結びつけることが重要
である。
教育改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況

〔現状の説明〕
シラバスは 4 月初旬のガイダンスにおいて学生に配布されるため，入稿依頼は前年度 1
月末を締め切りとし，その内容と体裁を統一するために，シラバスを執筆する教員には，
教育目標，授業内容，評価方法などの表記法の見本を提示している。一方，シラバス冒頭
の教育目標，単位と科目区分，授業科目一覧，カリキュラム読替表，卒業要件，進級規程，
教務諸事項の重要部分については，教育委員会で協議し，必要に応じて修正・追加を行っ
ている。
〔点検・評価〕
シラバスの記載内容は，教育委員会で協議し，修正・追加を行っているが，これまでに
大きな問題は見られていない。また，記載方法も統一されてきており，使いやすいシラバ
スになっていることは評価できる。
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教育改善への組織的な取り組み
必須：学生による授業評価の活用状況

〔現状の説明〕
平成 17（2005）年度から，講義・演習・実習毎に様式を定めて，学生による授業評価を
開始した。各授業科目について，科目責任者が評価内容を自らの授業に生かすことを目的
としており，その結果を記載した実施報告書が作成される。実施報告書は，看護学部事務
室で閲覧可能である。
〔点検・評価〕
授業評価は，科目責任者が授業の工夫・改善を行うことを目的としており，その報告書
は公開しているが，他の教員が閲覧する機会は少ない。学生も当初はコメントの記入が多
かったが，現在は該当箇所にチェックするのみであり，制度としての授業評価は実施され
ているものの，その実態は形骸化しており，科目責任者以外にはあまり有効に活用されて
いるとは言えない。
なお，評価結果取りまとめにおける教員の負担を軽減するために，平成 19（2007）年度
からマークカード方式に変更している。
教育改善への組織的な取り組み
任意：卒業生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
卒業生に対するアンケート調査等の制度的な取り組みは行っていないが，平成 18（2006）
年度から，すべてのカリキュラムを終えた卒業直前の学生に対し，次のような調査を開始
した。
平成 15（2003）年度に厚生労働省が「学士課程の看護基礎教育の現状と課題」で示した，
「看護基礎教育で修得する看護技術と臨床現場とのギャップが大きい」，
「学生の基本的な
生活能力，常識，学力，コミュニケーション能力が不足している」という内容は，本学部
生にも当てはまる。そのため，カナダのヨーク大学で開発された看護教育評価モデル，

Stufflebeam の CIPP Model を用いた状況評価調査を，教育委員会の主導で実施した。
調査項目は，
「教育の機会」
，
「基礎看護技術の到達度」
，
「本学の 5 つの教育目標の到達度」
についてであり，無記名による自己評価法で調査した。
また，平成 17（2005）年度には，編入学制度のあり方を検討するために，平成 16（2004）
年度までに入学し卒業した編入学生 20 名に対して，アンケート調査を実施した。
〔点検・評価〕
卒業直前の学生に対するアンケート調査により，本学部の教育目標の 5 つは概ね達成で
きていることが明らかとなった。その結果は，教員や臨地実習指導者にも公開しており，
授業改善，臨床実習指導の改善等に生かされつつある。このアンケート調査では学生の率
直な意見は得られるが，客観性に乏しいという問題点が指摘されている。
編入学制度の調査結果は，制度のあり方の検討材料として活用されている。
教育改善への組織的な取り組み
任意：教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性
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〔現状の説明〕
現在の，教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムとして，教育委員会がある。
教育委員会において，学生の履修状況の実態調査や学生に対する看護実践能力の実態調査
を行い，その結果に基づいて教育改善案を策定している。
〔点検・評価〕
教育委員会が，評価結果を教育改善へと結びつけるために，どのような活動を行うこと
が適切であるか等については，現在，試行の段階にある。教育評価結果の集積が少ないと
いう事実もあるので，より体系的な教育評価を行う必要がある。
授業形態と授業方法の関係
必須：授業形態と授業方法の適切性，妥当性とその教育指導上の有効性
必須：多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性
必須：
「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における，そうした制度の運用の適切
性

〔現状の説明〕
1 学年の学生数が 100 名を超えるため，必修科目の講義は一斉講義形式を採っており，1
名の教員によって行われている。演習・実習科目は，学生 6〜7 名を 1 グループとした小グ
ループに，1 名の指導教員が配置されている。
講義における教材提示は，主にパーソナルコンピュータによって行われている。また，
教員相互の授業聴講を通じて，教員相互に関心のある教育技法が教員会議などで報告され
ている。
各講義室はインターネットに接続されているほか，情報演習室はクライアント・サーバ
ー・システムを使用しており，教員は教材等を研究室から送信できることに加え，サーバ
ーに提出された学生のレポートや演習課題を教員研究室で取り出すことができる。
大学の地理的遠隔性を克服するために，インターネットによるゼミ程度の遠隔教育の試
行，各キャンパス間に引かれたテレビ会議システムの授業への応用，大学の情報基盤セン
ター所属のストリーミングサーバーを用いてのオンデマンドの e-Learning の導入などを検
討中である。
〔点検・評価〕
本学部卒業生の国家試験合格率は全国平均を上回っているので，現状の授業形態や方法
に大きな問題はないと考える。一斉講義形式では，講義内容の理解がしづらいという声も
あるが，各教員の創意工夫でその欠点を補う努力がなされている。演習科目では少人数制
のために理解が容易であるという長所があるが，指導教員の数と質の確保が問題となって
いる。
授業において，データベースの検索や Web ページの閲覧なども行われており，これらは
情報教育用インフラ整備の賜物と捉えることができる。ネット回線を用いた遠隔授業の試
行と活用については，財政的に負担を生じない適切な方法を検討中である。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 授業の出席状況を正確に把握（する方法を導入）し，科目の内容に応じた成績評価法を
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開発することにより，解決するべき問題点を明らかにする。
2 平成 20（2008）年度から開始された新カリキュラムでは，進級基準を厳格化し，臨地実
習の履修前提科目を設けたが，教員も授業方略や評価方法の工夫をすることで，学生に
とってより理解しやすく学びやすい授業となるよう，学年進行に合わせてさらに検討を
続ける。
3 学生による授業評価や教員相互の授業聴講から得られた成果の教育への還元は，現在，
まだ各教員個別対応のレベルにあるため，今後は学部として組織的な活用を図る。
4 FD 活動を通じて教育内容及び教育技法の向上について検討し，学部全体での授業改善へ
と繋げるとともに，併せて学習方略の検討を継続的に進める。
5 看護実践能力の強化のために，今後も教育に関して考えられる限りの改善に継続して取
り組む。
6 学部 HP 等にリンクしたハイパーテキスト・タイプの看護マルチメディア教材を作成し，
その利用拡充に努める。
③国内外との教育研究交流
〔到達目標〕
看護学教育のグローバリゼーションに対応し，国際的視野に立って看護実践を展開でき
る人材を育成するためのシステムを検討する。諸外国における看護教育及び看護実践への
参加体験を通して，わが国及び世界の看護の質の向上を推進させる力を養うための到達目
標を設定する。
（平成 18（2006）年度〜20（2008）年度事業計画で設定）
1 UCLA 看護学部との教育・研究交流を拡充する。
2 UCLA 看護学部を履修施設とする「国際看護論演習」の教育プログラムをさらに充実させ
る。
3 モンゴル国の複数大学との教育・研究交流をシステム化する。
4 他の海外大学とも積極的な交流を進める。
国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
任意：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況

〔現状の説明〕
本学部では，学部開設当初からの米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）との
交流を継続し，国際的視野に基づいた看護教育に力を注いできた。3・4 年次生を対象とす
る UCLA での夏期特別研修は，昭和 61（1986）年度以降，隔年で実施し，こちらが訪米
した翌年は UCLA から教員・院生を招聘している。平成 19（2007）年度には副学部長と
教員 3 名及び博士課程の院生 2 名を迎え，講義・研究プレゼンテーションを通して相互の
交流を深めた。また，大学間で連携している中国の吉林大学にも毎年 1 名の教員を派遣し，
教育に関する情報交換を継続している。
平成20（2008）年5月にはUCLAとMOU（国際交流協定）を締結し，今後5年間における
両大学看護学部の学生交流，共同研究，教員派遣等の発展に関して合意を見た。また，平
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成19（2007）年度よりスタートしたモンゴル国立保健科学大学を頂点としたモンゴル国内
の4大学への看護教育支援と交流，以前からの中国吉林大学との教育プログラムの共有，カ
ナダの看護研究者等の特別講演への招聘など，学部の国際交流委員会を中心とした新たな
国際交流プログラムの展開により，学生・教員が国際的な視野で看護を学ぶ機会を増大・
多様化させている。さらに，平成19（2007）年度にはオーストラリアの看護生涯教育・研
究センターや看護大学を視察し，今後，教育・研究の交流を緊密化させることを検討して
いる。
〔点検・評価〕
現行の選択科目である「国際看護論」の受講希望者が非常に多いこと，将来，海外での
活躍をめざす学生が増えていることなどから，国際交流に関する関心は非常に高まってい
る。しかし，学生の長期海外派遣の可能性を検討しても，カリキュラム上，日程の調整が
困難で，具体化できない場合が多い。
一方，本学部では，平成 18（2006）年度から国際交流担当教員を配置して，米国，モン
ゴル，カナダ等との連携を推進してきており，学部として組織的な国際交流のシステムが
整いつつあり，今後，それら大学との交流の発展が大いに期待される。UCLA からの教員
招聘の成果として，訪米研修に参加できなかった学生・院生に国際的な雰囲気の中で学ぶ
機会を提供することができること，また教員相互の交流を深められる点が挙げられ，極め
て有意義である。協定締結を経て，教員 1 名が半年間の留学を予定している。海外からの
教員や学生の招聘については学部内の裁量で実施できるが，設備上の問題や経費の問題で，
発展途上国への支援などに関しては限界がある。今後は大学全体で国際交流に関するシス
テムを整備することが急がれる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 UCLA 看護学部との国際交流協定にもとづき，学生の交換留学や教員の教育・研究の交
流を活発化する。具体的には，カリキュラム上の単位互換や受け入れ施設の設備，交流
経費等について検討する。
2 モンゴル国への教育支援では，看護教員や臨床看護師の交流を促進するとともに，テレ
ビ会議システム等の通信設備を積極的に活用する方向を検討するなど，具体的支援が可
能となるシステムの構築に努める。
3 カナダ，オーストラリア等との教育・研究の交流を模索しつつ，アジア諸国との看護交
流についても検討する。

２−５−２．看護学研究科
①教育課程等
〔到達目標〕
看護学研究科の理念・目的のもと，その一つである継続教育のために，修士課程では，
社会のニーズに応え，看護領域における問題を解決することにより，看護の実践・研究・
教育の領域で活躍できる人材の育成を，また専門看護師教育課程においては，看護実践の
スペシャリストの養成を目的としている。博士課程では，看護の各専門分野において自立
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した研究活動が行える研究者として，また看護の視点を有する他の高度な専門的業務に従
事する研究者として，必要な研究能力や豊かな学識を養うことを目的としている。以上を
効果的に遂行するために，次の到達目標を設定する。
（平成 15（2003）年度事業計画，平
成 16（2004）年度教育課程の変更，以降順次に設定）
◇大学院研究科の教育課程
1 修士課程においては，社会的ニーズに沿って，特に本研究科に求められる専門分野と広
範かつ将来の発展を考慮した関連分野を構築する。
2 博士課程における専門領域は，修士課程の専門分野の構成を発展させた実践看護学と機
能看護学の 2 領域とするが，専門分野については常時検討を行う。
3 各専門分野においては，社会のニーズに対応できる看護実践・教育・研究を行うために
必要な，高度な専門的学識を習得できる教育を提供する。
4 基本的な研究能力の習得とともに，広い視点に立った研究能力を習得できるよう，各専
門分野の教員が連携・協働した教育を提供する。
5 特に博士課程においては，広い視野を身に付けるために，複数教員による指導体制を提
供する。
6 修士課程における専門看護師教育課程の認定分野においては，専門看護師の認定のため
に必要な，実践・倫理的判断・調整・教育・研究能力を習得できるカリキュラムを編成す
る。
7 授業科目・内容については常時見直しを行う。
◇授業形態と単位の関係
1 高度な実践能力・主体的研究能力を高めるために，授業においては演習を重視する。
2 専任教員による授業科目の担当割合を高く維持する。
3 卓越した専門性を有する兼任教員・非常勤講師等を，教育に積極的に登用するよう努め
る。
◇単位互換，単位認定等
1 単位認定方法等のシラバスへの明示など，教育の透明性と公正性の確保に努める。
2 看護実践における広く豊かな視点の学識の獲得に資すると考えられる他研究科の科目を
選択科目として認定するなど，学生の学習意欲を向上させるような措置を行う。
◇社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
1 職業を持つ学生の事情に配慮した授業開講時間の調整を行う。
2 長期履修学生制度（修業年限：修士課程 3 年，博士課程 4 年）を設け，職業を持つ学生
が授業を受けやすい環境を整える。
3 やむを得ない授業時間の変更等については，速やかに周知する連絡体制を整える。
大学院研究科の教育課程
必須：大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 99 条，大学院設置基準
第３条第１項，同第４条第１項との関連
必須：
「広い視野に立って清深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等
に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性
必須：
「専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従
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事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程の目的への
適合性

〔現状の説明〕
修士課程では，課程の目的・教育目的を達成するために，従来の分類ではなく，感染看
護学，がん看護学，健康看護学，家族看護学などの社会的ニーズに沿った独自の専門分野
構成をとっている。さらに，大学院教育の広さと将来の発展を考慮して，関連分野として
看護情報学，看護管理学，看護教育学，医療経済学，国際看護学等の授業科目をおいてい
る。これらの体制を整えた結果，修了生の多くが看護実践のスペシャリストとして活躍し
ており，また同時に教育・研究に従事する者も育っている。
博士課程では，課程の目的・教育目的を達成するために，実践看護学と機能看護学の 2
領域の中にそれぞれ 5 と 2 の計 7 分野をおく独自の分野構成で教育・研究がなされている。
このような教育・研究の成果として，殆どの修了生が看護系大学の教員としての職に従事
しているという優れた実績が挙げられる。
〔点検・評価〕
本研究科の修了生のうち，修士課程の場合は，約半数が専門領域の臨床現場の実践に従
事し，また残りの約半数が専門領域の教育･研究に従事している。博士課程の場合は，すべ
ての修了生が，専門領域の教育・研究に従事している。このように，いずれの課程の修了
生も，本研究科が目指す人材育成の目標に沿った職業で活躍している。また，本研究科は，
看護職者の生涯教育のモデル化の一貫として設置されたが，修了生が入学前よりもより高
度な知識や技術を必要とする職業に就くことからみても，その機能は十分に果たしている
と考えられる。また，以上のことから，本研究科の教育課程は，教育目標を達成するのに
必要な看護学及び応用分野を包括しており，その内容と水準は適切であると判断される。
大学院研究科の教育課程
必須：学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と，当該学部の学士課程における教育内容との関
係

〔現状の説明〕
本研究科は，看護学部を基礎としているが，専門分野の構成は学部の専門領域の構成と
は異なり，社会的ニーズに応え，看護問題への対処を容易にするために，独自の分野構成
を採っている。学部の学科目と研究科の各専門分野との関係を以下に示した。
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学

部

修士課程

博士課程

《学 科 目》

《専門分野》

《専門分野》

基礎看護科学

基礎看護学

＜実践看護学＞

感染看護学

感染看護学

感染看護学

成人･老人看護学

ｸﾘﾃｨｶﾙｹｱ看護学

ｸﾘﾃｨｶﾙｹｱ看護学

(急性･慢性･回復期看護学，
老年看護学）

がん看護学

がん看護学

小児看護学

健康看護学

(薬理学･症候病態疾病論）

基礎看護学

（小児生涯発達看護学）

母性看護学
（母性生涯発達看護学）

家族看護学
（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

家族看護学
（Ⅰ・Ⅱ）

地域看護学
(在宅･公衆衛生･健康支援看護学)

精神看護学

精神看護学
＜機能看護学＞

看護情報･看護ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ論

《関連分野》
看護情報学

看護情報管理学

看護管理学
看護教育論

国際看護論

看護教育学

看護生涯教育学

看護工学
医療経済学
国際看護学
ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ学

〔点検・評価〕
学部では，看護の知識・技能の全般を広く学ぶのに対し，大学院研究科では，主要な医
療上の問題に焦点を当ててその解決を図る分野，少子高齢化社会における健康問題への対
応を取り扱う分野，看護学の基礎理論・技術を深化させて教育者を育成する分野，情報化
に対応して効果的な看護情報管理を研究する分野等に分かれており，学部における学科目
と直接的な対応はない。
これら研究科の専門分野は，いずれも現代社会の看護へのニーズに対応したものであり，
本研究科の理念･目的に則っている。各専門分野は，実践・教育・研究上のニーズが明確で
あり，それぞれの活動を進めやすいが，学部の学科目と研究科の専門分野が異なるので，
それぞれの教員組織が異なり，両者が協働するうえでやや混乱が感じられる。
大学院研究科の教育課程
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必須：修士課程における教育内容と，博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の関係

〔現状の説明〕
本研究科の博士課程は修士課程を基礎としているが，専門分野の構成は異なっている。
博士課程は，大きく実践看護学と機能看護学の 2 領域からなり，それぞれ 5 及び 2 の専門
分野からなっている。社会的ニーズに応え，教育・研究あるいは実践の分野それぞれから
の人材育成の要請に応えるために，独自の分野構成をとっている。修士課程と博士課程と
の専門分野の関係は，前項の表に示したとおりである。
〔点検・評価〕
両課程の専門分野は，一部で名称が異なり関係も一様ではないが，半数は具体的に対応
しており，教員（特に教授）組織も大きくは変わらない。実践のスペシャリストの養成を
大きな目的とする修士課程とは異なり，博士課程の専門領域及び構成は，看護の「教育・
研究」に大きく比重を置いた上で，社会のニーズに応えるものとなっており，現状では問
題ない。
大学院研究科の教育課程
必須：博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性

該当しない
大学院研究科の教育課程
必須：博士課程における，入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性

〔現状の説明〕
本研究科修士課程修了者・修了予定者も含めて，すべての入学希望者に対しては入学試
験が課される。試験では，筆記試験（英語・専門科目）
，面接試験（研究歴・研究計画を含
む）
，及び出願書類によって入学希望者の能力・適性等が総合的に判定される。
入学後，学生は指導教授のもとで 3 年間の履修計画を立てる。各分野の授業科目である
特論と方法論は，どの年次でも履修できる。特別研究は，実践看護学分野（感染看護学，
クリティカルケア看護学，がん看護学，家族看護学Ⅰ，家族看護学Ⅱ）と機能看護学分野
（看護生涯教育学，看護情報管理学）に分かれて授業が行われ，複数の教員の指導が受け
られるようになっている。これによって，学生は研究について広く刺激を受け，その中か
ら主体的な学修が促される。研究指導方法は以下の通りである。
①博士論文の作成では，原則として専攻する分野の担当教員 1 名を指導教員とする。
②特別研究（6 単位）は，各自の研究課題に基づいて研究に取り組み，論文を作成する過
程での学修であり，複数の教員により幅広い視点から指導が受けられるように，その
指導方法を次のように定めている。1)指導教授による論文作成指導，2)原則として 1 年
次に 30 時間，及び 2 年次に 30 時間（合計 60 時間）の，博士課程担当教員 3〜4 名に
よる授業，3)原則として，論文の予備審査を受ける前までに査読のある学会誌などに論
文を 2〜3 編発表する。
③博士論文作成に関しては，広い視点から指導を受け，研究を順調に進められるように，
その指導方法を次の通り定めている。1) ②特別研究の 2)の中で，1 年次に研究計画の
発表を行う。2)研究経過報告（中間発表）を，2 年次 9 月に行う。3)論文の予備審査を
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3 年次の 10〜11 月に実施する。4)論文審査及び最終試験を 1〜2 月に実施する。
〔点検・評価〕
わが国には看護学独自の博士課程は少なく，現在は，看護学の特徴を踏まえて，その教
育・研究内容を確立する途上にあると言える。各教授は，学生の能力や問題意識を個別に
把握し，看護学博士課程の教育を古くから行っている米国等の方法も参考にしつつ，個々
の院生に応じた研究指導体制を組み，指導にあたっている。課程全体としての指導内容，
研究のテーマ，指導方法論については，検討を行いつつ改善を試みている段階である。
授業形態と単位の関係
必須：各授業形態の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥当
性

〔現状の説明〕
授業は，講義，演習，実習，特別研究（修士論文・博士論文）に分けられる。分野ごと
に必修科目が定められ，それ以外は，同研究科内の全ての科目から履修することができる。
講義は，各専門科目，共通科目からなる。科目担当者による講義の他，学生による発表
やその分野の専門家による特別講義等を組み合わせて実施し，15 回の授業をもって 2 単位
としている。また，修士課程では共通科目として，本学医療系研究科・医療人間科学の科
目も履修が可能である。演習の多くは講義科目と連動して実施されるよう多くの必修科目
を定めており，より深い内容理解のために，学生の興味に合わせた文献購読や討議，実践
の場の見学等からなっており，15 回の授業をもって 1 単位としている。実習は，修士課程
専門看護師教育課程の学生を対象に，専門看護師の役割を学習し，能力を発展させるため
の実践の場と捉えられており，6 単位が付与されるが，単位の認定は時間数によってではな
く，その単位に合った内容が履修されたか否かによって行われる。特別研究は，修士課程
では 10 単位または 4 単位であり，一部の演習科目から指導教員の指導を受け，修士論文完
成まで継続する。博士課程では，3 年間を通じて指導教員及び関連教員の直接指導を受ける。
なお，現在，修士課程における各専門分野の科目と博士課程における実践看護学・機能
看護学 2 領域の科目は，主にその領域の専任教員が担当し，一部の専門的な講義は卓越し
た専門性を有する兼任教員・非常勤講師が担当している。
〔点検・評価〕
講義・演習については，シラバスに記載された回数・内容が実施されており，実施につ
いての問題はない。講義は知識の習得，演習は講義で学んだことを深める場，実習は高度
な実践力を身に付け考える場，特別研究は学びの集大成という共通の理解ができている。
それぞれの単位あたりの時間数はその目的・内容に相応しいと考えられる。
現在の修士課程における指導方法では，分野ごとの必修科目が多いため，専門分野に関
しては十分な学習機会が持てる反面，幅広い学習ができにくいという指摘もある。実習は，
専門看護師教育課程の一部として，分野ごとに細かく決められた基準に沿って実施されて
おり，順調に推移している。特別研究については，多くの学生が 2 年間で修士論文を作成
している。
博士課程では，博士論文の作成が中心となり，学生の興味や研究に臨む姿勢に合わせた
学習ができる反面，論文作成に長くかかってしまう者が多く見られる。その改善ため，特
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別研究の中に関連教員からの指導を受ける機会を設けるなどの工夫をしているが，引き続
きより良い対応策の検討を続ける。
単位互換，単位認定等
必須：国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学院設置基準第 15 条）

〔現状の説明〕
修士課程においては，本学の授業科目履修制度により，本学他研究科の科目を 1〜2 年次
を通じて履修できる。科目数・単位数に制限はなく，成績は本研究科で評価される。平成
20（2008）年度に履修可能な他研究科の科目は 130 科目であり，そのうち，医療系研究科・
医療人間科学の科目は，本研究科の選択科目（共通科目）として扱い，修了要件単位に含
めている。本研究科も，他研究科に対して 13 科目を開講している。また，神奈川県内大学
院の学術交流協定により，21 大学大学院の授業科目が履修できる。修得単位は修了要件単
位には含めないが，1〜2 年次を通じて履修でき，科目数・単位数の制限は設けていない。
また，入学前の既修得単位認定については，修士課程において，本研究科の科目等履修
生制度により修得した単位を認定する場合がある。
〔点検・評価〕
上記の通り，学内及び近隣の大学間には充実した制度が整備されているが，医療系研究
科の科目履修は積極的に行われているものの，それ以外の科目履修は殆ど実績がない。こ
れは，本研究科の演習・実習科目の開講時間との重複により，履修できない場合が多いこ
とが主な原因と考えられる。また，入学前の既修得単位の認定については，以前は，入学
前に科目履修する学生が多くいたが，平成 19（2007）年度入学者から導入した長期履修学
生制度により学修期間が 3 年まで延長可能となったためその件数が減少したが，需要はあ
るので，今後も存続させる予定である。
社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
必須：社会人，外国人留学生に対する教育課程編成，教育研究指導への配慮

〔現状の説明〕
本研究科への入学者は，ほぼ全員が看護職・教員の経験（有職者を含む）のある社会人
学生である。したがって，これまでに述べてきた教育課程編成及び教育研究指導への配慮
は，すべて社会人学生に対して検討された結果であると言える。一部の授業は，夜間ある
いは土曜日に開講している。
これらの配慮のほか，平成 19（2007）年度入学者より修士課程で，また平成 21（2009）
年度入学者より博士課程で，職業を持つなどの事情により標準修業年限での履修が困難な
者を対象として，修業年限を超えて計画的に教育課程を履修・修了して学位を取得する「長
期履修学生制度」
（修業年限：修士課程 3 年，博士課程 4 年）を導入した。本制度の適用人
数に制限は設けず，希望者は入学手続き時に申請を行い，各在籍年度に支払う学費は，通
常の課程で納める学費を長期履修学生として許可された修業年限で除した額としている。
なお，外国人留学生は，これまで受け入れた実績がない。
〔点検・評価〕
本研究科は，もともと看護の生涯学習のモデル化を目指して設置されたものであり，基
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本的には社会人を対象としている。実際に，入学生はほぼ全員が社会人学生あるいは社会
人としての経験を有する者であるが，十分な教育課程編成及び教育研究指導への配慮がな
されているため，特に問題は生じていない。授業の夜間開講については，学生の職業が看
護職（昼夜交代制勤務であることが多い）であり，必ずしも夜間開講を希望する者は多く
ないため，今後とも，より受講しやすい開講時間について検討を続ける。
独立大学院等の教育課程
任意：学部に基礎を置かない独立大学院，独立研究科における，下位の学位課程の教育内容・レベルを視
野に入れた当該課程の教育内容の体系性・一貫性を確保するための方途の適切性

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 今後も研究科の設置目的に沿って，社会のニーズに応え，本研究科に求められる専攻・
専門分野であるためにはどうあるべきかを不断に検討し，必要に応じて随時教育・研究
内容を変更するよう努める。
2 専門分野の適切性については，大学院 FD をはじめ，研究科委員会で各年度に検討を重ね
る。
3 修士課程では，専門看護師教育課程と教育・研究能力の育成を目指す教育課程を両立さ
せる必要から，学部教員組織とは異なる教員組織の編成について検討し，教育内容につ
いても，関連科目の充実を目指しつつ，医療系研究科医療人間科学の授業科目を選択科
目とすることを維持する。
4 なお一層の教育内容の充実を期すため，平成 21（2009）年度からの変更を目途に，各専
門科目特別研究及び実習科目の単位数，履修方法等の見直しを検討する。
5 博士課程においては，専門性の深化と視野の拡大を目指した複数教員による指導体制を
維持する。
6 単位互換や既修得単位認定等については継続して検討する。
7 長期履修学生制度を始めとする社会人学生への支援の充実を図る。
②教育方法等
〔到達目標〕
高度な看護実践能力と研究能力をもつ看護師を育成するために，社会的ニーズに合った
専門分野ごとに適切な教育・研究指導体制を確立する必要がある。そのために以下の到達
目標を設定する。
◇教育効果の測定
1 高度な看護実践と看護研究を行えるカリキュラム構築と，指導体制の充実を図る。
2 論文や専門看護師認定結果について，適切に評価する。
◇成績評価法
1 多面的な成績評価が行われるよう配慮する。
2 成績評価の過程を明確化し，周知する。
◇研究指導等
221

基準 3 教育内容・方法
1 学生に対する個別のフォローアップを強化する。
2 研究に関する倫理審査の重要性を学生に認識させる指導を行う。
◇医学系大学院の教育・研究指導
1 北里大学病院・東病院における研究支援の態勢を明確化する。
◇教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
1 シラバスの充実を図る。
2 大学院教育に特化した教員 FD 活動を活発化する。
3 学生による授業評価の実施について検討する。
教育効果の測定
必須：教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性

〔現状の説明〕
修士課程・博士課程ともに，入学時に課程全体で教育と履修方法に関するオリエンテー
ションを行い，それと並行して，各学生に合わせた個別の履修指導を指導教員が実施する。
また，必要に応じて，研究科長，専攻主任による個別の指導が行われる。
各専門分野の講義，演習については，当該分野の複数の教員が関わり，集団としての指
導がなされる中で，個々の学生の状況に応じた能力向上のための個別指導が行われている。
また，専門分野の実習は，実習指導者と教員とが討議を重ね，学生の実践能力を向上させ
るための工夫をしている。修士課程修了時には，合同論文発表会での発表を課しており，
指導教員による評価の場となっている。博士課程でも，
「研究指導等」の項で述べたように，
論文作成の過程で，複数の指導教員の指導を受ける。
教育目標に合った適切な教育方法に関しては，平成 11（1999）年度の FD 研修会で教員
全員による検討がなされ，その結果を有効に活用してきた。平成 19（2007）年度の FD 研
修会では，現行のカリキュラムについて，再度全教員による検討がなされたが，教育課程
全体の方向性に関わるような大きな変更を求める意見はなく，科目の順序性や細かい内容
の希望などが出されたに留まった。
〔点検・評価〕
各科目や論文指導のプロセスでは，各教員による評価に加え，研究科委員会において，
教員間で意見交換が行われている点は評価できる。授業科目の評価が複数の教員の目でな
されていること，論文作成のプロセスでも複数教員の指導と評価を受けること，また公開
論文発表会という多くの教員・学生の目で評価が行われる場が設けられていることは，適
切な方法として評価できる。
各科目の履修及び論文作成ともに，開始時に教員と学生との間で十分な意見交換がある
こと，また学生の指導には指導教員以外の教員も関わる機会が設定されていることから，
教員は各学生の状況を的確に把握することができ，その後の学習の効果を把握しやすい状
態となっている。しかし，学習の到達目標は，学生のレベルや経験に合わせることが多く，
また成績の評価は，個々の学生の学習や努力に応じた相対的なものであるため，他研究科
や外部との絶対的な比較は難しい。
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教育効果の測定
任意：修士課程，博士課程，専門職学位課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況
任意：大学教員，研究機関の研究員などへの就職状況と高度専門職への就職状況

〔現状の説明〕
修士課程修了者数は，平成 15（2003）〜19（2007）年度の 5 年間で 77 名である。修了
者の進路は大学等の教育職 28 名，看護職 37 名，その他（求職中・進学等）12 名であり，
看護職（実践分野のスペシャリスト）として活躍する者が多いが，教育・研究に従事する
者も相当数出ていることが分かる。
博士課程修了者（学位を取得したもの）は，平成 15（2003）〜19（2007）年度の 5 年
間で 7 名であり，全員が大学等の教育職に就いている。オーバードクターの増加が問題視
される中，全員が希望どおり教育職に就くことができたのは，看護系大学における需要の
急増を反映するものと考えられる。
〔点検・評価〕
修士課程，博士課程，いずれも本研究科の教育目的に沿った就職状況となっており，教
育上の成果は明らかであり，本研究科が目指す人材育成が実現できていると言える。
成績評価法
必須：学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性

〔現状の説明〕
修士課程・博士課程ともに，授業科目の成績は科目責任者が 4 段階で評価している。講
義科目で履修学生数が 10 名をこえるものは稀（平成 19（2007）年度で 5 科目のみ）であ
り，演習・実習科目では，教員と学生との間に成立する個人的な信頼関係が基本となって
いるため，学生の授業への取り組みとその結果に関する評価は容易である。
論文作成については，作成プロセスで複数の教員の関わりがあり，発表の場が設定され，
最終審査では学生と審査の教員による討議がなされる。このプロセスの中で，論文への取
り組みと内容についての評価がなされる。
〔点検・評価〕
学生個々の能力や経験が把握された上で学習プロセスが設定されており，複数の視点に
よってなされる成績評価は，学生の資質向上の評価に適切な方法と言える。ただし，科目
間及び教員間における客観的な成績評価基準の設定が，課題として残されている。
研究指導等
必須：教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：指導教員による個別的な研究指導の充実度
任意：複数指導制を採っている場合における，教育研究指導責任の明確化
任意：研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策

〔現状の説明〕
教育課程の内容に関しては，①教育課程等の項に詳述した。修士・博士課程とも講義科
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目の多くは 2 コマ続き（180 分）で行われるので，学期をさらに 2 分して前期前半・後半
と後期前半・後半に分け，各区分期に 1 科目（2 単位）分が履修できるように時間割を編成
している。時間割は，原則として授業科目が重複しないように編成している。また，社会
人学生への配慮として一部夜間の授業も行われている。
修士課程の修了要件は，2 年以上在学し，①選択した専門分野の授業科目 24 単位，②看
護研究論演習 2 単位，③他の専門分野または関連分野の科目（共通科目）4 単位計 30 単位
以上を修得し，修士論文審査ならびに最終試験に合格することである。専門看護師教育課
程を持つ分野では，実習 6 単位と特別研究 4 単位の合わせて 10 単位（それ以外の分野では
特別研究として 10 単位）
，専門看護師教育課程の共通科目として必要な基礎看護学Ⅰ（2
単位）
，看護教育学（2 単位）
，看護管理学（2 単位）を履修しなければならない。演習，特
別研究は 2 年間を通して履修し，修士論文を作成する。また，専門看護師教育課程で必要
な臨地実習は，通常 2 年次に履修する。
修士課程の学位論文の作成に関連して，看護研究論演習において複数の教授から研究に
ついて様々な方法を学ぶ。また専門分野別の演習の一部で，研究課題の選定に向けて文献
検索の方法とレビューの指導が行われる。さらに，学生各自の研究課題について実験，実
習あるいは調査を行い，研究論文を作成する。学生は，入学時の指導教員による履修指導
のもとで在学予定期間中の履修計画を立てる。学生は看護職の経験を持つ者が殆どである
ため，その経験が生かされるような指導や，あるいは逆に専門分野の学習に必要な基礎能
力が不足している場合には，補習を行うなど各学生の能力に応じた個別指導を行っている。
博士課程の修了要件は 3 年以上在学し，選択した専門分野の授業科目 10 単位（3 科目）
以上を修得し，博士論文の審査ならびに最終試験に合格することであり，指導教員による
個別的な指導により，博士論文作成と授業科目の履修を並行して行っている。各分野の授
業科目の特論と方法論はどの年次にも履修することができる。特別研究は，実践看護学分
野と機能看護学分野に分けて授業が行われ，特定の分野に偏ることなく複数の教員の指導
が受けられるように組まれている。
修士課程，博士課程ともに，論文作成の指導に責任を持つ指導教員は 1 名であるが，論
文作成の過程で，内容や方法について複数の教員からの指導を受けられるような機会を設
けている。指導教員については，入学時に受験時よりも相応しい教員が見出された場合に
は，変更を認めている。入学以降は原則として変更は認めていないが，修士課程では，研
究科長の許可を得て，論文作成プロセスで別の教員が指導する機会を持つことがある。
〔点検・評価〕
修士課程，博士課程ともに，指導教員による個別の履修指導が行われる。本研究科内の
科目選択の機会は十分に保証されており，多くの科目が少人数での討議を中心に進められ，
教員による個別的な働きかけが行われる。特に専門看護師教育課程における実習では，そ
の分野の熟達した看護職者が指導に当たり，充実した指導がなされている。このような指
導体制を取っているため，各学生の能力の向上は見られるが，その到達レベルは全院生で
一定とは言えず，さらに個別の働きかけを行っても，修業に通常以上の年限を必要とする
者もあり，教員にとっては負担が大きい面もある。一方，専門職として（常勤・非常勤と
もに）仕事をしながら勉学を続ける者が多いため，学生間での親交及び情報交換の場が少
なく，学生同士の関わりの中で相互に高め合う機会が少ない点が問題である。
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医学系大学院の教育・研究指導
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し，病院内外でなされる教育・研究指導とこれを支え
る人的，物的体制の充実度

〔現状の説明〕
修士課程の専門看護師教育課程分野では，専門分野の実習を実際にその専門分野の看護
実践が行われている病院・医療機関で実施している。感染看護学とがん看護学の両分野の
場合は，十分な条件の備わった北里大学病院と北里大学東病院で，また精神看護学分野，
健康看護学分野，クリティカルケア看護分野，家族看護学Ⅱ（母性）分野については，両
病院と他の病院に加え，他の医療機関や行政機関等で行っている。実習では，それぞれの
専門看護を行っている看護職者が本研究科の兼任教員として学生の指導・監督にあたって
いる。これらの実習施設及び実習指導者は，日本看護系大学協議会による教育課程認定の
際の審査対象になっており，いずれも課程に相応しいとの認定を受けている。
〔点検・評価〕
日本看護系大学協議会の審査によって認定された教育課程（実習）が実施されており，
教育の質も担保されているため，特に問題はない。
医学系大学院の教育・研究指導
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生について，臨床研修と研究の両立を確保させるための配慮
の状況とその適切性

〔現状の説明〕
本研究科では，修士課程の専門看護師教育課程を専攻する学生が該当する。同教育課程
では，実習を重視しており，実習に要求される内容は質・量ともに高度である。そのため，
通常の学生では修士論文を含む特別研究は 10 単位であるが，
同教育課程の学生に関しては，
実習 6 単位，特別研究 4 単位の合計 10 単位としている。また，研究テーマも，実習を通し
て得られた問題の解決を推奨している。
〔点検・評価〕
上記 4 単位の特別研究（論文の作成を含む）には，実習（6 単位）の場で得られたテーマ
や機会，データが用いられ，実習と連動した研究が行われている。また，実践に則した評
価基準が設けられ，履修内容に沿った評価がなされる。これらの配慮により，実習を通じ
て研究を進めることができるが，研究テーマが限られ，視点が狭くなる可能性があること
も否定できない。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルティ・ディベロッ
プメント（FD）
）およびその有効性

〔現状の説明〕
平成 9（1997）〜11（1999）年度の 3 年間にわたって「大学院教育（修士課程）のあり
方」をテーマに全教員対象のワークショップを開催した。1 年目は人材育成のあり方を，2
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年目は教育内容を，そして 3 年目は教育方法を課題として取り上げた。
「人材育成のあり方」
では，各専門分野の人材育成の目的がより明確化されたが，一部の範囲の広い分野では実
践のスペシャリスト育成と教育研究者育成の 2 つの方向性が示された。
「教育内容」の検討
では，専門分野別の教育内容を具体的に提示した。
「教育方法」の検討では，専門分野別に
指導上の工夫がなされていることが明らかとなり，到達目標をどこに設定するかというこ
とが討議された。これらをもとに，教育課程の見直し・改善が順次行われ，現在の教育課
程となった。
平成 12 年度以降，
大学院教育に特化した FD 研修は実施されてこなかったが，
平成 18（2006）年 3 月に策定された「大学院教育振興施策要綱」を受けて，平成 19（2007）
年度の FD 研修会では「魅力ある大学院教育の構築に向けて」をテーマに，全教員を対象と
して大学院教育に特化した FD 研修会を行った。また，平成 20（2008）年 5 月に国際交流
協定が締結された UCLA との交流事業として，平成 21（2009）年 3 月に予定されている
UCLA 教員による「看護研究の方法論」に関する集中セミナーは，教育改善への取り組み
の一環と捉え，大学院 FD としても位置付けて実施する。
〔点検・評価〕
本研究科開設後のあり方，役割については，開設 10 年を目途に十分な議論が行われ，教
育課程の見直し・改善が図られており，修了生は目的に沿った職務に従事している。しか
し，研究科における教員の教育・研究指導方法等の改善に関する組織的な取り組みは，平
成 19（2007）年度からスタートしたばかりである。本研究科に対する社会のニーズも変化
しており，大学院教育の方法や内容に関する調査・研究を含め，さらに取り組みを強化さ
せていく必要がある。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況

〔現状の説明〕
毎年度，次のⅠ〜Ⅳからなる修士課程・博士課程を合わせた 1 冊のシラバスを作成して
いる：Ⅰ．教育課程，Ⅱ．学生生活関係，Ⅲ．諸規則・諸規定，Ⅳ．付属施設等案内。
Ⅰには授業内容の他，課程の概要，年間スケジュール，成績・履修･授業･単位互換制度
についてと，論文作成に関する内容が含まれている。授業内容に関しては，科目の概要，
担当者名，到達目標，評価方法，授業各回の内容と担当者が明記されている。
〔点検・評価〕
専門看護師教育課程の認定申請に合わせ，平成 15（2003）年度から，上記の内容を盛り
込んだ学部と同様のシラバスを作成している。毎年改訂を行っており，学生にとって履修
の手引きとして役立っている。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：学生による授業評価の活用状況

〔現状の説明〕
研究科として組織的なものは，実施していない。
〔点検・評価〕
組織的な授業評価は実施していないが，各授業科目とも履修者数が少ないため，学生の
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意見を聞きやすい状況にあり，多くの教員が学生の要望の実現に努力している。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
任意：修了生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
修了生による評価は，現在行っていない。
〔点検・評価〕
各教員が個別に収集した修了生からの意見に研究科として対応したことはあるが，シス
テムとして確立することに意義があると考えられるので，今後の検討課題とする。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 大学院教育に導入した長期履修学生制度の教育効果については，今後，追跡調査を行って
いく。
2 大学院教育に対する学生による授業評価の導入を検討する。
3 学位論文の価値や専門看護師の認定に対する評価基準・方法等に関する検討を開始する。
4 研究倫理の重要性を認識させ，看護実践における倫理判断の的確性の涵養に努める。
5 本研究科の評価，新たな社会的ニーズや新時代の大学院における人材育成の目的に対応し
得るカリキュラムの構築，研究の実質化と論文審査基準の改善等に関する検討をテーマと
して，平成 21（2009）年度以降の FD 研修会を実施する。
③国内外との教育・研究交流
〔到達目標〕
看護学教育のグローバリゼーションに対応し，国際的視野に立って看護実践を展開し，
看護研究に従事できる人材を育成する。諸外国における看護教育及び看護実践への見聞を
広めること，参加体験を通して，わが国及び世界の看護の質の向上を推進させる力を養う
ために，以下の到達目標を設定する。
（平成 18（2006）年度〜20（2008）年度事業計画で
設定）
1 UCLA 看護学部との研究交流を拡充する。
2 UCLA 看護学部を履修施設とする「国際看護学」プログラムの充実を図る。
3 他の海外大学とも積極的な交流を進める。
国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
必須：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学院間との組織的な教育研究交流の状況

〔現状の説明〕
本項目については，設立当初より学部中心に行っている。21 年間にわたって隔年で実施
されてきた米国 UCLA における夏期特別研修には，大学院生の希望者も参加しており，
UCLA の講師や博士課程の院生，UCLA で働く看護師との自発的交流の発展は可能である。
また，平成 13（2001）年から，カリキュラムに選択科目（2 単位）として国際看護論（学
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部）と国際看護学（大学院）を設け，可能な限り多くの院生，教員に研究交流の機会を提
供している。
平成 20（2008）年 5 月の UCLA との国際交流協定の締結を機に，平成 21（2009）年 3
月には UCLA 教員 2 名を招聘し，若手教員や院生を対象として，質的・量的研究計画に関
する 5 日間のセミナーを開催する。
〔点検・評価〕
協定締結を受けて，がんプロフェッショナル養成プランによる支援を受けた教員１名が
半年間の UCLA 留学を計画している。専門看護師やナースプラクテショナーの教育内容に
関する経験は，本研究科の教育内容への大きな貢献が期待できる。UCLA からの教員招聘
は，訪米研修に参加できなかった院生にとって，絶好の国際的な学習の機会となる。また，
新たな研究計画のセミナーは，博士課程の院生と教員の学びの機会となり，さらに相互交
流も深められるという点で有意義である。
上記以外の国内外の大学院間で組織的な交流が行われていないという点は，改善の必要
がある。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 今後は，国内外の大学院間の組織的な交流を意図した活動を展開する必要がある。
2 平成 20（2008）年度から国際交流協定にもとづいて開始した，プライマリーヘルスに焦
点をあてた新たなプログラムによる「UCLA 夏期特別研修」を，教育交流のみに留める
ことなく，教員間の研究交流も含めて発展させる。
3 文部科学省による「がんプロフェッショナル養成プラン」の共同事業者（聖路加看護大
学・慶応義塾大学看護学部の大学院生・教員）との交流を活性化するために，ネットワ
ーク利用による遠隔教育やオンライン教育の導入に関する検討を促進する。
④学位授与・課程修了の認定
〔到達目標〕
本研究科では，看護職者への継続教育として，修士課程では，①社会のニーズに応え，
看護の質を高め，看護問題を解決できる実践・研究・教育の各領域で活躍する人材，②専
門看護師教育課程の認定を受けた分野については，実践のスペシャリストの育成を，また
博士課程では，今日の社会的要請に応え，教育機関・実践領域で看護の質の向上を目指し
て活躍できる教育者，研究者，高度な看護実践者の育成を行っている。
学位授与及び課程修了の認定は，これらの人材に相応しい能力を身につけたことを本研
究科が認めることである。プロセスの厳正な実施のために，次の到達目標を設定した。
◇学位授与
1 修士・博士両課程とも，学位授与までのプロセスについての方法を明確に定めて公開す
る。
2 修士・博士両課程とも，論文審査における客観的な基準を設定する。
3 論文作成過程における相談支援体制を充実させる。
4 修士課程の論文発表会に，より多くの教員が参加，討論できるよう配慮する。
5 博士課程における研究計画及び経過の発表については，より多くのある教員が出席・討
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論できるような形式を検討する。
6 論文審査（予備審査も含む）の委員が，より幅広い領域の教員によって構成されるよう
努める。
7 博士課程の院生は，主に 1 年次に研究計画発表を，主に 2 年次に中間発表を行うことと
する。
◇課程修了の認定
1 修士課程において，標準修業年限未満での修了を認める措置が必要かどうかを検討する。
2 博士課程については，入学者の状況により，大学院学則に則り標準修業年限未満での修了
の措置の必要性や「優れた業績を上げた者」の客観的基準の整備を検討する。
学位授与
必須：修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性

〔現状の説明〕
(1)学位の授与状況
平成 15〜19（2003〜2007）年度までの修士（看護学）の学位授与状況は，順に，18
名，16 名，16 名，12 名，15 名であり，博士（看護学）の学位の授与状況は，この 5 年
間で 7 名であった。
(2)修士の学位の授与方針・基準
修士の学位は，本研究科の修士課程を修了した者に授与される。修了には，決められ
た科目を履修し，修士論文を作成することが必須である。論文提出後，学生は全教員が
参加する論文発表会において発表し，その後，個別に論文審査が行われる。審査の結果
をもとに，研究科委員会で合否を決定する。
審査の要点は 2 つに分けられ，専門看護師教育課程の履修者（特別研究 4 単位の者）
では B が，その他の者（特別研究 10 単位の者）では A が適用される。
審査の要点 A は次の①〜⑩である。①研究課題に対して問題意識は十分であるか。②
研究内容は看護学上の意義を有するか，あるいは看護実践の専門性の向上に意義を有す
るものであるか。③研究内容は広い視野に立った応用性のあるものであるか。④論文の
構成及び内容に研究成果が十分に盛り込まれているか。⑤論文の論旨の展開は十分であ
るか。⑥専門用語を正しく理解して活用しているか。⑦論文には文献が十分に活用され
ているか。⑧研究の過程に努力の後がみられるか。⑨要旨には論文の内容が盛り込まれ
ているか。⑩発表（説明）の内容は研究の内容を十分に伝えているか，発表の方法は十
分に考慮されているか。
審査の要点 B は，A の①④⑥⑦⑧⑨⑩に「研究内容は看護実践の専門性の向上に意義
を有するものであるか」を加えた 8 項目である。
(3)博士の学位の授与方針・基準
博士の学位は，本博士課程を修了したものに授与される。修了には，決められた科目
を履修し，博士論文を作成することが必須である。
学生は，論文作成の初期に，研究計画の発表を行うが，その内容は研究課題，背景，
目的と意義，方法であり，指導教授の資格を持つ複数の教員との間で意見交換を行う。
その後，中間発表を経て，博士の学位を申請する者は予備審査を受ける。予備審査では，
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看護学の研究としての視点が明確であること，論旨が明確であること，データ・情報が
十分に収集されていること，論文作成プロセスの中で行った計画発表会での指摘に応え
られていることなどが審査の要点となる。その結果を受けて，研究科委員会は学位申請
受理の可否を審議する。続いて学位申請が出された場合には，論文審査が行われ，学位
論文として相応しいか（予備審査の内容に加え，新しい知見か得られ，看護学の論文と
してまとまっているかどうか）を中心に口頭試問が行われる。その結果を受けて，研究
科委員会で合否を判定する。
〔点検・評価〕
修士課程においては，学位審査のプロセスの一環として，審査前に研究科内公開の発表
会を実施している。これにより，広い視野での質疑の機会が得られ，それを活かして審査
に望むことができる。また，論文審査は，可能な限り多領域の教員で構成された審査委員
により，客観的な基準にしたがって実施される。なお，専門看護師教育課程では研究の単
位数が少ないため，同課程独自の審査基準を設けている。これまで，以上の方法により，
学位の授与が順調に行われてきた。
博士課程では，研究計画発表，中間発表，予備審査があるため，多くの教員の意見を反
映することができ，審査の客観性が確保され，より完成度の高い論文が作成される一因と
なっている。これまで，研究計画発表は 2 年次に行われていたが，検討の結果，1 年次に実
施することとし，従来は実施していなかった中間発表を２年次に行うこととした。
しかし，論文作成の指導は 1 名の指導教員が担う部分が多く，上記の配慮はあっても，
行き詰まりを感じる学生もいる。そのため，修士論文発表会と研究計画の発表には，より
多くの教員が参加できるよう，予め周知させる工夫を行った。また，博士課程の計画発表
の後，論文作成途中で，中間発表を行うことを義務付け，より多数の目で論文指導を行え
るように配慮した。また，論文審査（博士課程の論文予備審査も含む）の委員を多領域の
教員で構成することについては，漸次実施に努めている。論文作成過程の指導教員及びそ
の周辺の者以外による相談システムが必要と思われるが，未だ確立していない。
学位授与
必須：学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性
任意：修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性

〔現状の説明〕
修士課程では，修士論文の作成が必須である（代替のものは認められていない）
。公開論
文発表会での発表を課し，複数の他専門分野の教員を入れた審査委員会（3 名以上）による
審査を行う。審査は，前項に述べた審査基準にしたがって行われ，その結果及びプロセス
は，研究科委員会で報告され合否の判定がなされる。博士課程では，論文作成過程で指導
教授以外の教員による指導の機会や計画発表会を持てるようカリキュラムが組まれ，予備
審査・本審査では複数の他専門分野の教員を入れた審査委員会（通常 5 名）による審査を
行う。審査は，前項に述べた審査基準にしたがって行われ，その結果及びプロセスは，研
究科委員会で報告され合否の判定がなされる。
〔点検・評価〕
修士課程・博士課程ともに，審査は，複数の領域の教員の視点が活かせるように設定さ
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れており，広い視野から論文内容の評価が行われている。また，修士課程では，客観的な
審査基準を設定し，審査の結果・プロセスは，研究科委員会において，多くの教員によっ
て検討される。
博士論文の審査基準は大まかなものであり，より客観的な基準の検討が望まれる。審査
の結果やプロセスは，修士課程同様，研究科委員会において検討される。
学位授与
任意：留学生に学位を授与するにあたり，日本語指導等講じられている配慮・措置の適切性

該当しない
課程修了の認定
必須：標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における，そうした措置の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
大学院設置基準にもとづき，大学院学則に標準修業年限未満で修了することを認めてい
るが，本研究科ではこれまでに該当者はない。
〔点検・評価〕
修士課程では，必履修科目が多いこと，修士論文の作成が義務付けられていること，さ
らに，専門看護師教育課程では実習の単位が多いことから，在学年限の短縮は困難である
と考えられ，当該措置は当面行わない。
博士課程に関しては，院生の状況（例えば，大学院在籍歴を有する者や優れた業績を上
げた者など）を考慮し，大学院学則に則り検討を行う。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
到達目標は順調に達成されているが，さらなる充実を目指して継続して検討を行う。特
に以下の事項に対して積極的に取り組む。
1 修士課程における論文審査については，プロセス・基準とも確立しているが，発表の場
や審査により多くの教員が参加できるよう方法をさらに工夫する。
2 博士課程については，論文審査基準の検討をさらに進める。
3 博士課程における研究計画発表や中間発表へのより多くの教員の参加と意見交換が活発
になるような仕組みを工夫する。
4 修士・博士課程ともに，論文作成過程での指導に直接かかわらない者による相談システ
ムを検討・確立する。

２−６．理学部・理学研究科
２−６−１．理学部
①教育課程等
〔到達目標〕
物理学・化学・生物科学，それぞれの分野の基礎及び他学科の専門分野についても正し
く理解する能力を身につけることができるよう，学科間の垣根を取り払い，狭い専門分野
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に偏らないバランスの取れた教育を実現する。また，国際化への対応として，教養教育科
目としての英語だけでなく，専門分野の英語教育にも力を注ぐ。
ゆとり教育や大学全入化による幅広い学習能力の学生に対応するため，理学を系統的に
理解するための専門の基礎教育科目を充実させると同時に，自然科学の発展に対応するた
め，新たな研究分野を適切かつ迅速に取り入れることにより，
「生命科学」に関する深く充
実した専門知識・技能を有するのみならず，他分野への理解能力も兼ね備え，国際的感覚
を身に付けた，社会に貢献できる人材を育成する。そのため，次の到達目標を設定した。
（事業計画において設定）
◇学部・学科等の教育課程
1 生命科学を基礎から専門へと段階的かつ着実に学べ，講義と実習・演習を双方向的に学
習できるカリキュラム編成を実施し，習得した専門知識を実践できる専門教育を行う。
（平成 19（2007）
・20（2008）年度事業計画）
2 総合的及び専門的な英語能力の養成のための体系的な英語教育を行う。
（平成 20（2008）
年度事業計画）
3 専門科目に重点を置きつつも，一般教育科目・外国語科目の履修にも配慮したカリキュ
ラム編成を行う。
4 専門基礎科目を担当する理学部教員と教養教育科目を担当する一般教育部教員との連携
を緊密にする。
◇カリキュラムにおける高・大の接続
1 専門科目の基礎として不可欠な科目を，高校において履修せずに入学してきた学生に対
し，専門科目の基礎を 1 年次に習得させ，高等教育に円滑に移行できるように配慮する。
◇開設授業科目における専・兼比率等
1 2・3 群科目は，必修科目に限らず，専任教員が担当するようにカリキュラムを編成する。
学部・学科等の教育課程
必須：教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第 19 条第 1 項）

〔現状の説明〕
理学部は，
「生命科学」発展の礎となるべき人材を育成することを目的として，平成 6 年
度に 3 学科（物理学科・化学科・生物科学科）構成で開設された。開設の理念を具現化す
るため，他学部と同様の考え方に基づき，4 つの科目群より構成される教育課程の体系を構
築した。自然科学に関する幅広い専門知識・技術を有する人材を育成するため，教育課程
は専門分野に偏らないカリキュラム編成になっているが，1 年次には，専門分野への興味を
損なうことのないよう，各群をバランスよく配置したカリキュラム編成を行っている。ま
た，講義で得た知識をもとに，自主的かつ体験的に学習できるように，実験や演習科目に
重点を置く教育を実施しており，必修科目に占める実験・演習の割合は 3 学科平均で約 45％
にも上っている。さらに，グループ討論，プレゼンテーションなどを授業の中に取り入れ
ることにより，授業への学生の積極的参加を促し，学習意欲の活性化に努めている。
〔点検・評価〕
カリキュラムは，各学科の専門分野でコアとなる知識が十分に習得できるように設定さ
れており，これまでほぼ 4 年ごとに見直しを行ってきた。現在の教育課程では，バランス
の取れた教育，自主的・体験的学習をめざした実験や演習科目に重点を置いており，実践
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的な学力養成の観点から成果を上げている点，高く評価することができる。また，他学科
の科目を選択科目として履修できることは，学生にも好評である。現在のところ，教育研
究の組織上に大きな問題点は見当たらない。
学部・学科等の教育課程
必須：教育課程における基礎教育，倫理性を培う教育の位置づけ

〔現状の説明〕
教育課程における基礎教育は，人間形成の基礎科目と外国語及び数理・情報教育を含む
基礎教育科目を 1 群科目として，また自然科学の基礎を幅広く体系的に習得するための数
学，物理学，化学及び生物学の基礎的な内容の講義を 2 群科目として配当している。倫理
性を培う教育としては，1 群選択必修科目として倫理学Ａ，Ｂを含む人間形成の基礎科目が，
3 群選択科目として知的財産保護などの倫理的側面を学ぶ知的財産論Ⅰ，Ⅱが用意されてい
る。
〔点検・評価〕
基礎教育の中心である 1 群科目には，多くのコマ数が配当されており，幅広い選択が可
能である。2 群基礎科目は，能力別のクラス編成により，専門教育的授業科目への導入とし
て期待通りの効果をあげている。倫理性を培う教育については，現状で問題はないと認識
している。
学部・学科等の教育課程
必須：
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的，
学問の体系性並びに学校教育法第 83 条との適合性

〔現状の説明〕
本学部の学科科目群は，
「生命科学の発展に貢献する」という本学部の基本理念及び学校
教育法第 83 条に基づき編成されている。必修科目は，特に演習・実験に重点を置き，講義
で得た知識を学生自らが考え，創意工夫しながら学習できるよう配慮されている。科目構
成は，基礎から応用へと系統立てて編成されている。また，学部内の他学科で開講されて
いる専門教育的授業科目の履修も推奨しており，境界領域の教育にも力を入れている。
〔点検・評価〕
2・3 群科目の多くは，専任教員が担当しており，専門的な研究活動で培った知識・技術
を，学部の理念，目的の実現に反映させている点は評価できる。また，1 年次から専門教育
的授業科目の授業を実施し，早期から専門分野への意欲を高めるとともに，能力別クラス
編成を織り交ぜることにより，専門教育的授業科目に無理なく取り組めるよう，適切な配
慮がなされている。
また，授業アンケートを通じて得られた要望や，入学生の経年的な変化・傾向に対応し
て授業内容の改善を行いつつ，ほぼ 4 年ごとのカリキュラムの見直しを行っている。
学部・学科等の教育課程
必須：一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を
涵養」するための配慮の適切性
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〔現状の説明〕
一般教養的科目は理学部 1 群科目として配当されている。
人間形成の基礎科目としては，
人間としての自己形成や豊かな感受性を育むことを目的とした文化の領域，社会生活に重
要な基本的素養と見識を培い，人間としての基盤を広げる社会の領域，身体運動や健康学
の知識の修得を目的とした健康の領域がある。基礎教育科目としては，外国語系と数理・
情報系の科目を配置している。教養演習科目は，学生自らが課題を設定し，解決していく
能力を育むことを目的とし，幅広い 40 科目が講義として用意されている。必修は英語の 4
単位のみで，その他 12 単位を選択履修し，計 16 単位の履修を以て本学部卒業要件単位の
一部としている。一般教養的授業科目として幅広い分野の科目が配当されており，幅広い
視野と豊かな人間性を涵養し，広い教養と深い見識を育むことが可能なカリキュラム編成
になっている。
〔点検・評価〕
他学部では教養科目として位置付けられている物理・化学・生物の基礎講義及び基礎実
験を，本学部では 2 群専門科目として開講しているので，1 群科目の卒業要件単位が他学部
に比べ少ない。このため，学生自身が一般教育科目の授業を軽んずる傾向があるのは問題
である。専門家たる前にバランス感覚を養うことが優れた人間を形成するということを理
解させ，一般教育科目の重要性を認識させる必要がある。
学部・学科等の教育課程
必須：外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に
対応するため，外国語能力の育成」のための措置の適切性

〔現状の説明〕
外国語科目のうち，特に英語については，国際的視点を有する研究者・技術者，理科教
員を育成する観点から，すべて必修科目として，力を入れている。1 年次には，文法・講読
を中心とした総合英語力の養成を目指す「英語 A」
，ネイティブスピーカーを含む教員によ
り英会話中心に展開される「英語 B」の必修科目が用意されている。2 年次には，自然科学
一般に関する「英語 C」
，3 年次には専門的な内容の「科学英語」と体系的な授業構成にな
っている。
〔点検・評価〕
各学生の英語能力の評価は，TOEIC-IP テストの実施により定期的に行われ，学生個人の
学習意欲の向上，学習方法の修正に役立っている。CALL ルームや ALC Net Academy の
利用による自習環境の整備，習熟度別クラス編成の導入等により，学生間の学力差がクラ
ス内では解消され，最終的な成績も共通試験により評価されるなど，能力の高い学生とそ
うでない学生ともに，講義への不満は少なくなっている。現状では英語学習に大きな問題
は見当たらないが，TOEIC 等による評価のように，今後の社会的要請に応えるべく，定期
的に到達目標を見直す必要性はある。
学部・学科等の教育課程
必須：教育課程の開設授業科目，卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外
国語科目等の量的配分とその適切性，妥当性
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〔現状の説明〕
本学部の授業科目は，一般教育科目及び外国語科目等からなる 1 群科目（教養教育的科
目）
，専門教育的授業科目の 2 群科目（専門の基礎教育科目）及び 3 群科目（専門教育科目）
から構成されている。
1 群科目は，必修で 4 単位の外国語科目「英語」に加え，基礎教育科目，人間形成の基礎
科目，教養演習科目の中から 12 単位の修得を選択必修として義務づけている。なお，生命
科学の学修・研究における英語の必要性から，2 群に英語 C，科学英語（物理学科・化学科）
，
3 群に原著講読（生物科学科）が配当されている。1 年次のカリキュラムが 1 群科目だけに
偏らないように，2・3 群科目を配当し，物理学，化学，生物科学などの自然科学の基礎を
学修することにより，2 年次以降のより専門性の高い科目へ円滑に移行できるカリキュラム
編成になっている。3 学科とも卒業所要総単位 124 単位のうち専門教育的授業科目が占め
る割合が高く，専門科目優先型のカリキュラム編成となっている。
〔点検・評価〕
1 群科目の卒業要件単位は，必修の英語 4 単位を除き 12 単位なので，幅広い視野と豊か
な人間性を養成するための教養教育的科目として，学生の多様な関心と要望に十分対応で
きるように配慮されていると言える。
一方，2・3 群の専門科目が卒業所要総単位に占める割合が高くなっているが，理系学問
の専門化・高度化が進んだ現代において，本学部の掲げる「生命科学の専門知識を幅広く
身につけ，専門的な研究を遂行する研究能力を有した科学的思考のできる人材を養成する」
という教育目標を達成するためには，2・3 群専門科目の体系的な教育が不可欠であり，現
段階における理学部のカリキュラム編成は適切であると考える。
学部・学科等の教育課程
必須：基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況

〔現状の説明〕
専門教育の基礎科目として開講される数学，物理，化学，生物の科目は，主として理学
部教員が担当し，理学部教育委員会が実施・運営の責任を担っている。一方，教養教育科
目は一般教育部の教員が担当し，一般教育部教育委員会が実施・運営の責任を担っている。
一般教育部の教授会には，本学部から教育委員長が出席し，常に意見交換及び情報交換を
行っており，また教育委員会間のオブザーバーとしての出席の体制も用意されている。
〔点検・評価〕
理学部，一般教育部，双方の教育委員会は，全教員からの意見を汲み上げ，また授業ア
ンケートなどの形で学生からの意見の聴取にも努めており，一定の機能を果たしている。
学部・学科等の教育課程
必須：カリキュラム編成における，必修・選択の量的配分の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
本学部の講義は，4 つの科目群から構成されている。1 群科目 16 単位のうち，外国語系
「英語」の 4 単位のみが必修で，それ以外の人間形成の基礎科目をはじめとする教養演習
科目等は選択科目である。2・3 群科目については，物理学科・化学科が必修 80 単位，選
択 28 単位，生物科学科が必修 82 単位，選択 26 単位となっており，自分が所属する学科の
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高度な専門科目に加え，他学科の専門科目も履修可能となっている。必修科目の比率が約
75％と高いが，ある程度は学生が自分の進路に応じた時間割を組み立てることができるよ
うになっている。なお，4 群科目は自由科目とし，他学部及び他大学の単位互換科目を充て
ている。
〔点検・評価〕
3 学科とも 2・3 群科目における必修科目と選択科目の配分に関して，単に選択の自由度
を広げるだけでなく，各学科の教育目標を達成するために必要な必修科目を適切に配当し
ている。その上で，自分が所属する学科の知識の幅を広げるための科目や他学科の専門科
目を選択科目として履修できるように設定してあり，学生の自主性によって，高い教育効
果が期待できる。
カリキュラムにおける高・大の接続
必須：学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況

〔現状の説明〕
入学生が高等教育に円滑に移行するためには，1 年次に専門科目の基礎を習得する必要が
ある。本学部では一つの学問領域に偏ることなく物理，化学，生物の基本理念を学習でき
るように，これらの基礎を学ぶ講義及び実習がカリキュラムに組み込まれている。高等学
校で未履修であっても学習できるように講義内容が配慮されているとともに，能力別クラ
ス編成を採るなどの工夫も行っている。さらに，講義内容を理解できなかった学生のため
に，個人的に補習を受けることができる学習支援室があり，物理，化学，生物，数学，英
語の教員が常駐している。
〔点検・評価〕
1 年次に物理，化学，生物の基礎的な内容の講義を多く配置し，学年の進行に伴い，より
専門的な講義を配置することにより，後期中等教育から高等教育へ円滑に移行し，生命科
学の基礎から最先端の内容までの学習を可能としている点は適切であると評価できる。
カリキュラムと国家試験
必須：国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における，カリキュラム編成の適切性

該当しない
医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習
必須：医・歯・薬学系のカリキュラムにおける，臨床実習の位置づけとその適切性

該当しない
インターンシップ，ボランティア
任意：インターンシップを導入している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性
任意：ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性

該当しない
授業形態と単位の関係
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必須：各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥当
性

〔現状の説明〕
本学部では，本学学則第 5 章第 12 条に基づき，講義は 15 時間，演習は 30 時間（3 群科
目は 15 時間）
，実験・実習・実技は 45 時間の学修を要する内容をもって 1 単位としている。
講義及び演習は 1 コマ 90 分で行っており，学修内容には授業の事前事後の学習時間が含ま
れることから，学生の予習・復習を促すために，授業毎に小テストの実施，レポートを課
すなどしている。また，成績不振者には補講を行うなど，学修時間の確保は十分になされ
ている。
〔点検・評価〕
単位計算は学則に従い，1 コマ 90 分の授業時間を確保しており，現状では問題は見当た
らない。
休講に対する対応，補講も含めて授業時間は十分に確保されているため，各授業科目に
おける単位計算方法は妥当である。
単位互換・単位認定等
必須：国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性
（大学設置基準第 28 条 2 項，
第 29 条）

〔現状の説明〕
平成 12（2000）年度より首都圏西部大学単位互換協定に基づく単位互換制度を導入して
いるが，本制度の最近の利用状況は皆無に等しく，平成 18（2006）年度前期に 1 名の学生
が東京工芸大学の科目を受講した他，平成 20（2008）年度前期に神奈川工科大学の学生を
１名受け入れた程度に留まっている。
平成 14（2002）年度入学生より，大学又は短期大学を卒業又は中途退学し，本学部 1 年
次に入学した学生を対象に，既修得単位の認定を行っている。認定できる科目の範囲及び
認定単位数は，1 群科目の 60 単位を上限としている。開始年度より 8 名の入学生が既修得
単位の認定を受けている。認定申請については，本学指定様式の既修得単位認定申請書の
他，卒業又は中途退学した大学等のシラバス及び学業成績証明書の提出を求めている。審
査は厳正に行い，1 次審査を教育委員会において実施し，運営委員会の議を経て最終的に教
授会で認定している。
〔点検・評価〕
本学部生の他大学科目受講については，卒業要件単位の履修に差し支えないよう配慮す
る必要があるが，本学部生の時間割（講義・実験・演習スケジュール）が過密傾向にあり，
受講希望者が減少してきている。また，本制度を推進するためには，時間割編成等に考慮
が必要であり，現行カリキュラムでは難しい状況にある。一方，既修得単位の認定につい
ては，審査制度が確立されており，制度として適切に運用されている。
開設授業科目における専・兼比率等
必須：全授業科目中，専任教員が担当する授業科目とその割合
必須：兼任教員等の教育課程への関与の状況

〔現状の説明〕
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2・3 群科目の必修科目については，3 学科とも 90％以上を専任教員が担当しており（全
体では 80％が専任教員の担当）
，残りが兼担・兼任教員の担当となっている。兼任教員への
著しい依存傾向は見られず，妥当な比率を維持していると考えられる。一方，1 群科目の場
合は，同科目名の講義を数多く開講していることと，生命科学系総合大学である本学にあ
って，文科系科目が多いため，兼任教員の割合が増えていることはやむを得ず，理学部対
象の全開講科目（1〜3 群科目）のうち，20〜40％を兼任教員等に依存している。
〔点検・評価〕
兼任教員への著しい依存傾向は見られず，専任教員が担当する授業科目とその割合は，
妥当な比率を維持していると評価できる。しかし，兼任教員担当の科目が学科推奨科目と
なっている場合もあり，教員を辞退された場合，次期候補者の選出等に困難を生じる現状
となっている。
一方，平成 19（2007）年度には物理学科が，また平成 20（2008）年度には生物科学科
がカリキュラムの変更を行っており，一部，兼担・兼任に依頼していた科目の見直しを含
めた形で新カリキュラムを完成させた点は評価できる。
社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
任意：社会人学生，外国人留学生，帰国生徒に対する教育課程編成上，教育指導上の配慮

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 現在のところ，教育体系・カリキュラムは各専門分野に偏ることなく編成され，順調に
運用されていることから，大きな改善等の必要性はないが，基本理念の「より高度な実現」
を目指したカリキュラム編成及び教育を展開するため，講義担当者の意見や学生アンケー
トの分析結果等を，教員研修会等に取り上げることにより，各教員への意識付けを常に行
っていく。
2 1 群科目の卒業要件単位数が少ないことから，学生に一般教育科目の授業を軽視する傾向
があるため，チューターからの履修指導をはじめ，教務事務からのガイダンス等により，
一般教育科目の重要性を認識させていくとともに，幅広い教養と総合的な判断力を培う教
育展開のため，一般教育部の教員と理学部教員と連携して，効果的な対応策を検討してい
く。
3 学生の外国語能力の育成に関しては，平成 19（2007）年度に導入した TOEIC プログラ
ムにより，学生の英語能力の向上に，一定の効果を上げていることから，当面は現状を維
持していく。
4 大学院進学者が多く，専門分野における英語論文作成能力や，学会等における英語での
プレゼンテーション能力養成が望まれていることもあり，大学院教育につながる英語教育
を展開する。
5 自然科学が発展し，社会的ニーズが変化し，理系学問の専門化・高度化が進んだ現代社
会において，
「生命科学の専門知識を幅広く身につけ，専門的な研究を遂行する研究能力
を有した科学的思考のできる人材を養成する」という教育目標を継続的に実現していくた
めに，今後も教育委員会で協議しながら，新たな研究分野を適切かつ迅速にカリキュラム
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に反映させていく等，継続的にカリキュラムの見直しを行っていく。
6 ゆとり教育を受けた学生の入学という現実に対応するため，また高等学校での未履修科
目に対応するため，一般教育部学習支援室の協力も得ながら，現在実施している能力別ク
ラス編成を継続的に行いつつ，個別に補習を行っていく。
7 今後も教育委員会を軸に検討を重ね，現状の専兼比率が適正かどうか常に検証を行って
いく。
②教育方法等
〔到達目標〕
理学部の教育目的は，
「生命科学」の基礎を支える自然科学の幅広い専門知識・技術を持
ち，自分で問題解決できる能力を有し，広範な社会貢献を果たすことのできる人材を育成
することである。理学部ではこの教育目的を達成するために提供している教育の内容及び
方法が，目的達成のために適切なものであるか，また教育が期待される効果を上げている
か等について，常に監視・評価を行っている。今後も科学の進歩，社会のニーズに合わせ
た教育内容及び方法の改善に取り組み，
「生命科学」の発展の礎となる人材を輩出していく
ため，次の到達目標を設定した。
（事業計画において設定）
◇教育効果の測定
1 常に教育効果の測定方法を学部内で共有していく。
2 より多くの学生が希望通りに進学・就職できるように，常に進学・就職サポート体制を
点検し，その充実を図る。
（平成 19（2007）年度事業計画）
◇履修指導
1 チューターによる適切な履修指導の強化，及び留年生の学習意欲向上の方策の見直しを
行う。
◇教育改善への組織的な取り組み
1 学生の学修の活性化や，教員の教育指導方法の改善を含め，授業評価アンケートの結果
を，教員個人単位のみならず，学部としての教育改善に直結させるシステムを構築する。
（平成 20（2008）年度事業計画）
2 満足度調査の調査項目について，常に検証・見直しを行い，その充実を図る。（平成 20
（2008）年度事業計画）
教育効果の測定
必須：教育上の効果を測定するための方法の有効性

〔現状の説明〕
各授業科目の教育目標・到達目標及び評価基準はシラバスに記載されている。成績評価
は，担当教員各自の判断に委ねられているが，定期試験・レポート等により，総合的な評
価が行われている。また，4 年間を通しての学部教育効果は，学部教育の集大成である卒業
論文の作成と審査によって測定・評価される。
卒業論文の発表審査会は，毎年２月中旬に，学科毎に全教員ならびに全卒業予定者が参
加して実施される。
〔点検・評価〕

239

基準 3 教育内容・方法
教育効果は，教科の内容に合わせて測定されるべきであり，担当教員に任せる現行の方
法は合理的で妥当な方法である。さらに，その測定の基準となる授業科目の教育目標・到
達目標及び評価基準がシラバスに明記されることによって，学部内の全教員に共有されて
いる点は評価できる。
また，進級の判定は，毎年行っており，全体的な教育上の効果を測定するために，適切
な運用がなされている。
教育効果の測定
必須：卒業生の進路状況

〔現状の説明〕
ほぼ全員が進学又は就職をしている。平成 19（2007）年度の例を挙げると，物理学科は
進学 44%，就職 52％，その他研究生等 4％, 化学科は進学 43%，就職 54％，その他研究生
等 3％，生物科学科は進学 67％，就職 30％，その他研究生等 3％であった。就職指導とし
て就職テストを 1 年次から実施し，2 年次には就職活動開始のためのガイダンス，3 年次に
は実際の就職活動に向けての模擬面接や体験談を含めたガイダンスを行っている。
大学院進学率は年々上昇している。
〔点検・評価〕
3 学科とも卒業後の進路状況は良好である。理学系学問の専門化により，研究職での就職
には専門的技能が要求される傾向にあり，大学院進学の割合は年々増加している。そのた
め，進学希望者は就職を先のことと考え，就職ガイダンスを欠席しがちである。しかし，
ガイダンスは大学院での就職活動にも有益な情報を含んでいるため，出席を促す対策とし
て，平成 20（2008）年度から就職情報だけでなく，進学情報も加え，
「就職・進学ガイダ
ンス」として就職・進路指導を展開したことにより，欠席者が減ったことは評価できる。
成績評価法
必須：厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法，成績評価基準の適切性

〔現状の説明〕
講義科目は出席状況，小テスト，レポート及び定期試験で，また演習及び実験科目は出
席状況，レポート，小テストで成績評価を行っている。不合格者に対しては，再試験を実
施している。なお，すべての科目の成績評価方法は，
「評価基準」としてシラバスに明記さ
れており，Web 上でも公開している。
〔点検・評価〕
出席状況，小テスト，レポート提出など試験だけの成績だけでなく，総合的な判断に基
づいて成績を評価しているのは適切と考えられる。
また，成績不振者に対して再試験を実施するに当たり，再度学習させる期間を設けてい
ることは，適切な措置と考えられる。しかし，再試験があることを前提にして本試験にま
じめに取り組まない学生が見受けられたため，評価方法，成績，試験実施等について明確
に記載した「理学部における試験及び成績評価に関する規程」並びに「同細則」を新たに
作成した。これにより，試験の実施や評価等がより公明・公正・厳格に行われるようにな
ったことは，高く評価できる。
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成績評価法
必須：履修科目登録の上限設定等，単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性

〔現状の説明〕
卒業まで無理なく学修できる履修計画を組めるように，各学科・学年での履修基準（履
修上限単位数）を設定している。選択科目を当該年次の基準数以上修得した場合には，上
級年次の基準数から減じることができる。また，各科目には配当年次があり，通常は在籍
年次より上級年次の科目を履修することはできないが，留年生に限り，勉学意欲低下を防
ぐことを目的に，上級年次配当選択科目の一部の履修を認める制度を設けている。
〔点検・評価〕
現行の履修基準に則った上限設定は学生にとって無理がなく，適切に運用されている。
成績評価法
必須：各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性

〔現状の説明〕
学生の質の検証と確保のために，上級学年への進級は，下表（進級基準）に基づき，年
次毎に進級判定を行っている。卒業時は，卒業研究（必修科目）により作成した卒業論文
と，同論文の口頭発表をもって，学生の質を検証している。
（進級基準）
進級要件
（修得単位）

２年次への進級
①１年次の修得単位が
物理学科 →３０単位以上
化学科
→３３単位以上
生物科学科→３０単位以上
であること

３年次への進級
①２年次までの修得単位が
物理学科 →６９単位以上
化学科
→６９単位以上
生物科学科→６９単位以上
であること

４年次への進級
①３年次までの修得単位が
物理学科 →１０４単位以上
化学科
→１０４単位以上
生物科学科→１０６単位以上であ
ること

ただし，上記の修得単位に，履修基準に定める科目系毎の所要単位（基準単位
の合計）以上の修得単位がある場合は，所要単位を上限とする
②１年次配当の実験科目（必修）
を全て修得していること

② ２ 年 次 配当 の実 験 科目 （ 必
修）を全て修得していること

③１年次における１群選択科目の
修得単位が基準単位以上であるこ
と

③１群選択科目の所要単位を全
て修得していること

④１年次必修科目の未修得単
位が
物理学科 →８単位以下
化学科
→８単位以下
生物科学科→８単位以下
であること

④２年次までの必修科目の
未修得単位が
物理学科 →６単位以下
化学科
→６単位以下
生物科学科→６単位以下
であること
⑤２年次配当の学科の指定する
選択科目から４単位以上修得
（生物科学科のみ）

②３年次配当の実験科目（必修）を
全て修得していること

④３年次までの必修科目の未
修得単位が
物理学科 →８単位以下
化学科
→６単位以下
生物科学科→未修得単位なし
であること
⑤３年次配当の学科の指定する選
択科目から４単位以上修得（生物
科学科のみ）

〔点検・評価〕
各科目の総合的な評価に基づき，毎年進級判定を行っているほか，卒業研究の発表も各
学科で実施しており，各年次及び卒業時の学生の質の検証・確保は適切に行われている。
また，B 選択科目（他学科専門科目の必修科目）も選択が可能となっており，専門に偏
らない幅広い教育を受けた人材の養成が行われているため，社会人として活躍できる能力
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を充分に自分のものにすることができる。ただし，3・4 年次生になると就職活動及び卒業
研究等により，卒業に係る履修基準に定める単位数を満たしてしまっている学生の中には，
積極的に選択科目を履修しない傾向があるのは問題と言える。
履修指導
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：留年者に対する教育上の配慮措置の適切性
任意：科目等履修生，聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性

〔現状の説明〕
教育委員長が年度初めに学年ごとに履修指導を行い，併せて事務室の教務担当者による
シラバスをもとにしたガイダンスを実施し，科目･担当教員・授業のねらい・授業計画・成
績評価方法・教員免許資格・履修上の注意事項（進級基準等）について説明している。
また，講師以上の教員は，各学年 5〜10 名の学生のチューターを担当し，担当学生の履
修指導等をきめ細かに行っている。
大学及び PPA や同窓会から懇和会費が補助されるので，各チューターは年 1〜2 回の懇
和会を持ち，学生と個別に話し合う機会を設け，履修，単位修得や進級に問題のありそう
な潜在的学生を早めに見出して指導している。また，オフィスアワー制度により，学生は
チューター以外の教員への質問相談も容易に行える体制が構築されている。
留年生に対しては，年度初めにチューターが面談による履修指導を行っており，チュー
ターには当該学生の学生指導報告書の提出が義務づけられている。また，留年生の学習意
欲を向上させる方策として，上級年次配当科目の一部を履修できる制度を設けている。
〔点検・評価〕
チューターによる年 2 回の成績表配付及び履修状況の確認・相談等，履修指導のシステ
ムは円滑に運用されている。留年生については，留年したことによる学業に対する意欲の
低下が起こり，特に不足単位数が少ない状況で留年した学生については，出席すべき講義
数が少ないため，次第に大学に来なくなる状況に陥りがちである。そこで，学業に対する
意欲の向上を促す対応策の一つとして，留年生が，上級年次配当科目の一部を履修できる
制度を平成 20（2008）年度から実施している。留年生の単位修得状況に基づいて，チュー
ターと当該科目担当教員とが連携して，留年生にとって最適な履修指導を行うことにより，
学生の学業に対する意欲を維持させることができるものと考えられ，評価できる。
また，留年生に限らず，奨学金申請，病欠・事故等による長期の講義欠席や試験欠席な
どの際にも，チューターが面談し，指導報告書を提出することにより詳細な状況が把握さ
れている。ただし，学生指導報告書は，情報として一部の教職員にしかに公開されないの
で，教員間で情報を共有するための資料として，利用されていない。
教育改善への組織的な取り組み
必須：学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルテ
ィ・ディベロップメント（FD）
）およびその有効性

〔現状の説明〕
本学部では，演習や実験に重点を置く教育体系をとっており，1 年次の基礎専門科目や一
部の上級年次科目では能力別クラス編成を実施している。教員の教育指導法の改善のため，
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学生による授業評価アンケートや教員研修会（FD）を恒常的に実施している。
教員研修会は，平成 12（2000）年度より，全教員を対象として夏季休暇期間中に実施し
ている。
「理学部における教育の現況を認識する」ことを共通テーマとして，教員が客観的
に自学部の現況を捕らえ，共通の認識に立った上で，時代に即した理学部の改革を進めて
いくことを目的としている。研修会の課題としては，本学学長による「理学部の教員に望
むもの」などの講演や，
「カリキュラムを考える」
，｢わかりやすい講義の工夫｣，｢成績不振
者への対応」
，｢卒業研究について｣など多様なテーマについての分科会形式による討議など
を，毎年実施している。これらはその時点における問題をテーマとして取り上げているた
め，教育指導方法改善には非常に有効である。
〔点検・評価〕
演習や実験重視の教育方針は，学生の学習意欲を刺激し，自主性を養う上で効果的であ
る。能力別クラス編成により不合格者が減少しており，その効果は上がっている。授業評
価アンケートは，教員が，学生の実態に即した効率的な授業を展開する上で有効な評価手
段であり，教育方法改善のための資料として積極的に利用されていることは，評価できる。
一方で，アンケート結果を教員個人のみではなく，FD の組織的な取り組みの一環として，
活用する方法等について教員研修会等で検討していく必要がある。
教育改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況

〔現状の説明〕
シラバスが冊子として配布されるほか，各授業科目の内容は Web 上に公開されている。
シラバスは，3 学科共通の基礎教育科目である 1 群科目用と，専門教育科目である 2・3 群
科目用の 2 冊に分けて作成されている。内容は，①一年間の学修暦に始まり，開講期（前
期・後期）別の時間割及び学科別の実習カレンダー，②3 学科共通科目である 1 群科目，2
群選択科目の講義内容，③3 学科毎の学年別・科目群別の講義内容，教職履修関連法規の改
正に伴う入学年度別の教職課程の講義内容，④カリキュラム改正に伴う新旧カリキュラム
の読み替え表，等から構成されている。
各科目の講義内容は，配当学年・単位・授業コマ数・単位認定者・分担者の情報にはじ
まり，当該科目の教育目標・教育内容，毎回の授業内容，到達目標，評価基準，教科書や
参考書までを記載しており，学習する上での指標としての役割を必要且つ充分な情報量で
分かりやすく記載している。
学生便覧には，学部の教育目的，教育方針，学生育成方針，教育組織，カリキュラム，
履修方法等が示されている。更に，学部カリキュラムの編成方針やその内容をわかりやす
く列挙し，本学部の教育の方向性を明らかにしている。
〔点検・評価〕
シラバスの内容等については，満足度調査でも高い評価を得ており，学習する指標とし
ての役割を十分果たしている。また，利便性を考え，当初の A4 サイズから A5 サイズに小
型化した。教員，学生，双方からの評判も良く，学生の活用頻度も上がっており，その対
応は充分に評価できる。
教育改善への組織的な取り組み
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必須：学生による授業評価の活用状況

〔現状の説明〕
理学部では，2 年間（1 サイクル）で全講義科目及び実習科目を網羅する授業アンケート
を実施し，授業内容に関する評価や要望などを調査している。実施及び結果の集計は，教
育委員会によって行われ，結果は授業担当教員個人にフィードバックされるが，アンケー
ト結果の活用は，個々の教員に一任されている。
〔点検・評価〕
大半の教員は，授業アンケートの結果を真摯に受け止め，次年度の講義・実習に反映さ
せているという意見である。なお，授業アンケート結果の講義・実習への反映は次年度に
なってしまうため，アンケートに回答した学生の目に見える形としては活用されていない
ことが，学生の授業評価アンケート回答に対する意識の低下に繋がるという危惧もある。
教育改善への組織的な取り組み
任意：卒業生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
平成 18（2006）年度から，卒業を控えた 4 年次生を対象に，在学時の教育内容・方法等
を含む大学生活全般について評価させる満足度調査を導入している。卒業生を対象とした
調査は実施していない。
〔点検・評価〕
卒業を控えた学生が，教育面をはじめ，施設，学生厚生等に関して，大学で何が得られ，
何が得られなかったかを把握する上で，有効な手段となっている。学生には，その実施と
意義が十分に周知され，提出率も高く，正確に収集されたデータとして評価できる。
教育改善への組織的な取り組み
任意：教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
年に 2 回実施している授業評価アンケートの結果は，教育委員会における教育改善の資
料として利用されているほか，教員個人に結果をフィードバックしている。
〔点検・評価〕
アンケート結果は教育委員会によって集計された後，授業担当教員個人にフィードバッ
クされ，教育方法改善のための資料としている。ただし，学部として，組織的にアンケー
ト結果を教育改善に直結させるシステムは確立されていない。
授業形態と授業方法の関係
必須：授業形態と授業方法の適切性，妥当性とその教育指導上の有効性
必須：多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性
必須：
「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における，そうした制度の運用の適切
性

〔現状の説明〕
本学部の授業の形態及び方法は，すべて担当の各教員に任されている。専門科目の講義
に使用している講義室及び実習室には，本学の LAN システムに接続した学部内 LAN ケー
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ブルが敷設されているほか，プロジェクターやスクリーンなども設置されており，マルチ
メディアを活用した授業が実施可能な環境が整っている。
学部として組織的にマルチメディアを活用した授業の導入は行っていないが，各教員は
講義内容に合わせて，パソコンによるプレゼンテーションを導入するとともに，補助教材
の作成・配布，小テストの実施などにより教育効果を上げる努力を行っている。
なお，本学部の教育は相模原キャンパスで行われており，遠隔授業は行っていない。
〔点検・評価〕
マルチメディアを活用した授業が実施可能な環境が整備されており，教員はそれらを利
用して，最大限の教育効果を上げるための授業方法の工夫に常々腐心している。なかでも
授業評価アンケートの結果は教育効果を測定するための有用な指標として役立てられてい
る。
なお，パソコンによるプレゼンテーションは特別講義等では有効と考えられるが，通常
の講義では，ノートが取りづらい，講義の進度が速くなり過ぎるなど，学生からの意見も
あり，利用方法の工夫が必要である。また，自習室・学生ホールにも自習のために学生が
自由に利用できる PC がそれぞれ 20 台近く配置してあり，自学自習に効果を上げている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 教育上の効果の測定に関して現体制は有効に機能しているため，当面は現状を維持して
いくが，常に検証を行っていく。
2 就職ガイダンスを含めた就職サポート体制は十分な機能を果たしているが，就職活動に
おける企業選び等についてはより良い指導が行えるよう，就職指導委員会を中心として
改善を図っていく。
3 履修指導は，全体としては適切に行われているが，履修指導に係るチューター間に温度
差があるため，定期的にチューター説明会を開催してその解消を図っていく。
4 留年生対象の面談後に提出される学生指導報告書は十分に活用されているとは言い難い
ので，留年生に関する情報を共有できるよう，具体的な活用方法を含め，学生指導委員
会や教員研修会等で協議していく。
5 年 2 回実施している学生による授業評価アンケート結果を，学部として組織的な教育改
善に直結させるシステムを確立させるための方策を検討する。
6 学生による授業評価アンケート結果を，学生の自主的な学修への取り組みの促進，授業
のさらなる充実に活用するため，現状の教員個々人へのフィードバックによる活用法に
加え，新たなシステム方策を教員研修会等において検討する。
7 卒業を控えた 4 年次生を対象としている満足度調査の項目の検証・見直しを行うととも
に，調査結果を教育内容等に反映させるため，より有効なデータ収集に努め，データの
活用法について検討していく。
③国内外との教育研究交流
〔到達目標〕
国内外の大学及び教育・研究機関との間で教育・研究両面において学生・教員の交流を
促進することは，学生の勉学や進学に関する選択の幅を拡大するだけでなく，理学部単独
ではなし得ない新しい人材の育成や学際領域の教育研究の推進に繋がるものと期待される。
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同時に，教育研究交流により，教員・学生が関係地域及び関係国の学術，文化，社会制度
に対する理解を深めることで，大学の教育研究を社会に還元する機会が生まれることも期
待される。このような教育研究交流による成果をあげるためには，学部としての教育研究
交流の目的を明確化し，目的に見合った交流先を選定するとともに，現状の教育・研究レ
ベルを損なうことなく交流するための方策について検討し，学部の交流に関する人的・資
金的な支援体制を整備する必要がある。そのため，次の到達目標を設定した。
◇国内外との教育研究交流
1 教員研修会や教育委員会で討議して，教育研究交流の目的を明確化し，学際領域の教育
研究の推進を図る。
国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
任意：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況

〔現状の説明〕
国際交流による教育・研究の活性化を目的として，平成 18（2006） 年にバーリ大学（イ
タリア）と国際学術交流協定を締結し，機能性食品に関する共同研究を行っている。平成
20（2008）年 3 月には，北里大学学術国際交流資金で，大学院生及び教員をバーリ大学に
派遣した。教育・研究の国際交流推進の一環として，現在までに物理学科 1 名，化学科 2
名の教員が海外に 1 年間留学した。外国人研究者を招いたセミナーも実施しており，また
海外での学会発表（特に招待講演）及び原著論文の発表に対しては，学部としての補助制
度が整備されている。
国内の大学との教育研究交流としては，平成 20（2008）年に学習院大学理学部と学生交
流に関する覚書を締結し，所定の手続きにより，両学部の学生が相手学部の教育研究指導
を受けることが可能になった。また，神奈川県県央部の大学を中心とする「首都圏西部大
学単位互換協定」に参加し，学生の派遣・受け入れを実施している。
〔点検・評価〕
バーリ大学との交流は順調に推移しているが，学部レベルでの国際交流はバーリ大学と
の交流に限られているので，教育研究の活性化をもたらす新たな国際交流の方策を検討す
る必要がある。首都圏西部大学単位互換制度に関しては，本学部の時間割が過密なため，
受講希望者がほとんどいない。本制度の利用を推進するためには，時間割の編成等におい
て配慮する必要がある。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 国内外の大学との交流により理学部の教育・研究を活性化させていくために，現在行っ
ている教育研究交流の長所・短所を明らかにし，今後の提携先，人材・資金も含めた実
施方法など，交流を緊密化させるための具体的措置に関して，まず教育委員会で議論を
積み重ねていく。

２−６−２．理学研究科
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①教育課程等
〔到達目標〕
本研究科は，分子科学専攻と生物科学専攻の 2 専攻からなる。
分子科学専攻は，物理学，化学に立脚して分子及び分子集合体の構造や動的特性に関す
る教育研究を行い，生命現象を物理的視点，化学的視点から解明することを目的とする。
この様な基本理念の上に立ち，修士課程においては，物理的ないしは化学的計測技術や数
理的解析能力を身に付けてこれを活用できる人材，物質の機能評価を行い新規化合物を合
成できる技術を身につけてこれを活用できる人材，研究成果を学会などで発表する能力を
身につけた人材を，また博士課程においては，研究の遂行過程で遭遇する問題点を掘下げ，
計測技術・解析方法の開発・改良のできる力，機能性化合物を設計し，合成法の開発・改
良のできる力を身につけた人材，国際性・コミュニケーション能力を身につけ，研究成果
を英文論文として国内外の学会に発表する能力を身につけた人材を育成することを目標と
する。
生物科学専攻は，目覚ましく発展を遂げている生物科学についての深い知識を持ち，生
物学や基礎医学の様々な分野で最先端の研究を担える人材を養成することを目的とする。
このような基本理念に立脚して，修士課程においては，生命科学の研究に必要な基本的実
験技術を習得し，それぞれの研究計画に従って研究を遂行する能力を身につけた人材，研
究成果を学会，研究会などで口頭発表する能力を身につけた人材を，また博士課程におい
ては，指導教授との討議に基づいて研究計画を立案し，自立して研究を遂行する能力を身
につけた人材，国際性，コミュニケーション能力を身につけ，研究成果を英文論文として
まとめ，国内外の学会に発表する能力を身につけた人材を育成することを教育研究の目標
としている。このような教育目標・人材育成目標を達成するため，次の到達目標を設定し
た。
（事業計画において設定）
◇大学院研究科の教育課程
1 講義内容，研究指導方法の見直しを教員研修などの場において行う。
（平成 20（2008）
年度事業計画）
2 修士課程においては，学士課程教育からの継続性に配慮した講義及び研究指導を，博士課
程においては，修士課程において得た研究能力の発展に配慮した指導を行う。（平成 20
（2008）年度事業計画）
3 入学から学位授与までのプロセスを明示する。
4 博士課程入学者の確保に向け，新たな連携大学院の実施をめざす。
（平成 20（2008）年
度事業計画）
◇単位互換，単位認定等
1 神奈川県内大学院学術交流協定などにより他大学院との単位互換を進めるとともに，入
学前の既修得単位認定の手続きを明確にする。
◇社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
1 社会人入学者及び外国人留学生指導に関わるマニュアルの整備等を行う。
大学院研究科の教育課程
必須：大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 99 条，大学院設置基準
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第３条第１項，同第４条第１項との関連
必須：
「広い視野に立って清深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等
に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性
必須：
「専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従
事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程の目的への
適合性

〔現状の説明〕
本研究科は，理学部を基本基礎学部とし，分子科学専攻，生物科学専攻からなる二専攻
を擁する。分子科学専攻は物理学，化学に立脚して分子及び分子集合体の構造や動的特性
に関する教育研究を行い，生命現象を物理的視点，化学的視点から解くことを目的として
いる。生物科学専攻はめざましく発展を遂げている生物科学の深い知識を身に付け，生物
学や基礎医学のさまざまな分野で最先端の研究を担える人材を養成することを教育目標と
している。
修士課程においては，高度な専門分野の研究能力を養うため，各講座単位で行われる輪
講（4 単位）と特別研究（16 単位）
，2 専攻計 12 研究分野にわたる講義科目のうちより 4
科目 8 単位以上を履修する事を義務づけている。また，広い視野を身に付けるため，特別
講義（2 単位）として外部講師を招いて開講されるセミナーを指定回数以上聴講すること，
選択科目のうち最低 1 科目は他専攻の科目を履修することとしている。特別研究の成果は
修士論文としてこれをまとめ，公開の口頭発表を行うとともに，論文審査を受け，修了認
定を行う。博士後期課程では，指導教授のもとで独自のテーマに従って研究を遂行し，中
間報告会を経て，博士論文にまとめ，学位論文の審査を受ける。学位申請には，審査をと
もなう欧文誌へ 1 報以上第一著者として原著論文が掲載されている事を要件とする。
また，
TA として学部学生の指導補助，RA として研究室の基調研究の研究補助を行う機会を与え
られている。これらを通じて，自立して研究活動を行い，高度に専門的な業務に従事する
上で必要な研究能力とその基礎となる学識を身に付けさせている。
〔点検・評価〕
平成 10（1998）年度の研究科（基礎生命科学研究科から平成 19（2007）年度に理学研
究科に名称変更）開設以来，202 名の修士課程修了者と 16 名の博士後期課程修了者を社会
に送り出しており，理念・目的に沿った教育研究の成果が順調に結実している。輪講及び
特別研究による研究能力の育成は，講座単位で少人数により実施され，学生の個性と能力
に応じた教育がなされている。修士課程の学生は，研究課題に直接に関わる講義だけでは
なく，将来必要と思われる講義を積極的に履修しており，幅広い視野を養うという観点か
ら一定の成果を上げている。博士課程では，学位取得の条件として査読付きの欧文学術雑
誌に第 1 著者として原著論文が受理されていることを課しており，そのこともあって高い
目的意識をもって研究に取り組んでいる。このように，高度な研究能力及びその基礎とな
る豊かな学識を養うという博士課程の目的は十分に達成されている。TA により，学部生の
実習・演習の指導やアドバイスをする機会があることも，博士課程の研究活動に良い効果
をもたらしている。
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大学院研究科の教育課程
必須：学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と，当該学部の学士課程における教育内容との関
係

〔現状の説明〕
本研究科における教育研究は，学士課程で培った専門基礎及び専門知識の上に成り立っ
ている。教育を展開する上で，分子科学専攻では物理学及び化学の，また生物科学専攻で
は生物科学の各領域の専門知識修得が前提となり，学部から研究科への継続的な教育が行
われている。また，両専攻とも，境界領域の専門知識が研究遂行の上で特に重要であるこ
とから，学士課程から推奨している他学科専門科目履修の方針を受継ぎ，研究科において
も他専攻科目履修を推奨しており，境界領域における継続的な教育も展開している。
〔点検・評価〕
大多数の教員が，学部教育と大学院教育の双方に携わり，内容の継続性に充分に配慮し
た教育がなされており，この点において学生の満足度は非常に高い。
大学院研究科の教育課程
必須：修士課程における教育内容と，博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の関係

〔現状の説明〕
修士課程の教育は，指導教授の担当科目・推奨科目，幅広い生命科学の知識を学ぶ他専
攻の関連科目，研究領域周辺の最先端トピックスを精選した特別講義，関連分野の文献講
読，研究成果の発表及び検討を通じて研究を客観的に評価する能力を養う輪講，そして各
専攻における基礎的研究技法を習得してその成果を修士論文にまとめる特別研究からなる。
博士後期課程においては，関連分野文献の精読及び研究成果の発表・討論を通じて，修
士課程で修めた幅広い分野に関する知識と研究成果に立脚した自身の課題を展開する輪講，
そして高度な研究方法を駆使してより深い専門分野の研究課題の成果を博士論文にまとめ
る特別研究からなる。
〔点検・評価〕
修士課程で受けた幅広い分野の教育が，博士後期課程における専門分野のより深い研究
に活かされるよう十分な工夫がなされており，両者の関係も含め，適切に教育成果を上げ
ていると評価できる。一方，科学技術の進展はめざましく，限られた時間のなかで知識を
習得し，これを生かす能力を身につけさせるためには，より一層の各教員の指導上の配慮
と工夫が必要である。
大学院研究科の教育課程
必須：博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性

該当しない
大学院研究科の教育課程
必須：博士課程における，入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性

〔現状の説明〕
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学位授与プロセスに沿い，課程博士の学位に関する内規及び北里大学学位規程に基づい
て入学後の教育から学位授与までを遂行している。博士後期課程への入学に際しては，面
接，外国語（英語）試験（修士課程からの進学者に対しては免除）
，修士論文又はそれに相
当する研究内容の口頭発表とこれに対する質疑応答を課している。入学後は，指導教授の
もとで各自のテーマに沿って特別研究を遂行し，
「輪講Ⅱ」のなかで中間発表を行うことを
義務付けている。3 年次には，研究科としての中間報告会を経て，研究成果を博士論文とし
てまとめ，学位論文の審査を受ける。学位申請には，掲載に審査をともなう欧文誌に第一
著者として 1 報以上の原著論文が掲載されていることを要件としている。学位審査プロセ
スとしては，中間発表・最終公開発表の後，審査委員（主査 1 名，副査 2 名）による論文
審査を行った後，本研究科委員会で最終的に学位授与の認定を行う。論文は公開発表に先
立ち主査，副査に事前配付され，精査を行っている。
〔点検・評価〕
博士課程における入学から学位授与までの教育システム及びプロセスの構築は妥当であ
り，それが適切に運用されることにより，博士課程修了者を輩出していることは評価でき
る。一方，博士課程入学者に減少傾向がみられ，これに対しての対応が課題となっている。
授業形態と単位の関係
必須：各授業形態の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥当
性

〔現状の説明〕
本研究科では，オムニバス形式で展開される特別講義も含め，講義科目の場合，90 分 x 15
回の講義に対して 2 単位を付与している。また，研究室において展開される輪講は，修士
課程の場合は 2 年間で 4 単位，博士課程の場合は 3 年間で 6 単位を付与している。一方，
院生が研究課題に取り組み，修士または博士論文としてまとめる特別研究には，修士課程
で 16 単位，博士課程で 24 単位を充てている。なお，両課程ともに 30 単位（以上）の修得
が修了要件となっている。
〔点検・評価〕
90 分×15 回の講義科目に 2 単位を付与することは，学部の講義と共通しており，他の大
学院と比較しても標準的な値である。また，輪講は学部の演習に対応しており，指導形態，
年間 30 コマ展開されることを考慮すると，年間 2 単位は妥当と言える。大学院教育の中心
をなす特別研究の単位数は，修士課程では修了要件単位数の 5 割強，博士課程ではその 2/3
という比率になっており，適切な配分である。
単位互換，単位認定等
必須：国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学院設置基準第 15 条）

〔現状の説明〕
本研究科発足以来 8 年間の，神奈川県内大学院学術交流協定に基づいた単位互換制度を
利用した受け入れ実績は 11 名，
本研究科からの他研究科の科目受講実績は 0 である。
また，
院生に対する既修得単位認定も実績はない。
〔点検・評価〕
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現状では，単位互換制度の利用者が極めて少ないため，各院生の研究課題に関連する講
義等が近隣大学院で開講されている場合は，受講を勧める指導が必要であると考えられる。
社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
必須：社会人，外国人留学生に対する教育課程編成，教育研究指導への配慮

〔現状の説明〕
社会人特別選抜入学試験制度は平成 13（2001）年度に，また外国人留学生特別選抜入学
試験制度は平成 16（2004）年度に導入された。これまでに 2 名の博士後期課程への社会人
入学者があり，1 名は平成 20（2008）年 3 月に博士の学位を取得した。外国人留学生の入
学実績はない。
〔点検・評価〕
外国人留学生の入学試験は，日本語又は英語で実施しており，語学力を含めた判定を行
うことで，入学後に語学力不足に起因する問題が生じないよう配慮している。社会人の場
合，勤務先における業務の都合上，研究に割く時間が不足する傾向にあり，いかに指導す
るかが課題となっている。
独立大学院等の教育課程
任意：学部に基礎を置かない独立大学院，独立研究科における，下位の学位課程の教育内容・レベルを視
野に入れた当該課程の教育内容の体系性・一貫性を確保するための方途の適切性

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 現在の講義，輪講，特別研究の 3 つの履修形態をとった開講科目は大学院研究科の修士
課程，博士課程の研究教育目的に沿ったものと言えるが，講義内容，院生の指導方法に
ついては，教員研修会の場などを活用し，常に見直し，改善を図っていく。
2 学士課程教育からの継続性に関しては，当面は現状を維持していくこととし，修士課程か
ら博士課程へも継続的な教育内容が展開されているので，今後も両者の関係が適切に維
持されるよう努めていく。
3 現行の教育システム及び入学から学位授与までのプロセスは，シラバスなどに明記されて
いるが，博士課程の中間発表会の時期については，中間発表会から博士論文の作成まで
に時期を充分にとることの必要性の指摘に基づき見直し行っているところであり，近い
うちに適切な時期設定を行う。
4 博士課程への進学者数の減少への対策として，平成 20（2008）年度に国立がんセンター
と連携大学院実施に係る協定を締結したが，今後も，新たな研究機関との連携大学院実
施も含めて，博士課程の入学者の確保に向けた方策を運営委員会で協議していく。
5 他大学院との単位互換に関しては，現状において，神奈川県内大学院学術交流協定を結ん
でいるが，活用されているとは言い難いため，学生への情報提供の内容，周知方法など
を教育委員会において協議しながら，大学院生が本制度を活用するよう促していく。
6 入学前の既修得単位認定については，他大学院における履修内容が本研究科の講義内容に
対応しているケースはかなり少ないと予想されるため，申請が生じた場合には教育委員
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会で協議し，個別に対処することとする。
7 社会人入学者への対応については，運営委員会を中心に，学位にふさわしい研究水準を保
つ方策に関する検討を行っていく。
8 これまで本研究科には外国人留学生の受け入れ実績はないが，今後，受け入れる状況が発
生することを予想して，既に留学生を受け入れている他研究科から情報を得て，マニュ
アルの整備等に向けた協議を進めていく。
②教育方法等
〔到達目標〕
生命現象を物理的視点，化学的視点から解くことのできる人材，生物科学についての高
度な専門知識に基づき，生物学や基礎医学のさまざまな分野で最先端の研究を担える人材
を養成するという教育理念の実現に向け，高度な専門知識の修得と，主体的な研究展開を
行える能力を育む教育方法の実現を目標とし，次の到達目標を設定した。
◇教育効果の測定
1 講座，輪講，中間発表会等の場を通じ教育効果の測定を行うとともに，それらの相関に
ついて検証し，より適切な測定方法を検討する。
2 専門性を生かした就職が円滑に進むよう，院生を対象とした就職ガイダンスの体制を整
備する。
（平成 19（2007）年度事業計画）
◇研究指導等
1 講座単位での少人数指導を行うとともに，中間発表会などの機会を通じ，講座，専攻の
枠を越えた指導を併せて行い，教育・研究の充実を図る。
◇教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
1 大学院教員を対象とした教員研修会（FD）を定期的に実施する。
（平成 20（2008）年度
事業計画）
2 教育改善に資するために，講義に対する大学院生の要望を汲み上げる。
教育効果の測定
必須：教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性

〔現状の説明〕
大学院生の教育・研究指導上の効果は，まず，院生の提出するレポートや講義の際の応
答を通して測られている。また，各講座で毎週行われる研究報告，研究科全体で行う中間
発表会（修士 2 年次，博士 3 年次実施）
，学会発表の準備及び学会における質疑応答等を通
じて指導の効果を測定している。
〔点検・評価〕
研究能力とプレゼンテーション能力を身に付けた人材を順調に輩出しており，教育･研究
指導上の効果を適切に測定し，教育研究の指導に生かしていると評価できる。
教育効果の測定
任意：修士課程，博士課程，専門職学位課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況
任意：大学教員，研究機関の研究員などへの就職状況と高度専門職への就職状況
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〔現状の説明〕
修士課程修了者の多くは，民間の研究開発職に就職している。博士の修了者を送り出し
始めて 5 年しか経過していないため，大学教員，研究機関への研究員としての就職者数は
多いとは言えないが，このところ増加の傾向にある。このように，修士課程・博士課程修
了者の就職は，良好に推移している。
〔点検・評価〕
最近は教員，研究職への就職者数が増加の傾向にあり，本研究科における教育研究の成
果が上がっていると評価できる。研究職に就く割合を増加させることは，本研究科の設置
目的に鑑みて重要であり，大学院教育における専門性と幅広い視野の育成をさらに一層進
める必要がある。
成績評価法
必須：学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性

〔現状の説明〕
修士課程における教育・研究は，専門領域を中心とした講義科目，最先端研究のトピッ
クスに関する特別講義，専門領域関連分野の文献を講読する能力を養う輪講Ⅰ，専攻分野
における研究成果を修士論文にまとめる特別研究Ⅰで構成されており，シラバスに記載さ
れたそれぞれの科目の評価基準に基づき評価がなされている。博士課程では，専門領域を
中心に関連分野文献を精読し，発表・討論をとおして，研究者としての自立性を養う輪講
Ⅱと，専門分野における研究成果を博士論文にまとめる特別研究Ⅱに関する指導が行われ
ているが，修士課程における科目同様の評価基準に基づいて評価がなされている。
〔点検・評価〕
修士課程では，広い視野に立って生命科学の専門的知識を修得し，指導教授の指導のも
とに研究を進め，修士論文を作成することが目標であり，現在の評価方法は適切であると
言える。博士後期課程では，博士論文を完成させるだけでなく，論文審査の申請時に，査
読のある欧文誌に原著論文が受理されていることが要求される。その結果，外部からの厳
正な専門的な評価も受けることになり，研究者として専門的な研究活動を自立して行う能
力などについても検証されるため，現在の評価方法は適切と考えられる。
研究指導等
必須：教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：指導教員による個別的な研究指導の充実度
任意：複数指導制を採っている場合における，教育研究指導責任の明確化
任意：研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策

〔現状の説明〕
理学研究科は分子科学専攻と生物科学専攻の 2 つの専攻から構成されるが，教員 1 名に
対し大学院生 1〜5 名程度の比率となっており，少人数指導が徹底しているため，院生に対
する研究指導体制は充実している。修士課程において一定単位以上の履修が義務付けられ
ている講義科目等については，事務室の教務係によりガイダンスにおいて，きめ細かい履
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修指導が行われている。
また，修士，博士ともに複数指導制は採っておらず，院生の研究テーマは，指導教授の
もとで，講座ごとに選定されている。講座では，定期的な研究報告会を開催し，教員によ
る個別指導がなされている。北里バイオフォーラムや学会，シンポジウム等の研究発表の
準備過程も教員による指導の一環として有効に機能している。研究科内の中間研究発表会
では，専攻の枠を越えて，教員からの点検・助言を受けることができる。また，学会参加
旅費が補助され，学会発表が奨励されていることから，多くの学生は，各学会における研
究発表の場で，専門分野の研究者から評価を受けている。一部の学生は，学会の講演賞，
ポスター賞などを授与されている。
学生から研究テーマや分野の変更，あるいは指導教員の変更等の希望があった場合には，
学生の意思を十分に確認した上で，研究科の中で変更を認める場合がある。また，他大学
院修士課程･博士課程への進学の希望があった場合も，学生の希望を尊重した形での丁寧･
適切な進路指導が行われている。
〔点検・評価〕
両専攻ともに，院生は，幅広い分野をカバーする講義科目，輪講，特別研究などを通じ
て，指導教員から適正な個別指導を受けている。また，博士課程においては，中間発表会
などを通して，研究テーマの方向性についての点検がなされている。大学院生の研究テー
マは指導教員の研究テーマと密接に関わっている。教員の研究テーマは，研究活動の一環
として，自主的に設定されているが，学内研究費補助制度などを通して，常に研究内容の
点検・評価がなされ，適正なフィードバックがかかっている。
研究には，短期間で成果が上がるものと，長期間の展開が必要とされるものとがある。
学生自身の希望に沿って研究分野や進路変更を認めることは，学生の自主性をはぐくむ上
で大切なことであるが，学生は，短期間に目に見える形の成果が得られるテーマを好む傾
向があり，テーマ等の変更により，一貫した教育・研究が中断されてしまう懸念があり，
問題点も含んでいる。
医学系大学院の教育・研究指導
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し，病院内外でなされる教育・研究指導とこれを支え
る人的，物的体制の充実度

該当しない
医学系大学院の教育・研究指導
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生について，臨床研修と研究の両立を確保させるための配慮
の状況とその適切性

該当しない
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルティ・ディベロッ
プメント（FD）
）およびその有効性
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〔現状の説明〕
平成 19（2007）年度から研究科独自の FD をスタートさせ，
「生命とはなんだろう？物
質世界の特区として考える」の演題で，理研ゲノム科学総合センター特別顧問・和田昭允
氏による講演会を開催した。
〔点検・評価〕
長く教育・研究にあたられた講師の経験豊かな講話は，特に研究指導について多くの示
唆を与えたという点で，教職員に好評であった。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況

〔現状の説明〕
研究科のシラバスは，大学院便覧・学修要項として「
（１）学士課程の教育内容・方法」
に記載のとおり，学部同様に冊子として配布されるほか，Web 上で公開されている。また，
学部同様，履修方法・教育内容等研究科に関する多くの情報を掲載している。
〔点検・評価〕
各講座の研究テーマも掲載しており，院生が勉学・研究を進める際の指標として，重要
な役割を充分に果たしているものと評価できる。また，学部同様に利便性を高めるため，
A5 サイズに縮小した点も，好評を博している。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：学生による授業評価の活用状況

〔現状の説明〕
一講義あたりの履修者数が少ないため，授業評価の方法及び実施は，各教員の自主的な
判断に委ねられており，研究科としての組織的な対応はしていない。
〔点検・評価〕
少人数講義ため，教員とのディスカッションを通して，授業等に対する学生の評価を確
認する機会が多く，教育・研究指導の改善につながっている。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
任意：修了生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 講座単位での輪講，専攻又は研究科としての中間報告，学会発表，投稿論文の作成など，
これら大学院生の専門知識や研究能力の修得の状況を測る重要な機会を通じて教育効果
の検証を行うとともに，教育効果の測定方法に関する問題点を明らかにし，その改善を
促すための努力を継続する。
2 大学院生を対象とした就職ガイダンスを通じて，一定の進路指導が行われ，その成果も
上がりつつあるが，専門性を活かした職種への就職がより円滑に進むよう，就職ガイダ
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ンスの内容の改善に努める。
3 現状の少人数による研究指導の体制は極めて効果的に機能しているため，現体制を維持
していく。
4 中間報告を含む学会発表や投稿論文作成により教育効果が不十分と認められた項目につ
いては，教員研修会の場などを活用して改善の方策を立て，教育研究の場にフィードバ
ックすることで，教育研究体制をさらに充実させるよう努める。
5 大学院教員を対象とした教員研修会の実施方法と内容を自己・点検評価委員会で協議し，
継続的に開催していく。
6 大学院では少人数講義のため，授業評価に関しては，これまで各教員が個々に対応して
きたが，大学院生が直接教員に伝えにくい内容があることも考えられるため，そのよう
な内容を汲み上げる方策の一つとして，研究科としての授業評価実施の必要性について
教育委員会で検討する。
③国内外との教育・研究交流
〔到達目標〕
国内外の他大学及び教育・研究機関との間で教育・研究の両面における交流を促進する
ことにより，教育・研究の活性化をもたらすとともに，関係国の学術，文化，社会制度に
対する理解を深めることを通じて国際社会の発展にも寄与できる人材の養成を行うことを
目的とする。そのため，次の到達目標を設定した。
（事業計画において設定）
◇国内外との教育研究交流
1 連携大学院，国際学術交流協定等を通じて国内外の大学との交流を実現する。
（平成 20
（2008）年度事業計画）
国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
必須：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学院間との組織的な教育研究交流の状況

〔現状の説明〕
平成 18（2006）年に，本学理学部とバーリ大学（イタリア）との間で国際学術交流協定
を締結し，機能性食品に関する共同研究を開始した。また，平成 20（2008）年 3 月には，
国際学術交流協定に基づき，本学学術国際交流資金の支援を得て，教員及び院生をバーリ
大学に派遣した。教育面に関しては，外国人研究者を招いたセミナーを実施しており，ま
たこれまでに教員の研究面における国際交流推進の一環として，3 名の教員が 1 年間の海外
留学をしている。また，海外における学会発表や欧文誌への原著論文の発表に対しては，
学部による補助制度が整備されている。
〔点検・評価〕
海外における研究発表に関しては，大学の助成に加えて学部独自の助成システムを整え
支援しており，毎年数人の教員が補助制度に申請し，採択されている。バーリ大学との国
際交流は順調に推移している。
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〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 新規の国際学術交流計画の策定を進め，教員及び大学院生の海外研究機関への派遣なら
びに海外からの研究者招聘の一層の充実を図る。
2 教員の海外留学，海外における学会発表及び論文発表への補助などの方策は継続してい
く。
3 国内の他大学・大学院との間に学術交流協定の締結，連携大学院を設置することにより，
教育研究交流をさらに推進する。
④学位授与・課程修了の認定
〔到達目標〕
規程等に定める方針及び基準に従って行われる学位授与認定過程の厳格性，公正性，客
観性及び透明性を確保するため，次の到達目標を設定した。
◇学位授与
1 学位授与の要件を明記する。
2 公開論文発表会により審査の客観性及び透明性を確保する。
◇課程修了の認定
1 標準修業年限未満での修了に係る業績の基準を整備する。
学位授与
必須：修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性

〔現状の説明〕
これまでに，分子科学専攻では 98 人の修士と 2 人の課程博士を，また生物科学専攻では
108 人の修士と 14 人の課程博士を送り出している。一方，論文博士として，分子科学専攻
では 2 人に，また生物科学専攻では 6 人に学位を授与している。修士，博士，いずれの場
合も，研究科の学位授与方針に従い，厳格かつ適切に審査が行われている。規程等に従い，
所定の単位を修得した修士・博士課程修了予定者に対して，主査 1 名，副査 2 名の審査委
員会が編成され，論文内容に関する審査を行っている。公開論文発表会は，研究科の教員
（他研究科含む）及び学生が参加することができ，活発な質疑応答が行われている。その
後，審査委員会から出される答申を研究科委員会で審議の後，学位の授与が決定される。
特に，博士課程については，査読のある欧文誌に第１著者の原著論文が受理された者のみ
が，学位審査の対象となる。博士課程の両専攻とも，最終試験までの過程において，論文
作成の経過報告のための中間報告会を年数回開催し，論文作成の進捗状況と内容を予備的
に審査している。また，公開の中間発表会を，現在は 3 年次 5 月に開催し，他専攻・他分
野の教員からの評価も受けた上で，最終試験に望めるよう配慮している。一方，修士課程
では，2 年次への進級の際に，中間発表会が最終の公開論文発表会とほぼ同じ形式で行われ，
研究科教員による質疑と指導を受けている。
〔点検・評価〕
大学院における学位は，理学研究科の教育理念に基づいて確立された厳格かつ公正な制
度で審査されており，適切であると評価できる。
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学位授与
必須：学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性
任意：修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性

〔現状の説明〕
学位審査は，修士課程においては主査 1 名，副査 2 名を定め，修士論文の内容及び修士
論文公開発表会における質疑応答について審査を行い，その評価を基に研究科委員会にお
いて合否を判定している。博士課程の学位審査もほぼ同じ手順を踏んでいるが，より高度
の専門性が必要とされるため，必要に応じて審査委員会に外部から副査が加わり，より厳
格な審査を行っている。
〔点検・評価〕
修士，博士の場合とも，学位審査の透明性，客観性は十分に確保されている。
学位授与
任意：留学生に学位を授与するにあたり，日本語指導等講じられている配慮・措置の適切性

該当しない
課程修了の認定
必須：標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における，そうした措置の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
修士課程では「大学院学則」第 29 条により，在学中に優れた業績をあげた者に対して，
１年以上在学すれば，標準修了年限未満で修了することを認めている。また，博士後期課
程では「大学院学則」第 30 条により，在学中に優れた業績をあげた者に対しては，博士後
期課程に 2 年以上在学すれば，標準修了年限未満で修了することを認めている。現在まで
に，博士後期課程で 1 名の該当者がいる。
〔点検・評価〕
本研究科では，生命科学に関する幅広い知識と独創的な研究能力を有する研究者・高度
専門技術者の養成を目標としており，大半の講座が実験を主たる手段として研究を遂行し
ている。そのため，修士課程において，専門分野における高度な研究能力を 1 年間で修得
し，その成果を修士論文にまとめることはかなり困難であり，修士課程において標準修業
年限未満で修了することを認める措置は，現実にはほとんど機能していない。一方，博士
後期課程においては，査読のある欧文誌に第一著者として論文を発表することが必要条件
であり，適切な措置と考える。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 学位授与に係る審査制度は確立されており，現状において，特に運用上の問題点は存在
しないため，実現されている厳格性，公正性，客観性及び透明性を，今後も維持するよ
う努める。
2 標準修業年限未満での修了に関わる業績の基準については，現行の条件を基礎として運
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営委員会で協議を進め，新たな基準を整備する。

２−７．医療衛生学部
①教育課程等
〔到達目標〕
高齢社会，複雑多様化した社会を迎え，高度化した医療の現場ではチーム医療を支える
コメディカルスタッフが，また医療現場の外では，予防医学と健康科学を主体とした人の
健康を支えるスタッフが求められている。これらに応えるため，医療衛生学部では，豊か
な人間性と創造性に富む高度な専門知識・技術の実践力とを兼ね備えた人材を養成するこ
とを目的としている。 また，医療・保健衛生の現場のみならず，それに関係する企業等に
おける技術指導をはじめ，後進の人材育成に指導的役割を担えるようにすることも目的で
ある。
これらの目的を果たすための具体的な到達目標は，
◇学部・学科等の教育課程
カリキュラムの改定によって
1 国家試験対策の充実（平成 16（2004）年 9 月教育委員会）
2 臨床実習の充実（平成 16（2004）年 9 月教育委員会）
3 一般教育及び専門基礎教育の強化
4 チーム医療教育の必修化（平成 18（2006）年 9 月教育委員会）
5 少人数教育
を可能にすることである。
◇カリキュラムにおける高・大の接続
1 高・大接続教育を円滑にするために，入学直後に行う学力到達度テストを活用するこ
とである。
学部・学科等の教育課程
必須：教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第 19 条第 1 項）

◆学部全体
〔現状の説明〕
ほとんどの学科・専攻において国家試験受験資格を得るための指定規則に準拠しつつ，
当該分野の指導者を養成しうる高度な教育課程を体系化している。たとえば，作業療法学
専攻においては，WFOT（世界作業療法士連盟）認定等教育水準審査委員会の承認を得ら
れるよう授業科目や実習時間を設けている。
近年の医療の進歩に伴い，医師が医療の全てを単独で担当することが不可能になり，相
当数のコメディカルスタッフとチームを組んで医療を行うことが当然とされる時代に入っ
た。新時代の医療人を養成すべき本学部は，本学内の医療系学部と専門学校が協力して実
施しているチーム医療教育に全力を傾けて寄与している。チーム医療教育は，講義「チー
ム医療論」と，医療系学部と専門学校の高学年学生約 1,200 名が 10 人程度のチームに分か
れて 2 日間にわたって行う「チーム医療演習」とから構成されている。
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〔点検・評価〕
「学部・学科等の教育課程」の後の項目で詳述するように，教育課程の体系として，講
義，実技・実習，臨床実習の時間配分のバランスは適切である。
臨床実習に十分な時間配分がなされているために，学生は特定分野に偏らない広範な知
識・技術・態度を習得できる。しかし，養成校の増加により，臨床実習施設の確保が困難
になっている専攻も見受けられる。
チーム医療演習は必修ではなく，教員からの指導のみであったため，学生の参加が十分
とは言えない専攻もある。また，チームディスカッションのテーマとなじみが薄い専攻の
学生の興味を引きにくいことも問題点である。
学部・学科等の教育課程
必須：教育課程における基礎教育，倫理性を培う教育の位置づけ

◆学部全体
〔現状の説明〕
基礎教育は本学部の教育目標を達成するための基礎科目として位置づけられ，英語，数
学，物理学，化学及び生物学の基礎的な内容の講義が，一般教育部の教員によって行われ
ている。これらは 1 群科目に分類され，1 年次での履修が義務づけられている。英語は卒業
後の様々な場面で使用されるので，継続性を考慮して 2，3 年次においても 2 群の必修科目
として配置している学科・専攻がほとんどである。
医療・保健衛生に関わる者の倫理性を培う教育は重要であり，そのための基礎的な教育
は 1 群選択必修科目の中の「人間形成の基礎科目」によって行われている。本学部は医療
倫理の実際を重視しており，医療現場に近い状況が存在する学内実習及び臨床実習がある。
その例を挙げると，学内での実験や実習において個人情報を保護するためのデータ管理な
どを指導し，臨床実習では記録やレポート，症例報告においても患者の個人情報保護に努
めている。さらに卒業研究では，研究法の一環として，研究実施上の倫理規定や研究同意
書の意義など，基本的なルールを教えている専攻もある。
〔点検・評価〕
一部の学科で，英語の時間数が他の学科・専攻に比べてやや不足気味である。
「人間形成の基礎科目」はすべて倫理性を培うことに関わってはいるが，関わりの程度
には濃淡がある。しかし，単位数の制限と全体的なバランスを考慮すると，倫理性を培う
ことに関わりが濃いと思われる科目を多く必修にすることは適切ではないと考えている。
個人情報保護について臨床実習施設から問題は指摘されていないことから，学生の医療
倫理の理解は一定のレベルに達していると判断される。
学生が臨床実習後に提出する記録・レポート類には患者の個人情報は掲載されておらず，
指導が行き届いていることが示されている。
学部・学科等の教育課程
必須：
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門的授業科目とその学部•学科等の理念•目的，学問の
体系性並びに学校教育法第 83 条との適合性

※この項目は学科・専攻の特色が顕著に現れるので，学科・専攻別に記載する。
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◆健康科学科
〔現状の説明〕
健康科学科の教育の理念・目的は環境因子（心理的・社会的因子を含む）が生体に与え
る影響を評価し，健康の保持増進・管理に関する専門的なマネジメント能力を有する人材
を養成することにある。このためにはまず人の心身を知ること，次いで人の心身に影響を
及ぼす環境について知り，それらの知識を元に管理，マネジメントに関する応用力を養う
ことが教育の目標となる。
専門科目としては，まず基礎医学概論（解剖，生理）などにおいて人体の機能と構造を
教授し，さらに心理学，精神衛生学によって人の心について学ぶ。次いで人の心身に影響
を与える環境の現状を知り，かつその分析法を学ぶ（公衆衛生学，労働衛生学，環境衛生
学，機器分析化学など）
。これらの土台の上に予防医学への応用科目として，作業環境管理
学，リスク管理学，食品衛生管理学などを教育するという体系になっている。それぞれの
教科に実践教育である多くの実習が組まれている。
〔点検・評価〕
健康科学として人体に関する基礎医学（精神衛生を含む）
，及び環境の現状をしっかりと
把握し，これらを両輪として応用学へ進む体系は，多くの大学に開設されている「健康科
学科」や「環境科学科」と異なり，本学科のユニークな点であり，評価できる。
最近，全国的に健康科学あるいは環境科学という言葉が含まれた名称で多くの学科が誕
生しているが，人の心身について医学的見地から教育を行い，同時に環境科学をその分析
技術まで含めて教育し，予防医学に応用するのが本学科の大きな特徴である。しかしなが
ら，専門科目は基礎から高度に専門的なものまで広い範囲に及び，また分野も多岐にわた
るため，必然的に授業が“広く浅く”なる傾向がある。より深い専門知識を教育するには４年
間ではやや厳しい。また本専攻の重要な課題の一つである，感染症の予防分野に関しては
授業科目が少ない。
◆医療検査学科
〔現状の説明〕
医療検査学科は，あらゆる医療に関連する領域で活躍することのできる臨床検査技師を
育成するために，①最新の医療科学的知識と検査技術の教授，②医療現場等における様々
な問題に対する適切な判断能力や解決能力の育成を教育の主目的としている。
1 年次に展開される医療学概論Ⅰでは，医療全般を取り囲む複雑な現状に関する知識を授
けており，医療人としての自覚や豊かな人間性の育成のスタート地点となっている。また，
1 年次後期の基礎医学概論では，解剖学・生理学・病理学などの基礎医学領域の総論を教授
し，2 年次以降に展開される専門科目の導入に十分な余裕を持たせている。
細胞検査士（日本臨床細胞学会認定資格）受験資格取得のために，1 年次より臨床細胞学
総論，臨床細胞学及び臨床細胞学実習を展開している。また,遺伝子検査学・遺伝子検査学
実習，臨床生理学Ⅱ（MRI 検査のための画像検査学）など，今後必要となる新しい領域に
関する教育も展開している。
本学科の教育目標である「問題に対する適切な判断能力や解決能力の育成」は，臨床実
習，卒業研究（臨床検査特論，医科学特論）及びチーム医療演習によって，3・4 年次で培
われる。これらの科目は，教員の指導の下に問題解決能力を育む少人数教育の一環として
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も位置付けられている。
〔点検・評価〕
1 年次には，一般教育科目が多い中で，医学・検査学などに興味を持つ学生が目標を見失
わぬように，また，将来に向けての一般教育科目の重要性も意識できるように教育内容に
配慮がなされており，人間性を高める教育や基礎教育の充実が図られ，2 年次以降の専門教
育に結びついている。特に，1 年次の医療学概論 では，現在の医療を取り囲む様々な重要
な点が，倫理学，看護学，法医学，検査医学，救急医学などについて 1 年生に分かりやす
く解説され，医療人としての自覚育成や動機付けに役立っていることは評価できる。
また,1 年次からの専門教育科目の導入によって 2〜3 年次の専門的授業科目の前倒しが可
能となり，3 年次 11 月からの臨床実習と卒業研究（臨床検査特論，医科学特論）にゆとり
ができた。特に臨床実習では，単に検査を見るのではなく，検査室の一員として様々な業
務に深く接することができるようになり，病院組織や他の職種ともふれあう機会が増え，
将来社会の一員となるための教育の場としての意義が深まった。卒業研究も研究の立案・
計画・実施・結果と考察という展開に余裕ができ，将来，大学院への進学や研究者を目指
す者にも有益である。これらは「高度な専門性と最新技術を獲得する実践的教育」を達成
し，臨床検査技師として将来様々な医療とその関連分野で活躍する人材を育成するという
点で，高く評価できる。
また，本学科の学生は，卒業時に臨床検査技師国家試験の受験という大きな課題が課せ
られている。この対策として，4 年次の 4 月から 1 月まで臨床検査総論Ⅱを全教員が担当し
て専門科目の要点を再度解説し，短期的集中講義ではなく，身に付く正確な知識として教
育を行い，全ての学生に一定レベル以上の教育が行き届くように努めていることは評価で
きる。
一方で，早期の専門教育科目の導入に伴い，2 年次から 3 年次のカリキュラムが過密とな
っていることは事実である。
学科の教育目的である「問題に対する適切な判断能力や解決能力の育成」は，臨床実習，
卒業研究（臨床検査特論，医科学特論）などで少なからず育むことができるとは言え，実
習の現場や研究室単位での対応となるので，全ての学生に十分な教育が行き届くとまで言
えないことは問題点である。
◆医療工学科・臨床工学専攻
〔現状の説明〕
本学部の教育課程は，1 群科目，2 群科目，及び 3 群科目から構成されている。1 群科目
は 1 年次から履修が始まる一般教育科目であり，臨床工学専攻では，臨床工学技士に必要
な人間性や教養，国際的視野などを養うことがその目的である。2 群科目は専門基礎科目で
あり，臨床工学技士に必要な工学及び医学の基礎知識を身につけることがその目的である。
工学系 2 群科目は臨床工学技士の中核となる工学的基礎知識を教授することにより，専門
科目で学ぶ機器の原理を理解する力を養うことを目的とする。医学系の 2 群科目は基礎医
学系と臨床医学系に分けられる。基礎医学系では専門科目を学習するための基礎を修得す
るとともに，チーム医療に必要な「医療に対する共通認識」を養う。臨床医学系は，臨床
工学技士として必要な，病態・診断・治療の理解を主な目的としている。3 群科目では，臨
床工学技士の業務を遂行するための専門的知識を修得させ，臨床実習によって医療現場を
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体験させ，習得した知識を身に付くものとさせている。卒業研究では，自発的な学習及び
研究を行うことによって，問題発見及び解決能力を深める。
本専攻は医学と工学が融合した「臨床工学」という新しい学問分野を対象としており，
境界領域特有の性質として，きわめて広い領域の知識を学習する必要がある。限られた時
間で効率よく教育を行うために，また様々な問題に対処できるように，学問の基礎を重視
している。その基礎知識を用いて最先端の医療及び医療機器に対する理解を深めつつ，臨
床工学分野の新展開に対応し，さらに自ら研究・開発を行う力を培うように，カリキュラ
ムを編成している。
教育の特色として，1）生命維持管理装置など最先端の医療機器の保守・管理の技術を学
習すること，2） 医療機器の動作原理と，それを理解するための医学・工学の基礎を学び，
機器の研究開発を行う能力を養成すること，3）患者とのふれあいを重視し，倫理問題に対
処できる人間性を養うこと，4）チーム医療の担い手としての自覚と能力を身につけること，
が挙げられる。
〔点検・評価〕
専門的授業科目は，将来，臨床工学技士の指導者や研究者となる人材を養成できるよう
に整えられており，十分に高い水準にある。講義，実習，臨床実習，卒業研究がすべて充
実している。
本専攻のカリキュラムに大きな問題はないが，卒業要件単位数が多かったので，平成 16
（2004）年 3 月に発表された大綱化カリキュラムに沿った修正が必要であった。平成 20
（2008）年度のカリキュラム改定で卒業要件単位数が 139 単位と定められ，この問題は解
消した。
◆医療工学科・診療放射線技術科学専攻
〔現状の説明〕
北里大学及び医療衛生学部の理念と教育目的とに整合性を保ちつつ，北里精神に基づく
実践的な医療人の育成を専攻の理念とし，社会が求める高度な診療放射線技師の育成を教
育目的としている。その実現のための教育目標の柱は，
（1）広い視野と豊かな人間性，
（2）
国際社会で活躍できる英語力，
（3）高度な専門知識と技術，等の育成である。
厚生労働省の定める診療放射線技師養成の指定規則による５専門分野（診療画像技術学，
核医学検査技術学，放射線治療技術学，画像情報技術学，放射線安全管理学）及び２分野
の専門基礎科目（基礎医学，理工学的基礎）について，必要な単位を定めている。５専門
分野は，大きく５つの学問体系を形成している。
〔点検・評価〕
専攻の理念・目的において，
（3）の教育目標を達成するために，５つの専門分野体系と 2
つの専門基礎分野を着実に履修させ，4 年次には集大成として卒業研究を必修として課して
いる。学校教育法第 83 条にある，
「広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授研
究し，知的，道徳的及び応用能力を展開させること」に適合している。これまでの教育課
程は，基礎を重視しつつも実践的であり，修了した学生の動向や就職先における評価に鑑
みると，十分な成果を上げていると判断できる。
北里大学は医療系 4 学部にわたるチーム医療教育を標榜し，これら学部の学生を対象に
したチーム医療演習を実施している。この中にあって，本専攻の学生達は診療放射線技師
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としての基礎的知識と自覚を持って，積極的に発言し，他の医療職種を目指す学生と意見
交換を行っている。このことは，本専攻の教育課程とその実践が成果を上げている証の１
つと言える。
放射線医療の技術は日進月歩であり，近年，社会や医療現場からは高度な技術を有する，
より専門性の高い技師が求められている。制約のある時間の中で，この要求を取り入れて
いくことが今後の問題点である。
◆リハビリテーション学科・理学療法学専攻
〔現状の説明〕
リハビリテーション学科理学療法学専攻の教育理念は，従前からの知識・技術偏重の教
育ではなく，現代から将来の時代に適した豊かな人間性を育て，それに基づいた教育を行
うことである。また，卒業後も学問・社会の進歩に対応できるように，理学療法学の生涯
教育の課程に学部教育を位置付け，今後の科学技術の進歩に対応しながら，理学療法学の
統合をめざし，より広い分野で貢献できる人材を育成することも，本専攻の教育理念とし
ている。
専門科目は，従来の教育で用いられてきた評価学，治療学を分けた積み上げ式の科目構成
ではなく，技術優先に代えて，様々な背景を持つ人間に対する医療を中心に据えている。
そのため，患者・障害者に焦点を当て，対象（神経系，骨関節系，内部障害系）を明確に
し，対象の問題解決のために必要な知識・技術を学生が主体となって学習する，問題解決
型の教育科目を中心に構成されている。具体的には，理学療法学治療学，小児理学療法学，
老人・地域理学療法学が問題解決型の教育科目にあたり，それを補完する形で基礎理学療
法学，義肢装具学，物理療法学，日常生活活動学，高次脳機能障害学などが配置されてい
る。
〔点検・評価〕
幅広く深い教養と総合的な判断力を育成し，豊かな人間性を養成するための科目が，4
年間という限られた期間の中では適切に配置されていると考えられる。また，本専攻のカ
リキュラムは，医療に携わる者に必要とされる広い知識を 4 年間通して学ばせることで，
障害者を中心とする人に接する道徳的な人間性を高めており，学校教育法第 83 条の精神に
適っている。
医療系総合大学の特徴が生かされ，医師，看護師，薬剤師，放射線技師など他の医療者
との交流があり，学生の「人を扱う医療者」としての人間性を育成するのに充分に足りる
環境を有することは，大きい長所である。また，大学病院を身近にひかえ，実際の患者や
障害者を目の当たりにできることも，学生に与える影響は多大なものと思われる。教育課
程を担う教員には第一線で活躍・研究する医療者を配置し，インパクトの強い講義内容に
なっていることも学生にとって有意義なことと思われる。
しかし，理学療法の特殊性から，文部科学省のいう「豊かな人間性と教養を養成するカ
リキュラム」と，厚生労働省のいう「国家試験受験資格のためのカリキュラム」の間には
多少の隔たりがあり，両者を完全に満足するような内容では，教育に要する時間が過大に
なるという問題が生じる。現在のカリキュラムはその妥協点にあると考える。
問題解決型カリキュラムの特徴として，自由度が大きく，学生の主体性を引き出すこと
ができる一方で，導き出された問題解決方法を一般化することが難しいという問題点があ
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る。そのため，4 年次では卒業研究に多くの時間をあて，個々の考えを一般化して議論する
ことのできる演習を豊富に行っている。
◆リハビリテーション学科・作業療法学専攻
〔現状の説明〕
本専攻は，①建学の理念に基づく豊かな人間性の育成と，②作業療法士資格取得条件を
満たす専門教育を充実させており，後述するように，高い国家試験合格率を達成している。
学生は第 1 学年から病院見学も含めた専門的授業科目を学び，3 年次と 4 年次には，殆どの
授業が専門科目に当てられる。特に 4 年次には，前半期を総合臨床実習に充てられている
ため，病院等の施設において現場の作業療法士から指導を受ける。後半期は卒業論文が課
題として与えられ，担当教員から指導を受ける。
〔点検・評価〕
専攻の名称と目的資格の名称が同一であることもあって，本専攻の志望学生は，ほとん
どが入学時点から作業療法士を目指しており，目的意識が明確である。
専門的授業科目を 1 年次より段階的に導入することによって，目的意識が不明確な学生
に対しても，1 年次の病院見学等を通して作業療法に対する興味を喚起することができる。
しかし，2 年次に臨床実習を行っていないため，2 年次の段階では，まだ疾病や障害に対す
る理解が不十分であることも否めない。
◆リハビリテーション学科・言語聴覚療法学専攻
〔現状の説明〕
本専攻は，将来，言語聴覚士の国家資格を取得しようとする学生に必要かつ十分な大学
教育を施すことを大きな目的の一つとして，平成 6（1994）年に設立された。そのために
必要な一般教育科目と専門的授業科目をもって，系統的な教育が実施されている。同時に
本学における臨床分野，特に北里大学病院及び北里大学東病院の言語聴覚診療担当部門と
協力して，臨床教育面の充実も図っている。言語聴覚士の養成校としての条件も整備され，
認定校となっている。
〔点検・評価〕
大学教育の面では十分な実をあげることができ，これまでの卒業生の国家試験合格率は
常に全国平均を大きく上回っている。就職希望者の就職率は 100％である。また，多くのス
タッフの研究活動も徐々に充実しつつあり，文部科学省科学研究費も毎年交付を受けてい
る状況である。
本専攻が多面的な教育，診療，研究活動を必要とする言語聴覚コミュニケーションの分
野を対象としているため，カリキュラムはかなり過密な状態で運営されている。言語聴覚
士法が制定され，文部省の大綱化カリキュラムが導入された平成 11（1999）年度からは，
履修時間数が減少してこれまでよりもやや余裕のある教育が実施できるようになったが，
依然として過密であることは否めない。
◆リハビリテーション学科・視覚機能療法学専攻
〔現状の説明〕
視能訓練士は視機能検査全般と，斜視や弱視などを発見・診断し，医師とともに適切
なプログラムを組んで実際の治療にも携わる専門家である。本専攻では，医療の基礎を
学ぶ科目を充実させ，高度な医療チームを支える視能訓練士の育成を目指している。そ
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のために,専門的授業科目への導入としての概論を１年次に配置し，視覚機能療法学に
関心と興味を持てるように工夫した。2 年次には医療に関する基礎としての臨床医療学
などを中心に組み，医療専門家としての専門基礎科目を広く取り上げた。3 年次には専
門科目に集中して取り組むように科目を編成し，4 年次には高度の特論を取り入れ，学
生が主体的に学習できるように配慮した。さらに臨床実習，卒論研究を自主的能力開発
の最終仕上げの授業科目として配置した。
〔点検・評価〕
卒業研究は選択必修であるが，自主的，主体的学習が行われており，学生と教員の人
間的交流も十分できている。
1 年次の人間性の教育，2 年次の幅広い医療の基礎的知識に関する教育，3 年次の専
門教育，4 年次の高度な特論，現場の医療機関での臨床実習，卒業研究と積み上げて行
く配置は理想的と考えている。問題点は，専門科目が 3 年次に配置されているため，学
生の興味の開発の遅さ，不十分さに対応できていないことである。
学部・学科等の教育課程
必須：一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を
涵養」するための配慮の適切性

◆学部全体
〔現状の説明〕
幅広く深い教養及び総合的な判断力を養い，知識・技術偏重ではなく，現代から将来の
時代に適した豊かな人間性を育てるために，また，問題を多角的に視野に納め，幅広い考
え方や深い洞察力を持たせるために，以下の科目の中から 12〜16 単位を必修あるいは選択
必修として履修させている。各学科・専攻によって，履修すべき単位数は異なる。
人間形成の基礎科目（各 2 単位）
：
文化の領域−哲学の楽しみＡ，Ｂ，科学を考えるＡ，Ｂ，芸術の楽しみＡ，Ｂ，文学の
楽しみＡ，Ｂ，信仰と救いＡ，Ｂ，人間科学総合Ａ，Ｂ，倫理学Ａ，Ｂ
社会の領域−心理学Ａ，Ｂ，歴史の人間Ａ，Ｂ，文化人類学Ａ，Ｂ，日本と国際社会Ａ，
Ｂ，環境を考えるＡ，Ｂ，日本国憲法Ａ，Ｂ，法律の役割Ａ，Ｂ，経済の
しくみＡ，Ｂ，仕事と人生，個人と社会Ａ，Ｂ，政治の仕組みＡ，Ｂ，北
里の世界
健康の領域−健康の科学Ａ，Ｂ，Ｃ，健康とスポーツ演習，ライフスポーツ演習Ａ，Ｂ，
Ｃ
〔点検・評価〕
一般教養に対する学生のニーズにも十分応えられる多数の科目が用意されており，幅広
く深い教養と総合的な判断力の育成と，豊かな人間性を養成するための科目配置がなされ
ている。しかし，国家試験受験資格を与えるために，学校養成所指定規則に則って科目編
成を行わなければならないので，学生は必修あるいは選択必修科目以外の科目を選択する
余裕がないのが現状である。すなわち，１年次から専門基礎科目が必修となるため，ある
科目に興味を持っても他の科目の時間と重なり，必ずしも履修できない場合がある。一般
教養的授業科目において学問への基礎的興味と追求心を育成する上で，過密なカリキュラ
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ムが障害となっている。また，一部の学生には，一般教養的授業科目を自主的，主体的に
学習しない傾向が見られ，問題である。
相模原キャンパスは北里大学全７学部の１年次学生が集う場所であるため，体育会及び
文化会の部活動等を通じて，他学部の学生と接し，心を通わせ合い，切磋琢磨する機会に
恵まれている。医師，看護師，薬剤師など，他の医療職種を目指す者との交流が見られ，
学生の「人を扱う医療者」としての人間性を育むに充分な環境となっている。
専門科目の履修時期を低年次に下ろしていることは，専門教育の一環として極めて重要
な早期臨床暴露を有意義なものにしている一方で，幅広く深い教養及び総合的な判断力を
培い，豊かな人間性を涵養するための配慮に関しては時間を割き難いという問題点を抱え
ている。
学部・学科等の教育課程
必須：外国語科目の編成における学部•学科等の理念•目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に対
応するため，外国語能力の育成」のための措置の適切性

◆学部全体
〔現状の説明〕
諸外国の同じ専門領域の理念，研究，臨床に触れ，理解することを目的として，外国語
に関わる科目を設置している。学科・専攻によって若干の違いがあるが，基本的には 1 年
次において英語が 4 単位必修，2 年次以降には専門的な英語が 2 ないし 4 単位必修となっ
ており，それらの中にはネイティブスピーカーによる英語の授業が含まれている。英語以
外の外国語はドイツ語，フランス語，中国語が自由選択科目として用意されている。
〔点検・評価〕
1 年次の一般教育における外国語科目は，高校レベルの実力維持の域を出ないが，2 年次
以降には，専門に必要な語彙，言回し，文章の理解や表現力の涵養を図り，国内及び国外
で英語を使用した診療，学会発表，国外の情報収集が可能となるように，専攻の専門教員
が教授している。しかし，専門的な文献を読む力は養われているが，話す力，すなわちコ
ミュニケーション能力をつけて，実践的場面（学会等）で通用するまでには至っていない。
通用するためには日常会話だけでなく，論理的な力が必要となる。
一般教育部における英語は，新鮮味に欠けるという学生の声を聞くこともある。2 年次，
3 年次における英語については，専門科目のウエイトが高まるに従い，学生の関心が薄れて
行く傾向があり，学生の興味を高める工夫が必要である。英語教育の内容を厳選し，限ら
れた時間を有効に利用することで，英語運用能力の向上をはかる必要に迫られている。
健康科学科と医療検査学科では，1 年次における外国語の選択必修単位が 2 単位にすぎず，
外国語学習の不足が否めない。診療放射線技術学専攻では，外国語は英語に集中して習熟
度の向上を狙い，他の外国語は文化的な教養として選択可能にしている。コミュニケーシ
ョンスキルの向上を目的として，診療における英会話，英語による情報収集・発信など，
幅広く語学を駆使するための教育を進めている。教員の経験を伝えることで，学生は新鮮
な印象を持って授業を受けている。言語に関わる学問を修得させる言語聴覚療法学専攻で
は，1 年次に英語以外の外国語 2 単位を選択必修とし，言語に対する意識を高めるよう努め
ている。
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学部・学科等の教育課程
必須：教育課程の開設授業科目，卒業所要総単位に占める専門教育授業科目•一般教養授業科目•外国語科
目等の量的配分とその適切性•妥当性

※この項目は学科・専攻によって状況が異なるので，学科・専攻ごとに述べる。また，各
学科・専攻の科目及び単位数の詳細については，
『「専攻に係る専門の学芸」を教授する
ための専門的授業科目とその学部•学科等の理念•目的，学問の体系性並びに学校教育法
第 83 条との適合性』の項に一部記述してある。
◆健康科学科
〔現状の説明〕
卒業用件単位数は 139 単位であり，そのうち専門教育的授業科目 97 単位，一般教養的科
目 40 単位，外国語科目 2 単位となっている。また，第２種作業環境測定士資格取得用指定
規則科目として 9 単位（選択）がある。専門教育的授業科目のなかには英語 2 単位（主と
して論文講読）が含まれる。
〔点検・評価〕
必修科目として第 1，2 種衛生管理者資格取得のための指定規則単位，さらに任用資格で
ある環境衛生監視員と食品衛生監視員のための指定規則単位が含まれ，全体として必修科
目の比重が高くなっている。これはやむを得ないところであるが，教育のフレキシビリテ
ィーという点では，やや難点があると言える。
専攻の教育目的・理念を達成するには，幅広い教養と，専門知識を教育する必要がある。
そのため教養科目として理科，数学，外国語などに加え，心理学を必修にし，上記の広い
分野の専門科目（資格取得科目を含む）を配している。これは専攻の目的・理念に照らし
て当然の帰結であり，幅広い知識及び多くの実習を通して応用能力を身につけさせる教育
が，大きな長所となっている。しかしながら，この方針は両刃の剣であり，４年間の教育
期間の中で，深い専門知識を教授することが困難になるという問題点が常につきまとう。
また本専攻の重要な課題の一つである，感染症の予防分野では授業科目が不足しているこ
とは否定できないので，平成 20（2008）年度のカリキュラム改定において「感染症管理学
演習」を開講した。
◆医療検査学科
〔現状の説明〕
卒業要件総単位数 139 単位
一般教養的授業科目（1 群科目）
：40 単位
専門教育的授業科目（2・3 群科目）
：99 単位
上記の中で外国語：4 単位（一般教養的科目２単位，専門教育的科目２単位）
〔点検・評価〕
学部全体の中では，専門教育的科目に比して一般教育的科目の単位配分がやや多いが，
一般教育的科目中には専門教育的科目に連携する理科必修科目もあり，妥当であると考え
られる。外国語科目についての単位数は少ないと評価される。
◆医療工学科・臨床工学専攻
［現状の説明］
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平成 19（2007）年度までは，大綱化以前の指定規則に従ったカリキュラムにより教育を
行ってきた（平成 20（2008）年度現在，2 年生以上はこのカリキュラムによって教育を受
けている）
。その規則を充足し，なお大学教育にふさわしい一般教養的科目を教授するため，
専門教育的授業科目と一般教養的授業科目の配分に苦慮したカリキュラムとなっている。
大綱化以前の指定規則に従うと，卒業要件単位は 146 単位となり，その内訳は一般教養的
科目 40 単位，専門基礎科目 70 単位，専門科目 36 単位である。
〔点検・評価〕
各種科目の配分は，前記の制約を考慮に入れると，適切であったと考えられる。その結
果が，高い国家試験合格率と就職率に現れている。
十分な一般教養的科目と専門教育的科目を配置したことが長所であるが，卒業要件単位
が多すぎることが問題であった。既に述べたように，平成 20（2008）年度カリキュラム改
定によりこれを解消した。
◆医療工学科・診療放射線技術科学専攻
〔現状の説明〕
厚生労働省の大綱化された診療放射線技師教育の指定規則に定められた専門科目の教育
には，技術科学教育の講義と臨床実習教育に関する規制がある。これらを充足し，かつ学
問として専門科目を基礎から着実に積み上げるための工夫が必要となる。診療放射線技術
科学専攻の卒業要件単位は 139 単位であり，その内訳は一般教養的科目 35 単位（外国語科
目 4 単位を含む）
，専門基礎科目 25 単位，専門科目 65 単位，その他の専門基礎科目と専門
科目の中から選択する必修科目 14 単位である。
〔点検・評価〕
学生の主体的な学修への配慮をするために，学年進行に最大限の配慮をした結果，科目
系列毎に年次的な発展をするようにカリキュラムを組み立てることができた。その結果と
して，卒業生の高い国家試験合格率や高い就職率の継続的な達成があり，各科目への量的
な配分は適切で妥当なものであったと評価する。
専門科目にあっては，専攻の教育目標を実現するために高度な知識と技術の習得を目指
し，主として 4 年次に多様な選択科目が用意されている。これらは専門領域（画像技術，
治療技術，核医学検査技術，画像情報学等）に体系的に分類されている。
基礎から専門まで多数の科目が隙間なく埋め尽くされるカリキュラム構成は，教授する
側からは必然性があることから容認しやすい。しかし，受取る側の学生にとっては，時に
高すぎる要求になる恐れもある。学生からの授業評価や個別の学習相談等に十分配慮して，
必要な対策の実行を進める。
◆リハビリテーション学科・理学療法学専攻
〔現状の説明〕
平成 20（2008）年度には卒業要件単位数は 139 単位であり，そのうち，一般教養的科目
は 34 単位，専門基礎科目としては 37 単位及び専門科目（技術，臨床実習を含む）は 68 単
位となっている。また，外国語科目は 4 単位である。
〔点検・評価〕
現在のところ，幅広い教養と総合的な判断力，さらには豊かな人間性を養うという点に
おいて，教養科目と専門科目のバランスは問題ないと思われる。専門科目も専門基礎と専
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門とに分けて，段階的に進められている。さらに専門科目には，指定規則で定められた以
外の自由な選択科目を設置している。しかし，主に専門科目を実施する 3 年次にその科目
が集中しており，学生の負担が懸念される。
◆リハビリテーション学科・作業療法学専攻
〔現状の説明〕
卒業要件単位 139 単位のうち，一般教養的科目 34 単位，専門基礎科目 41 単位，専門科
目 64 単位である。これらは，作業療法士国家試験受験資格を得るための指定規則に準拠し
たものである。
〔点検・評価〕
適切な科目配分であると考えられる。また，昨今重視されている「高齢者」や「地域」
における作業療法士の役割を果たせるように，老年期作業療法学 2 単位，老年期作業療法
学実習 1 単位，地域作業療法学 2 単位，地域作業療法学実習 1 単位を 3 年次に開設してい
る。臨床実習においても当該分野の実習施設を用意している。
「高齢者」及び「地域」作業療法を専門とする教員が講義と実習を行い，作業所や訪問
リハビリテーションなどの場でも短期間の実習を行っている。しかし，当該領域において
全員が数週間の臨床実習を行うことはできないという現状は問題である。
◆リハビリテーション学科・言語聴覚療法学専攻
〔現状の説明〕
平成 20（2008）年度において卒業要件単位は 139 単位であり，そのうち一般教養的授業
科目 33 単位，専門基礎科目 55 単位，専門科目 51 単位となっている。外国語科目は，一般
教養的授業科目の中で 6 単位，専門教育的授業科目の中で 2 単位が必修となっている。
〔点検・評価〕
国家資格のための養成基準に沿った授業科目編成に最低 93 単位が必要とされるため，一
般教養的授業科目の編成に余裕がないのが実情である。
前記の 93 単位に加えて，一般教養的授業科目・専門教育的授業科目・外国語科目に 46
単位を当てているが，学生の負担を考えると一般教養的授業科目と外国語科目の比率をこ
れ以上増やすことができないのが実情である。
◆リハビリテーション学科・視覚機能療法学専攻
〔現状の説明〕
平成 20（2008）年度における卒業要件単位は 138 単位であり，そのうち一般教養的授業
科目が 37 単位，専門基礎科目が 51 単位，専門科目が 49 単位，その他の専門基礎科目と専
門科目の中から選択する必修科目が 1 単位となっている。外国語科目は一般教養的授業科
目の中で 4 単位，専門教育的授業科目で 1 単位が必修となっている。
［点検・評価〕
一般教養的科目と専門教育的科目の量的配分は妥当であり，かなり満足できる教育を行
っていると捉えている。
学部・学科等の教育課程
必須：基礎教育と教養教育の実施•運営のための責任体制の確立とその実践状況

◆学部全体
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〔現状の説明〕
教養教育（1 群科目）は，一般教育部の教員によりそれぞれの教科の体系に従って実施さ
れている。しかしながら，理科，数学などの必修科目についてはできるだけ専門科目との
連携が保たれるように，学部教育委員会において一般教育部と協議を重ねている。必要に
応じて学科・専攻の教育委員が軸となり，学科・専攻教員と一般教育部教員とが協議する
場合もある。多くの学科・専攻で学科・専攻の教員全員による定例会議が開かれ（週 1 回
〜月 1 回）ており，教育委員あるいはクラス主任を中心として，一般教養教育と基礎教育
及び専門教育との連携に関する議論が行われている。
平成 19 年度までは，学科・専攻以外に「基礎医学系」というグループが学部内に設置さ
れていた。基礎医学系の教員は教養教育と専門教育科目の橋渡しをする基礎医学教育科目
群を，1 年次後期〜2 年次前期あるいは 2 年次前期〜後期の通年で教育している。その目的
は，医療関係の専門職をめざす本学部学生に対して，専門科目である臨床医療学に密接に
関連した生物科学，生命科学及び基礎医学を教育するというものである。具体的には，解
剖学，組織学，生理学，生化学，薬理学の各分野に分けて，それぞれの専門教員が教育に
当たっている。
専門基礎教育（2 群科目）については，学科・専攻の教員によっても，1 年次から基礎医
学概論，医療学概論，公衆衛生学などの科目が教授される。これは他学科，他専攻との合
同授業となる場合もあり，それぞれの専門教育へいかに繋いでいくかが，学部内で教育委
員会を中心にして協議されている。
〔点検・評価〕
一般教育部とは，理科系科目（生物・化学・物理）の実施において有機的な連携が保た
れ，内容の確認と改革が行われ，さらに専門科目への繋がりが確保されていることは評価
できる。しかし，その連携（１年次生の成績評価，学生指導などを含めて）は必ずしも万
全とは言えない。この点については，学科・専攻内においても，定例の会議によって教員
全員が問題点を共有していることは評価できる。この方法が順調にいくためには全教員が
責任者の気持ちで教育を始め各種の業務に最善を尽くし，また補い合う姿勢が不可欠で
ある。
基礎専門科目は本学部において重要な位置を占めている。人体の各部分の機能と構造が，
総合的にどのように関連づけられているか（人体を全体として把握する）がポイントとな
っている。このような方向から専門教育への導入を行っていることは評価できる。しかし,
多くの学科・専攻があるので，それぞれに適した専門基礎教育体制を作ることはなかなか
困難である。
基礎医学系は，各学科・専攻から独立しており，このことによって学部の基礎医学教育
を全体的に見ることができるため，複数の学科・専攻が共通して必要とする教育内容を選
んで，効率的に提供することができるようになっている。具体的には基礎医学教育科目群
は，各学科・各専攻がその特殊性や必要性に合わせて学科目を選び，それを必修科目とす
ることができるような形で開講されている。いずれも，各学科・専攻の専門教育の理解を
助けるような医療に関わる基礎専門的な教育内容が厳選されて盛り込まれている。また，
可能なかぎり実習教育をすることを心がけており，授業科目における講義のみでは達成し
にくい，マンツーマン教育，双方向教育の実現に向けて努力している。専門学校卒業者，
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学士入学者や大学中退者に対しては，すでに他大学，他専門学校で取得した単位のなかに
関連科目がある場合には，既修得単位として認定するよう努めている。
基礎医学教育は，一般教育と専門教育の橋渡し役として機能している。基礎医学系を構
成する学科目（解剖学，生理学，生化学，組織学，薬理学）は，どれも膨大な知識量をも
つ体系化された学問分野であり，この短期間で理解し習得するためには十分な一般教養・
基礎学力を必要とする。近年，一般教養・基礎学力が不十分なまま入学してきた学生の中
に，基礎医学教育科目の教育内容が始めから理解できないものが急増している。
なお，平成 20（2008）年度からは教員組織を変更したため，
「基礎医学系」という教員
組織は存在しなくなったが，教育に関しては「基礎医学教育協議会」を設けて従来通りの
成果を収められるよう努めている。
多岐にわたる教育に関する問題点について，教育委員に過大な負担が課せられているこ
とは問題と言える。
学部・学科等の教育課程
必須：カリキュラム編成における，必修•選択の量的配分の適切性，妥当性

◆学部全体
〔現状の説明〕
すべての学科・専攻において必修科目が選択科目よりも圧倒的に多い。この原因は，国
家試験受験資格あるいは資格認定のための指定科目が存在することにある。そのような制
約の中で，国家試験レベル以上の学力を身につけさせるために，学科目構成や科目内容に
種々の工夫を凝らしている。また，必修科目であっても選択必修科目を増やして，学生に
選択の自由を与える努力を行っている学科・専攻もある。意欲のある学生のニーズに応え
るために，卒業要件単位以外に学部共通の，あるいは学科・専攻の自由選択科目を設けて
いる。
〔点検・評価〕
本学部のカリキュラムは指定規則に基づきつつ，それぞれの分野の新展開に対応し，さ
らに自ら研究・開発を行う力を培うように構成されており，適切である。単に国家試験に
合格するだけでなく，それぞれの分野の指導者になりうる人材を育成することをめざして
いる点が，本学部カリキュラムの長所である。
自由選択科目は，過密なカリキュラムの中で選択することが物理的に困難である場合が
多い。また，現在の学生の気質として，卒業要件単位を満たしてしまえば，できるだけ選
択科目の数を減らしたいという傾向が強い。学生の幅広い要求に応えられるよう選択科目
の数を増やしても，科目によっては選択する学生数が極端に少ないという現象が起こって
いる。これは授業の内容，おもしろさなどとはあまり関係がないように思える。
カリキュラムにおける高・大の接続
必須：学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況

◆学部全体
〔現状の説明〕
大学生の全般的な学力低下が指摘されて久しいが，数学，理科 3 科目（物理，化学，生
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物）のうちでも，特に物理の学力低下が著しい（高校で物理を履修する率が非常に低くな
っている）
。その対策として本学では，一般教育部が「物理学要習」
，
「化学要習」
，
「生物学
要習」を開講し，1 年次前期に高校レベルの講義を行っている。本学部では，高校時に未履
修の科目がある場合には，当該「要習」科目を必ず履修するように指導している。高校時
に履修していても，希望する者は原則的に要習を履修することができる。
数学については学力の低い者に対しては「数学の基礎」，高い者に対しては「発展数学
A,B」が用意されているので，ほとんどの学科・専攻で通常の「数学」に代えて（あるいは
加えて）
，選択必修科目として履修することができる。入学時の新入生オリエンテーション
で，これらを含めて，適切な科目選択ができるよう指導している。
また，本学では学習支援室が設けられ，高校のベテラン教員だった方々が英語，数学，
理科 3 科目について，高校レベルで理解不十分だと感じた学生の個別相談に応じている。
本学部 1 年生のクラス主任は，必要性を感じたら学習支援室を積極的に利用するように勧
めている。
さらに，本学部では新入生学力到達度テスト（数学・物理・化学・生物）を実施し，そ
の結果を本学部専任教員の全員と一般教育部の単位主任に報告し，新入生の学力レベルの
把握とその周知に努めている。このテスト結果は，入学年度間の学力の比較を可能にする
ために，同一問題を毎年使用している。1 年生のクラス主任はこの結果を見て，学力不足と
思われる学生を見出して指導に配慮するとともに，学習支援室の利用を勧めている。
〔点検・評価〕
最も大切な人間形成に関する講義を 1 年次に配置していることは極めて正しい。学生
に，高校とは異なる考え方，講義の内容を早目に示す必要があるからである。
後期中等教育から高等教育への導入において，いくつかの試みがなされていることは評
価できる。しかし，数学などの学力を補うには大学に入学してからではすでに遅い面があ
り，初等，中等教育からの対策が切に望まれる。
学力到達度テストの結果から，本学部の学生は理系の平均的な学力を有すると判断され
るが，高校時代の履修科目や受験勉強の有無による差は大きい。学力到達度テストは，新
入生の学力到達度を把握する方法としては非常に効果的だと言えが，問題数が少なく，マ
ークシートを用いた解答方式であるため，データとしては質的な限界がある。
理学療法学専攻の専門基礎として運動学を教授するが，物理学要習によって運動学への
導入が効率よく展開されていることが明らかとなっている。要習の実施は大きい長所であ
るが，要習によって 1 年次に教育された内容を，学生が 3，4 年次まで必ずしも記憶してい
ないので，高学年においても補強の必要がある。また，自由選択科目であるため，選択す
る学生が少なく，必ずしも十分に効果が上がっているとは言えない学科もある。要習を卒
業要件単位に含めるには，高校レベルの内容を大学の単位として認定することに異論があ
り，全学的な合意が形成されていない。
学習支援室は平成 19（2007）年度に開設されたばかりであり，その効果の詳細はま
だ評価しがたいが，開始直後にしては本学部学生の利用者は多く，比較的活用度は高い
と言える。しかし，１年次前期に不合格科目を 3 科目以上有する学生の割合は，平成
18 年以後，15%，16%，19%と漸増傾向を示している。これは一般教養的授業科目に
対する理解不足によるものと考えられ，高等教育への導入が円滑に進んでいない例があ
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る証と言える。高校を出て最初に大学で出会う講義が，学生の大学における自己成長の
きっかけになっていないように思われる。
カリキュラムと国家試験
必須：国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部•学科における，カリキュラム編成の適切性

※本学部では健康科学科以外の 1 学科 6 専攻が国家試験に関わりがある。それぞれの学科・
専攻において国家試験に関するカリキュラム編成の状況が若干異なるので，学科・専攻
別に記述する。
◆医療検査学科
〔現状の説明〕
平成 15（2003）年度以後，合格率 90％以上という，全国平均に比して高い数値を維持し
ている。本学科での国家試験対策は国家試験対策委員会を中心に全教員が協力して行って
いる。カリキュラムとしては臨床検査総論Ⅱ（必修科目）において展開されている。本科
目は 4 年次の 4 月から週 1 日 2 コマを，本学科教員全員が分担して行っている。さらに，4
月，7 月，10 月に国家試験形式の模擬試験を行い，各模擬試験での成績不振者には毎週土
曜日に補講を行っている。科目の評価は 12 月と 1 月の試験で行い，成績不振者には２月に
再試験を行っている。これらの合格者で卒業要件単位に達した学生は卒業が確定するが，
その後，国家試験前に模擬試験を行い，気を抜くことがないよう配慮している。さらに，
国家試験対策委員会では毎年の成績の解析を行い，教育の改善に役に立つ資料を作成して
いる。
〔点検・評価〕
授業の形態，補講，試験などの大枠は，平成 17（2005）年度以降，同様に行っている。
国家試験対策教育を学科内の全教員が協力して分担することは，国家試験で現在求められ
ている内容を全教員が共通して認識するという点で重要であり，評価できる取り組みと言
える。成績不審者に対する補講は，成績不振者に欠けている点，不得意とする点の解析に
基づき，より有効な方法を毎年工夫を凝らして行っている。
しかし，以前に比して成績の格差が目立つようになっており，模擬試験の成績不振者を
どのように改善させるかが問題点となっている。一方で，卒業後に国家資格を必要としな
い進路を選択した学生の一部に，国家試験を軽視する者がいることも解決すべき問題点で
ある。
◆医療工学科・臨床工学専攻
〔現状の説明〕
本専攻では，臨床工学技士国家試験への受験は卒業予定者全員が受験するので，受験率
は例年 100％である。合格率は例年ほぼ 100％であり，不合格者は 1，2 名である。平成 15
（2003）年度から 19（2007）年度までの合格率の推移は，100，100，94，97，97%であ
った。
本専攻のカリキュラムは，国家試験をはるかに越えるレベルの教育を行うよう編成され
ているので，国家試験対策は重視していない。日本臨床工学技士教育施設協議会が行う模
擬試験を 4 年生に 3 回受験させ，自己の実力を認識させている。2 回目の模擬試験の後に 1
週間の補講を行って，不足部分の学力向上を図っている。国家試験の過去問題を集中的に
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解くように学生に勧めており，学生は自主的に過去問題に取り組んでいる。
〔点検・評価〕
国家資格既取得者（編入生）を除く累積卒業生数は平成 19（2007）年度終了時で 388 名
であり，その全員が国家試験を受験している。新卒でただちに合格した者は 381 名，2 回
目で合格した者は 3 名であり，これまでに合格していない者は 4 名のみである。このよう
に，本専攻における教育の成果が，十分に現れていると考えられる。
学生の自主性が尊重され，教員の負担が軽減されていることは長所である。しかし，ご
くわずかながら不合格者が存在することは問題点として残る。当面は個別の指導を強化す
ることによって対応していく。
◆医療工学科・診療放射線技術科学専攻
〔現状の説明〕
卒業見込みによって国家試験の受験資格を取得できるが，本専攻では卒業見込みとなる
学生は在籍学生の 95％以上であり，ほぼ全員が国家試験を受験している。合格者数は 65〜
70 名であり，合格率は 90％以上である。
4 年次に，
国家試験と同形式による総合演習試験を 6 回と，
模擬試験を 2 回実施している。
講義としては，4 年生後期に復習，国家試験問題の解説，及び社会に出て必要な事項を教育
するための特論 5 科目（放射線管理学，画像機器学，放射線物理学，医療学，放射線技術
学（看護学を含む）
）の，合計 80 コマの授業を実施している。第 1 回総合演習試験は前年
度の国家試験と同一問題を出題している。第 2 回〜3 回は国家試験と同一形式の，本専攻作
成問題あるいは提携校作成問題を出題している。第 4 回〜第 6 回は各科目演習講義に対す
る問題を国家試験と同一形式により作成し，出題している。また 2 月には国家試験対策模
擬試験を 2 回実施している。
〔点検・評価〕
本専攻は，発足以来，現在まで比較的優秀な学生に恵まれ，教員も熱心に指導するので，
国家試験の合格率は 90％以上を維持している。最近５年間においては，100％２回を含め，
極めて良好な成績を収めている。全国平均と比較すると，本専攻は全国でも際立って高い
合格率を示しているので，今後もこの高合格率の維持に努める。
問題点は，平成 13（2001）年度の大綱化によって出題範囲が広がり，問題数も増加した
ため，教員の負担増が生じていることである。
◆リハビリテーション学科・理学療法学専攻
〔現状の説明〕
国家試験受験資格取得要件科目の年次配置は次の通りである。
1 年次には基礎科目を中心に配置しつつ，
「解剖学」
「生理学」
「リハビリテーション概論」
といった専門基礎科目と，専門科目の「理学療法概論」などを配置している。
2 年次には「内科学」
，
「整形外科学」
，
「神経科」
，
「運動学」などの専門基礎科目を中心に
配置し，専門科目である「理学療法評価法」の講義・実習も並行して開講している。３年
次には「運動療法」
，
「物理療法」
，
「義肢装具学」
，4 年次には臨床実習などの専門科目を配
置している。
国家試験対策としては，
各専門科目の期末試験に国家試験形式の問題を一部取り入れるこ
とで，学生に対して 2，3 年次という比較的早い時期から国家試験を意識するよう働きかけ
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ている。４年次後期の 1 月中旬には，各専門科目の口頭試問と国家試験形式の総合試験を
実施している。さらに，1 月下旬から 2 月にかけて，3〜4 回の国家試験形式の試験を実施
して各自の弱点等を再確認させ，その後の試験勉強への方向付けを行っている。また，業
者が実施している模擬試験を各学生が自主的に受験するよう指導している。
〔点検・評価〕
本専攻の国家試験合格率は平成 16 年度が 97．6％（全国平均 94．9％）
，17 年度 97．6％
（全国平均 96．5％）及び 18 年度 100％（全国平均 93．2％）と，いずれも全国平均を上
まわっており，高い合格率を維持している。
比較的早期から国家試験形式の試験を段階的に導入することによって，国家試験に対し
て徐々に意識を高めるとともに，４年次には各専門科目の口頭試問を実施することによっ
て，学生のウィークポイントを明確にするための個別指導を行っている。
しかし，現在行われている国試対策は専門科目が中心であり，共通科目については十分
とは言えない。
◆リハビリテーション学科・作業療法学専攻
〔現状の説明〕
作業療法士国家試験合格率の全国平均は 80％台であるが，本専攻では 90％以上を堅持し
ている。本専攻では，国家試験対策はあくまで学習の総まとめとして位置付けており，
「総
合演習」という形で集中講義や模擬試験を実施している。模擬試験の結果だけでなく，得
意・不得意の分野を指摘するなどの分析も含めて，学生にフィードバックしている。
〔点検・評価〕
集中講義や模擬試験への出席率は 100％である。国家試験合格率も全国平均を大きく上回
るものである。これらの点は高く評価することができる。しかし，全員合格に向けて，学
生の学習方法を確認するなど，個別のきめ細かい対応が必要である。
◆リハビリテーション学科・言語聴覚療法学専攻
〔現状の説明〕
本専攻の大きな目的は，言語聴覚士の国家資格を取得しようとする学生に，必要かつ十
分な教育を施すことにある。そのために，
「
『専攻に係る専門の学芸』を教授するための専
門教育的授業科目」の項ですでに述べたように，一般教育と専門教育を系統的に教授する
カリキュラムが編成されている。言語聴覚士国家試験は平成 10（1998）年度から施行され，
昨年度まで第 9 回を数え，全国の受験者総数は 20,608 名，合格者総数は 12,564 名である。
〔点検・評価〕
本専攻開設以来の受験者総数は 237 名，受験率は 100％である。合格者総数は 229 名，
合格率は 96.7％である。
言語聴覚士国家試験合格率の全国平均は，
過去 9 回の平均で 59.7％
であるが，本専攻では 96.7％と，毎回全国トップクラスの合格率を維持している。この事
実は，これまでのカリキュラム編成が適切であったことを示している。
近年，言語聴覚士国家試験合格率は低くなり，本専攻においても第 5 回言語聴覚士国家
試験（合格率全国平均 42.0％）までは 100％の合格率を維持していたものの，第 6 回言語
聴覚士国家試験（合格率全国平均 62.2％）以降，数少ないながらも不合格者を出すに至り，
平成 18（2006）年度の第 9 回言語聴覚士国家試験（合格率全国平均 54.5％）での本専攻の
合格率は 88.9％であった。何らかの有効な受験対策を実施するべき時期に来ていると考え
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られる。
◆リハビリテーション学科・視覚機能療法学専攻
〔現状の説明〕
講義と実習に際し，国家試験の問題を取り上げて解説を加え，その重要性を認識させ
るように努力している。3 年次の早期から過去問題を学生に配り，意識を高めている。
また定期試験問題に過去問を少しずつ加えることによって，学びを促している。4 年次
では，国家試験も念頭においた卒業試験を，臨床実習の前（6 月）と終了直後（11 月），
及び卒業直前（1 月）の 3 回施行し，それぞれ毎回解説を行い，実力を向上させるため
の努力をしている。さらに，平成 20（2008）年度からは，成績不振の学生に対して，
全教員による少人数制の補講を行っている。
〔点検・評価〕
近年の受験率，合格率はともに 100％であり，国家試験に関するカリキュラムや教育
方法が有効であることが示されている。
国家試験は日常的な学習と，そのことに基づく実力が評価される試験となっている。
本専攻の教育は特別な国家試験対策ではなく，平常のカリキュラムを重視しており，そ
の有効性が示されていることは長所である。平常の教育をさらに充実することが重要で
ある。
医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習
必須：医・歯・薬学系のカリキュラムにおける，臨床実習の位置づけとその適切性

※本学部では健康科学科以外の 1 学科 6 専攻が臨床実習を行っている。それぞれの学科・
専攻において状況が若干異なるので，学科・専攻別に記述する。
◆医療検査学科
〔現状の説明〕
臨床実習は実践的臨床検査技師教育の場として，かつ社会教育や人間性を育む場として，
重要な位置にある。また，将来，臨床検査技師として医療又は関連機関に就職する多くの
学生にとっては，自分の未来像に接する機会でもある。本学科における臨床実習は，３年
次 11 月の第４週から４年次 11 月の第３週までの間に実施されている。学生は 10 週間また
は 18 週間のコースを選択できる。細胞検査士コースの学生全員と大学院へ進学を希望する
学生の多くが，10 週間のコースを選択する。細胞検査士コースでは，11 月に行われる試験
に向けて，多くのカリキュラムをこなしつつ卒業研究を行うので，時間的な制約が大きい
こと，大学院進学希望の学生は卒業研究を一層充実させたいことが，この選択の理由であ
る。
臨床実習は相模原キャンパス内の北里大学病院と北里大学東病院内で行われており，両
病院の臨床検査部・病院病理部職員多数が兼任教員として協力している。10 週間コースの
学生は，約１週間ずつ順次，病院内各検査室で実習を行う（ローテーション）
。18 週間コー
スの学生は，その約半分の期間，１つの検査室で固定実習を行い，残りの半分をローテー
ションにまわる。固定実習では検査室のあらゆる業務に接し，臨床検査技師としてのみな
らず，病院職員としての役割も学ぶことができる。さらに，その間に固定検査室にローテ
ーションでまわる学生の指導を行い，教えることの難しさ，責任感，学ぶことの意義など
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を学習することができる。
〔点検・評価〕
本学大学両病院の臨床検査部・病院病理部内という非常に恵まれた環境で，全学生の臨
床実習を行っている。学部に隣接しているだけでなく，担当教員が病院のスタッフとして
業務を行っているという点からも，非常に良好な環境であると評価できる。実習施設が学
内にあることは大きな長所であり，実習上の問題が発生した際にも対応が容易であり，き
めの細かいサポートが可能となっている。学生には，固定・ローテーションというシステ
ムは比較的好評で，特に人に教えることを通じて自分の知識をより一層確実なものにでき，
新たな知識を得ることもできる。
問題点は，学生にとって自校での実習なので，病院にいることを忘れて時に不用意な行
動が見られることである。継続して注意を喚起することが必要である。
◆医療工学科・臨床工学専攻
〔現状の説明〕
臨床実習は 3 年間の教育の集大成として，医療現場を体験しつつ，学力を高めるために
行われている。4 年次の前期に配置され，約 3 ヶ月間行われている。実習中には毎週レポー
トの提出が課され，実習後には記述式の試験がある。
臨床実習では，医療現場を体験するだけでなく，最新の医療機器の取り扱いや保守管理
の方法を実践的に学んでいる。本学大学両病院で実習が行われ，大学病院の ME センター，
集中治療室，高気圧酸素治療室，手術室など，臨床工学技士が活躍する部署に学生を小グ
ループ（部署によっては単独）でローテーションしている。また，医療機器の活用の実態
や臨床工学技士の仕事の幅の広さや責任の重さを実感する機会を多く設けるために，1 年次
に ME センター及び血液浄化センターの見学，4 年次に 1 日看護体験を行っている。臨床
実習では，病院所属の臨床工学技士が実習を担当し，現場の経験を学生に話すように努め
ている。
〔点検・評価〕
同一キャンパス内にある北里大学病院という大勢の臨床工学技士が活躍する職場を体験
しながら，高度な先端医療を実感するという，学生にとって時間的，空間的，経済的に恵
まれた実習を行っていることは高く評価できる。
一方で，基礎知識が不足しているために臨床実習という体験を生かしきれない学生が存
在するのも事実である。
◆医療工学科・診療放射線技術科学専攻
〔現状の説明〕
臨床実習前に，必要な知識を教授する放射線科学，放射線安全管理学，画像解剖学，診
療画像技術学，核医学技術学，放射線治療技術学，ペーシェントケア論などの講義を終え
ている。
臨床実習では，前述した科目等の実践的な技術を習得することに加え，患者接遇，放射
線安全管理，装置保守管理，検査技術と治療技術等の実習を行い，これらを通じて，観察
力，思考力，実行力を養う。
実習は北里大学病院，北里大学東病院と 7 つの外部病院において行い，実習指導者１人
あたりで 2 名の学生を指導している。
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〔点検・評価〕
個別指導により，実践的技術を習得するとともに，講義で学んだ知識の深化と洞察力が
養える。また，診療放射線技師の役割と責任について理解を深め，医療人としての自覚が
芽生える。
長所：診断領域では，100％学内で臨床実習をすることができるため，臨床実習指導者と
綿密に連絡を取ることができ，速やかに学生のサポートが行える体制が整えられている。
また，臨床実習に関する打ち合わせを随時行うことができるため，充実した教育内容を提
供することが可能である。
問題点：学生数が多いため，核医学技術と放射線診断領域では，一部外部施設で臨床実
習を行わざるを得ない。外部施設の臨床実習指導者と緊密な連絡を取ることにはかなりの
困難が伴うが，就職先確保のためには外部施設における実習が欠かせないという状況であ
る。
学生数が多いため，核医学技術と放射線診断領域では十分な臨床実習期間の確保が難し
いのも問題である。
◆リハビリテーション学科・理学療法学専攻
〔現状の説明〕
1 年次から 3 年次の各学年において，少人数でグループを編成し，専攻内の教員が実際の
臨床場面を提供することで，各科目の教育目的に沿った臨床実習を段階的に展開している。
この実習では本学付属の大学両病院を使用し，本専攻の教員が臨床と教育の一元化を図っ
ている。
さらに 4 年次には，3 年次までの知識を実践し，実際の患者を扱う理学療法を経験するた
めに，臨床実習指導者の指導のもとに，外部の病院で臨床実習を行っている。
〔点検・評価〕
1〜3 年次に大学両病院で実施する臨床実習では，大学における教育内容と臨床実習内容
の一致が可能であるため，高い教育効果を挙げることができる点は，大きな長所となって
いる。反面，外部の施設で展開する臨床実習では，大学側が意図する臨床実習における教
育目標と内容について，外部の指導者と調整を図るための時間が，教員の大きな負担とな
っている。また，外部施設によって指導内容が異なることが，学生の不満となっている。
◆リハビリテーション学科・作業療法学専攻
〔現状の説明〕
1,000 時間を越える実習を 3 年次（臨床実習Ⅰ）から４年次（臨床実習Ⅱ）に行っている。
実習に先立って教員が実習施設を訪問したり，実習指導者を会議に招いたりして，指導者
に当専攻の教育理念や教育内容について説明している。学生は１施設に 1〜2 名配置され，
指導者から丁寧な指導を受けている。実習途中には教員が必ず訪問し，学生の不安を取り
除いたり，学生の成長を賞賛したりして，実習遂行につまづきが見られる場合は指導者と
ともに方法を検討し，その解決を図っている。
〔点検・評価〕
学生は質の高い実習施設で実習を行っており，実習指導者はいずれも 3 年以上の臨床経
験を有している。当専攻では，実習指導者との間で綿密なコミュニケーションをとってい
るため，実習遂行上の問題が生じても，それを適切に解決することができる。
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◆リハビリテーション学科・言語聴覚療法学専攻
〔現状の説明〕
本学大学両病院で，3 年次に小グループの臨床実習を行う。専攻の専任教員によって 2 週
間，さらに指導資格（臨床経験 5 年以上）を有する現任の言語聴覚士によって 2 週間の実
習が行われる。4 年次には，主たる対象患者が異なる 2 カ所の外部施設で各 6 週間ずつ，計
12 週間の実習が，指導資格（臨床経験 5 年以上）を有する現任の言語聴覚士によって個別
に行われる。
〔点検・評価〕
専任教員以外の指導者の下で実施される実習に関しても，複数の専任教員が実習指導者
及び学生と連絡を密に取り，指導者，学生の双方に積極的に働きかけを行うことにより，
有意義な実習が展開されている。3 年次の大学両病院での実習中には，基礎的な知識のみな
らず臨床家としての態度，姿勢を充分に学ばせており，また 4 年次には，主たる対象患者
が異なる 2 カ所の外部施設で実習を行うことにより，知識，経験の幅を広げている。
一方で，実習施設が多施設に及ぶため，教育効果及びその判定に多少の格差が生じてい
る。
◆リハビリテーション学科・視覚機能療法学専攻
〔現状の説明〕
4 年次に実際の病院眼科，その他で少人数グループの臨床実習を行い，眼科検査・訓練の
実際を体験し，将来の視能訓練士として歩むための臨床体験を積む。また 3 年次にも本学
大学病院で講義・実習の一環として臨床実習を行っている。
〔点検・評価〕
臨床実習の期間，内容ともに適切であり，学生は各人，3 カ所の医療機関をローテイトし
て臨床経験を深めることができる。
インターンシップ，ボランティア
任意：インターン•シップを導入している学部•学科等における，そうしたシステムの実施の適切性
任意：ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性

◆学部全体
本学部では健康科学科のみがインターンシップを導入しているので，健康科学科につい
てのみ記述する。なお，本学部ではボランティア活動を単位認定していない。
〔現状の説明〕
健康学科では，2，3 年次にインターンシップを選択科目として導入し，1 単位としてい
る。学部主導で企業，事業所，財団法人研究所などへの希望者を募り，夏休み期間中に 5
日間以上のインターンシップ研修を実施している。研修先の担当者に評価を依頼し，その
評価と本人の報告書の内容等を勘案して，学科独自に評価を定め，単位を認定している。
学生が自己開拓した研修先についても，最終的に学部を通して実施したものについては単
位を認めている。
〔点検・評価〕
研修先からの反応，学生の報告書・面談などから判断すると，研修先，学生ともに概ね
良好な感触を得ている。将来社会に出て働くということがどのようなことであるかを，学
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生が在学中に実感することは極めて有益である。お金を払う側（学費として）とお金を受
け取る側（給料として）の違いを感じることは，学生にとって新鮮であるようだ。
しかしながら，研修先とコンタクトを取り，研修を始めるまでにはかなりの労力が必要
である。いわゆるドタキャンをする学生もいないわけではなく，研修先との信頼関係を保
つことはなかなか難しい。また研修先によってはアルバイト代を支給するところもあり，
学生がインターンシップを労働と捉える場合がある。教育の一環としての単位認定とイン
ターンシップの労働性との兼ね合いをどう取るかも今後の課題である。
授業形態と単位の関係
必須：各授業科目の特徴•内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性

◆学部全体
〔現状の説明〕
平成 19（2007）年度以前入学生のカリキュラムでは，大綱化によるカリキュラム改定が
行われていなかった臨床工学専攻を除いて，コマ数と単位数との関係は学部全体で統一さ
れている。通常の講義は 15 コマを 2 単位（１コマ：90 分）
，演習は 15 コマを 1 単位，実
習は 30 コマを１単位としている。
〔点検・評価〕
現状の単位計算方法は，大学設置基準と学則で定められた規定の範囲内なので，適切で
ある。講義に比して実習・演習における単位当たりのコマ数が多いことになるが，履修形
態上，講義では予習復習等の自学学習を含めて考えることとされており，計算法は妥当で
ある。
単位計算の方法が学部内でほぼ統一されていることは長所である。残された問題点は臨
床工学専攻についても統一を図ることであったが，平成 20（2008）年度のカリキュラム改
定によって解決された。
単位互換・単位認定等
必須：国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学設置基準第 28 条第２
項，第 29 条）

◆学部全体
〔現状の説明〕
大学全体として，首都圏西部大学単位互換協定に基づいて単位互換を行っている。地域
の大学・短期大学が相互に単位互換協定を締結し，これらの大学に所属する学生が他の大
学の授業科目を履修し，そこで取得した単位をその学生が所属する大学の単位として認定
する仕組みである。単位互換協定会に参加する大学（29 校）の学生で，所属する大学から
許可を受けた者は，だれでも受講の資格がある。それぞれの大学が単位互換科目として開
講可能な科目をあらかじめ公開し，学生はそれを見て受講を希望する。本学部では単位互
換によって履修した科目の単位は卒業要件単位に含めていない。本学部の学生で他大学の
科目を履修する者はまれである。本学部では，毎年いくつかの科目に対して若干名の受講
者を受け入れている。
入学前に他大学で単位を修得した学生及び編入学生の既修得単位を，学生の申請及び当
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該大学あるいは専門学校の成績証明書とシラバスに基づいて教育委員会が審査し，適当と
認められる場合には単位を認定している。一般教養的科目の場合は殆ど問題がないが，編
入学生の場合には理科系科目の修得状況が入学後に特に重要と考えており，そのような既
修得単位の履修科目内容は，特に慎重に吟味している。
単位互換による修得単位と既修得単位の合計は，60 単位を越えないこととしている。
〔点検・評価〕
協定締結校の中には，本学部の教育内容に関連する科目を開講している大学はほとんど
ないので，本学部が単位互換科目を自由選択科目扱いにしているのは妥当である。仮にそ
のような科目を開講している大学があったとしても，本学部の教育方針を貫くためには，
専門基礎科目あるいは専門科目は，本学部で開講している科目を履修して単位を取得する
のが基本であると考えている。
既修得単位の認定は個別に慎重に検討されている。認定にはほとんど問題がないが，既
修得単位の内容についてきめ細かなチェックが必要となり，労力がかかるのが難点である。
「自分の好きな分野の知識を広げ，教養を深めたい」という学生の要望に応えるために，
現在の単位互換制度は有意義である。しかし，本学部の時間割はほとんど空きがない状態
なので，他大学まで出かけていく余裕がないのは問題である。
開設授業科目における専・兼比率等
必須：全授業科目中，専任教員が担当する授業科目とその割合
必須：兼任教員等の教育課程への関与の状況

◆学部全体
〔現状の説明〕
学科・専攻によって多少異なるが，専門基礎科目と専門科目においては 70〜90%の科目
を専任教員が担当している（一般教養的科目については一般教育部の記述を参照）
。特に，
基礎医学系の科目は，そのすべてを専任教員が担当している。兼任または兼坦教員の殆ど
は，学内の他学部や病院の常勤者である。
〔点検・評価〕
大部分の専門基礎また専門科目は学部専任教員が担当しており，この点は評価できる。
学科・専攻の教育目標や多様に変化する教育内容を理解している学部専任教員が多くの科
目を担当することで，学生の修学状況や教育上の問題点をいち早く察知し，解決すること
ができる。また，専任教員が担当することの長所は，学生との距離が近く，質問にも随時
答えられることにも現れる。一方で，専門性のより高い科目では，提供する内容に不十分
さが生じる可能性が懸念される。
専門科目の範囲は広いので，特化した領域の最新の知識と技術を第一線で活躍する専門
家から提供してもらうために，兼任または兼坦教員や外部講師（以下，
「兼任教員等」と総
称する）にも講義を依頼しているが，これは決して短所ではなく，大きい長所であると捉
えている。限られた人数の専任教員のみでは広い専門教育分野をカバーできず，兼任教員
等に頼らざるを得ない科目が比較的多い学科・専攻もある。このような場合には，学生数
に比べて専任教員が少ないので，学生に対する講義以外の対応が不十分となる可能性があ
る。
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専任教員数が少ない学科・専攻では，専任教員の担当する科目が多いので，教員一人ひ
とりにかかる負担が大きくなっている。学科・専攻全体の教員数がある程度充足されてい
ても，専門分野によっては一部教員への負担が大きくなる場合がある。
社会人学生，外国人留学生への教育上の配慮
任意：社会人学生，外国人留学生，帰国生徒に対する教育課程編成上，教育指導上の配慮

◆学部全体
〔現状の説明〕
本学部では，社会人学生，外国人留学生，帰国生徒に対して，教育課程上の特別な制度
を設けていない。社会人であった者が入学するための入試制度はあるが，社会人として企
業等に在籍のまま入学することは制度上も実質的にも不可能である。外国人や帰国生徒が
入学するには，日本人の志願者と同じように通常の入試を受けて合格しなければならない。
これまでに外国で日本の高等学校に相当する教育を受けた者が本学部に入学した例はない。
外国滞在経験のある生徒が入学した例はあるが，すべて通常の入試に合格した者である。
各学科・専攻に若干名の社会人を経験した学生が，社会人入試を経て入学している。高
等学校卒で正規の試験を受けて入学した学生と年齢差がない，あるいは少ない場合には現
状ではほとんど問題は発生していない。年齢に差がある場合には，多くの場合社会人とし
て良き兄・姉のような存在となる。時に，世代の相違から，多くの学生の中に溶け込めず
に孤立するか，反発する関係になり，学生間のトラブルとなることもある。各学年の学生
25〜40 名に 1 教員のクラス主任を配し，4 年次には卒業研究のために配属される研究室の
教員がきめ細かく対応して，早期に問題点が把握できるよう教育指導上の配慮を行ってい
るので，社会人学生にも十分対応している。
空きコマがほとんどない時間割となっているので，2，3 年次編入生が時間割上受講でき
ない低年次の科目が存在する。それらの科目については，集中講義として補講を行ってい
るが，編入生の中に社会人学生がいるので，補講は結果として社会人学生のために役立っ
ている。
〔点検・評価〕
現状の学生教育指導上のきめ細かい配慮により，様々な学生の持つ問題を早期に発見し
て解決することができる。これは，ハラスメントの対策としても評価できる。現在のシス
テムはきめ細やかな対応が可能である反面，やや個別対応になりがちなため，配慮的措置
そのものの適切性あるいは普遍性に関しての検討をその都度行う必要がある。
2 年次編入の場合は，基礎医学・臨床医学と専門科目が同時に進行するため，学生の自己
学習が不可欠となり，負担になりやすいが，基礎医学の補講を行うことによってできるだ
け対処している。
2 年次以降は専門教育的授業科目が多くなり，学科教員と接する機会が増すとともに，現
在の学生指導を含む教育指導上の配慮が有効に機能するようになると考えられる。しかし，
1 年次には学科教員と講義などで接する機会も少なく，クラス主任とも接点が十分とは言え
ない。一般教育部教員にもクラス主任を依頼し，本学部教員との複数主任制とすることを
試みているが，一般教育部の同意を得るに至っていない。したがって，現状ではクラス主
任の注意を喚起し，社会人学生への接触努力を強化する以外にない。
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社会人経験の尊重と，新たな学習行動，問題解決能力の習得を促す必要があり，時に両
価的である。主婦の場合，臨床実習期間中は家事との両立が難しく，家族の理解が必要と
なる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 国家試験対策の充実
国家試験対策は概ね良好に行われているが，平成 20（2008）年度に行われたカリキュラ
ム改定において，それを一層充実させるために，またその目標の実現に関連して以下の
ことが定められ，現在，年度進行に伴って実施されつつあるので，その結果の検証を行
っていく
1) 医療検査学科では，国家試験出題科目となる「臨床細胞学」「臨床細胞学実習」を必
修化したが，一部の成績不振者には多数の教員による個別指導を行い，国家資格に関
係しない進路を選択した学生には，既卒者の合格は極めて困難であることを認識させ
る指導を行う。
2) 診療放射線技術科学専攻では新たに多くの総合演習を開講したが，早い段階から成績
不良者を見極め，きめ細かい指導を行うよう努める。
3) 理学療法学専攻は国家試験過去問題をデータベース化して，学生が自由に利用できる
システムを構築し，共通問題についても早期に取り組めるようにするとともに，業者
による模擬試験を有効に利用する。
4) 作業療法学専攻では「作業療法学総合演習」を新規開講したが，国家試験問題に CT，
MRI，レントゲン写真などの視覚素材が導入されたので，それらの学習を促す。
5) 言語聴覚療法学専攻では，全体的に修得すべき科目の履修年次を下げ，4 年次に国家
試験対策，臨床実習，卒業研究に必要な科目を充当したが，4 年次の臨床実習を終え
た時点に基礎知識の再評価及び強化を行う。
6) 視覚機能療法学専攻では「視能矯正学総論」の内容を充実させたが，3 年次に相当の
実力をつけられるように，個別の補講も併せて行う。
2 臨床実習の充実
臨床実習は概ね良好に行われているが，平成 20（2008）年度に行われたカリキュラム改
定において，それを一層充実させるために，またその目標の実現に関連して以下のこと
が定められ，現在，年度進行に伴って実施されつつあるので，その結果の検証を行って
いく。
1) 臨床工学専攻では，基礎知識を消化しきれない学生に臨床実習前の 3 週間に個別指導
を，臨床実習の評価が劣る学生には卒業研究期間に追加指導を行うことを検討中であ
る。
2) 診療放射線技術科学専攻では，臨床実習期間を延長し，かつ平成 20 年 4 月に統合し
た北里研究所病院には，平成 21（2009）年度から臨床実習を受け入れるよう要請し
ている。
3) 理学療法学専攻では，本学 4 病院で多くの学生が臨床実習可能となるように 4 病院に
対して要請を行う。
4) 作業療法学専攻では，臨床実習科目を細分化して 2 年次の臨床実習を可能にするとと
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もに，修得すべき単位数を増加し，理学療法学専攻と類似の要請を 4 病院に対して行
う方針を定めた。
5) 言語聴覚療法学では，履修年次を下げたことによって，4 年次に臨床実習向けの科目
を配置することが可能になった。また教育評価及びその判定に関しては，均一化を行
うための作業を進めており，同時に実習施設そのものの評価も行っている。
6) 視覚機能療法学専攻では，学生の興味の開発の遅さや不十分さに対応するために，
1，2 年次に病院見学を追加した。
3 一般教育及び専門基礎教育の強化
点検・評価の項で述べたように，一般教育及び専門基礎教育は概ね良好に行われている
が，平成 20（2008）年度に行われたカリキュラム改定において，それを一層充実させる
ために，またその目標の実現に関連して以下のことが定められ，現在，年度進行に伴っ
て実施されつつあるので，その結果の検証を行っていく
1) 健康科学科と医療検査学科は従来不足していた英語の単位数を増加し，また臨床工学
専攻は入学者の学力低下に対応するために，従来選択科目であった 1 年次の化学実験
と生物学実験を必修化した。
2) 言語聴覚療法学専攻は，リハビリテーション学科の他専攻に比べて専門基礎科目がや
や不足していたので，他専攻と同等とした。
3) 一般教養的授業科目履修促進のために，全学科・専攻において第二外国語を選択必修
とした。
4) 解剖学と生理学を全学科・専攻にわたって見直し，学科・専攻の特徴に合致した授業
内容とした。
5) 1 年生には学習支援室があり，学力低下の対策が講じられているが，2 年次以上にお
いても学力低下の影響は無視できない状況になりつつあるので，学部全体として講じ
うる 2 年次以上の学習支援について検討するために，学習支援ワークショップを立ち
上げた。
4 チーム医療教育の必修化およびチーム医療ワークショップ
1)

チーム医療演習に指定された学年の学生が全員参加するために，平成 20 年度のカリ
キュラム改定によって，学部共通の必修科目「チーム医療論（演習含）
」
（1 単位）を
開講した。この科目は，全学で開講している「チーム医療論」に，1 年次において 7
コマ以上出席してレポートを提出し，3 あるいは 4 年次において「チーム医療演習」
に出席すると 1 単位が与えられる。
平成 20 年度の入学生が現在講義を受講しており，
数年後に演習に出席することになる。

2)

チームディスカッションのテーマとそのシナリオを本学部の全学科・専攻に関係ある
ものとするために，チーム医療ワークショップを立ち上げたが，今後そこでの議論を
全学のチーム医療演習実行委員会に反映させるように努める。

5 少人数教育
1) 少人数教育を推進するために，医療検査学科では平成 20 年度のカリキュラム改定に
おいて，3 年次後期にチュートリアル形式の学習を導入したが，少人数用の小講義室
の準備，チューター（教員）のための講習や課題作成委員会等の，実施体制を整備す
る。
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2) 医療検査学科のチュートリアル教育の成果を参考にして，他学科・専攻においても少
人数教育の導入を検討する。
6 高・大接続教育を円滑にするために，入学直後に行う学力到達度テストを活用
1) 学力到達度テストを，今後数年間は現在の問題を使用して継続し，入学試験の成績及
び関係を分析して，学力到達度テストと入学試験結果や入学後の成績との相関関係を
検討する。
②教育方法等
〔到達目標〕
「①教育課程等」の目的を実現するために最善な教育方法を，教員の実行可能な範囲で
開発する。そのための具体的な到達目標は，
◇教育効果の測定
1 学生による授業評価を活用する。
（平成 15（2003）年 11 月教育委員会）
◇教育改善への組織的な取り組み
1 教員教育研修会によって教員の教育指導方法を改善する。
である。
教育効果の測定
必須：教育上の効果を測定するための方法の有効性

※この項目は学科・専攻の特色が顕著に現れるので，学科・専攻別に記載する。
◆健康科学科
〔現状の説明〕
教育効果の測定法は，基本的に期末試験によっている。補助的な手段として，講義にお
いては，レポート，授業時間中の演習，小試験を，また実習などにおいては手技の観察，
口頭試問，なども用いている。また 4 年間を通しての教育効果は卒業論文及び発表会とい
う形でなされ，記述及び口頭による研究成果の発表によって測定される。
〔点検・評価〕
最終的な教育評価は卒業生が就職した企業などからの評価となろう。就職率は就職氷河
期を含め毎年ほぼ 100％であり，また本学科の卒業生を繰り返して採用する企業も多く，教
育効果は高く評価されていると判断される。ただし，医療衛生学部の他の学科，専攻と異
なり，国家試験の合格率のようなある程度客観性のある評価の指標はなく，教育効果を定
量的に測定することは難しい。
◆医療検査学科
〔現状の説明〕
現在は試験やレポートなどで得られる成績によって教育効果が判断されている。
〔点検・評価〕
国家試験の合格率はほぼ 100％であり，本専攻の教育方法や教育効果測定法に問題はない
ことを示していると考えられる。成績は客観的な指標となりうるが，授業内容や方法の妥
当性の評価に結びつくとは限らない。それらの評価には，学生による授業評価が有効であ
ると考えられる。
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◆医療工学科・臨床工学専攻
〔現状の説明〕
4 年間の教育の成果として，卒業研究発表会での評価，臨床工学技士の国家試験や第 1 種，
第 2 種 ME 技術実力検定（日本生体医工学会）の合否が挙げられる。また，各科目の教育
上の効果は，毎学期末に行われる各科目の試験及び提出レポート，科目によっては口頭試
問によりの測定されている。
〔点検・評価〕
卒業研究発表会では全教員による採点が行われ，集計評価され，4 年間の教育の成果が測
定されている。国家試験の合格率はほぼ 100％であり，本専攻の教育方法や教育効果測定法
に問題がないことを示していると考えられる。ペーパーテストは学力を見るために従来か
ら行われてきた方法であり，問題はない。レポートを書くことによって学生は理解を深め
ることができるので，ペーパーテストに劣らない評価方法である。口頭試問は客観性がな
いとの意見があるが，学生の理解度を把握するには良い方法であると考えている。しかし，
教員の負担が大きい。
◆医療工学科・診療放射線技術科学専攻
〔現状の説明〕
各講義科目の教育上の効果を測定するための方法としては，前期と後期の期末試験結果
がある。4 年次では，年間 6 回の総合演習により演習科目の教育効果を評価している。
〔点検・評価〕
国家試験の合格率はほぼ 100％であり，本専攻の教育方法や教育効果測定法に問題はない
ことを示していると考えられる。
◆リハビリテーション学科・理学療法学専攻
〔現状の説明〕
1. 専門科目（講義）の教育効果は，各期末の筆記試験での学生の達成度によって，また専
門科目（実習）の教育効果は，各期末の実技試験と筆記試験における学生の達成度によ
って測定している。
2. 学生が修得した専門科目（理学療法学全領域）の統合状態は，学外の施設で行われる臨
床実習の場で，臨床実習指導者によって評価を受ける。また，このことは，専攻の教授
内容，教授範囲，教授方法についても，第三者の評価を受けることを意味する。これら
の評価は，実習中の本専攻教員訪問時，実習終了時，そして年１回の指導者会議の場等
において明らかにされ，本専攻の問題点は，これらの評価をもとにして検討される。な
お，臨床実習指導者によって問題点が指摘された場合，それが改善されなければ以後の
臨床実習を引き受けてもらえなくなるため，本専攻は強く自己点検を求められる。
3. 既卒者からの評価も適時受けるよう，既卒者の研究会などの場でアンケート調査等を行
っている。
4. 教育効果に対する教員の研究状況
入学時から卒業時までの学生の学習状況を学年ごとに検討する方法論について，これま
で検討を加えてきた。一方，臨床実習の教育効果も継続的に検討がなされ，学会発表や
論文化により公表している。
〔点検・評価〕

287

基準 3 教育内容・方法
前記の教育評価の方法が有効に機能し，卒業生の国家試験合格率がほぼ 100%を達成して
いることは評価できる。また評価結果が，各科目責任者にフィードバックされていること
も評価できる。しかし，一部の学生からの偏った意見も多く，どのように対応するかはそ
の科目責任者に一任している。また，オムニバス形式で実施する科目については，そのア
ンケート結果に対応する教員が特定できない短所があり，十分な対応ができていない。
◆リハビリテーション学科・作業療法学専攻
〔現状の説明〕
作業療法専門科目においては，学期末のみならず，学期途中で教育効果を測定するため
に，中間テストや小テストを随時行っている。それにより学生の学習進度や到達度を把握
し，個別の指導を行っている。
〔点検・評価〕
教育評価の方法が有効に機能し，卒業生の国家試験合格率がほぼ 100%であることは評価
できる。中間試験や小テストにより，学生の学習進度の推移を把握できる。そのため，個々
の学生の学習方法を見直せるとともに，授業改善も直ちに行うことができ，学生にとって
もメリットが大きい方法であると評価できる。学習進度の遅い学生を把握することができ
るため，そのような学生に対しては，学習方法の個別指導を通じて学習意欲を高めること
も可能である。
◆リハビリテーション学科・言語聴覚療法学専攻
〔現状の説明〕
定期試験以外にも，講義・実習中に適宜，質問・小テストなどを取り入れている。
〔点検・評価〕
教育評価の方法が有効に機能し，卒業生の国家試験合格率がほぼ 100%であることは評価
できる。評価の適切性に関しては科目担当者のみならずクラス主任や教育委員も交えて多
面的に検討しており，大きな問題点はないと考えている。
◆リハビリテーション学科・視覚機能療法学専攻
〔現状の説明〕
定期試験の他に，講義への「学生による調査学習」の結果報告（主体的授業）の導入
に加え，毎回の小レポートやテストにより，学生に対する「何が大切か」という教育の
効果測定も行っている。
実習における自主的・主体的取り組み状況は，レポートによって評価しているが，レ
ポートを添削して返却することによって，学生が主体的に考えるという姿勢を身に付け
ることができるよう努めている。
卒業研究はそれらの集大成としての自主的，主体的行動であり，研究の楽しさを体験
させることができている。
試験を行い，必ず解説と理解不十分問題についての再教育を実行している。
レポート・発言等で，講義・実習への学生の意見・評価を収集することも行っている。
〔点検・評価〕
教育評価の方法が有効に機能し，卒業生の国家試験合格率がほぼ 100%であることは評価
できる。教員の熱心さは十分と考えられるが，最終的な学生への評価に甘さがみられ，
そのために学生の慢心を呼び，能力を最大限発揮させていない可能性が懸念される。
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◆基礎医学系
〔現状の説明〕
基礎医学系では，すべての授業科目において，教育上の効果を期末試験の成績によって
測定している。特に基礎医学系の授業科目の期末試験の出題に際しては，記述による解答
を求める問題（記述式問題）の比率を高めることによって，理解の程度と理解した授業内
容の論理的表現力との総合能力を明らかにし，その結果に基づいて，教育の効果を向上さ
せるよう努めている。また，殆どすべての実習科目（生理学実習，生化学実習，組織学実
習，解剖学実習）では，実習課題ごとにまとめて提出させた複数のレポートの総合評価に
よって，教育の効果を測定している。一部の解剖学実習においては，レポートの評価と期
末試験の成績との総合評価によって，その教育の効果を測定している。
〔点検・評価〕
基礎医学系は 2 群科目のみを担当しているので，卒業生の達成度評価は各学科・専攻に
よって行われている。
教育効果の測定
必須：卒業生の進路状況

※この項目は学科・専攻の特色が顕著に現れるので，学科・専攻別に記載する。
◆健康科学科
〔現状の説明〕
卒業生の進路はその 90〜95%が一般企業，財団法人，公務員への就職であり，大学院へ
の進学率は年により変動するが，5〜10%程度である。平成 18（2006）年度の内訳は，一
般企業, 財団法人が 86%，公務員が 4.5%，大学院が 9%となっている。
〔点検・評価〕
大学院への進学を除いた就職率は，景気低迷時にも常に 95%を上回っており，平成 18
（2006）年度は 100%であったことから，ほぼ満足できる結果であると評価できる。しか
し，大学院への進学率が 10%以下に低迷していることは，次世代指導者養成の観点から見
ると低すぎると言わざるを得ない。他大学の修士課程修了者が多数就職戦線に参戦する現
状では，学部卒では就職でも不利を招くことがあるので，広く浅くの知識にとどまらず，
より専門的な教育を受ける意識を学生に持たせることが重要と思われる。
◆医療検査学科
〔現状の説明〕
平成 18（2006）年度の実績では，病院等医療保健業に就くものが 70%，食料品製造業が
9%，大学院進学が 15%である。病院等医療保健業には国公立病院，大学病院，地域の基幹
病院やクリニックなどの医療機関の他，健診センター，検査センター，治験関連業等が含
まれ，臨床検査技師の活躍の場が多岐にわたることが分かる。
〔点検・評価〕
学生の多くは臨床検査技師として様々な医療現場に就職しており，在学中に卒業研究や
臨床実習を通して自らの進路を最終的に決定し，就職率ほぼ 100%を達成していることは評
価できる。しかし，大学病院や基幹病院への就職はまだハードルが高い。近年，大学院進
学者が増加して 10〜15%を占めるようになっており，教育目標の一つである高度の医療科
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学の教授や医療分野に幅広く貢献するための教育の現れと考えられ，評価できる。
◆医療工学科・臨床工学専攻
〔現状の説明〕
設立後 14 年を経て，本専攻の卒業生数は約 390 名であり，ほとんどの卒業生は臨床工学
技士国家試験に合格（不合格者 4 名）している。就職先は，公的医療機関（公務員）12%，
医療機関（民間）86%，製造業（研究職，営業など）2%であり，大学院には毎年数名（1
〜3）が進学している。
〔点検・評価〕
殆どすべての卒業生が臨床工学技士の国家資格を取得するので，医療機関に就職する率
が高く，専攻設立の目的は十分に達成されている。しかし，指導者及び研究者養成を目指
す本専攻の卒業生が活躍すべき場所は製造業，官公庁，大学等の研究機関など幅広いので，
今後はそれらへの就職率と大学院進学率の向上が望まれる。近年は大学院進学者が増加し
つつあるが，1 年次の「医用工学総論」の中で行っている大学院紹介が有効であることが，
学生による授業評価アンケートの自由記載欄からうかがえるので，これを継続することが
重要である。
◆医療工学科・診療放射線技術科学専攻
〔現状の説明〕
現在は，学生の希望をほぼ満たす形で病院を中心とする医療機関へ就職が決まっており，
就職率は 100%である。
〔点検・評価〕
就職率 100%は，既卒者が就職先で高い評価を得ていることの証であり，それが次の採用
に繋がるという実績に基づいている。しかし近年，病院によっては非常勤の採用が増えて
おり，学生の希望との間に齟齬を生じることがあるので，就職指導にあたっては，実際の
状況を十分に把握させて，円滑な就職活動を進める必要がある。
今後の診療放射線技師には，技術や知識の高度化が要請されており，また研究面の活性
化も期待して，卒業生の 10〜15%を大学院修士課程に進学させるという目標を立てて学生
への指導を行ってきたが，平成 18（2006）年度にはこの目標は達成されたので，今後も継
続的に進学率の維持・向上に努めていく。
◆リハビリテーション学科・理学療法学専攻
〔現状の説明〕
理学療法学専攻では，75％が医療施設及び福祉施設に就職し，25％〜30％は大学院へ進
学している。
〔点検・評価〕
将来，理学療法の分野のリーダーを育てることを目標としており，大学院はこの目標を
達成する上で，臨床と研究活動を繋げる重要な教育システムであると言える。大学院への
進学率は上がっているが，理学療法という臨床における技術も培いながら研究活動を行う
ことには，かなりの困難が伴っている。
◆リハビリテーション学科・作業療法学専攻
〔現状の説明〕
就職希望者は，全員が病院・施設に就職し，作業療法士としての仕事に従事している。

290

基準 3 教育内容・方法
〔点検・評価〕
大学院進学者は少ないが，臨床経験を積んだ後に，地理的条件等から，他大学の大学院
に進学する者もいる。日本作業療法学会で研究発表をする卒業生の数は，他校と比べて多
い点は，評価できる。1 期卒業生は既に臨床経験 10 年に達し，臨床実習における学生指導
にも従事している。
◆リハビリテーション学科・言語聴覚療法学専攻
〔現状の説明〕
本専攻は，言語聴覚士の国家資格取得に必要かつ十分な大学教育を施すことを目的とし
て，平成 6（1994）年に設立された。本専攻には，将来，言語聴覚士の国家資格を取得し
ようとする学生が入学してきており，卒業時には全員が言語聴覚士を目指して言語聴覚士
国家試験を受験し，1〜2 名の大学院進学希望者を除き，言語聴覚士として，病院，福祉施
設，療育施設等に就職している。
〔点検・評価〕
設立の目的に沿って，必要な一般教養的科目と専門科目による系統的な教育が実施され，
一定の成果をあげている点は評価できる。
◆リハビリテーション学科・視覚機能療法学専攻
〔現状の説明〕
ほぼ 100％の学生が医療機関へ就職している。国家試験には 100％合格し，専門資格を生
かして活躍している。
〔点検・評価〕
進路指導は十分に機能していると言えるが，進路に対する意識に乏しい学生が多いため，
低学年から進路指導を充実させる必要がある。
成績評価法
必須：厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法，成績評価基準の適切性

◆学部全体
〔現状の説明〕
すべての学科・専攻において，講義については，基本的に学部一斉に実施する定期試験
による評価が中心となっている。定期試験は学部全体で日程を決め，時間割を組み，教室
及び座席を定めて行われている。定期試験の監督は，学生 50 名までは 1 名，それ以上は 2
名を割り当てて，試験の公正な実施に努めている。各科目責任者の判断により，定期試験
の結果，出席状況，レポート，口頭試問等を考慮して総合的な成績評価を実施している。
60 点以上を合格としている。科目責任者の判断によって，不合格者には再試験を課す。多
くの科目で再試験が行われている。
〔点検・評価〕
成績評価に関しては，妥当な方法が用いられ，適切に運用されていると判断される。
成績評価法
必須：履修科目登録の上限設定等，単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性

◆学部全体
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〔現状の説明〕
本学部では，履修科目登録の上限を設定していない。
〔点検・評価〕
全科目の殆どを必修科目が占めているため，科目を自由に選択する余裕は少ない。また，
大部分の学生は多くの選択科目を履修することを望んでいないので，上限を設定する必要
がないのが現状である。
成績評価法
必須：各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性

◆学部全体
〔現状の説明〕
各年次の学生の質を検証・確保するために，学部で設定した統一基準に達しない学生を
留年させている。また，クラス主任や研究室責任者との面談や指導が，学生の学習意欲を
高めるのに有効な方策となっている。たとえば，臨床工学専攻においては，クラス主任や
研究室責任者が第 1 種，第 2 種 ME 技術実力検定（日本生体医工学会）の受験を学生に勧
めており，遅くとも 4 年次までに第 2 種に合格することを求めている。第 2 種のレベルは
国家試験とほぼ同程度なので，合格すれば国家試験合格の目途が立つことから，第 2 種合
格を目指すことが即ち国家試験の受験準備となる。
〔点検・評価〕
年次，専攻内で適正に検証されていると考えている。
履修指導
必須：学生に対する履修指導の適切性

※この項目は学科・専攻の特色が顕著に現れるので，学科・専攻別に記載する。
◆健康科学科
〔現状の説明〕
教育内容が多岐にわたり，その必要性を系統的に学生に理解させることが本学科の履修
指導のポイントである。また本学科の場合は，国家試験の受験資格を得るというのでなく，
必要な科目を履修して申請すれば，自動的にいくつかの国家資格が得られるという状況に
ある。現状では第 1，2 種衛生管理者，衛生検査技師，第 2 種作業環境測定士がこれに当た
る。作業環境測定士の場合，選択科目が必要科目となっているため，履修指導は極めて重
要である。入学時のオリエンテーション，各年次開始時のガイダンス，卒業時の申請に伴
うガイダンス等を行っている。
〔点検・評価〕
2 年次以降の専門科目に関する履修指導は概ね良好と思われるが，入学時のオリエンテー
ションにおいて，学科教育の目的等が十分に周知されているとは言いがたい。特に各科目
の関連性，4 年間を通した体系を学生に理解させることはなかなか難しい。
◆医療検査学科
〔現状の説明〕
本学科の専門教育的授業科目の多くが必修科目であり，そのような事情から，基本的に
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履修指導は殆ど必要ない。しかし，3 年次の選択科目である臨床細胞学，臨床細胞学実習は
国家試験にも関係するので，その履修を強く指導している。また，4 年次に臨床検査総論Ⅱ
と並列して展開されている病態解析演習Ⅱの内容は疾患症例に関する演習であり，国家試
験対策ともなっている検査に関する横断的かつ実践的な科目である。よりレベルの高い臨
床検査技師のための教育としても位置付けられる科目なので，その履修を勧めている。
〔点検・評価〕
履修指導によって臨床細胞学，臨床細胞学実習，病態解析演習Ⅱを全員が履修するよう
になったことは，評価できる。病態解析演習Ⅱは学力の高い学生には非常に意義のある科
目であり，実力の向上に繋がっているが，水準以下の学生には難解な科目と受け止められ
ている点は問題であり，改善を要する。
◆医療工学科・臨床工学専攻
〔現状の説明〕
本専攻では，指定規則に基づく必修科目が予め設定されており，学生が選択できる科目
の数は限定されているが，1 年次からクラス主任や事務職が選択履修科目の説明を繰り返し
行い，各学生の履修科目を厳密にチェックしている。
〔点検・評価〕
専攻の学生数が約 40 名と少人数なので，チェックは十分に行き渡っている。そのため，
履修科目の選択を誤って卒業できなかったという事例は生じておらず，学生に対する履修
指導は適切に機能していると判断される。
◆医療工学科・診療放射線技術科学専攻
〔現状の説明〕
本専攻の学生に対する履修指導の柱は，学修要領とクラス主任制度の二つである。講義
要領，授業科目の意議・内容・時間割など，科目履修に必要な情報は学修要領の中に詳細
に記載されている。クラス主任として，学年ごとに 2 名の教員が配属されている。各年度
の初めに，クラス主任は学生に学修要領を配布し，クラス会を開催して各学年にあった履
修指導を行っている。学生に対してさらに効果的な指導を行うために，クラス主任による
個人面談を重視している。個人面談では，履修や学習についての問題点ばかりでなく，生
活上の悩み，就職活動に対する指導等，学生の抱えるすべての問題について，学生の考え
を聞きながらきめ細かい指導をしている。個人面接の最終目標は学生の自立であり，学生
が自分で考え，行動する態度を身に付けさせることに注力している。
専攻の全教員の支援が必要な時には，クラス主任は月 1 回行われている専攻教員連絡会
に事情を報告し，協力を求める。また，学生の抱える問題で，学生の父母との話し合いが
必要な場合は，クラス主任は父母に対しても細かい対応をしている。
本専攻では，各学年のクラス主任を中心として学生指導に当たるのを原則としているが，
専攻の全教員が学生の指導を担う体制も確立されている。
〔点検・評価〕
学修要領は毎年更新され，前年度の教育経験が生かされているので，年々充実したもの
となっている。学修要領を学生が読むことにより，履修科目と努力目標を認識することが
できる。しかし，学修要領が学生により十分に活用されているとは言えない。クラス主任
制度は，クラス会や個人面談等を通じて，履修指導，学習指導に対して有効に機能してい
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る。1 学年を二つに分け，約 30 名の学生に教員が 1 名付くことで，すべての学生に教員の
目が行き届き，また，同学年に 2 名の教員がいることで，学生について教員同士で相談が
できることもあり，履修指導において，クラス主任制度は有効に働いていると言えるが，
教員個人にかなり重い負担を強いることで成り立っている制度であり，何らかの改善を行
う必要があると思われる。
◆リハビリテーション学科・理学療法学専攻
〔現状の説明〕
3 年次から選択必修科目が多くなるため，学年ごとに実施する専攻別ガイダンスに加えて，
各科目責任者が個別に指導している。さらに，各学年のクラス主任が学生と個別に面談し
て履修指導状況を確認し，指導内容の受け止め方を点検している。講義科目に加え，実習・
臨床実習の意義や内容についても十分に理解させるよう，履修指導を行っている。
〔点検・評価〕
履修指導内容に問題はない。しかし，3 年次の特定の選択必修科目に履修が集中すること
があるので，選択科目の指導に偏りがある可能性がある。
◆リハビリテーション学科・作業療法学専攻
〔現状の説明〕
全般についての履修指導はクラス主任と学生指導委員が担当し，各科目に属する問題は，
科目責任者が対応している。
〔点検・評価〕
教員と学生の間での信頼関係は保たれており，指導方法に対する学生の意見もかなり反
映されている。しかし，指導方法が科目担当者の裁量に委ねられている現在のシステムで
は，担当者の指導意欲の向上には寄与するが，指導に偏りが生じる可能性がある。
◆リハビリテーション学科・言語聴覚療法学専攻
〔現状の説明〕
クラス主任が中心となり，適宜，教育委員や学生指導委員が参加して，学生の自主性を
尊重した履修指導を行っている。
〔点検・評価〕
きめ細かい指導が行われており，特に問題はない。
◆リハビリテーション学科・視覚機能療法学専攻
〔現状の説明〕
履修指導は，学生の主体性を尊重しながら適切に行われている。クラス主任や科目責任
者を中心に，専任教員全員で学生に関する情報を共有しながら指導している。
〔点検・評価〕
適切である。
◆基礎医学系
〔現状の説明〕
基礎医学系では，ほとんどすべての授業科目（解剖学，生理学，生化学，組織学）と実
習科目（解剖学実習，生理学実習，生化学実習，組織学実習）が必修であり，特別な履修
指導を必要としない。授業科目のうちの薬理学だけが選択科目であるが，これは学科・専
攻指定の選択科目であるため，これも学生に履修指導をする必要はない。実習科目のうち
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診療放射線技術科学（RT）専攻 2 年を対象にした解剖学実習だけが選択科目であり，履修
指導を行っている。
〔点検・評価〕
適切である。
履修指導
必須：留年者に対する教育上の措置の適切性
任意：科目等履修生，聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性

◆学部全体
〔現状の説明〕
留年者に対してはクラス主任を中心に，学生指導委員，教育委員等が連絡を取り合い，
前期あるいは後期中にそれぞれ 1，2 回（必要ならばそれ以上）学生と面談を行い，生活及
び学習の指導を行っている。
聴講生が在籍している学科・専攻は少ないが，在籍している学科・専攻においては，一
般学生と同様の履修及び評価が行われている。聴講生に対する特段の指導は行っていない。
〔点検・評価〕
平成 18（2006）年度と平成 19（2006）年度に 2 年続けて留年した学生は 11 名であり,
平成 19 年度全留年者数（73 名）の 15%に当たる。そのうち，どちらかあるいは両方の年
度に休学した学生は 6 名である。したがって，留年者に対する指導は適切に行われており，
連続して留年する学生は，指導以前の問題を抱えている場合があると判断される。
留年者に対する指導は基本的にクラス主任が行うが，留年者を受け持つクラス主任は変
わるので，前任者との引き継ぎが重要となる。
クラス主任の負担増の問題があり，教員間での相互サポートの体制作りが必要である。
教育改善への組織的な取り組み
必須：学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルテ
ィ・ディベロップメント（ＦＤ）
）およびその有効性

◆学部全体
〔現状の説明〕
本学部では，基本的に全員参加型の FD（教員教育研修会）が，外部講師の招聘，決め
られたテーマに関する教員間の討論あるいは意見や事例の発表，模擬講義等，様々な形式
で毎年行われている。その結果，学部教職員の学生及び教育に対する意識が常に高められ
ている。
教員教育研修会の実施にあたっては，教育委員会の下部組織として教員教育研修会実行
委員会を設け，各学科・専攻から選出された委員が討論して，教員教育研修会の実施形式
や外部講師を決定する。教員教育研修会終了直後に，参加者のアンケートによる研修会の
評価を行っている。また，実行委員会はアンケート結果を参考にしつつ反省会を開いて，
次年度以後の研修会の計画立案に役立てている。
〔点検・評価〕
FD には学部教員のほぼ全員が参加し，活発な討論が行われているので，教員の授業評価，
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教育指導に対する意識は非常に高いと判断できる。しかし，1 日間の教員教育研修会では時
間が不足であり，突っ込んだ議論ができず，教員間のコミュニケーションも不十分な感を
免れない。
教育改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況

◆学部全体
〔現状の説明〕
シラバスは科目責任者が中心となって作成される。シラバスは各学年の最初に学生・教
員に配布され，シラバスに沿って授業が行われている。シラバスには，履修し得るすべて
の科目の授業内容（科目責任者，分担者，科目概要，教育目標，教育内容，授業計画，日
時，到達目標，評価基準，教科書，参考書）等が記載されている。学生には各授業の予習
のための資料ともなる。
〔点検・評価〕
次年度の教育目標に合わせて，毎年，シラバスの改定が行われており，適切であると考
えられる。また,シラバスを用いて履修指導が行われているので，シラバスは十分に活用さ
れている。シラバスからは，予習，復習，参考書等に関する情報が得られるので，充実し
たシラバスの作成には大きな利点がある。
教育改善への組織的な取り組み
必須：学生による授業評価の活用状況

◆学部全体
〔現状の説明〕
本学部の学生による授業評価は，毎学期の終わりに各科目に対する評価として行われて
いる。学生が Web によって回答するようなシステムとなっている。その結果は，当該科目
責任者にフィードバックされる。授業評価には約 10 の質問項目があり，各項目に対する学
生からの回答の平均点が，レーダーチャートで示される。また，自由記載欄があり，学生
は自分の意見を自由に記入することができる。できるだけ率直な意見を収集するため，回
答は匿名とし，筆跡から個人が特定されないように，Web から回答させている。
科目責任者は，評価結果と自由記載欄の内容を，自分の担当授業の改善に役立てたり，
科目分担者へ進言したりしている。全教員の評価結果と自由記載欄の内容は学部長と教育
委員長が通読して現状を把握し，必要があれば適切な処置をとる。
〔点検・評価〕
学生による授業評価を行うということが，教員・学生，両者の授業に対する緊張感を増
したと考えられる。教員への評価結果の還元は行われているが，回答した学生への還元が
行われていない。学生への還元方法を考慮するべき時期に来ていると考えられる。
自由記載欄の内容は一部の学生の意見にすぎないという批判もある。確かに感情的で一
方的な意見もあるが，全体として見ると，学生の率直な考えが反映されており，妥当であ
ることが多い。教育や教員に関する重要な情報が含まれていることもある。自由記載欄は
必要であると判断される。
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すべての科目に対して評価がなされており，殆どの学生から回答を得ていることは，ア
ンケートの有効性を示している。学期末にまとめて行われるため，科目全体に対する評価
であり，授業の各コマに関する評価ではない。
この授業評価は，教員への還元等の事務作業を考慮すると，学期末に一斉に行わざるを
得ない。授業が終了した後の授業評価は，学生や事務方の多大な労力の割には有用性が乏
しいという意見もあるが，現状では，学期途中での評価は事務方の労力をさらに増加させ
ることになるので，実施は困難である。
教育改善への組織的な取り組み
任意：卒業生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

◆学部全体
〔現状の説明〕
卒業生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みは検討されてはいるものの，
卒業生と専攻との連絡方法が確立されていない。
〔点検・評価〕
在学時の教育内容・方法などについて，卒業生から意見を求めているが，特に体系化さ
れたアンケート調査ではなく，個人的に意見を聞く範囲に留まっている。
卒業生の個人的な意見が全体の意見を反映するものであるかどうかを確認するには，何
らかの組織的な調査が必要である。
教育改善への組織的な取り組み
任意：教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性

◆学部全体
〔現状の説明〕
クラス主任が学生の面倒を見る制度が，
「教育評価の成果を教育改善に直結させるシステ
ム」の役割を担っている。クラス主任が先頭に立って学生の（授業，成績，留年，生活等
の）相談相手になり，案件解決に努力している。クラス主任は学生の生の声を直接聞いて
判断し，学生を擁護しつつ，科目責任者と対等に話すことができるため，授業改善に寄与
している。
〔点検・評価〕
クラス主任が中心になって学生の相談事が解決され，教育改善に寄与してきた。しかし，
教員にとっては，心理的な負担が日夜絶え間なくかかっているという問題がある。
授業形態と授業方法の関係
必須：授業形態と授業方法の適切性，妥当性とその教育指導上の有効性

※この項目は学科・専攻の特色が顕著に現れるので，学科・専攻別に記載する。
◆健康科学科
〔現状の説明〕
入学試験では，数学は必須科目ではないので，1 年次の数学は，入試の選択科目によって
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クラス分けをしている実施している。また，高校における理科の科目選択の状況により，
物理学要習，化学要習，生物学要習を選択できるようになっている。さらに，すべての実
習において，TA が実習指導の補助に着き，きめの細かい実習指導が行えるようになってい
る。卒業研究は，配属された各研究室で，1 年間集中して完成させる。1 研究室当たりおの
受け入れ人数は概ね 10 名程度であり，十分な個別指導を行う体制が整っている。
〔点検・評価〕
卒業研究は本専攻における学修の総仕上げと位置付けられており，3 年次までに他の科目
の履修はすべて終了していることが原則である。したがって，研究活動の入門である卒業
研究に集中でき，学生の主体性が最も強く発揮される機会となっている。残念ながら，就
職活動などが 4 月〜6 月まであるので，就職が決まるまでは落ち着いて研究に取り組むこと
が難しいが，それ以降は通常の講義，実習などがないため卒業研究に集中できる。
入試方法の多様化，高校までの選択科目の違い等により，それぞれの科目において学力
の差が非常に大きくなってきている。特に数学，物理，化学の基礎学力が低下しているの
は，本専攻の教育を行う上で大きな問題となりつつある。
◆医療検査学科
〔現状の説明〕
4 年次の臨床検査学総論Ⅱでは，途中の試験とともに，毎回，試験の成績不良者約 25 名
に対して，土曜日を利用して補講を 1 コマ／週行っている。
〔点検・評価〕
臨床検査学総論Ⅱの 4 月，7 月，10 月，1 月の試験では，毎回，成績不良者に対して次
の試験までの間に補講を行っており，成績下位の者に対する適切な教育的配慮は評価でき
る。
しかし，成績不良者の中には自覚に乏しい学生が存在し，補講が十分に役立っていない
場合がある。
◆医療工学科・臨床工学専攻
〔現状の説明〕
1 学年 1 クラス約 40 名の少人数制による講義，実習が実施されている。
〔点検・評価〕
実際に勉強している大学時代には様々な不満があったとしても，卒業生からは「学生の
頃に，もっと勉強していれば良かった」との意見をよく聞く。一方，
「勉強量が多すぎた」
という意見は聞いたことがない。また，
「教員が少ない」
，
「実習環境・設備が悪い」との声
がないことは，本専攻で行われてきた授業形態，授業方法が適切であり，有効であること
の証であろう。成績不振な学生は少数存在するが，大方の学生は順調に進級しており，学
習量は適切であると考えられる。各教員の負担は大きいが，授業形態と授業方法に問題は
ない。
◆医療工学科・診療放射線技術科学専攻
〔現状の説明〕
① 少人数化については，主要な実習において 1 グループ 5〜10 名の学生に対して，指導
者 1 名が担当する少人数授業を実施している。また，卒業研究指導においては，1 グル
ープ 5〜8 名程度の学生を，指導教員 1 名が担当する少人数指導を実施している。
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② 補講，能力別対応については，第 4 学年において成績不良者数名を選び出し，補講・
演習などの特別指導を実施している。
③ 多面的授業については，物理，化学，臨床など幅広い分野の専任教員が連携して授業
を行っている。
④ TA については，主要な実習における指導者，主要な講義における小テスト採点・解説
を担っている。
〔点検・評価〕
① 少人数化により個別性を高めた丁寧な指導が可能となっているが，教員数，指導者数，
設備等の面で，コストがかかるという問題がある。
② 成績不良者に対する特別指導により，卒業時における学生の学力レベルの底上げが可能
となっている。しかし，各学生が持つ能力には限界があるため，全ての学生を卒業可能
レベルまで指導しようとするには多大なコストがかかる。
③ 特定の専門分野や業界の狭い価値観に囚われない教育を目指しているが，多様な価値観
を尊重する立場と，特定の専門分野の能力を伸ばす立場の両立が必要である。
④ TA により，学生の立場に立った丁寧な指導が実現されている。同時に，TA にとっては
貴重な再学習の機会となっている。しかし，長時間の TA 業務は，本来の勉学や研究に
費やす時間を減らすことになる。
◆リハビリテーション学科・理学療法学専攻
〔現状の説明〕
徒手による治療技術の習得が求められるため，パワーポイントによる画像を用いた提示
に加えて，ビデオ教材による動画を可能な限り作成し，活用している。また，臨床実習に
当たっては，少人数（5〜6 人）のグループを編成し，各グループに教員を配置して教育指
導にあたっている。さらに，大学院生による TA 制度を積極的に利用している。
〔点検・評価〕
座学や学内で実施する実習に関しては，その内容に応じて，適切な授業形態を展開して
いる。
動画などのビデオ教材については既存のものがないため，独自に作成する必要がある。
学外で実施する臨床実習では個別指導を行っているが，指導者によってその指導内容に
差が生じている。
◆リハビリテーション学科・作業療法学専攻
〔現状の説明〕
各専門科目において，講義と実習を一対にして授業を展開している。しかし，授業内容
や時間割の都合により，講義の時間に実習を行うこともある。授業方法については，適宜，
視聴覚機器を用いて，教科書や配布資料の理解を促している。
〔点検・評価〕
座学と実習を同時期に行うことで，学習内容が定着されやすく，適切だと考える。視聴
覚機器やマルチメディアの活用の程度は，教員間で見られる。
◆リハビリテーション学科・言語聴覚療法学専攻
〔現状の説明〕
本専攻の各授業科目の履修形態は，講義 67 単位（１単位 15 時間）
，実習を含む講義 13
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単位（１単位 30 時間）
，実習 26 単位（１単位 45 時間）の３形態となっており，履修内容
に応じた適切な授業形態・方法を工夫している。
〔点検・評価〕
国家資格取得のための養成基準に沿った最低 93 単位を中心に授業科目を編成せざるを得
ないが，その枠組みの中で実践的な教育を行うために，実習により重点を置くように配慮
している。
◆リハビリテーション学科・視覚機能療法学専攻
〔現状の説明〕
専門課程は 3 年次からであり，知識・技術の効率的な修得を目指しているが，やや受身
の授業になっている。
〔点検・評価〕
知識，技術の修得は効果的に行われている。
◆基礎医学系
〔現状の説明〕
基礎医学系の講義科目では，概ね教科書を中心とした講義を行っているが，必要に応じ
てプリントを作成・配布し，講義内容の理解のための補助教材としている。機能学系（生
理学，薬理学，生化学）の講義では，解説した講義内容をまとめて板書し，それを書き写
させることによって生体機能の仕組みを，耳と目と手から繰り返し理解させる教育に力を
入れている。形態学系（解剖学，組織学）の講義では，スライド，ＯＨＰ，ビデオ教材等
の視覚メディアを積極的に活用している。基礎医学系の実習科目では，教員と TA が少人数
（5〜6 名）の学生グループに対して実験課題の準備から完成までを徹底して指導する少人
数教育が展開されている。この実習科目における少人数教育の有効な実施のために，学生
100 名に対して 3〜4 名の大学院生 TA が，実習準備と教育指導の補佐役として参加してい
る。
〔点検・評価〕
生体の機能学系講義科目における講義内容の口頭と板書による解説には，決められた授
業時間内に限られた講義内容しか教育できないという短所があり，講義内容を予めまとめ
た資料を配布して欲しいとの学生からの要望は多い。しかし，学生は講義内容のまとめ資
料を手に入れてしまうと，安心して勉学意欲を失う傾向が強い。また，講義資料を得て教
科書を読まずノートもとらなくなった学生は，試験において筋道だった論理的な解答をす
ることができなくなる（図解か箇条書きしかできない）
。この因果関係は明らかであり，ゆ
えに教科書中心で講義内容の板書による解説という講義形態は，基礎医学教育に不可欠で
ある。
授業形態と授業方法の関係
必須：多様なメディアを活用した教育の導入状況とその運用の適切性
必須：
「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における，そうした制度の運用の適切
性

◆学部全体
〔現状の説明〕
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各教室は，様々なマルチメディアを活用した教育に対応するため，充実した設備を有す
る（パソコン，DVD,CD,VHS，書画カメラ，プロジェクター）
。LAN 端末も整備されてお
り，インターネットに接続も可能である。各教員は，必要に応じて，自分のパソコンを講
義室や情報演習室に持ち込み，パワーポイントなどのソフトを使用して講義をしている。
マルチメディアを活用した教育は，各教員のマルチメディアに対する習熟度に依存してい
る。また，マルチメディアを導入できる科目もあるが，それ以上に板書が有効である科目
も存在する。
本学部では遠隔授業による授業科目を単位認定していない。現状では，遠隔授業による
授業科目を行う必要性はほとんど感じていない。
〔点検・評価〕
主要な講義室に配置されているマルチメディア機器を使用するためには，事務室でし出
される鍵が必要であり，盗難や破壊対策は十分に行われている。
マルチメディアの導入により教材が多様化し，学生はより幅広い学習手段と学習機会を
得ている。しかし，マルチメディアが過度に使用される傾向にあり，以前のスライド上映
ばかりの教育と同様な傾向が生じつつある。パワーポイントを利用した講義は，視覚的に
は見やすいが，進み方が板書よりも早くなる傾向があり，講義内容の理解度を確実にする
ためには，教員に講義速度の調節が求められる。
マルチメディア教育素材の独自製作にはコスト（労力，費用）がかかるため，マルチメ
ディア教育の効果を十分高めるには，その使用方法にも創意工夫が必要となる。
グローバル化に対処するため，また教育研究の交流に寄与するために，情報を発信する
側として，遠隔授業の整備を整えるべきである。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 学生による授業評価の活用
1) 学生による授業評価の結果を学生に還元するために，自由記載欄の記載事項に対する
教員側からの回答の公開を開始するとともに，当該学科・専攻の学年ごとの全科目平
均評価点のレーダーチャートも配布することとした。
2) 記載事項から学部が具体的なアクションをとるべきことが示唆された事例が発生した
ので，今後は学部長と教育委員長だけでなく，少なくとも各学科・専攻の教育委員が
当該学科・専攻の教員の評価結果及び自由記載を通読することとした。
3) 評価当該科目のレーダーチャート及び自由記載事項を受け取るのは，従来，科目責任
者である専任教員のみであったが，教員に授業評価の結果を周知し，授業改善に役立
てるため，兼担，兼任，非常勤等外部講師にも配布することとし，また自由記載事項
のあいまいさをなくすために，オムニバス等の複数教員が関与する科目については，
学生が自由記載欄に記入する時に，対象教員名を明記するように指導することとした。
2 教員教育研修会による教員の教育指導方法の改善
1) 教員教育研修会の内容をさらに充実させるために，平成 19（2007）年度から日程を 2
日間に延長して，合宿形式を採用したが，教員全員を 2 日間拘束することは現実的で
はないので，ほぼ同一の内容の研修会を 3 年にわたって実施し，全教員は 3 年間のい
ずれかの研修会に参加することとした。
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2) これまで，教員教育研修会は好評のうちに順調に推移しているものの，研修会で学ん
だことがどれだけ授業に生かされているかは不明である。その成果を評価する方法を
検討するとともに，全学においても類似の研修会が実施される予定なので，学部と大
学全体の FD の在り方について，再検討を行う。
③国内外との教育研究交流
〔到達目標〕
教員及び学生がグローバル化に対応しうる能力を養うため，本学部と共通する教育研究
内容を有する海外の大学と教育研究交流を行う。
具体的な到達目標は，現在行っている国際交流の維持発展である。
国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
必須：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
必須：国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況

◆学部全体
〔現状の説明〕
医療検査学科，医療工学科・診療放射線技術科学専攻，リハビリテーション学科・理学
療法学専攻，同・作業療法学専攻が，米国トーマス・ジェファーソン大学との国際交流を
行っている。当該学科・専攻の教員・学生が米国に数週間滞在する一方，トーマス・ジェ
ファーソン大学の教員・学生が本学に数週間滞在している。この交流のために，北里大学
学術国際交流資金の援助を受けている。
〔点検・評価〕
学生の教育的交流は円滑に行われており，評価できる。また国際交流のあり方，具体的
な方法について，両大学間で協議している。研究面においても，これまでの交流で，互い
の研究概要を知ることができた。
海外へ行くことの可能な学生のみでなく，海外の学生を迎える学生にも，学生生活にお
ける良き体験となる。費用等の問題から，海外派遣制度を利用できる学生が限られている
ことは改善すべき点である。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 一層の教育的交流に加えて，次の段階として研究交流が行われることが期待され，その
具体化に向けた方策を検討する。
2 インターネット会議あるいはリアルタイムに情報交換できるネットワークの構築を検討
し，どのような形態であれ，できるだけ多くの学生に国際交流に参加する機会を与えて，
それが単位として認定されるようにする。

２−８．一般教育部
①教育課程等
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〔到達目標〕
一般教育部では，生命科学系の総合大学を標榜する本学において，学部専門教育へスム
ーズに移行できる基礎学力を涵養し，科学技術のみに偏することのない全人的な教養の醸
成を行うことを目標として，各種教科目を開講している。これら目標を達成するための近
未来の具体的な到達目標を次に示す。
（本項目に掲げた到達目標の達成には，8 教員組織に
掲げた人員枠の見直しなどが必須である）（主として一般教育部将来構想委員会（平成 19
（2007）年 8 月 29 日答申）による提言，平成 19（2007）年 9 月 21 日一般教育連合教授
会承認）
）
◇学部・学科等の教育課程
1 教養教育の要である人間形成の基礎科目の充実と整備：新規科目の開設（②に詳細）
，現
行開設科目の内容，担当者の見直し，履修者数格差の原因を解明し，その対策を立てる。
2 新規科目の設置：
「日本語表現法」
，
「コミュニケーション論」
，
「異文化理解」などを設置
し人間形成の基礎科目の充実を図るとともに，教科横断型授業科目，課題中心型科目等の
分野に関わらない複合的科目を設置する。また，学習スキル，主体的学びの習得を目的と
した初年次導入教育科目を設置する。
3 人間形成の基礎科目の高学年次での履修可能性の検討：弾力的な時間割編成の可能性を
探り，過密な学外実習の合間を縫って履修可能かどうか検討する。
4 卒業要件となる単位未修得の 2 年次以降学生への対応：2 年時以降に相模原以外のキャン
パスに移るため，あるいは過密なカリキュラムのため，再履修が不可能な学生への対策を
立て，その実施に向けて検討を行う。
5 上級年次教育への接続に有益な学部教員の教養演習への参加
6 学部教員との緊密な連携・情報交換のシステム作り
7 外国語教育の再検討
8 習熟度別クラスの充実：英語，数学以外では物理学が薬学部のみに習熟度別クラスを開
設している。学習意欲の高い学生のためにも化学，生物学も含め全学部での実施可能性を
検討する。
◇カリキュラムにおける高・大の接続
1 自然科学系要習，習熟度別クラス，学習支援室のより一層の充実・活用を図り，大学で
の勉学に不安を感じる学生の介助を図る。従来からそれぞれ機能し活用されてはいるが，
学生相談室・クラス主任制度・学習支援室の連携による学習支援のシステムを検討する。
◇カリキュラムと国家試験，◇授業形態と単位の関係
1 1 コマの授業時間数の再検討：学部の 2・3 群科目における授業時間数との兼ね合いを考
慮し，各学部との調整・検討のための提案を行う。
◇単位互換・単位認定等
1 コンソーシアムを形成している大学間での遠隔授業の可能性を検討する。
学部・学科等の教育課程
必須：教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第 19 条第 1 項）

〔現状の説明〕
一般教育部では，上述の〔到達目標〕を達成できるよう，①人間形成の基礎科目（文化
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の領域，社会の領域，健康の領域）
，②基礎教育科目（外国語系，数理・情報系，自然科学
系）
，③教養演習科目（教養演習系）の 3 つの一般教育科目群（1 群科目）を開講し，その
実施・運営に当たっている。
各学部・学科等では，それぞれの理念・目的ならびに学校教育法第 83 条，大学設置基準
第 19 条の関連部分を勘案し，1 群科目の中からどの教科を，どの程度，どのように学生に
履修させるかを決定し，さらに専門教育的授業科目群とあわせて教育課程を決定している。
〔点検・評価〕
既述のように，一般教育部は，各学部・学科等の教育課程の作成・決定に，直接関与す
る立場にはないが，常に緊密な連携の下に，学校教育法第 83 条，大学設置基準第 19 条の
趣旨を満たすよう，間接的な努力を続けている。
1 群科目の履修方法は学部等により異なる部分もあるが，概ね 1 群科目の趣旨に沿った履
修状況となっている。
学部・学科等の教育課程
必須：教育課程における基礎教育，倫理性を培う教育の位置づけ

〔現状の説明〕
本学は，一般教育を含めた学部教育の一貫性を教育課程編成の基本方針としている。し
たがって，一般教育科目は各学部独自の教育課程に 1 群科目として組み込まれ，一般教育
部独自の教育課程は存在しない。
一般教育部は，各学部との協議により設定された，①人間形成の基礎科目（文化の領域，
社会の領域，健康の領域）
，②基礎教育科目（外国語系，数理・情報系，自然科学系）
，③
教養演習科目（教養演習系）の 3 つの一般教育科目群（1 群科目）の実施・運営を行うのが
任務である。
入学者選抜システムの多様化も手伝って，一部の基礎科目の履修に支障をきたす学生が
散見されるようになってきたが，そのような学生のために，高等学校レベルの補習的授業
(物理学要習，化学要習，生物学要習)を開講し，また，数学，英語，物理学（現在は薬学
部のみ）では習熟度別クラスを設けている。
〔点検・評価〕
従来，一般教育科目の履修に関する取り扱いには，学部・学科による違いが見られた。
しかし，各学部・学科との積極的な連絡調整に努めた結果，いずれの学部・学科において
も，人間形成の基礎科目及び基礎教育科目の中から，ほぼ満遍なく科目を履修させるよう
な選択必修の形式となった。
ほとんどの学部の教育課程では，一般教育科目の履修は，基本的に 1 年次の 1 年間のみ
で終了する。基礎・教養教育の必要性が増大している現在，一般教育科目履修の絶対量は
決して十分とは言えないが，限られた修学年数と専門教育的授業科目の履修量との関係を
考えると，各学部の卒業要件単位における一般教育科目の単位の割合は，必ずしも不適切
とまでは言い難く，各学部とも一般教育に対して，できる限りの配慮をしていると言える。
一般教育に関わる教育課程の編成が各学部の権限であることの長所は，ともすれば専門
教育偏重になりがちな各学部の教員が，常に一般教育に目を向け，その在り方を考えると
いう点，また一般教育担当教員が各学部の考え方を常に意識し，科目内容や授業方法の検
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討・改善を図ることができる点にあると言える。一方，問題点としては，専門教育への偏
重や，一般教育担当教員による科目の単なる切り売り的教育で良しとする風潮などが芽生
える恐れが懸念される。しかし，現在は一般教育部と各学部の意思疎通は良好で，そうい
った懸念は払拭されている。
一般教育科目の履修年次上の問題点は，卒業要件となる一般教育科目を，単位未修得の
まま 2 年次に進級した場合に生じる。多くの学部の 2 年次以降のカリキュラムは専門科目
で埋められているため，一般教育科目を履修するための時間的な余裕がない。特に，薬学
部，獣医学部，及び海洋生命科学部は，一般教育が行われている相模原キャンパスから地
理的に離れているため，一般教育の不合格科目を再履修したり，新たに一般教育科目を履
修することは，現状では，事実上不可能に近い。現在は多くの科目で，便法として，休業
中の集中補習授業や，レポートによる通信添削指導と再試験などにより，単位認定を行っ
ている。しかし，成績評価の厳格性の点などから，必ずしも好ましいものではない。
学部・学科等の教育課程
必須：
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的，
学問の体系性並びに学校教育法第 83 条との適合性

該当しない
学部・学科等の教育課程
必須：一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を
涵養」するための配慮の適切性

〔現状の説明〕
「人間形成の基礎科目」
，
「基礎教育科目」
，
「教養演習科目」の，3 つの科目群の中にある
科目から，各学部がその理念・目的にしたがって履修すべき単位数や必修・選択科目の別
などを決定している。
〔点検・評価〕
一般教育部では，
提供している 3 つの柱の科目群から満遍なく履修することによって，
「幅
広く深い教養及び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養」するための教育が受けら
れるように配慮している。
ただ，現状の一般教育部の組織や教科目で，標記の教育が必ずしも満足されるべき状態
で実施されているとは考えていない。
学部・学科等の教育課程
必須：外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に
対応するため，外国語能力の育成」のための措置の適切性

〔現状の説明〕
一般教育部においては，英語 AI，英語 AII（各半期 1 単位：学部・学科の特色に合わせ
た内容と読解・文法及び四技能の育成を主眼とした内容）と英語 BI，英語 BII（各半期 1
単位：国際化時代に必要な実用英語力の養成を主眼とした内容）の計 4 単位を，1 年次の必
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修科目として展開している。
第二外国語として，ドイツ語，ドイツ語演習，フランス語，フランス語演習，中国語，
中国語演習（各 2 単位）を選択必修科目もしくは自由科目として配置している。選択必修・
自由の別は学部・学科によって異なっている。
〔点検・評価〕
現在の外国語科目の配置は，概ね国際社会での重要度を目安として設定されている。
2 年次以降の英語は各学部がそれぞれ担当することになっており，一般教育部では 2 年次
以降のより専門的な英語能力獲得のための基礎づくりが行われている。
CALL ルームの活用，英語 B でのネイティヴ教員による授業，TOEIC 対策などにも力を
注ぎ，学生が上級年次に進んでも積極的に英語運用能力を磨いていくことができるよう，
そしてまた，将来にわたって各専門分野で国際的に活躍することができるよう配慮してい
る。また，これまでの英語力に応じた能力別クラス編成にも留意している。
第二外国語は，平成 20（2008）年度のカリキュラム改正で自由科目から選択必修となっ
た学部・学科が増えた。広い視野の育成と異文化理解のために重要な役割を担っているの
みならず，各言語の検定試験合格なども目指し，実用的になるように配慮している。
中等教育で行われている英語教育のノウハウを熟知する一般教育部の英語教員が授業を
担当するため，学部での専門英語教育への有効な橋渡しとなっている。しかし，一般教育
部教員による英語教育の担当が概ね 1 年次に限定され，2 年次以降は学部が担当することで，
例えば，1 年次に能力別教育を実施しても，2 年次以降ではその能力別教育が考慮されない
という問題もあり，一貫した方針を継続するための学部とのなお一層の連携が必要である。
第二外国語は，規則上，2 年次以降も履修することが可能な学部・学科もあるが，実際に
はカリキュラムに余裕がなかったり，他キャンパスへの移動を要するので，履修は難しい。
しかし，平成 20（2008）年度カリキュラム改正で自由科目から卒業要件科目とする学部・
学科が増えたことは，国際化時代において望ましい方向であると言えよう。
学部・学科等の教育課程
必須：教育課程の開設授業科目，卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外
国語科目等の量的配分とその適切性，妥当性

〔現状の説明〕
教育課程全般と一般教育科目との構成比率の決定は学部の権限であり，一般教育部はそ
の適切性や妥当性を論議する立場にないが，教育委員会の交流や一般教育連合教授会を通
じて，各学部との意思疎通を図り，各学部のカリキュラム改正にあたっては一般教育部の
考え方を取り入れるよう要請している。それでも，一般教育科目や外国語科目の卒業要件
科目に占める割合は，学部・学科によって差がある。
〔点検・評価〕
一般教育科目の実施主体として一般教育部が置かれ，全学的に一般教育の重要性が認識
されてきていることは好ましいが，学部・学科によって，まだ一般教育科目の量的配分に
ばらつきがみられる点は改善を要する。
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学部・学科等の教育課程
必須：基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況

〔現状の説明〕
既述のように，本学では，学部教育の一貫性を教育課程編成の方針としており，一般教
育科目に関しても，それぞれの学部の理念や目的に合わせ，科目数，必修・選択の別など
を決定しているため，一般教育部には教育課程編成の決定権はない。従来，これら一般教
育科目の改廃などに関しても，学部長会の下部委員会によって決められていたが，平成 15
年に一般教育部となってからは，一般教育科目の実施・運営の主体は，一般教育部におか
れるようになった。なかでも，一般教育部教育委員会がその中心的な任にあたっている。
教育委員は教科ごとに一名が選ばれ，教科あるいは，センターの意見を集約して委員会に
臨み，具体的な審議を行っている。また，一般教育部において，新教科の設置や，教育内
容の改変などを実施する際，計画段階から速やかに学部教育委員会へ伝え，また逆に，学
部においてカリキュラムの改訂等を実施する際は，１年次の時間割に不都合がないかなど
を同時進行的に調整することができるよう，教育委員の中から各学部担当を決めて連絡調
整に努めている。特に，医療衛生学部と医学部からは学部教育委員としての委嘱を受けて
いる。
これらの一般教育部教育委員会で協議した内容は，一般教育連合教授会において審議さ
れ，実施に移される。この連合教授会は，一般教育部の教授と各学部から選出された各１
名の教授からなり，各学部の意見も反映した一般教育部としての最高意思決定機関として
機能している。
ただし，進級判定等に関しては，遠隔地の獣医学部と海洋生命科学部のみに関して予備
的な進級判定を行うが，基本的には学部の責任において行っている。
〔点検・評価〕
本学では，教育課程編成の方針として，一般教育も含めた学部教育の一貫性を重視して
いるが，一般教育部は単なる縦割りの基礎・教養教育の下請け機関ではなく，独立した組
織として教育上の責任を分担・共有しながら，各学部の理念・目的に則った基礎教育と教
養教育の実施・運営を行っているという点に特徴があり，長所として評価できる。また一
般教育部という組織があることによって，生命科学系総合大学としての全学の統一性を保
持した一般教育を行うことができていると考えられる。
学部・学科等の教育課程
必須：カリキュラム編成における，必修・選択の量的配分の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
既に述べたように，カリキュラム編成，必修・選択の量的配分などは，それぞれの学部
で決定することであるが，一般教育に関係する部分については，各学部からカリキュラム
試案の段階で一般教育部教育委員会に相談が寄せられ，緊密な連絡調整を行っている。し
かし，適切性，妥当性の判断は，一般教育部の範疇ではない。
〔点検・評価〕
本項目の点検・評価をする立場にない。
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カリキュラムにおける高・大の接続
必須：学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況

〔現状の説明〕
「2006 年問題」と称された年を経たが，幸いにも本学はあまり大きな影響を受けなかっ
た。しかし，多様な入試システムによる入学者の中には，学力の点で，生命科学系総合大
学を標榜する本学の専門課程への進級に不安な学生がいないわけではない。平成 15（2003）
年より自然科学系 3 単位では，大学での「物理学」
，
「化学」及び「生物学」の授業の理解
に不安を感じている学生に対する接続準備教育として，自然科学系要習（物理学要習・化
学要習・生物学要習）を開講している。この内容はあくまで高等学校レベルの補習である
ため，各学部には単位の取り扱いに際しその旨を十分に理解するよう申し入れている。
また，英語及び数学は習熟度にあわせてクラスを編成し，学習者の理解度の向上を目指
している。薬学部では，物理学も習熟度別クラス編成による授業を行っている。
2006 年問題を考慮し，本学では平成 19（2007）年度より学習支援室を設置した。ここ
には高等学校教員経験者のベテランチューターを常駐させ，英語，数学，物理，化学及び
生物について，大学の講義についてゆくために必要となる高校の学習内容に関し，気軽に
相談できる環境を整備している。開室時間は，試験期間や夏休みなどの期間を除く月曜日
〜金曜日（祝祭日は休み）の 12 時 30 分〜17 時 30 分である。
また，いわゆる導入教育として，現在，少人数教育の教養演習 A（通年）で「学びの技
法」を開講しているほか，今後は人間形成の基礎科目の中に新しい教科目を入れる準備を
行っている。
〔点検・評価〕
上記のいくつかの試みに関しては，その成果等についてまだ十分な検証ができていない
が，平成 19（2007）年度に発足した北里大学高等教育開発センターと共同研究を行うこと
によって，より実効を上げる方策を打ち出していきたい。
学習支援室の利用に関しては，
平成 19
（2007）
年 9 月初旬実施のアンケート
（回収率 77%，
1,335 名/1,726 名）の結果では，全学生の 18%が利用し，そのうち 90%が役に立ったと答
えている。利用しなかった理由に，
「行きづらい」との回答が 27%あったことは，施設の面
で改良の余地があることを示している。開室時間に関しては，5 時限目及びそれ以降を希望
している回答が 62%あることから，速やかに実施する方向で検討を開始した。さらに試験
期間中の開室の希望も 77%あり，同様に検討を開始した。
要習の開講，習熟度別クラス，学習支援室の設置など，学習面での支援に重点を置いた
対策に関しては，十分な実績が上がりつつあると考えられるが，一方，学びの姿勢など，
もっと根本的な初年次導入教育が，今後の課題と考えられる。
カリキュラムと国家試験
必須：国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における，カリキュラム編成の適切性

該当しない
カリキュラムと国家試験
必須：国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における，カリキュラム編成の適切性
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該当しない
医・歯・薬学系のカリキュラムにおける臨床実習
必須：医・歯・薬学系のカリキュラムにおける，臨床実習の位置づけとその適切性

該当しない
インターンシップ，ボランティア
任意：インターンシップを導入している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性
任意：ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における，そうしたシステムの実施の適切性

該当しない
授業形態と単位の関係
必須：各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥当
性

〔現状の説明〕
「人間形成の基礎科目」は『生命科学の専門家にふさわしい人文科学，社会科学，自然
科学の連携によるバランスのとれた素養を身につけさせる』ために，
『職業や専攻から独立
した人間の叡知を追求するリベラルな教育科目で構成』され，
「基礎教育科目」は『専門教
育とのつながりのなかで幅広い知識，技術を教え，科学的思考や批判的能力を養う』こと
を目的とした『外国語，数理・情報系科目，自然科学系（実験を含む）の科目で構成』さ
れている。また，
「教養演習科目」は『少人数の演習等により，自主的に課題を設定する能
力や問題解決能力を養う』ことを目的として，
『特に授業形態に重点を置いて少人数』の演
習で構成されている科目群である。
各授業科目の単位数は，45 時間の学修を必要とする内容をもつ授業を 1 単位とし，授業
の方法に応じて，次の基準により単位数を計算している。
① 講義科目（外国語科目を除く）は授業時間数 15 時間をもって 1 単位とする。
② 演習，実験及び外国語科目は 30 時間をもって 1 単位とする。
〔点検・評価〕
単位計算方法は，大学設置基準及び学則に則って定められている。１コマの授業時間は
従来どおり 90 分を採用している。1 年次ということで大学の授業に慣れさせる意図もある
が，授業への集中力を持続させる点では，医学部の 80 分や薬学部の 75 分に倣ったほうが
効率がよいのかもしれないので，検討を要する。
単位互換・単位認定等
必須：国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性
（大学設置基準第 28 条 2 項，
第 29 条）

〔現状の説明〕
本学が参加している「首都圏西部大学単位互換協定」の一環として，一般教育部開講科
目への他大学学生の受け入れを行っている。受け入れ学生については，本学の学生と同等
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に扱うことを原則としているが，他大学からの通学や，学年暦の違いなどに起因する遅刻
や欠席などについては，教員毎に配慮を行っている。
派遣受け入れ状況： 平成 19（2007）年度には，一般教育部として，32 科目の単位互換
科目を開講した。その内の 4 科目に受講者があり，単位互換履修生数は延べ 5 名でその在
籍大学は，東京工芸大学，昭和音楽大学，桜美林大学であった。また，複数の単位互換履
修生が受講した科目は，健康の科学 A（2 名）である。平成 20（2008）年度前期と通年で
は，物理学と教養演習Ａの詩学入門（各 1 名：ともに女子美術大学）で学生を受け入れた。
本学では多様な入試システムを取り入れており，他大学において既に履修した教科目に
関しては，本学のカリキュラムとの整合性を調査し，問題がなければ既修得単位として認
定している。
〔点検・評価〕
既修得単位の認定に関しては，学部カリキュラムの中での整合性を検討して判定を行う
必要があることから，一般教育部は関与せず，それぞれの学部において行っている。
「首都圏西部大学単位互換協定」に基づく本学学生の他大学における科目履修について
は，文科系科目で本学が提供していない科目を積極的に受講させたいところであるが，時
間割に余裕が少なく，また地理的に離れた他の大学へ受講に行くということは，現実的に
極めて難しい。
開設授業科目における専・兼比率等
必須：全授業科目中，専任教員が担当する授業科目とその割合
必須：兼任教員等の教育課程への関与の状況

〔現状の説明〕
学部・学科・専攻によって一般教育科目の取り方が異なるため，提示できない。
参考までに，一般教育部で開講している科目の数（分母）と専任教員が担当している数
（分子）を教育研究単位ごとに示す。ただし，オムニバス形式や複数の教員が指導する演
習・実習に関しては科目責任者が専任か否かで計算した。
人文科学（27/45：60.0%），社会科学(29/59：49.2%)，健康科学(38/40：95.0%)，英語
(122/192：63.5%)，
第 2 外国語(15/33：45.5%)，
数学(35/49：71.4%)，
情報科学(37/59：62.7%)，
物理学(49/51：96.1%)，化学(41/43：95.3%)，生物学(51/54：94.4%)，教養演習(35/42：83.3%)
〔点検・評価〕
専門課程の全開講科目中の統計ではないため，複数の非常勤講師が関与する演習・実習
については，科目責任者の専任教員の数としてしか反映されていない。詳細については各
学部の報告を参照されたい。以下省略。
社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
任意：社会人学生，外国人留学生，帰国生徒に対する教育課程編成上，教育指導上の配慮

〔現状の説明〕
1）社会人（含む学士）入学生の教育については，2 年次生からのため該当しない。
2）帰国生徒を対象とする入試制度は，獣医学部・海洋生命科学部の 2 学部で導入されてい
るが，その在籍状況は海洋生命科学部の 1 名のみという現状である。
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〔点検・評価〕
現在，帰国生徒に対する一般教育科目の履修に関する特段の教育的配慮は必要がない状
況である。当面は，受け入れ状況に合わせて適宜，当該学部で対処するという方法で問題
はないと思われる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇学部・学科等の教育課程
1 本学は，生命科学系の 7 学部からなる大学であるということもあり，ある程度，全学部
に共通する基礎教育・人間形成教育の枠組みが考えられるので，このことについて各学
部の理解と協力を求め，全学的に共通な教育基盤の整備を推進する。
2 人間形成教育に関しては，１年次のみならず，高学年次でも専門課程の履修と並行して
履修することができるよう，教育委員会において検討する。
3 2 年次以降の単位未修得者に対しては，夏期・冬期休暇中の集中授業，e-Learning，TV
会議システム・遠隔授業システム等を活用することで，正規の授業として履修可能な環
境の整備に努める。
4 「教科横断型授業科目または課題中心型科目の設置」によって，身に付けた知識・技能
の応用力を習得させる。
5 人間形成の基礎科目の充実・整備を図る。
6 週 2 回開講により 1/4 期で完結させる科目を設置する等の弾力的な時間割編成により，
医療系学部における少人数臨床実習やリカレント教育の実施を容易にする。
7 初年次導入教育科目を開設する。
8 学部教員の参加のもとで教養演習を実施する。
9 一般教育部と各学部とのより密接な連携により，全学士教育期間を通じた継続的外国語
教育制度を構築する可能性を検討する。
10 第二外国語の種類とクラス編成の適切性を検討する。
◇カリキュラムにおける高・大の接続
1 基礎学力不足対策として，英語，数学，物理学などにおける習熟度別クラス編成，自然科
学系要習（物理学要習，化学要習，生物学要習）の開講，学習支援室の設置を行ってきた
が，今後もこれらの維持と充実を図る。
◇カリキュラムと国家試験，◇授業形態と単位の関係
1 １コマ当たりの授業時間を 80 分又は 75 分へ短縮することの可否について検討を開始す
る。
◇単位互換・単位認定等
1 大学間での遠隔授業の活用を前提に，単位互換制度の推進を検討する。
②教育方法等
〔到達目標〕
それぞれの学部・組織の目的・理念に則った一般教育の内容を提供し，学部によって選
択された教科目の教育を円滑に実施する方法を模索し，評価法を検討する。
◇教育効果の測定
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1 一年次教育の卒後に及ぼす効果に関する知見を収集・分析し，その結果を教育に役立て
る。
◇成績評価法
1 公正，厳格，客観的かつ透明な成績評価法の確立に努める。
◇履修指導
1 ガイダンス内容，クラス主任による面談，オフィスアワーの周知徹底を図る。
◇教育改善への組織的な取り組み
1 一般教育部 FD 委員会と北里大学高等教育開発センター共催の FD 研修会を開催する。
2 授業評価アンケートを効果的に活用することにより，授業改善を促進する。
◇授業形態と授業方法の関係
1 e-Learning，遠隔講義システム，TV 会議システムなどを活用した講義の実施に向けて，
コンテンツ開発と妥当性の検証を行う。
（平成 20（2008）年度一般教育部事業計画，平
成 19（2007）年 9 月 21 日一般教育連合教授会承認）
教育効果の測定
必須：教育上の効果を測定するための方法の有効性

〔現状の説明〕
長期的な教育上の効果は，学生の就職先，研究業績，学位取得等に現れるが，一般教育
の場合は，1 年間の変化という短期的な効果しか測定できない。各教員が行う定期試験の成
績分布，各科目の不合格者の割合，そして学年末の留年者数といったものが，その指標と
なる。
各科目の教育効果は，学生による授業評価項目中の，
「内容が十分に理解できた」
，
「この
授業に熱心に取り組んだ」
，「この授業は総合的に満足できた」などの項目に対する回答に
よってある程度判定できる。
〔点検・評価〕
現状では，一般教育部が行っている教養教育が，長期的な視点で真に効果をあげている
か否かを測定する具体的な術はない。
教育効果の測定
必須：卒業生の進路状況

該当しない
成績評価法
必須：厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法，成績評価基準の適切性

〔現状の説明〕
通常，各科目の成績は，定期試験（試験期間に行うもの，最後の授業時間に行う期間外
試験，レポート試験）の得点，出席点，平常点（小テストやレポート）などを加味して総
合的に評価されるが，試験の種類の選択は教科担当者に任されている。ただし，各教科の
成績評価の方法やその基準は，シラバスに記載されている。
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授業回数の 3 分の 1 以上を欠席した学生には，受験資格を与えない。原則として再試験
は行わない。試験を欠席した学生で，学生指導委員会によって正当な理由が認められたも
のについては追試験を行うが，この場合の最高点は 100 点満点で 90 点（医学部は 79 点）
とする。60 点未満は不合格とする。
一般教育部では成績評価を得点で学部に報告する。
〔点検・評価〕
同一教科名で複数の教員によって開講されている教科の場合，成績評価法，成績評価基
準が教員間で食い違わないように調整することが重要である。また，習熟度別クラスの場
合は到達目標を設定し，それを基準に不公平のないよう配慮を行っている。
成績評価法
必須：履修科目登録の上限設定等，単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性

〔現状の説明〕
どの学部も，一般教育科目の履修に関しては上限設定をしていない。
〔点検・評価〕
選択科目の履修が前期に集中しがちで，前期と後期の履修者数にアンバランスが生じて
いる点は改善を要する。
成績評価法
必須：各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性

〔現状の説明〕
一般教育部では，成績評価をそのまま当該学部に送っており，進級判定は学部において
行っている。ただし，獣医学部と海洋生命科学部の 2 学部の場合は，一般教育部教育委員
会と学生指導委員会（クラス主任）が進級判定予備会議を開いて各学生の進級の可否をあ
らかじめ検討し，連合教授会の審議を経て，その結果を両学部に送っている。両学部では，
進級判定会議を行い，最終的には両学部の教授会で進級判定を行う。
〔点検・評価〕
特に現状の方式で不都合は生じていない。
履修指導
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：留年者に対する教育上の配慮措置の適切性
任意：科目等履修生，聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性

〔現状の説明〕
各学部の新入生には，入学時のオリエンテーションにおいて，一般教育部で開講されて
いる各科目の内容・意義，履修方法，評価方法，事務的手続き事項などについての詳細な
ガイダンスを行っている。履修に関する教員による指導，確認は，獣医学部と海洋生命科
学部については一般教育担当教員が，他の学部についてはそれぞれの学部の教員が，クラ
ス主任あるいはチューターとして配置され，これを行っている。また教員ごとにオフィス
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アワーを設け学生の相談・質問に積極的に答えている。さらに，事務室においては，教務
係が中心になって，常時，学生からの履修上の質問に対応し，必要な場合には当該教員と
連絡を取っている。また，教職課程では「教員をめざす学生のために」と題した教職課程
ガイドブックを発行し，教職課程履修希望者に詳細なガイダンスを行っている。
一般教育の講義要領は，学生向けには学部毎に，その学部の学生の履修対象科目のみが，
各学部の学修要項の一部として掲載されている。それに加えて，一般教育全体の科目内容
を，一般教育担当教員全員が把握するために，全科目を含む「講義内容一覧」を教員用と
して発行している。
一般教育部で展開している教科目に関しては，すべて一般教育部のホームページ上に
PDF 形式で掲載し，必要な場合にはダウンロードして印刷も可能である。
学生便覧も各学部で独自のものが作成・配布されているが，全学部の 1 年次の学生が相
模原キャンパスで過ごすことを考慮して，さらに一般教育部における履修を中心とし，学
生生活に配慮した「キャンパスガイド」を一般教育部が独自に編集・発行し，全学生に配
布している。
留年者には，成績不良でついていけない学生，いわゆる仮面浪人で籍のみ置いて予備校
通いしている学生，病気や怪我により出席日数が不足してしまった学生，精神的な問題を
抱えている学生などがいる。これらの学生に対応するために，各学部にはクラス主任制度，
チューター制度があり，下記のごとくきめ細かい指導を行っている。一般教育部の教員は
キャンパスが遠隔地にある獣医学部及び海洋生命科学部の 1 年次生のクラス主任を担当し
ている。
クラス主任は，各学生と頻繁に面談を行い，留年者の前年度の出席状況や生活状況，教
科による得手不得手などを分析・把握しており，留年の原因が入学前の学力不足による場
合は，学習支援室の利用を積極的に勧めるなど，原因ごとに対応策を考え，適切な助言が
与えられるよう細かい指導に努めている。
一般教育部学生指導委員会では毎年度初頭に全学部合同のクラス主任会議を開催し，学
生生活全般に関して意見交換や情報交換を行うことで，問題点の発見や改善策を討議して
いる。また，各学期数回，1 年次学生の出席状況を，各学部に連絡している。この出席状況
のデータは，特に留年者のその後の学生指導を行う上で重要なデータとなっており，学生
係とクラス主任が連携して，留年者にきめ細かな指導をするときの資料として活用されて
いる。さらに，一般教育部教員の関係する獣医学部 1 年次生のクラス主任は，3 学科とも従
来の 3 名から平成 20（2008）年度より 4 名に，海洋生命科学部では 4 名から 6 名に増員し
て，いっそうきめ細かい指導を可能とした。
他大学卒業等により既修得科目がある場合には，学生本人の希望によっては，聴講を認
めることがある。
科目等履修生，一般的な聴講生の制度はあるが，現在までに受講生はいない。
〔点検・評価〕
入学当初，学部ごとにかなり大部な学修要項が配布される。上述のように，オリエンテ
ーションでの解説や学生係，クラス主任からの説明などがあっても，高等学校までのよう
なほとんど決められた科目履修とは異なり，必修・選択への配慮や，教職のための履修な
ど，十分な時間をかけて履修科目を決めさせたいところであるが，現実にはあまり時間的
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な余裕がない。新入生にとっては，自由度の多い大学の科目選択は，なかなか容易には決
め難いようである。特に，体育実技の履修では，新入生全員を受け入れるキャパシティが
ないため，どうしても抽選という方法を取らざるを得ないが，不十分な理解のまま抽選会
に望む学生がいるため，混乱が生じることがある。
入試制度の多様化や大学の大衆化により，価値観が全く異なる学生の数が増加してきて
いる。特に，留年者ではその傾向が顕著で，最近は，親に対する指導までが必要なことも
多く，クラス主任の苦労と努力は並大抵のものではない。これらの活動が，大学教員とし
ての本来の業務でないことは明らかであるが，現実の問題として避けることはできない。
なお，一般に，すでに必要な単位を取得済みであるにもかかわらず，単位数に関係なく
特別聴講を願い出る学生は成績もよく，受講態度もいいので，その他一般の学生にとって
もよい影響を与えている。
教育改善への組織的な取り組み
必須：学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルテ
ィ・ディベロップメント（FD）
）およびその有効性

〔現状の説明〕
教員の教育指導方法の改善については，センター，単位，教科ごとに，積極的な取り組
みがなされている。また，FD 委員会では公開授業や模擬授業の開催，特別講師を迎えての
教員研修会などを頻繁に行い，一般教育全般の授業改善に役立つ情報の提供に努めている。
自然科学教育センターでは，各教育研究単位で，授業内容や教科書の検討が行われてい
る。さらに，大学での「物理学」
，
「化学」及び「生物学」の授業に不安を感じている学生
に対する高大接続準備教育として，自然科学系要習（物理学要習・化学要習・生物学要習）
を開講している。逆に，一部ではあるが（薬学部の物理学）習熟度別にクラス編成を行い，
学習意欲のある優秀な学生への配慮を行っている。教員によっては，独自に開発した教材
を用い，IT 機器を活用した授業を展開するなどして，学生の理解を助けるよう努めている。
また，
「実験」については，実験マニュアルの改善をはじめとして，学生実験の環境整備を
積極的に進めるとともに，センターの「学生実験連絡委員会」によって各実験間での教育
上の情報交換を図るなど，教育指導上の工夫が恒常的に行われている。
基礎教育センターでは，英語科が AV 機器やコンピュータの積極的利用（CALL ルーム
の設置・活用）
，ロールプレイなどの授業への導入を行うことにより，学生の興味を高め，
学習意欲の向上を図るとともに，各学部の特性を考慮した教材の研究・出版にも力を注い
でいる。また，学部・学科によっては，普通コースの他に基礎英語コースを設け，能力別
教育を実施している。ドイツ語科では，少人数教育の利点を生かす努力や，ドイツ語検定
試験の評価を行う試みを行っており，学生の学習意欲を向上させている。数学単位では，
学力別クラス編成や少人数教育などを積極的に実施し，それらの教育上の効果を研究して
いる。情報科学単位では，授業の一部をマルチメディア化して，学生の興味を高めたり，
時間外のパソコン自習時間を設定して，学生の自主的学習を促進させている。また，学生
が自由な時間を利用して，主体的にインターネットを通じて大学のサーバーと対話するこ
とによって学習する，サイバー大学も開講されている。
人間科学教育センターでは，人文社会科学領域で，各界の識者によるオムニバス形式の
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授業，“人間科学総合 A 及び B”，“仕事と人生”などが開講されている。A は，
「生と老と病
と死についての思考を深め，主体的に生きていく力を養う」ことを教育目標として展開さ
れている。B は，芸術や古典芸能にふれることの少ない本学の学生にとって，数少ない芸
術の香りのする授業である。また，“仕事と人生”では，キャリアデザインの観点から講師の
人選を行い，望ましい職業観や職業に対する知識・技能を涵養している。健康科学単位で
は，医療系教員によるオムニバス形式の授業や，スポーツ演習に関して，履修前の徹底し
たガイダンスの実施により，学生に履修内容を十分に理解させるとともに，体力診断テス
ト，スポーツ種目の実技テストなどにより，学生の履修意欲の向上を図っている。
また，教職課程では，学生の主体的活動の促進のために，多くの授業でグループによる
活動を取り入れている。
〔点検・評価〕
各センターや各単位での教育向上に向けての活動は熱心であり，学生中心の教育への努
力が顕著に認められる。しかし，限られた人員で学生に対するきめ細かな対応を行ってい
るので，各教員の負担は次第に過大になってきており，講義の準備や研究活動もままなら
ない状態に陥りつつある点は問題である。
教育改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況

〔現状の説明〕
シラバスには，開講される教科ごとに，科目責任者，担当者，教育目標，教育内容，教
育方法，各回の担当者，項目，授業内容が記載され，さらに“〜ができる”という学生主体の
表現で到達目標が，また成績評価の方法と基準，学生へのメッセージ，教科書参考書など
が記載されている。これらは，Web 入力が可能なので，研究室でも自宅からでも編集を重
ねて，定められた日時までに完成させればよく，教員に対するシラバス作成上の便宜が図
られている。
一般教育部教員によって完成された一般教育科目のシラバスは，電子化された状態で各
学部に送られ，各学部ではカリキュラムに沿って取捨選択を行い，学部生用のシラバスと
して冊子にまとめられている。また，一般教育科目のシラバスは，一般教育部のホームペ
ージに PDF 形式で掲載されており，誰でも必要に応じて閲覧，印刷が可能となっている。
〔点検・評価〕
学生は，人間形成の基礎科目などの選択科目の履修を決める際に，思いのほかシラバス
を熟読している。よく計画され，十分に練られ，分かりやすく，かつ興味を引くシラバス
は，その科目を実際に受講した場合，学生にとって満足できるものであることが多いとい
うことであろう。したがって，教員は，おざなりなシラバスでなく，きちんと筋道を立て
た計画性のあるシラバスを作成し，それにしたがってきちんと講義を進めることが学生の
理解を深めるために極めて重要であることを認識すべきである。
Web 入力，Web 閲覧，PDF 記載としたことは作成側の教員にとっても，学生（受験を検
討している受験生や親族，高校教員にも）にとっても，適切な処置と評価できる。
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教育改善への組織的な取り組み
必須：学生による授業評価の活用状況

〔現状の説明〕
一般教育部 FD 委員会は，授業改善のために，学生による授業評価を毎学期末に行ってい
る。質問項目は 12 項目で，興味を引き起こすことへの配慮，理解度，進行速度，分かりや
すさ，提示媒体の利用の適切性，人格やプライバシーへの配慮，質問・疑問への配慮，学
生の授業への取り組み，教材の適切性，受講の秩序への配慮，聞き取りやすさ，総合的満
足度について，よく当てはまるから全く当てはまらないまでの 5 段階で答えさせるもので
ある。また，教員独自の項目で意見聴取したい場合は，3 項目まで追加が可能となっている。
〔点検・評価〕
毎回，担当教員の授業改善に資するため，次の学期の初めには集計結果を配付している。
学生へは，全クラスの平均のみではあるが，一般教育部の掲示板とホームページに集計結
果を掲載し，公開している。
得られた数値は，単なる 5 段階の回答の頻度を見るなどの単純集計だけでなく，教育心
理学的な手法を用いた解析などによって，各自の授業についての評価や改善・改良方法の
示唆が得られるよう工夫している。
授業評価アンケートの実施目的はあくまで授業改善であり，教員個人の評価には用いな
いという条件で開始されたものの，その後，全学的に展開された専任教員の多元的業績評
価の中に，学生による授業評価項目が取り入れられることとなった。その結果，別途，授
業評価を実施する必要が生じたため，学生の負担を考慮し，FD 委員会主催のアンケートは，
多元的業績評価のためのアンケート実施とは重複しないよう配慮がなされている。
教育改善への組織的な取り組み
任意：卒業生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

該当しない
教育改善への組織的な取り組み
任意：教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
既に述べたように，授業改善のための学生による授業評価アンケートは，定期的に年 2
回実施され，その分析結果は各教員個人に戻されて，教育の反省材料となる。しかし，単
純な集計結果を教員に通知するだけでは，教育改善には結びつかない。これら膨大な量の
データの蓄積は，学生の総合評価と各質問項目との関係を，総合的に判断する関係式を導
き出すのに役立つ。一般教育部では CS 分析によって得られた係数と各自の得点から，どこ
を改善すれば学生の総合評価が高くなるのかといった必要度を数値で得て，教育改善に役
立てている。
〔点検・評価〕
一例として CS 分析を挙げたが，このほかに多変量解析法的な手法で解析を重ねる必要も
ある。たとえば，同じ教員の講義で 1 時限目と 2 時限目で異なる結果が得られる場合があ
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るなど，教員の資質以外によることもあるので，解釈は慎重にしなければならないからで
ある。
授業形態と授業方法の関係
必須：授業形態と授業方法の適切性，妥当性とその教育指導上の有効性
必須：多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性
必須：
「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における，そうした制度の運用の適切
性

〔現状の説明〕
教育指導については，それぞれの科目で積極的な工夫がなされている。
自然科学系の科目では，各教育研究単位で，授業内容や教科書の検討が行われている。
さらに，大学での「物理学」
，
「化学」
，及び「生物学」の授業に不安を感じている学生に対
する接続準備教育として，自然科学系要習（物理学要習・化学要習・生物学要習）を開講
している。逆に，一部（薬学部の物理学）ではあるが習熟度別にクラスを分け，学習意欲
のある優秀な学生への配慮を行っている。教員によっては，独自に開発した教材を用いて，
IT 機器を活用したユニークな授業を展開し，学生の理解を助けるよう努めている。また，
「実験」については，実験マニュアルの改善をはじめとして，環境整備を積極的に進める
とともに，センターの「学生実験連絡委員会」を通じて各実験間で教育上の情報交換を図
るなど，教育指導上の工夫が恒常的に行われている。
英語科では，AV 機器やコンピュータの積極的利用（CALL ルーム）
，授業へのロールプ
レイの導入等により，学生の興味を高め，学習意欲の向上を図るとともに，各学部の特性
を考慮した教材の研究・出版にも力を注いでいる。また，学部・学科によっては，普通コ
ースの他に基礎英語コースを設け，能力別教育を実施している。ドイツ語科では，少人数
教育の利点を生かす努力や，ドイツ語検定試験の評価を行う試みによって，学生の学習意
欲を向上させる努力をしている。
数学単位では，学力別クラス編成や少人数教育などを積極的に実施することで，それら
の教育上の効果を研究している。情報科学単位では，授業の一部をマルチメディア化して，
学生の興味を高めたり，時間外のパソコン自習時間を設定して学生の自主的学習を促進し
ている。
健康科学単位では，医療系教員によるオムニバス形式の授業や，スポーツ演習に関する
履修前の徹底したガイダンスの実施等により，学生に履修内容を十分に理解させるととも
に，体力診断テスト，スポーツ種目の実技テストなどを実施することにより，学生の履修
意欲の向上を図っている。また，教職課程では，学生の自主的活動促進のために，多くの
授業で小グループによる活動を取り入れている。
一般教育部にも，マルチメディア・コンテンツを十分に活用した教育を行っている教員
はいる。また，双方向的なマルチメディア教育に関しては，情報科学単位においてすでに
数年の実績を積んでいる。情報科学において，インターネット環境を用いた「サイバー大
学（学生が与えられた課題を自由な時間にどこからでもサーバーにアクセスして処理す
る）
」が 2 クラス開講されている。本格的な遠隔授業を行うには，キャンパス間でのインフ
ラの整備が必要であるが，本学では順次その体制が整いつつあり，現在，相模原キャンパ
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スと十和田キャンパスとの間で双方向の遠隔授業のテストが終わり，使用可能な状態とな
っている。
特に IT に詳しい教員でなくても操作でき，なおかつマルチメディア教材を駆使できなく
ても，従来どおりの講義形式で遠隔地との間で講義ができること，受講生の顔を見ながら
質疑応答できること，送り側の教室の学生も遠隔地で見られることなどを基本に，機種選
定を行ったところ，板書の場合，180 人用の教室の最後列で板書を直接見るよりも，遠隔授
業システムを通して表示された文字のほうが鮮明に見えるという結果も得られている。
このシステムが全キャンパスに整備されれば，一般教育の単位が未修得のまま遠隔地に
ある学部に進級した学生にとって，再履修という点で有益である。
〔点検・評価〕
上述のように，一般教育部という広範な領域を担当する組織であるため，それぞれの教
科ごとに独自に授業方法を考え，適切性や妥当性を検証し，さらに教育指導上の有効性を
評価した上で改善に努めていることは評価できる。ただ独善に陥らないように注意する必
要はあろう。
私立大学情報教育協会（私情協）では，早くから教育分野毎に，メディアの共有化につ
いて研究会を組織して検討してきているが，分野によっては，本格的なマルチメディアを
活用した教育はそのコンテンツの作成（たとえばリアルなシミュレーションで生体機能を
表現するとしても，生理学が十分に理解できてなおかつプログラミングが可能な人材が必
要となる）という点で，実現には程遠い状況にあると言える。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教育効果の測定
1 各学部に協力を求めて，一年次の教育が後々どのように影響しているのかを測定するた
めのシステム作りと，その結果の統計解析を行う。
◇成績評価法
1 履修科目登録の上限設定に関して，教育委員会で検討を行う。
◇履修指導
1 ガイダンスの時間の延長，クラス主任（平成 20（2008）年よりクラス数増加）による面
談の徹底や各教員のオフィスアワーを学生に周知徹底させ活用を図る。
◇教育改善への組織的な取り組み
1 FD 活動の組織的取り組みに関しては，北里大学高等教育開発センター主導による教育改
革教員研修会を開催することにより，新しい教育効果判定法の開発などを行い，少しで
も問題点を改善する方向で努力する。
2 北里大学高等教育開発センターは，学生による授業評価アンケートの改良，結果の解釈，
活用方法などを通じて，学生による授業評価が授業改善により一層役立つものとなるよ
う努める。
◇授業形態と授業方法の関係
1 他領域の授業を参観する機会を設けることにより，他の教員の授業の方法を授業改善に
積極的に活用していく姿勢を涵養する。
2 インターネットを介した双方向の遠隔講義システムや少人数の遠隔教育に活用できるテ
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レビ会議システムに必要なインフラの整備はほとんど終わったので，優れたコンテンツ
を開発して，本格的なマルチメディア教育を推進する。
3 遠隔授業システムの活用により，本学では手薄となりがちな人文社会系の教科目を他大
学の講義で補うことができるか否かについて，技術的な面も含めて検討を開始する。
③国内外との教育研究交流
〔到達目標〕
1 年次学生が対象のため，積極的には行っていないので，記載を省略する。
国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
任意：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況

※1 年次学生が対象のため，積極的には行っていないので，記載を省略する。

２−９．医療系研究科
①教育課程等
〔到達目標〕
本研究科の医科学専攻修士課程の「人材養成の目的」は，以下の通りである。1)研究課題
の解決に必要な実験系，診療系，測定系を選択し，実際に研究できるようになるまで個人
の基礎能力を養う。2)国内外の研究情報を課題研究に生かせる能力を身に付ける。3)研究成
果の科学的意味を解読し，実験計画を立案・遂行する能力を養う。4)研究課題について将来
計画を独自に立案できる能力を養う。5)研究課題について科学的な発表能力（口頭・文書）
と，研究分野での科学的討論法（ディベート）を習得する。
また，医学専攻博士課程の「人材養成の目的」は，以下の通りである。1)自立した基礎医
学研究者，臨床医学研究者としての研究能力を養成する。2)他の研究室，研究分野の研究者
と共同研究できる能力を身に付ける。3)研究方法・成果を日常診療の場に還元でき，若い臨
床家を指導できる能力を養う。4)国際学会等での発表，学術論文を作成できる能力を養う。
これらの目的達成に向けて充実した教育課程を編成するため，次のとおり到達目標を設
定した。
◇大学院研究科の教育課程
1 リサーチマインドを持った高度な医療専門家の養成が命題であるため，従来の大学院と
は異なり，単に学位を取得するだけでなく，専門職認定あるいは認定試験受験資格を満
たすような高度専門職業人養成コースの設置・増設を行う。
（平成 18（2006）年第 106
回研究科委員会，平成 20（2008）年第 129 回研究科委員会・研究科長所信表明で設定）
2 学群共通科目，特論科目等のカリキュラムの定期的な見直しを含め，スリムなカリキュ
ラム編成を行う。
（平成 20（2008）年第 129 回研究科委員会・研究科長所信表明で設定）
◇授業形態と単位の関係
1 授業形態の特徴・内容や履修形態に基づいた適切な単位計算を行う。
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◇単位互換，単位認定等
1 専門性の高い人間科学分野の開講科目が増加したことにより，特別聴講学生及び相互履修
生の受け入れ人数は増加傾向にあるが，本研究科の大学院生の利用が皆無であることから，
制度の周知と活用を奨励する。
◇社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
1 個々に対応できるテーラーメイド大学院教育を推進する。
（平成 20（2008）年第 129 回
研究科委員会・研究科長所信表明で設定）
2 メディカル，コメディカルとも，北里大学病院及び北里大学東病院職員の社会人枠大学院
生としての受け入れシステムを導入したが，このシステムを学外対象者にも拡大するため，
講義時間を夜間にシフトして受講しやすいようにする。
（平成 18（2006）年第 106 回研
究科委員会，平成 20（2008）年第 129 回研究科委員会・研究科長所信表明で設定）
大学院研究科の教育課程
必須：大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 99 条，大学院設置基準
第３条第１項，同第４条第１項との関連
必須：
「広い視野に立って清深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等
に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性
必須：
「専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従
事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程の目的への適
合性

〔現状の説明〕
本研究科の教育課程は，医科学専攻修士課程（標準修業年限 2 年）と医学専攻博士課程
（標準修業年限 4 年）の 2 専攻である。
従来の医学系大学院では通常「基礎医学」と「臨床医学」を専攻で画然と分けていたが，
本研究科の博士課程では，一つの専攻の中に基礎医科学と臨床医科学を立体的に配置する
ことにより，医学・医療に関する高度の専門知識，専門技術を総合的に習得できるように
した。更に，修士課程及び博士課程に共通の医療人間科学分野（人間科学原論，医療心理
学，医療倫理学，医事法学，医療社会学，科学史等の授業科目をもって構成する）を置く
ことにより，人間性に対する深い洞察力を養い，医学・医療を取り巻く環境の変化にも十
分応えられるよう配慮している。この考えに沿って，修士課程及び博士課程を対象とする
授業科目を 8 学群に区分し，学群単位で主体性と学際性をもった大学院教育を実施してい
る。学群を構成するにあたっては，社会的要請に配慮しながら，医療系の諸分野を十分網
羅するとともに，大学院医療系研究科としての特徴を十分引き出せるように努め，ともす
ると専攻分野における研究能力，高度の専門性に偏重しがちな大学院にあって，専攻する
特論科目の履修に偏ることなく，他専攻の科目も積極的に履修するよう指導している。
また，専門科目（主科目，副科目），共通教育科目（臨床医科学分野，医療人間科学），
特別講義の履修で，専門の周辺領域を補強しつつ，より広い視野を身に付け，演習，特別
研究により専門性を深化させている。更に臨床医科学群の大学院生のみが履修する実習（臨
床医科学群実習）は，高い専門性を必要とする職業等に要求される高度な能力を養うため
の科目であり，平成 20（2008）年度に臨床医科学群の中に置かれた「集学的がん治療スペ
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シャリスト養成コース（がん薬物療法専門医養成コース，放射線治療専門医養成コース，
緩和ケア専門医養成コース）
」では，がん治療に特化した講義科目，実習の実施等，高度専
門職業人養成を特に意識したカリキュラムが編成されている。
〔点検・評価〕
学校教育法及び大学院設置基準等に明記されている「学術の理論及び応用を教授研究し，
その深奥をきわめて，文化の進展に寄与することを目的とする。
」に沿ってカリキュラムを
編成している。
プロジェクト教育体制及び医療人間科学分野の授業科目履修により，広い視野と精深な
学識を身に付け，専攻分野における研究能力，高度の専門性が求められる職業を担うため
の卓越した実践能力を培い，また，研究者として自立して研究活動を行い，またはその他
の高度に専門的な業務に従事するのに必要な高度な研究能力及びその基礎となる豊かな学
識を養うことが可能となっている。
本研究科は，時代のニーズに適った科学的洞察力を有する医学研究の後継者，高度専門
医療人の養成を目的としていることから，基礎医科学と臨床医科学との密接な連携を図り，
これらに含まれる諸科目を協働的に各専攻内に配置するプロジェクト教育体制の下，人間
性に対する深い洞察力を涵養するために，医療人間科学分野の科目を必修としていること
が特色と言える。
大学院研究科の教育課程
必須：学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と，当該学部の学士課程における教育内容との関
係

〔現状の説明〕
本研究科は，医療衛生学部と医学部の 2 学部を基礎学部とする研究科である。
医科学専攻修士課程の感覚・運動統御医科学群，医療工学群は，医療衛生学部の学部教
育（リハビリテーション学科，医療工学科）との関係を重視し，これを発展させたもので
ある。本研究科における学群とは大学院の教育対象となる一科学領域を指し，この領域を
網羅するのに必要な基本科目をもって構成され，大学院教育を有機的かつ効率的に行うた
めの単位（ユニット）となっている。
医科学専攻修士課程の生体構造医科学群，環境医科学群，分子病態学群，生体機能医科
学群の 4 学群は，前身の衛生学研究科衛生学専攻修士課程（平成 13（2001）年 5 月廃止）
の 13 教育研究分野を発展継承したもので，現在の医療衛生学部の衛生技術学科臨床検査学
専攻（平成 18（2006）年度医療検査学科へ改組）
，同学科産業衛生学専攻（平成 18（2006）
年度健康科学科へ改組）に対応しており，進学者も多い。
医学専攻博士課程においても，基礎医科学分野の 4 学群が衛生学研究科保健学専攻博士
後期課程(平成 13（2001）年 5 月廃止)の 9 教育研究分野を発展継承していることは，修士
課程の場合と同様である。前身の医学研究科（平成 14（2002）年 5 月廃止)の生理系専攻，
病理系専攻，社会医学系専攻，内科系専攻，外科系専攻の教育研究分野は，再編・統合を
経て，医学専攻博士課程の学群に継承されており，医学部の全教育研究領域をカバーして
いる。
更に人間科学原論，医療心理学，医療倫理学，医事法学，医療社会学，科学史等の授業
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科目をもって構成される医療人間科学分野を置くことにより，人間性に対する深い洞察力
を養い，医学・医療を取り巻く環境の変化にも十分応えられるよう配慮している。開設当
初は修士課程，
博士課程の共通教育を担う単位として出発したものであるが，
平成 18
（2006）
年度から学群となり，現在では人間科学原論，保健医療政策学，臨床遺伝医学，発達精神
医学，産業精神保健学，医療心理学，医療・医学教育学の 7 つの特論からなる学群として
学生を受け入れ，研究指導を行っている。
〔点検・評価〕
本研究科の教育研究領域は，組織的には基礎となる医学部及び医療衛生学部の教育研究
単位，学科目とストレートに対応する形にはなっていないが，ほぼ全ての医学・医療の教
育研究領域をカバーしており，必ずしも十分でない部分は医療人間科学群の幾つかの特論
で補完される形となっている。
また，プロジェクト教育体制の下に医療人間科学群を置いたことで，より広い視野に立
って医学・医療の深い学識を身に付け，基礎医科学と臨床医科学との間にあって今後の発
展分化が期待される医療科学分野における，高度な研究能力と専門技術を身に付けた人材
を育むカリキュラムが構築されている。
大学院研究科の教育課程
必須：修士課程における教育内容と，博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の関係

〔現状の説明〕
本研究科の医科学専攻修士課程は，生体構造医科学群，環境医科学群，分子病態学群，
生体機能医科学群，感覚・運動統御医科学群，医療工学群，医療人間科学群の 8 学群で構
成され，学群単位で主体性と学際性をもった教育研究が行われている。
医学専攻博士課程は，6 年制の医学部を基礎学部とする標準修業年限４年の博士課程であ
り，生体構造医科学群，環境医科学群，分子病態学群，生体機能医科学群，感覚・運動統
御医科学群，医療工学群，臨床医科学群，医療人間科学群の９学群から構成され，修士課
程終了後，更に研究の継続を希望する者は，この博士課程に入学することになる。
〔点検・評価〕
標準修業年限 2 年の修士課程で学群に応じた専門性を学び，標準修業年限 4 年の博士課
程において，更に高い専門性と研究者としての自立性を学び，指導教授から一貫した教育
を受ける体制が整備されていることは評価できる。博士課程では，飛び級による早期修了
が制度化されており，意欲に溢れる者の研究を促進するシステムとして適切である。
大学院研究科の教育課程
必須：博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性

〔現状の説明〕
本研究科には，標準修業年限が 6 年の医学部を基礎学部とし，入学定員 40 名（収容定員
160 名）の標準修業年限が 4 年の医学専攻博士課程〔学位：博士（医学）
〕が設置されてい
る。本課程を修了するためには，4 年以上在学し，30 単位以上を修得し，かつ必要な研究
指導を受けたうえで博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。ただし，在
学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，3 年以上在籍すれば足りるもの
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としている。
博士課程及び人材養成の目的を達成するため，学群を単位とした教育体制の中で，指導
教授によって講義・演習・特別講義，研究指導等が行われている。
〔点検・評価〕
入学定員数以上の特論科目を開講して学生の多様なニーズに応えるとともに，医療人間
科学諸科目の履修を義務付けることにより，専門性を深化する過程において忘れがちな「病
を持つ人間」という視点を保持させるように配慮している点は，適切な配慮と評価できる。
また，テーマを定めた講演が年 15 回企画される特別講義は大学院医療系研究科の特色で
もあり，大学院生の多くが臨床系特論に所属しているため，臨床現場から研究テーマを取
り上げることが多く，学群の枠を越えたトランスレーショナル・リサーチとして，関連諸
特論との密接な連携が保たれた状態で遂行されている点も，長所と捉えている。
大学院研究科の教育課程
必須：博士課程における，入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性

〔現状の説明〕
博士課程への入学に際しては，出願に先立ち，志望専門分野の指導教授と事前面接を行
うことを課しており，入学試験として，外国語（英語）
，基礎的科学，及び面接の試験を実
施している。
入学後には，4 月に講義・演習・特別研究の履修方法に関するガイダンスを実施し，講義・
演習に必須の，レポートの準備から完成までのプロセス・まとめ方・レポート書式に関す
る講義を行っている。
講義・演習の履修科目は，指導教授の指導を受けて選択するが，学群内では合同講義を
行うなど，効率的な履修を可能にしている。特別研究では，学群の枠を超えた指導体制が
組織されることもある。優れた研究業績を上げた者は 3 年で課程を修了（飛び級）するこ
ともできるため，意欲のある者はこれを目標に特別研究を進めることになり，結果的に留
年生の減少にも貢献している。3 年次（飛び級）乃至 4 年次の学生は，4 月に再度，論文完
成までのプロセス，公開審査のためのプレゼンテーション方法，論文のまとめ方等につい
て講義を受ける。
3 年次で修了する場合は「飛び級審査」を，また 4 年次で修了する場合には「予備審査」
を受け，学位論文審査に移行するための審査と指導を受ける。審査委員会（主査１名，副
査 3 名）による審査を行った後，2 月に学位論文公開審査会が開かれる。この審査会は，指
導教授だけでなく，他分野で研究を行っている教員や学生等による質疑応答形式により行
われている。提出された学位論文は研究科委員会の審査に合格することで修了要件を満た
したとされ，学位を授与される。
〔点検・評価〕
入学試験に先立ち，志望専門分野の指導教授と入学後における研究内容等について相互
確認を行う事前面接の実施は，進路の迷い等を解消し，教員との意思の疎通を図るうえで
役立っており，きめ細かい教育システムであると評価できる。
また，指導教授による指導に加え，講義・演習・特別研究に関するガイダンスや，レポ
ート・論文作成に対する準備から完成までのプロセスに関する講義，学位論文に係る段階
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を追った審査等の過程は，どれも充分な内容を有しており，入学以前から学位授与までの
教育システム・プロセスは適切である。
授業形態と単位の関係
必須：各授業形態の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥当
性

〔現状の説明〕
本研究科の授業形態として，修士課程には講義（専門科目：主科目・副科目，共通教育
科目：医療人間科学，臨床医科学分野では医療人間科学に加え，内科系医科学汎論又は外
科系医科学汎論，特別講義：シリーズ・オムニバス）
，演習，及び特別研究があり，博士課
程には講義（専門科目：主科目・副科目，共通教育科目：医療人間科学，特別講義：シリ
ーズ・オムニバス）
，実習（臨床医科学群のみ）
，演習（その他の学群）
，及び特別研究があ
る。
本研究科は昼夜開講制を採っており，講義及び演習は１時限（7:20〜8:50）から 8 時限
（19:40〜21:10）までの時間割で行われ，１コマ 90 分の授業を 15 回で２単位を付与して
いる。また，実習は博士課程の臨床医科学群のみで行われ，時間数ではなく履修内容に基
づいて 8 単位を付与している。特別研究では，指導教授による学位論文に係る指導を受け，
修士課程 10 単位，博士課程 12 単位を付与している。
〔点検・評価〕
本研究科の各授業科目は，シラバスに明示されている教育目標，教育内容，講義テーマ
に沿って時間割が編成され，実施に移されている。単位計算方法は適切である。
単位互換，単位認定等
必須：国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学院設置基準第 15 条）

〔現状の説明〕
本研究科では，大学院学則に，本学の他研究科及び国内外の他大学大学院との単位互換
を定めている。特に，神奈川県内の 21 大学とは教育研究活動のより一層の充実を図ること
を目的に学術交流協定を締結し，相互に特別聴講学生及び特別研究学生の派遣と受け入れ
を行っている。平成 20（2008）年度は修士課程及び博士課程において 74 科目を受入れ可
能科目とし，本学の他研究科（看護学研究科）から 3 名の相互履修生，他大学大学院（麻
布大学大学院獣医学研究科）から 2 名の特別聴講学生を受け入れた。しかし，国外の他大
学大学院との協定締結及び単位互換の実績はまだない。また，本学の他研究科相互履修生
及び国内の他大学大学院特別聴講学生についても，本研究科の大学院生の利用はないとい
うのが現状である。入学前の既修得単位認定についても，これまで認められた者はいない。
〔点検・評価〕
本研究科における単位互換制度は，近隣大学とも協定に基づいた制度が確立されており，
科目履修の幅は広い。臨床系だけでなく，専門性の高い人間科学分野の開講科目が増加し，
特別聴講学生及び相互履修生の受け入れ人数は増加傾向にあるが，本研究科の大学院生の
単位互換制度の利用者が皆無なのは問題である。他研究科で履修した科目は修了要件に含
まれないことが大きな要因と考えられるため，本制度の活用を促進するためは学則の変更
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が必要と考えられる。
社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
必須：社会人，外国人留学生に対する教育課程編成，教育研究指導への配慮

〔現状の説明〕
本研究科では，昼夜開講制に加え，職業を有している等の事情により，標準修業年限を
超えて一定の期間に亘り計画的に教育課程を履修して修了することができる，長期履修制
度を導入している。
また，外国人留学生には入試科目である外国語試験で日本語を選択できる制度を適用す
ると共に，各種審査会における英語での発表を認めるなどの配慮を行っている。
なお，基本的には社会人及び外国人留学生に対する教育課程編成，教育研究指導への配
慮は，指導教授及び所属する学群によって，個々の学生の事情に合わせたカリキュラムの
作成及び教育研究指導により行われている。
〔点検・評価〕
制度等で補えない事案を，指導教授を中心として，所属する学群で個別に対応する形で
補完する体制は，社会人及び外国人留学生に有効な措置である。
独立大学院等の教育課程
任意：学部に基礎を置かない独立大学院，独立研究科における，下位の学位課程の教育内容・レベルを視
野に入れた当該課程の教育内容の体系性・一貫性を確保するための方途の適切性

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
目標達成に向けて継続して改善に取り組んでおり，目標のさらなる高度化を図るため，
教育委員会を中心に次の点について重点的に取り組む。
1 高度専門職業人養成コースの設置について，平成 19（2007）年度に採択された，がんプ
ロフェッショナル養成プラン（文部科学省）における，がん医療を担う人材養成コース
の他に，社会のニーズに合った，感染制御，臨床治験，血管障害診療等の具体的なコー
スの新設を検討していく。
2 教員及び大学院生の教育研究における時間確保が困難となっていることから，各特論科
目における共通部分をまとめた相互乗り入れ講義の開講等の新しい講義形態を構築する
など，負担を軽減できるようなシステムを構築する。
3 本研究科の大学院生における単位互換及び科目等履修生の利用がない大きな要因として，
他研究科で履修した科目は修了要件に含まれないことが考えられることから，本研究科
の特論講義科目の独自性及び専門性と修了要件における単位認定について検討していく。
4 社会人及び外国人留学生に対する教育課程編成，教育研究指導については，継続して現
有制度等の活用の推進と指導教授を中心とした学群における適切な配慮に努める。
②教育方法等
〔到達目標〕
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豊かな人間性を持ち，患者の様々なニーズに対応できる医療従事者や医学研究者を養成
するため，知識，技能，態度，表現等の観点別に，それを担う講義・演習・特別研究等の
カリキュラム編成を行い，その評価や内容の継続的な改善を続けることによって，個々の
専門職学位課程に応じた新しい教育方法（ICT 教育，学会参加，討論，ゼミナール等）の
構築に向けて，次のとおり到達目標を設定した。
◇教育効果の測定
1 現行の講義・演習におけるレポート提出及び出席状況に基づいた教育効果の測定方法を
踏まえて，適宜適切な改善を行う。
◇成績評価法
1 各科目責任者によって個人的な偏りが生じないよう教員への指導を行うとともに，学位
論文の内容を充実させて完成度をより高いものとするため，適切な学位論文の執筆方法
及び書式についてのガイダンスや講義を行う。
（平成 18（2006）年第 106 回研究科委員
会で設定）
◇研究指導等
1 学群による柔軟なカリキュラムの再編成や，指導教授を中心とした複数教員による個別
的な教育研究指導体制を発展させる。
（平成 19（2007）年第 113 回研究科委員会で設定）
◇医学系大学院の教育・研究指導
1 指導教授を通じた緊密な連携を基盤とし，北里大学病院及び北里大学東病院の診療部門
からの理解及び協力のもとに，充実した教育・研究指導が行える体制を構築する。
◇教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
1 基礎となる学部である医学部及び医療衛生学部で実施されているファカルティ・ディベ
ロップメント（FD）の内容の充実を図るため，本研究科の特論科目である医学教育を組
み込むなどして共催で行う。
（平成 19（2007）年第 115 回研究科委員会で設定）
教育効果の測定
必須：教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性

〔現状の説明〕
本研究科では，大半の指導教員は，シラバスに明記してある評価方法であるレポート提
出及び出席状況に基づいて，講義・演習における評価及び教育・研究指導上の効果を測定
している。
〔点検・評価〕
平成 14（2002）年度から，入学時のガイダンスにおいて，レポートの意義及び作成方法
に関する講義を行っているが，その結果，レポートの書式は概ね統一され，高い完成度を
示すようになってきた。また，特別講義は出席管理表によって厳重に管理されているため，
不正等によって単位の認定に支障を来すことはない。
平成 20（2008）年度から本格的に実施される「南関東圏における先端的がん専門家の育
成」教育プログラムにおいて，専門職資格取得の条件となっている科目については，3 ヶ月
毎に指導教員の合議による評価を受けるシステムを採用しており，その方法は適切である。
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教育効果の測定
任意：修士課程，博士課程，専門職学位課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況
任意：大学教員，研究機関の研究員などへの就職状況と高度専門職への就職状況

〔現状の説明〕
本研究科の修士課程及び博士課程修了者の進路は，医学領域の教育研究者，医療従事者，
高度専門技術者が多くを占めており，過去 5 年間における大学教員，研究機関の研究員及
び高度専門職に就職した者の割合は，修士課程で大学教員：4.0％，研究機関の研究員：5.6％，
高度専門職：25.0％，また博士課程で大学教員：38.2％，研究機関の研究員：6.9％，高度
専門職：40.0％であった。
〔過去５年間の修士課程修了者の進路状況〕
科学研究者
製造業技術者
その他の技術者
保健衛生・医療従事者
大学教員
その他学校教育
販売・サービス業
公務員
博士課程進学
その他
計

19 年度
5名
0名
7名
19 名
0名
0名
2名
0名
11 名
6名
50 名

18 年度
0名
9名
0名
13 名
0名
3名
6名
2名
13 名
4名
50 名

17 年度
0名
10 名
0名
9名
0名
3名
9名
3名
11 名
2名
47 名

16 年度
2名
4名
8名
12 名
5名
2名
4名
0名
10 名
7名
55 名

15 年度
7名
2名
0名
9名
5名
1名
1名
0名
10 名
11 名
46 名

17 年度
0名
2名
0名
8名
12 名
1名
1名
4名
28 名

16 年度
5名
0名
1名
12 名
20 名
0名
0名
5名
43 名

15 年度
3名
0名
0名
5名
16 名
0名
0名
4名
28 名

〔過去５年間の博士課程修了者の進路状況〕
科学研究者
製造業技術者
その他の技術者
医師・医療従事者
大学教員
その他学校教育
公務員
その他
計

19 年度
2名
0名
0名
33 名
7名
0名
0名
3名
45 名

18 年度
2名
1名
0名
6名
11 名
0名
0名
1名
29 名

〔点検・評価〕
修了者の進路から，科学的洞察力を持った医学・医療分野の高度専門職及び教育・研究
者の養成という本研究科の人材養成の目的は十分に達成されており，適切な教育研究の成
果が挙がっていると判断できる。
成績評価法
必須：学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性

〔現状の説明〕
大学院の教育・研究においては，修了要件の主要な部分を占める学位論文の内容が最も
重要視されるため，本研究科では，論文審査委員会及び教育委員会が中心となって学位論
文の精査を行っており，一定の水準に達しない学位論文に対しては，改善の必要がある旨
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を記した書面を添えて，申請者に差し戻している。学位論文を指標として見ると，本研究
科発足時には，書き直しを要求される論文が散見されていたが，平成 13（2001）年からは
論文の執筆要綱及びモデルが提示されたこともあり，形式を含め，内容の充実が著しい。
〔点検・評価〕
講義及び演習による評価は，大半がレポート及び出席状況を基に行われているが，この
ような評価法は各科目責任者による個人的な偏りが生じやすいため，学生の資質向上を正
確に検証する成績評価法とは言い難い。それに対して，大学院における学修の集大成であ
る学位論文を中心に評価する方法は，大学院生の資質向上の程度を測るうえでより適切な
方法であると言える。
研究指導等
必須：教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：指導教員による個別的な研究指導の充実度
任意：複数指導制を採っている場合における，教育研究指導責任の明確化
任意：研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策

〔現状の説明〕
本研究科では，各学群がプロジェクト体制の下に教育・研究指導を行っており，学位論
文の申請を 1 年以内に予定している大学院生に対して，学位論文の執筆要綱及びモデルを
提示して，執筆準備から完成までを指導している。
科目の履修指導は，4 月のガイダンス時に教育委員会及び事務局が，大学院生全員に対し
て履修方法と開講科目に関する全体的な説明を行っており，それに加えて，指導教授又は
学群長が個別に適切なアドバイスを行っている。また，課程修了時に，ライセンスの取得
を希望する大学院生に対しては，必要な科目履修のための学外研修制度を設けている。
本研究科発足当時は旧医学研究科の研究指導体制が引き継がれていたが，学位論文の書
式の整備に伴い，論文執筆に対する指導の強化が行われ，同時に研究指導の充実が図られ
た。大学院には学部のような統一的カリキュラムは存在しないため，公開審査会における
発表に対する評価と最終的な修了判定の資料となる学位論文の審査とを厳正に行うことで，
個別の研究指導態勢の最終チェックと評価がなされている。
本研究科では，開設当初より学群による複数指導制を採用しているが，あくまでも研究
指導の責任者は大学院生を預かる特論の指導教授である。また，平成 20（2008）年度に開
設された「がんプロフェッショナル養成コース」においては，入学時に所属する特論を選
択し，教育研究指導責任を明確にしている。
大学院生から研究分野や指導教員の変更希望が出された場合は，原則として入学後 6 ヶ
月以内であれば変更を認めている。変更後の研究及び人間関係については，学群及び指導
教授間で調整を図っており，このことは入学前のガイダンスにおいて十分に説明している。
〔点検・評価〕
本研究科では，学群に大幅な自主性を持たせた教育・研究指導体制を取っているが，大
学院生は所属する学群とは関係なく，適切な学位論文の書式及び執筆方法に関するガイダ
ンスと講義を受けることができるため，形式的に問題のあるものは殆どなくなっており，
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その点では完成度の極めて高いものが多い。
入学時のガイダンスにおいて，教育委員会が約 3 時間かけて，履修上の問題点や間違い
やすい手続き上の要点について，プレゼンテーション及び配布資料に基づいた履修指導を
行っており，その目的は十分達成されている。
大学院教育には個別性と多様性が求められるため，本研究科は入学定員数より多い特論
科目を開講しており，所属する特論においてきめ細かい個人指導を受けることができる。
また，多様なニーズに応えるため，学群による複数指導制も実施しており，平成 19（2007）
年度からは，学群を越えたプロジェクト教育科目を開講し，指導教員による教育を支援す
る体制を構築している。
大学院生の指導は個人指導に近い状態であることから，提出される学位論文は，毎年，
かなりの高水準を維持している。また，学群による自主的なカリキュラム編成が可能であ
り，大学院生のニーズの変化や将来の進路に関する個々の相談に柔軟に対応できるため，
個別的な研究指導体制はかなり充実していると言える。
研究分野や指導教員の変更といった問題は，これまで数件あったが，いずれの学生の場
合も，変更先の指導教員のもとで学位論文を提出し，無事に修了していることから，充分
な対応ができていると判断している。
医学系大学院の教育・研究指導
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し，病院内外でなされる教育・研究指導とこれを支え
る人的，物的体制の充実度

〔現状の説明〕
本研究科の臨床系専攻の大学院生に対する病院内における教育・研究指導は，本学の附
属病院である北里大学病院（収容数：1,033 床）及び北里大学東病院（収容数：557 床）に
おいて行われている。両病院には充実した医療従事者及び医療設備が整えられており，神
奈川県相模原市における中核病院として機能していることから，臨床系専攻の大学院生の
教育・研究に充分な症例を得ることができる恵まれた環境となっている。
〔点検・評価〕
北里大学病院及び北里大学東病院には，臨床研究・教育に供する臨床講義室，セミナー
室が備えられており，臨床系専攻の大学院生は病棟指導医の指導の下に，各診療科が行う
症例検討会及び英語論文講読セミナーに参加し，演習単位の修得に併せて，プレゼンテー
ションの経験を得るとともに，学位論文作成の基礎資料を得ることができる。このように，
両病院の教育・研究病院としての充実度は極めて高い。
医学系大学院の教育・研究指導
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生について，臨床研修と研究の両立を確保させるための配慮
の状況とその適切性

〔現状の説明〕
本研究科では，臨床系専攻の大学院生に対し，指導教授及び臨床系医科学群による実学
重視の教育理念に基づいた教育・研究指導を行っている。臨床研修において研究テーマを
導き出し，基礎系医科学群の支援を基盤として解析を行う学群を越えたプロジェクト研究
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体制を布いているため，臨床研修と研究は有機的に結合したものとなっている。
〔点検・評価〕
本研究科の臨床系専攻の大学院生は，臨床初期研修を終えてから入学するので，後期研
修において，それぞれの研究テーマについて理解を深めることができることに加え，選択
したテーマは学群を越えた体制により，充実した研究の遂行が可能となっている。
また，大学院生及び教員の研究を奨励しているが，競争的研究資金である院生プロジェ
クト研究及び教員プロジェクト研究に対する助成金を設けることによって，充分な効果を
上げている。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルティ・ディベロッ
プメント（FD）
）およびその有効性

〔現状の説明〕
教員の教育・研究指導方法の改善に関する基本的な事項に関しては，基礎となる学部に
おける取り組みに委ねている。医学部では教員セミナーを開催して，マイクロティーチン
グ（模擬授業を活用した講義技法の習得）などの指導を行うとともに，学外の研修施設を
利用した合宿形式による FD 研修会を実施している。また，医療衛生学部においても，外部
講師による講演，テーマを定めての討論会，事例発表など，様々な形式の FD 活動が展開さ
れている。本研究科では，学群毎に相互に教育・研究内容を出し合い，教育・研究指導方
法について検討することにより，共通講義科目を置くなど，多彩な講義の展開に取り組ん
でいる。
〔点検・評価〕
基礎となる学部における FD は，研修内容が充実しているため，参加者の意識は非常に高
い。
本研究科では，基礎となる学部における FD の成果を踏まえ，日常的に学群の構成員が集
まれる場を作り，講義内容及び演習におけるテーマ等に関する議論を通じて，常に教育・
研究指導方法について検討している。
このような継続的な地道な活動の結果，
平成 19
（2007）
年度には学則の改正と，それに基づく学群を越えた合同講義科目の開講がもたらされた。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況

〔現状の説明〕
本研究科のシラバス（学修要項）には，科目毎に科目責任者，教育担当者，教育目標，
教育内容，評価方法とその基準が記述されており，また学群単位に講義・演習及び特別研
究等，本研究科で展開される教育・研究活動がまとめられている。
作成されたシラバスは大学院生及び大学院担当教員全員に配布されるとともに，シラバ
スから科目責任者，教育目標，教育内容を抜粋してホームページ上で公開しており，誰で
も閲覧が可能となっている。
〔点検・評価〕
シラバスの作成に当たっては，教育委員会が監修・点検を行っており，本研究科の理念
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及び目的に沿うように作成されている。また，評価方法とその基準については，一定のガ
イドラインが設けられており，それらは適切に活用されている。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：学生による授業評価の活用状況

〔現状の説明〕
本研究科では，教員の多元的業績評価の評価項目にある教育活動に「学生からの教員評
価」を設け，毎年度（評価対象年度の翌年度）
，大学院生がホームページ上から，1）講義・
演習の評価（担当者毎に「内容」，「難易度」，「充足感」，「進め方」
，「熱意」について，５
段階で評価する）
，2）教員の印象評価（
「今後も指導や教えを請いたいと感じる」
，
「科学に
興味を持たせてくれる」
，
「教育熱心」
，
「講義や演習が上手」
，
「学生生活の相談に熱心」
，
「そ
の他信頼を寄せた」の 7 項目に該当するものがあるかで評価する）
，3）論文著述評価（大
学院生が著者に含まれる原著論文があるか，その論文が英文か和文か，その学生が筆頭著
者か否かを入力する）について入力させて，他の項目と併せて教員評価に用いている。
〔点検・評価〕
教員の多元的業績評価の評価項目にある教育活動に「学生からの教員評価」を設けるこ
とで，教員は講義・演習の「内容」，「難易度」，「充足感」，「進め方」，「熱意」について，
大学院生から直接評価されるため，各教員はその結果を基にして授業改善に取り組んでい
るので，適切な方法であると捉えている。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
任意：修了生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
本研究科における教員の評価は，評価対象年度の翌年度に実施しているため，大学院生
と同様，修了生に対しても，在学時の教育内容・方法について評価を依頼している。
〔点検・評価〕
修了者からの評価は，大学院生によるものよりも客観的であり，各教員はその結果を基
に教育内容・方法の改善に取り組んでいるので，教育上，良好な結果を生み出していると
判断している。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 入学時のガイダンスにおけるレポートの意義及び作成方法に関する講義を継続して行い，
書式の統一を基盤としたレポートの客観的な評価を継続していく。
2 学位論文の執筆方法及び書式についてのガイダンス及び講義を行うことにより，学位論
文の質の向上を図り，評価に各科目責任者による個人的な偏りが生じないよう， FD 活
動を通じて継続的に改善していく。
3 学群によるカリキュラム編成の柔軟性を最大限に活用して，大学院生のニーズの変化や
将来の進路に関する個々の問題に対応可能なテーラーメイド大学院教育を実現する。
4 北里大学病院及び北里大学東病院の医療従事者が社会人特別選抜入試を利用して入学で
きるように，入試制度の周知徹底とその積極的な利用の推進を図るとともに，診療部門
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からの理解及び協力が得られるよう，さらに連携強化に努める。
5 教育目的に合わせたカリキュラムの体系性や各講義・演習等の必要性を，FD 活動を通
じて継続的に検討し，改善していく。
③国内外との教育・研究交流
〔到達目標〕
国内外の大学院や教育・研究機関との教育・研究交流として，単位の互換制度や連携大
学院に留まらず，教育カリキュラムを分担或いは共通化することによる履修科目の多様化
と研究の高度化を推進する。国外を含む遠隔地の研究科との間の交流は，ICT（情報技術活
用教育）を用いた同時教育やオンデマンド型講義の充実等により実現を目指す。履修期間
内に国内外を問わず，複数研究科の教育課程を修了することも可能となり，修了者の医学・
医療の国際化に対応できる能力を涵養するうえで計り知れない効果が期待できる，これは，
生涯実労働時間の延長と質の向上にも繋がるものである。これらを現実のものとするべく，
基本となる到達目標を次に設定した。
◇国内外との教育研究交流
1 これまでの学部主導型の国際交流に加え，高度な共同研究を基調とした研究科間の国際
学術交流を推進し，海外研究拠点の形成，国際化教育の展開と海外からの留学生受け入
れによる国際貢献を目指す。
（平成 20（2008）年第 137 回研究科委員会で設定）
国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
必須：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学院間との組織的な教育研究交流の状況

〔現状の説明〕
本学の国際交流は学部主導によるものが主流であることから，本研究科では共同研究協
定，研究者の相互派遣事業等について，基礎学部である医学部及び医療衛生学部の基本方
針に準じて，基礎学部と並行して行っている。本研究科独自のものとしては，
「南関東圏に
おける先端的がん専門家の育成プログラム」において，平成 20（2008）年度から，がんに
関連する高度専門医療人を養成するために，Ｍ.Ｄ.アンダーソンがんセンター，メイヨーク
リニック，UCLA，ハーバード大学，ケンタッキー大学，吉林大学，復旦大学との間で交流
協定締結の合意に達している。
また，本研究科では，大学院生に対して研究成果を積極的に国際学会で発表するよう奨
励すると共に，海外の大学・研究機関での講演等に出席した場合は，受講証等の証明でき
るものを以って特別講義の単位として認定している。
本学の研究科間では，設備の相互利用，大学院生の短期派遣による実験指導，セミナー
の共催等により，緊密な研究交流が行われているものの，国内の他大学院との教育研究交
流は，神奈川県内大学院学術交流協定に基づき，これまで 4 名の他大学院生が講義科目を
履修し，単位を認定したに留まっている。また，平成 19（2007）年度に青山学院大学大学
院理工学研究科との間で連携協定を締結し，救急医療における ICT システムの導入に関す
る研究プロジェクト等について共同研究の実施を検討中である。
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〔点検・評価〕
学部主導の招待講演や相互訪問を中心とした国際交流計画を見直し，高度専門医療人の
養成という交流の目的を明確にした教育的取り組みを示すことにより，初めて米国及び中
国の諸大学との国際交流事業が実現したと判断している。
国際学会における大学院生の発表を積極的に奨励することにより，年々，国際学会に派
遣される大学院生は増加しているので，この取り組みには，一定の評価を与えることがで
きると考えている。
組織的な共同研究として，青山学院大学大学院理工学研究科との間に相互補完的な研究
を開始するべく，その実現の可能性を模索しているところであり，今後の発展に期待した
い。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 共同研究の実績のある海外研究機関に対して，本研究科が独自に学術交流の締結を打診
するとともに，ホームページによる双方向性の情報交信等を積極的に取り入れることに
より，海外からの研究者や大学院生の受け入れを促進する。
2 青山学院大学大学院理工学研究科との組織的研究交流の結果を踏まえて，他大学院との
間の連携を推進する。
④学位授与・課程修了の認定
〔到達目標〕
学位授与にあたっては，提出される学位論文の内容とレベルは，学位論文審査委員会に
おける評価及び指導によって概ね達成された感がある。授与する学位が保証する知識・理
解・判断・表現等の能力は，個々の講義・演習等において修了後に期待される到達目標の
明確化，大学院生毎のカリキュラム・マップの作成と履修，成績評価基準の厳正な運用と
最終試験等を多角的に組み合わせた方法によって検証する。修士課程では「特定の課題に
ついての研究成果の審査を持って修士論文の審査に代えることができる」とあるので，本
研究科でも専門職学位や英国の大学院で採用されている Foundation Degree（基礎学位）
に類似した制度による課程修了を認めるよう方針を改め，そのための基準を整備する。こ
れらの達成に向けて，次の到達目標を設定した。
◇学位授与
1 本研究科の学位授与方針及び基準は，修了者の活躍によって学外にも理解を得られ，社
会から高く評価されているが，
「南関東圏における先端的がん専門家の育成プログラム」
を専攻した大学院生の修了にあたっては，研究者の相互派遣によって学位審査の公平
性・均霑化を図る。
2 修士論文に代替できる課題研究と本研究科の理念・目的との整合性が見出されるか否か
を検討し，課題研究の認定を行うことが適当との結論が得られた場合は，実施のための
基準を整備する。
（平成 19（2007）年第 114 回研究科委員会，第 120 回研究科委員会で
設定）
◇課程修了の認定
1 飛び級制度において授与する学位認定の基準を整備し，その信頼性を担保する。
（平成 12
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（2000）年第 25 回研究科委員会，平成 19（2007）年第 114 回研究科委員会，第 120 回研
究科委員会で設定）
学位授与
必須：修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性

〔現状の説明〕
平成 10（1998）年４月の本研究科の開設から平成 20（2008）年３月に至るまでの修了
者は，修士課程 399 名，博士課程 227 名である。修士課程では学習・研究の遅延等による
留年者は皆無であるが，博士課程では学位審査までに投稿論文の掲載証明書の発行が間に
合わずに，留年（修学継続者）する者がいるが，そのほとんどは秋季修了を含めて１年以
内に修了しており，学位未取得のまま大学院を去る（いわゆる満期退学）事例は極めて稀
である。
学位審査は次のように行われる。まず学位論文審査委員会において，修士課程では学群
の教育的特徴を重視して，また博士課程では独創性と社会に与えるインパクト，記述内容
の論理的妥当性とその展開，研究の重要性と今後の発展への期待，当該分野における評価
基準の設定等を重視して，客観的かつ厳密な評価及び審査が行われる。研究科委員会は，
その審査結果を基に最終判定を行い，本研究科の修了要件を満たした者に対して学位を授
与している。
〔過去５年間の学位の授与状況〕
修士課程

15 年度
16 年度
17 年度
18 年度
19 年度

修了予
定者数
50
57
48
50
51

博士課程
学位授
与者数
46
55
47
50
50

修了予
定者数
34
49
37
37
46

学位授
与者数
28
43
27
29
45

博士（論文）
18
17
12
22
6

〔点検・評価〕
実学を重視し，医療人間科学を必修とした本研究科の特徴を広く学外に発信することに
より，新たな入学志願者を獲得し続けていることから，本研究科における学位の授与方針
は現代のニーズに十分応えており，その基準も適切であると判断される。
また，学位を授与された者が，患者重視の研究姿勢を保持しつつ，大学教員，研究機関
の研究員，高度専門医療職等として多数活躍していることから，社会からの評価は高い。
学位授与
必須：学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性
任意：修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性

〔現状の説明〕
本研究科における学位論文審査は，次のように行われる。修士課程の場合は，予備審査
制度を設けており，本審査に先立ち，教育委員会による書類審査の後，学群単位で予備審
査委員会を兼ねた学位論文審査委員会が設置される。学位論文審査委員会は，主査 1 名（指

335

基準 3 教育内容・方法
導教授）
，副査 2 名以上（当該学群から 1〜2 名，他学群又は他研究機関の学識経験者を 1
名以上加えることができる）を以って構成され，公開研究発表会における評価，最終試験
及び学力認定を行い，審査結果を研究科委員会に報告する。博士課程の場合は，学位申請
に先立ち，各学群主催による予聴会（公開セミナー）を開き，教育委員会による申請条件
審査の後，学位審査委員会が設置される。学位審査委員会は，主査 1 名（指導教授）
，副査
3 名（指導教授推薦者，副科目の指導教授を含む）を以って構成され，博士学位論文の公開
審査を行い，審査結果を研究科委員会に報告する。
研究科委員会は各学位論文審査委員会の報告をもとに，最終判定を行う。
本研究科では，積極的に他研究機関及び他研究科の研究者を副査に起用しており，学位
論文審査における討議を活性化させることに成功している。
なお，本研究科では，課題研究を以って修士論文に代替する措置は講じていない。
〔点検・評価〕
本研究科の学位論文に係る審査体制は，学位申請に先立って予備審査又は予聴会を行う
ことによって，本申請における手続きが効率よく進められるようになっており，また教育
委員会による申請条件審査及び他研究機関等の研究者を加えた学位論文審査委員会による
公開審査等を経て，研究科委員会において最終判定を行っていることから，透明性・客観
性が高く，適切に機能していると言える。
本研究科の理念を達成するためには，学位論文（修士）の作成が適当であるが，課題研
究を以って修士論文に替えられることが，大学院設置基準第 16 条第 2 項に規定され，北里
大学大学院学則第 29 条第 2 項にも明示されていることから，今後の検討課題と認識してい
る。特に「南関東圏における先端的がん専門家の育成プログラム」等の高度専門職育成コ
ースにおいて，修士論文に代替できる課題研究の設定が可能か否かを検討する。
学位授与
任意：留学生に学位を授与するにあたり，日本語指導等講じられている配慮・措置の適切性

〔現状の説明〕
本研究科における外国人留学生の受け入れは，外国人特別選抜入試に先立ち，指導教授
が入学後の研究及び指導方法等に関する事前面接を行っており，その際に日本語能力を確
認している。これまでの外国人留学生は日本語能力が比較的高かったため，本研究科とし
ては特段の配慮・措置は講じておらず，学習，研究から生活全般にわたるまで，すべての
指導を指導教授及び学群の裁量に委ねてきた。
〔点検・評価〕
本研究科では，日本人の大学院生に対しても英語での学会発表や論文提出を奨励してお
り，外国人留学生に学位を授与するにあたり，指導教授及び学群の指導の下に，全て英語
で行うことができる体制が整っているので，問題はない。
課程修了の認定
必須：標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における，そうした措置の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
本研究科では，平成 13（2001）年度から博士課程に「飛び級」による早期修了制度を設
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け，優れた業績を上げた者は，標準修業年限未満の 3 年間での修了を可能にしている。
飛び級を希望する大学院生は，3 年次の 10 月中旬までに飛び級申請を行い，飛び級審査
委員会が実施する公開飛び級審査を経て，最終学年次生と同様に学位審査を受ける。
飛び級申請には，所定の授業科目の単位を取得していることは勿論であるが，主学術論
文 1 報，副学術論文 2 報，学位論文の要旨の提出を必須としており，学術論文については，
査読制度の確立した学術誌に掲載又は受理された原著又は症例報告とし，主学術論文は IF
のある，又は SCI（Science Citation Index）に収録された国際学術誌に掲載又は受理され
たもので，筆頭著者，かつ英文であることが条件となっている。
一方，本研究科の教育課程の特徴及び性質に基づき，修士課程では早期修了は適してい
ないと考えられるため，飛び級による早期修了を制度化していない。
本研究科博士課程における過去 5 年間の早期修了者は，平成 15（2003）年度 5 名，平成
16（2004）年度 2 名，平成 17（2005）年度 1 名，平成 18（2006）年度 1 名，平成 19（2008）
年度 5 名である。
〔点検・評価〕
本研究科は，平成 13（2001）年度から飛び級制度を導入しており，シラバスに申請条件
及び審査日程等を詳細に明示し，厳正な公開飛び級審査及び学位審査を行い，早期修了者
を輩出している。早期修了の認定基準は，これまでの実績からも学位の信頼性を維持でき
るものであると考えられ，適切に運用されている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 さらなる学位審査の公平性・均霑化を図るため，積極的に他研究機関等の研究者を学位
論文審査委員に起用するよう奨励していく。
2 がん医療に関連した高度専門医療人の育成を目的とした修了者に対する学位授与につい
ては，従来の学位授与方針及び基準を損なうことなく，それをさらに発展させる方向で
進める。
3 修士論文に代替できる課題研究と本研究科の理念・目的との整合性を見出すよう努め，
課題研究の認定を行うようことが適当との結論が得られた場合は，実施のための基準を
整備する。
4 早期修了の適正な認定基準及び制度の運用を図っていく。

２−１０．感染制御科学府
①教育課程等
〔到達目標〕
本学府では，高度化する社会的要請を考慮し，感染症に関連する重要疾病の発症に向け
た対策として，診断・予防・治療法に関する基礎から臨床応用までの学際的な教育を行う。
そのため感染制御科学専攻博士前期（修士）課程及び博士後期課程では，特に疾患の予防
と治療法に焦点をあてた「感染制御・免疫学履修コース」と，新薬の創製に資することが
できる技術者及び研究者の育成に焦点を当てた「創薬科学履修コース」の 2 コースを置き，
基礎及び基盤技術の理論と技法を教授する。両コースのカリキュラムに基づく教育・研究
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を通じて，博士前期（修士）課程では総合的視点からの問題解決能力を身につけた高度専
門技術者等を，また博士後期課程では総合的視点からの問題発見能力と問題解決能力を有
し，最前線で活躍できる研究者等を養成する。
本学府では以下に示す，教育課程等における到達目標を設定した。
（平成 14（2002）年
度感染制御科学府修士課程開設時，平成 16（2004）年度感染制御科学府博士後期課程開設
時に設定）
◇大学院研究科の教育課程
1 感染制御・免疫学履修コース，創薬科学履修コースとも，社会的要請を考慮して本分野の
基礎から最先端までの知識が習得できるカリキュラムを編成する。
2 ネットワーク型教育を推進するため，学内研究科や学外教育・研究機関との連携を強めた
教育課程を構築する。
3 北里生命科学研究所におけるプロジェクト研究に参加させることで，実践的研究能力を養
う。
4 博士後期課程においては，英文学術論文の書き方や国際学会でのプレゼンテーション法に
関する教育を行い，英文学術論文の投稿や国際学会での発表ができる能力を養う。
◇授業形態と単位の関係
1 生命科学の広範な学部出身者を学生として受け入れているため，本学府の教育に共通して
必要な技術を習得させる基本技術講座を充実させる。
◇単位互換，単位認定等
1 ネットワーク型教育推進のため，学内他研究科との単位互換を実施する。
◇社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
1 社会人学生をより積極的に受け入れるために，早期修了制度の活用や社会人学生向けの特
別カリキュラムの編成等，社会人学生がより履修しやすいような環境の充実を積極的に推
進する。
◇独立大学院等の教育課程
1 本学府の特色である基本技術講座（大学院入学時に学生全員が受講する基本技術における
講座の内容）をより発展させ，入学時の学問的・技術的問題点を十分に解消してから各研
究室に配属されるシステムの充実を図る。
大学院研究科の教育課程
必須：大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 99 条，大学院設置基準
第３条第１項，同第４条第１項との関連
必須：
「広い視野に立って清深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等
に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性
必須：
「専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従
事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う」という博士課程の目的への
適合性

〔現状の説明〕
本学府は，北里研究所の創立者である北里柴三郎博士以来，北里研究所が多くの成果と
実績を上げてきた感染制御と創薬についての研究を北里生命科学研究所（生命研）におい
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て推進し，本分野に特化した大学院教育を行うことでこの分野の幅広い知識と技術を備え
た人材を育成することを目的としている。また，基礎学部のない独立大学院として，本学
の他研究科との間でネットワーク型教育を行うことにより，感染制御分野の柔軟な連携を
図る大学院として開設された。本学府の学生は，大学院教育の中で，生命研等の感染制御
と創薬にかかわるプロジェクト研究に参加し，先進的研究の最前線を経験することで実践
的研究能力を養うことうことができるという特長を有している。
本学府の教育課程には，感染制御科学専攻博士前期（修士）課程（修業年限 2 年）と感
染制御科学専攻博士後期課程（修業年限 3 年）がある。これらの課程には，研究教育分野
として，感染制御・免疫学履修コースと創薬科学履修コースの 2 コースがあり，感染制御
と創薬に焦点をあてた学術研究と教育が行われている。博士前期（修士）課程では，必須
の主科目，輪講，特別研究の規定単位を含めた 30 単位以上を履修し，修士論文審査及び最
終試験に合格することが修了要件となっている。また，博士後期課程では，必須の主科目
Ⅱ，輪講Ⅱ，特別研究Ⅱの規定単位を含め 14 単位以上を履修し，博士論文審査及び最終試
験に合格することを修了要件としている。
本学府の感染制御科学専攻博士前期（修士）課程と感染制御科学専攻博士後期課程（修
業年限 3 年）の修了要件は以下のとおりである。
【感染制御科学専攻博士前期（修士）課程】
感染制御科学専攻博士前期（修士）課程で履修すべき 30 単位以上は，次の組み合わせ
により履修するものとする。
(1) 主科目
指導教授が担当する科目（主科目） 1 科目 2 単位
(2) 副科目Ａ
副科目Ａから学生が 2 科目以上選択する 2 科目 4 単位以上
(3) 副科目Ｂ
指導教授が推奨する他専門分野の主科目 1 科目 2 単位
他専門分野の主科目から学生が選択する 2 科目 4 単位以上
(4) 関連科目
関連科目の中から学生が選択する 1 科目 2 単位以上
(5) 特別講義：感染制御科学特別講義 2 単位
(6) 特別演習：基本技術講座 2 単位
(7) 専攻する専門分野の輪講Ⅰ 4 単位
(8) 専攻する専門分野の特別研究Ⅰ 8 単位
【感染制御科学専攻博士後期課程】
感染制御科学専攻博士後期課程で履修すべき 14 単位以上を履修するものとする。
(1) 主科目
指導教授が担当する科目（主科目） 1 科目 2 単位
(2) 関連科目 （サイエンスコミュニケーション：英語） 2 単位
(3) 専攻する専門分野の輪講Ⅱ 4 単位
(4) 専攻する専門分野の特別研究Ⅱ 4 単位
(5) 特別演習：感染制御科学特別演習Ⅱ 2 単位
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(6) 特別講義：特別講義Ⅱ 2 単位
従来の大学における，学部から大学院研究科までの縦型の教育研究組織は，専門の深化
には向いているが，感染制御に関する学問領域に必要な学際的研究や，高度先端技術を駆
使する教育・研究には必ずしも向いていない部分もあるため，本学府では「研究部」と「教
育部」を分離した横型の組織を構築し，
「研究部」としての生命研での研究内容の進展に合
わせたプロジェクト型の研究課題を柔軟に組み立てられるよう，工夫がなされている。ま
た，
「教育部」としての感染制御科学府では，既存の大学院研究科や国内外の学術研究機関
と連携することで学際性・流動性を図り，問題解決型の教育を行っている。
専門科目（主科目）
，論講，特別研究，特別講義，特別演習の履修を通じ，感染制御・免
疫学分野と創薬科学分野のそれぞれの専門領域についてコース別に学び，生命研と連携し
たプロジェクト型研究に参加することで，総合的な視野から，
「問題発見能力」と「問題解
決能力」を身に付けることができるカリキュラム編成としている。なお感染制御の全体に
ついての知識がいずれのコースの学生も身に付けることができるよう，両コースの講義を
相互に副科目として受講できるようにしている。また，本専攻の共通科目として感染制御
特別講義（必修）も実施している。特に博士後期課程の場合，学位取得後の進路として，
大半の学生が研究職または研究可能な教育職を目指すことから，自立して専門分野の研究
が遂行可能な人材養成を念頭において教育研究を実施している。具体的には WHO コンサ
ルタントの英国人専門家を客員教授として招聘し，専門分野の英文学術論文の書き方，国
際学会でのプレゼンテーションの方法，グラントプロポーザルの書き方等について教育し
ている。また，国内外の研究・教育専門の当該分野で活躍している教員・研究者を招聘す
ることで，最先端の研究成果について受講・討論させ，国際的視野を有する人材育成を行
っている。
〔点検・評価〕
本学府は，専門科目，関連科目，特別講義の履修で，感染制御分野と創薬科学分野のそ
れぞれの専門領域を相互に補強・補完しつつ，個々の学生がプロジェクト研究へ積極的に
参加することで，総合的な視野から「問題発見能力」と「問題解決能力」を身に付けるこ
とができるカリキュラム編成を構築している。このような取り組みで博士学位取得者の全
員が研究・教育職として就職させることができていることから，本学府のカリキュラムは
有効に機能していると評価できる。
大学院研究科の教育課程
必須：学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と，当該学部の学士課程における教育内容との関
係

該当しない
大学院研究科の教育課程
必須：修士課程における教育内容と，博士（後期）課程における教育内容の適切性および両者の関係

〔現状の説明〕
博士前期（修士）課程，博士後期課程ともに，感染制御・免疫学履修コース及び創薬科
学履修コースの 2 コースで構成されている。両課程では専門領域に深化した問題解決型の
340

基準 3 教育内容・方法
教育プログラムを展開しつつ，学際性が保たれるよう配慮がなされている。また，博士前
期（修士）課程修了後，本学府で研究の継続を希望する学生は博士後期課程に入学するこ
とが可能であり，博士前期（修士）と後期課程の専門分野の主科目は 1 対 1 で対応してい
ることから，同じ専門分野への進学が可能である。
〔点検・評価〕
博士前期（修士）課程及び博士後期課程の専門分野主科目は 1 対 1 で対応しているため，
同じ専門分野への進学が可能であり，教育プログラムは適切であると考えている。
大学院研究科の教育課程
必須：博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性

該当しない
大学院研究科の教育課程
必須：博士課程における，入学から学位授与までの教育システム・プロセスの適切性

〔現状の説明〕
博士後期課程入学希望者には入学試験（専門科目及び外国語の筆記試験，博士前期（修
士）課程までに行った研究内容についての口述・面接試験）が課される。入学者は，主科
目，輪講，特別研究，特別講義，特別演習等の所定単位を修得する必要があり，また，学
会発表，論文投稿，レフリーとのやり取り等，研究者にとって必要不可欠なプロセスを通
して，最終的には 3 年間の研究成果をまとめ，博士論文を作成することとなる。予備審査，
公開論文発表会を経て論文の本審査及び最終試験が行われる。審査結果は，学府長に文書
で報告された後，教授会に諮られる。優れた研究実績を上げた者については，課程博士の
在学期間の定めとは別に，博士後期課程 2 年次在籍中に早期修了制度を適用することによ
り学位を申請することができ，博士後期課程の在学期間を短縮することが可能なシステム
を取り入れている。
〔点検・評価〕
博士後期課程の入学から修了までの間に，所定授業単位の修得，学会発表，論文投稿等，
研究者にとって必要不可欠な内容を修得しなければならない。特に学位授与に関しては，
筆頭著者として 1 報以上の英語原著論文の受理を義務づけており，さらに早期修了者へは
より高い基準を定めている。このように目標達成のための教育システム・プロセスは適切
に機能しており，十分評価できる。
授業形態と単位の関係
必須：各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における，その各々の授業科目の単位計算方法の妥当
性

〔現状の説明〕
講義は主科目，副科目，関連科目，特別演習，特別講義から成っており，これらに加え
て，主科目教授の指導による輪講と特別研究を実施している。座学を中心とする講義に加
え，基本技術講座の演習では少人数のグループに分け，担当教員により生命科学研究に必
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要な基本実験技術の指導を行っている。
講義科目の単位は 90 分 15 コマを基準として計算されているが，その内訳は，12 コマ以
上の授業と筆記試験・口述試験・レポートなどで構成されている。また，基本技術講座な
どの演習・実習科目については，150〜180 分を基準として 15 コマで構成されている。
〔点検・評価〕
講義に欠席する場合には必ず授業欠席届を教務に提出させ，それを担当教員に報告し，
授業管理を行っている。また，専門分野指導教授と科目責任者との連絡・確認により国際
学会やシンポジウムの参加・発表などについても，特別講義・特別演習として，出席コマ
数の一部として加算できるシステムとしている。このように，研究の最前線を経験するこ
とで実践的研究能力を身に付ける教育を展開しており，現状では特に問題点はない。
単位互換，単位認定等
必須：国内外の大学院等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学院設置基準第 15 条）

〔現状の説明〕
薬学研究科や理学研究科などの学内他研究科との間で，相互に単位互換や副科目として
の単位認定を行っている。神奈川県内の学術交流協定締結大学の大学院との間の単位互換
制度も導入しているが，利用する学生はほとんどいないのが現状であり，平成 18（2006）
年度及び 19（2007）年度は，双方とも 0 名であった。
〔点検・評価〕
学府におけるネットワーク型教育の目的から，学内他研究科との単位互換や単位認定は
機能している。一方，白金キャンパス（東京都港区）という立地から，神奈川県内学術交
流協定に基づく単位互換制度の利用は難しい状況にある。学生の研究に関連する講義等が
他大学院等で開講されている場合の指導方針が確立されていないのは問題である。
社会人学生，外国人留学生等への教育上の配慮
必須：社会人，外国人留学生に対する教育課程編成，教育研究指導への配慮

〔現状の説明〕
社会人入学の門戸を広げるために，修士・博士課程ともに社会人に特化した入試制度を
別個に設けて実施している。さらに，博士後期課程では早期修了制度を整備し，平成 19 年
度に２名の早期修了者を出している。
〔点検・評価〕
平成 16（2004）年度の開講以来，博士後期課程では 7 名の社会人学生を受け入れている。
また，その内の 2 名は早期修了者となっており，現状では特に問題点はない。社会人入学
者には大学教員も含まれており，教育や医療の現場に在籍しながら感染症ならびに創薬に
関する広い知識を身に付けるために入学してくる社会人学生は，一般選抜の学生と比べて
より高い問題意識をもって講義や特別研究に臨んでおり，他の学生に対しても良い刺激と
なっている。また，社会人入学者の職業から感染制御についての教員養成が教育現場にお
ける喫緊の課題であることが窺え，社会人入学制度が社会的要請に応えていると評価でき
る。
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独立大学院等の教育課程
任意：学部に基礎を置かない独立大学院，独立研究科における，下位の学位課程の教育内容・レベルを視
野に入れた当該課程の教育内容の体系性・一貫性を確保するための方途の適切性

〔現状の説明〕
本学府では，学部に基礎を置かない感染制御と創薬に特化した大学院として，学際的な
教育カリキュラムによる教育を実施している。本学府では，博士前期（修士）課程入学直
後に，必修の演習科目として基本技術講座を開講している。基本技術講座では，大学院で
必要な基礎知識や実験技術を，小グループに分かれて集中的に修得する。この演習科目に
より，入学者全員が短期間に等しく幅広い基礎を修得することができる。また，博士後期
課程においても，指導教授が必要と判断した場合には，この基本技術講座の一部あるいは
全部を履修させることがある。
〔点検・評価〕
基本技術講座の実施により，入学後の短期間で一定の実験手法等が修得できるプログラ
ムは，出身分野に関わらず，それ以後の大学院の研究・教育が円滑に進められるよう配慮
されている点を高く評価することができる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
教育課程等における改善策について，以下に示す。
◇大学院研究科の教育課程の改善策
1 学生と教員の相互コミュニケーションをより活発にして教育理念をよく理解させるとと
もに，研究・教育施設環境をさらに充実させるよう努める。
2 学生の研究活動に対する財政的支援体制を積極的に強化する。
3 感染制御科学府の理念や人材養成の目的を確認しつつ，常に総合的な視野から研究・教
育における支障の有無について，学府の教育委員会で適宜検討を行う。
4 感染制御分野と創薬科学分野のそれぞれの専門領域を相互に補強・補完しながら，プロ
ジェクト型研究へ参画させることで，
「問題発見能力」と「問題解決能力」を身に付ける
ことができるカリキュラム編成を維持するが，基本技術講座の内容の改善を通じて，学
府の理念や目的・方向性に必ずしも一致しない学生に対する方策をさらに充実させる努
力を継続する。
5 人材養成の目的を常に確認しながら，学会発表・論文投稿に必要なスキルも含めてより
キメの細やかな教育指導を行えるよう，例えば，本学府では外国人講師による英語論文
の指導のような実践的なカリキュラムを取り入れるなど，適宜，博士後期課程のカリキ
ュラムを改善していく。
◇授業形態と単位の関係における改善策
1 近い将来に向けて，大学全体で大学院組織等の再構築の検討が進められており，これに
合わせて授業開始時刻の統一を図るなど，研究科を越えてカリキュラムの改善を行う。
◇単位互換，単位認定等における改善策
1 白金キャンパスという立地を考慮し，都内の大学院との交流及び単位互換を検討する。
◇社会人学生，外国人留学生等への教育上の改善点
1 社会人学士のより積極的な受け入れを展開するため，既に実施されている早期修了制度
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の再検討を行うとともに，社会人学生に向けた特別のカリキュラムを実施すべく検討を
行う。
2 外国人留学生受け入れ体制については，全学的な視点からの制度の整備について検討中
を行う。
◇独立研究科としての教育課程の改善点
1 学際教育をさらに推進するとともに，主科目のオムニバスによる特別講義の内容をさら
に体系化させることで，専攻コースごとの教育の全体像を良く理解させる導入教育の充
実を図る。
②教育方法等
〔到達目標〕
本学府は実践的な研究能力と高度な専門知識を身に付け，社会で即戦力として期待され
るような人材育成を可能にする教育方法の確立を到達目標としている。さらに，研究領域
におけるグローバル化に対応するために，英語によるプレゼンテーション能力の強化，論
文作成能力の向上は必須項目である。これらの到達目標を達成するためには，指導効果等
について十分に検討される必要がある。さらにグローバル化に対応するためには，どのよ
うな教員像が必要とされるのか，教員における資質の評価方法，指導方法等の改善につい
ても，今後の検討が必要とされる。
（平成 14（2002）年度感染制御科学府修士課程開設時，
平成 16（2004）年度感染制御科学府博士後期課程開設時に設定）
◇教育効果の測定
1 履修内容に対するレポート作成，自己の特別研究に関する中間発表会や修士論文発表会，
博士論文予備審査会でのプレゼンテーションを通じて行われている，専門分野の修得度と
研究指導の適切性を測る方法の精度を向上させる。
2 博士後期課程の修了要件として英語による原著論文の作成と投稿，国際学会等での英語の
プレゼンテーションを義務づけ,その成果を評価する。
3 博士前期（修士）課程及び博士後期課程修了後の進路指導を充実させ,進学またはアカデ
ミアを含む研究職や高度技術職などへの就職率の 100％達成を目指す。
4 博士後期課程修了者が，グローバルな視点を基盤とした能力を身に付けるような指導を受
けたか否かについて,海外の研究機関への就職からその成果を評価する。
◇成績評価等
1 博士前期（修士）課程の成績評価として，レポート提出を義務づけ，また，中間発表会を
通して段階的に形成的な評価が可能なシステムを構築する。
2 博士後期課程では国際学会でのプレゼンテーションや，英語による原著論文の受理が必須
であることから，研究遂行能力と併せて，論文作成能力も評価する。
◇研究指導等
1 本学府は，学部と異なり教員一人当たりの学生数が少ないので，密度の高い個別指導が可
能であるため，入学時の基本技術講座から最終的な特別研究における英語論文作成に至
るまでの少人数教育を徹底する。
◇教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
1 本学府の教員には任期制が採用されているため，
「教員による個別的な指導」に関する客
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観的評価システムを確立するとともに，FD 等を通して，研究指導体制のスキルアップを
図る。
2 シラバスの充実と改善を図ることで，学生の教育・研究指導に対する理解度を高める。
3 教育・研究指導については，学生によるアンケートによる評価を実施し，その結果を教員
にフィードバックする。
教育効果の測定
必須：教育・研究指導上の効果を測定するための方法の適切性

〔現状の説明〕
博士前期（修士）課程の学生は専攻分野の主科目，輪講，特別研究等を通じて各教員よ
り綿密な教育・研究指導を受けるとともに，他分野の主科目も 3 科目以上履修することで
幅広い専門分野の知見を得られるようにしている。その効果はレポートや中間発表会や修
士論文発表会を通じて評価しているが，これにより総合的視点での問題発見能力，問題解
決能力を身に付けることができたかの確認がなされる。また，修士・博士課程の学生には
積極的に学会発表の場を与え，特に博士後期課程の学生においては国際学会での英語のプ
レゼンテーションや英語による原著論文の作成を通じて，より実践的な研究指導の効果を
測定している。
〔点検・評価〕
修士・博士課程ともに，講義等に関してはレポート提出，また講義内容把握のための質
疑やプレゼンテーション等で教育指導の効果を測定している。また，講義終了後に匿名で
講義内容・指導方法の適切性に関するアンケートを行っており，各教員の自己点検と指導
力向上に繋がる測定システムを構築している。さらに，修士 2 年次の 5 月に修士論文の中
間発表会を行い，指導教授全員が参加することで研究指導が適切であるか否かについて，
客観的に評価している。博士後期課程修了直後に博士研究員として海外留学する学生もお
り，教育・研究指導の効果を測定するためのプログラムは十分機能していると考えられ，
現状では特に問題点はない。
教育効果の測定
任意：修士課程，博士課程，専門職学位課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況
任意：大学教員，研究機関の研究員などへの就職状況と高度専門職への就職状況

〔現状の説明〕
博士前期（修士）課程及び博士後期課程修了者の多くが民間企業の研究開発職や病院に
就職している。特に博士後期課程修了者の場合は，国内大学，研究所等の教育職，研究職
のほか，海外の研究機関で研究職に就く者もいる。
〔点検・評価〕
博士前期（修士）及び後期課程修了者とも，就職は概ね良好であり，特に博士後期課程
修了者の場合は教育職や研究職に就く者が多く，その目的を十分に達成していると言える。
学生就職センターによる就職指導や，年 2 回の学府進路説明会に加え，指導教授をはじめ
とする教学スタッフとの間の密接な連携がとれており，現時点では，特に問題点は感じら
れない。
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成績評価法
必須：学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性

〔現状の説明〕
博士前期（修士）課程の成績評価については講義や輪講内容の理解度を把握するために，
積極的にレポート提出やパワーポイント等を用いたプレゼンテーションを行わせることで
評価している。また，専門分野における関連領域の原著論文を精読させ，その内容をプレ
ゼンテーションさせることにより，学生の問題発見能力，問題解決能力の向上に努めてい
る。さらに，学会等で，各自の特別研究で得られた成果を発表させることにより，当該研
究領域における学生の資質を評価している。
一方，博士後期課程では，国際学会での英語によるプレゼンテーション等を通じて，学
会発表のスキルアップと研究者としてのより高度な資質を検証している。さらに，本学府
の博士学位取得には英語による原著論文による発表（最低 1 報）が必須であるので，博士
後期課程においては研究遂行能力だけではなく，英語による論文作成に対する資質も検証
することができ，研究者としての問題解決能力を向上させるような人材育成のプログラム
が構築されている。
〔点検・評価〕
博士前期（修士）課程では，講義内容に対するレポートの他にプレゼンテーションを行
わせること，また博士前期（修士）課程 2 年の 5 月に開催される修士論文の中間発表会を
通して，問題解決のための資質向上を図り，また研究分野における学生の能力を評価して
いる。
博士後期課程修了時には査読システムがある英語による原著論文の発表を必須とするこ
とで，自立した研究者としての資質があるか否かについても検証可能なシステムを構築し
ており，現状では特に問題点はない。
研究指導等
必須：教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性
必須：学生に対する履修指導の適切性
必須：指導教員による個別的な研究指導の充実度
任意：複数指導制を採っている場合における，教育研究指導責任の明確化
任意：研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策

〔現状の説明〕
本学府は基礎となる学部をもたないために，出身学部の相違に基づく様々な分野を背景
とする学生で構成されている。これら学生の多様な背景を尊重しつつ，学生間の技術的，
学問的水準の一致を図るために，入学時に学生全員が基本技術講座を受講するシステムを
取り入れている。この基本技術講座は，本学府で必要とされる一通りの研究領域をカバー
しており，また技術講座の期間を通して学生間の横のつながりが形成されることも重視し
ており，教育・研究において垣根のない環境を構築するよう心がけている。さらに，各専
攻分野の研究室に配属された後は，個別の研究指導を行うとともに，英語の原著論文の読
解能力についてもマンツーマンに近いかたちで教育指導を行っている。本学府では，設立
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当初から教員の任期制を採用しており，その評価項目には，指導教員による個別的な研究
指導の充実度等も対象とされている。また，学部とは異なり，教員一人当たりの学生数が
少ないので，総じて個別的指導の密度が高いという長所がある。
本学府では，博士後期課程を修了するために，査読のある英語原著論文の第一著者での
提出を必須条件として義務づけているため，博士後期課程においてはネイティブスピーカ
ーによる論文作成の講義や，英語によるプレゼンテーションのカリキュラムを組んでおり，
修士・博士課程の両課程において独自のプログラムで教育・研究指導を行っている。
博士前期（修士）課程修了要件は，専門科目（14 単位）
，特別演習（2 単位）
，特別講義
（2 単位）
，輪講（4 単位）
，特別研究（8 単位）計 30 単位となっており，研究指導は主に
特別研究の中で行われる。各研究室の研究テーマを参考にして学生が研究室を選び，研究
室で行われている研究テーマを教授が説明して，学生が希望するテーマを与えるようにし
ている。日常の指導としては，学生の能力に応じて研究の意義と展望を示しながら，学生
の意欲を高めるよう指導がなされている。また，博士前期（修士）課程１年次の前期中に
専門分野の変更希望があった場合には，教育委員会の議を経て学府長が認めた場合に限り，
変更を認めている。そうした変更希望が多く出ないよう，受験希望者には，入学選抜前か
ら複数の研究室の見学や複数の教員との面談等を行うことで理解度を深められるよう配慮
している。
〔点検・評価〕

基本技術講座や講義全般において，学生アンケート（匿名）を取っており，学生から評
価の低い，あるいは改善が必要とされる講義等に関しては，担当教員へのアンケート内容
のフィードバックを行うなど，年度ごとに点検・修正を行っている。他の多くの大学院と
は異なり，基本技術講座によって学生の技術・理解力の乖離を解消してから各専攻分野の
研究室に配属する点は，本学府の大きな特長と言える。また，博士後期課程においては英
語論文作成の講義も組み込まれており，ネイティブスピーカーを講師として迎えるなど，
学位論文作成に向けた実践的なプログラムとなっている。博士前期（修士）課程において
は，2 年次の 5 月に論文の中間発表があり，そこで各学生に自身の研究の進捗状況を把握さ
せるとともに，修士論文としてのゴールを再確認させており，修士・博士の両課程におい
て，研究能力の向上に特に力を注いでいる。
研究テーマが合わないと感じた学生には，所属コース内での途中変更を認めている。過
去に１名（平成 15（2003）年度）から変更希望が出され，ルールに従って処理されて変更
が認められた。
現在，本学府では主科目（専門分野ごとの必修）が隔年開講となっており，変更する主
科目によっては変更後の講義の履修が困難になる等の問題点が指摘されている。
医学系大学院の教育・研究指導
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し，病院内外でなされる教育・研究指導とこれを支え
る人的，物的体制の充実度

該当しない
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医学系大学院の教育・研究指導
必須：医学系大学院における臨床系専攻の学生について，臨床研修と研究の両立を確保させるための配慮
の状況とその適切性

該当しない
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ファカルティ・ディベロッ
プメント（FD）
）およびその有効性

〔現状の説明〕
研究手法などが異なるため，研究指導の方法は専門分野ごとに任されているが，研究状
況を把握するために中間報告会を行っており，他専攻の複数教員からの研究報告に関する
質疑を受けることで，研究指導の改善につなげている。また講義に関しては学生による匿
名のアンケート調査を行い，その結果を教員にフィードバックすることで，FD 活動の一環
として各授業内容と方法の改善を図っている。
〔点検・評価〕
博士前期（修士）課程学生の教育・研究指導は学生が専攻した主科目の教授に任されて
いるが，本学府全体で中間報告会を開催することにより，他の専門分野の教員も教育・研
究指導が適切に行われているかを判断することが可能である。毎年，すべての講義に対し
てアンケートを行っているが，アンケートが学生の負担にならないよう，昨年度より記述
方式を変更した。学生による授業評価のアンケート結果は担当教員にフィードバックされ
ることで，各教員は自分の教育内容や方法について，ある程度の自己評価をしていると思
われる。今後さらに学生の教育研究指導に特化して教員がスキルアップできるようなＦＤ
の方法を開発していく必要がある。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：シラバスの作成と活用状況

〔現状の説明〕
シラバスには，大学院の概要，年間スケジュール，時間割，専門分野の概要，授業科目
と履修方法，単位互換制度等が記載されている。博士前期･後期課程における入学から学位
授与までのプロセスの解説や，授業内容，到達目標及び評価方法が明記されている。
〔点検・評価〕
シラバスは，印刷物と PDF ファイルの双方を利用できるように配布・公開しており，学
生への利便性を高めている。シラバスとしての必要事項は網羅されており，現状では特に
問題点はない。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
必須：学生による授業評価の活用状況

〔現状の説明〕
開講科目に対する学生による匿名のアンケート調査を行っており，その内容を教員にフ
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ィードバックすることで授業の改善を図っている。
〔点検・評価〕
授業科目によっては毎回のレポート提出，学生主導型の授業展開など，教員側からの一
方的な講義に偏らないよう努力がなされており，学生によるアンケート調査の結果は，教
育・研究指導の改善に活用されていると考えられる。毎年，すべての講義に対してアンケ
ートを行っているが，アンケートが学生の負担にならないよう，平成 19（2007）年度より
記述方式を変更した。
教育・研究指導の改善への組織的な取り組み
任意：修了生に対し，在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
教育効果の改善については，次の点について集中的に検討していく。
◇教育効果の測定に関する改善策
1 中間発表会等などの開催を通して，学生の教育課程の習熟度について段階的に評価するよ
うなシステムを構築しており，顕在化した問題はない。しかしながら，研究においては
より一層のグローバル化，国際間の競争が進み，研究者のさらなる資質向上が厳しく求
められている。このような現状を踏まえ，将来的には英語でのプレゼンテーション能力
に対する指導効果を測定するための方策を検討する。
2 博士前期（修士）課程の場合，潜在的に研究開発職への希望を持つ学生が多いものの，就
職活動を通して，就職分野を広げているのが現状である。このような就職分野の広がり
を考慮して教学スタッフは最新の求人情報が得られるようなシステムを構築中である。
また，博士後期課程修了者の場合は，海外研究機関の研究職に就く者もいることから，
海外機関に対応可能な大学窓口について検討する。

◇研究指導等の改善策
1 任期制評価のなかで，指導教員による個別的な研究指導の充実度等も組み入れており，積
極的な改善を図っているところであるが，現段階では，
「個別的な研究指導」をスキルア
ップするような対策はなされていない。これについては FD 等を通して研究指導体制のス
キルアップを学府レベルで行う必要があり，教員の質的向上を目指した FD に組み入れる
方向で検討している。
2 学府の教育プログラムについては，コースの変更希望が極力出ないように入学選抜前から，
複数の研究室見学や複数教員との面談等のさらなる充実を図る。また，入学後の変更希望
にも対応できるよう配慮している。
◇教育・研究指導等の改善への組織的な取り組み
1 カリキュラム変更がシラバスに速やかに反映できるように検討する。
2 平成 19（2007）年度より，前年度までのアンケート調査をさらに詳細にした「授業に対
する学生からのアンケート調査」を新たに開始している。また，アンケート調査の進め
方や内容，あるいは教員への公開方法などについて随時改善を検討している。
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③国内外との教育・研究交流
〔到達目標〕
国内外の他大学及び教育機関・研究機関と教育・研究両面において学術交流を促進する
ことにより，教育・研究の内容の充実と活性化をもたらすとともに，関係地域及び関係国
の学術，文化，社会制度についての理解を深め，国内だけでなく国際的視点からも研究の
位置付けを理解し，国際社会の発展にも寄与できる人材の養成を行う。
そのためには，国際化のための組織的な制度の充実が大学全体として必要であり，具体
的な検討を行っていく。
1 本学府はマヒドン大学（タイ）との間に学術交流協定を締結しており，留学生の積極的
な受け入れを図るとともに，学生の国際感覚の向上を図っていく。
2 教員・学生の国際交流をより円滑にするために，助成金制度の確立に向けて検討してい
く。
国内外との教育研究交流
必須：国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
必須：国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
任意：国内外の大学院間との組織的な教育研究交流の状況

〔現状の説明〕
平成 19（2007）年に，バンコクのマヒドン大学（タイ）理学部及び薬学部と本学府間で
国際学術交流に関する協定を締結し，創薬や感染症に関する教育研究の交流を開始した。
北里大学学術国際交流資金の支援を得て，平成 20（2008）年 11 月を目標に，マヒドン大
学で合同シンポジウムを開催する予定である。また，研究室単位では，バングラデシュ，
タイ，ベトナム，モンゴル，中国，アルメニア等から研究員を受け入れており，教育研究
における国際交流を図っている。
学生の教育面での国際交流に関しては，外国人研究者を招いたセミナーを多数企画・実
施している。平成 16（2004）年の博士後期課程開設以来，博士後期課程途中の学生１名を
共同研究のため１年間の海外研究機関派遣を行っている。また，学生の海外での学会発表
や英語での原著論文の発表を，積極的に促進している。教員の研究面における国際交流推
進の一環として，現在までに教員 4 名（内，現在は 2 名）が海外に留学している。
〔点検・評価〕
マヒドン大学との学術交流協定を締結したことで，これまでは研究室単位で独自に行わ
れてきた国際交流が，学府及び学部レベルでの組織的な活動となった。また，海外から研
究員受け入れることによって，研究面のみならず，学生の国際感覚の向上に役立っている。
海外での国際学会における発表は，毎年一定数を数えており，教員，学生の国際化が活
発である。平成 19（2007）年度より北里大学学術国際交流資金による学生の国外学会に対
する支援が全学的に実施されている。しかし，人数の制限があるため，今後は，より充実
した教員及び学生の教育研究の国際交流を推進するための助成金制度の確立が望まれる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 海外からの留学生が我が国で生活していくためには奨学金の獲得が必要であり，国際レベ
350

基準 3 教育内容・方法
ルでの教育研究交流を緊密化させるためには，この問題に対する全学的な取り組みが必須
であることから，大学全体の組織的な制度の充実を図るための具体的な体制を検討してい
る。
2 教員・学生の教育・研究のために，さらなる海外拠点の構築を進めると共に，これら拠
点を活用した各種研究・教育プログラムの策定を検討する。
④学位授与・課程修了の認定
〔到達目標〕
本学府では総合的視点からの問題発見能力，問題解決能力を身に付けると同時に，創薬
や感染制御に関するプロジェクト研究に参加し，研究の最前線を経験することで実践的研
究能力を育成することを目的としている。この目的を達成するため，以下の到達目標を設
定した。
◇学位授与
1 博士前期・後期課程の学位授与については，厳正，公正かつ透明性の高い学位授与シス
テムを整備・維持するとともに，早期修了者に対する明確な学位認定基準を作成する。
2 社会人学生に向けた新カリキュラムを検討するとともに，早期修了制度を社会人学生の
カリキュラムに積極的に取り入れていくよう検討する。
学位授与
必須：修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性

〔現状の説明〕
博士前期・後期課程における学位授与は，規定等の定めるところにより，以下の要領で
厳正かつ公平に行われている。
博士前期（修士）課程（修士課程）
：所定の単位を修得した修士課程修了予定者について，
主査 1 名，副査 2 名の審査委員会が編成され，論文内容に関する審査が行われる。入学か
ら課程修了までの流れは以下の通りである。
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博士前期（修士）課程（修士課程）
１年次

２年次

特別研究Ⅰ
修士論文の作成・まとめ

修 士 課 程 修 了

輪 講 Ⅰ

及 び 最 終 試 験

主科目Ⅰ

修 士 論 文 の 審 査

研 究 課 題 の 選 択

ガ イ ダ ン ス

修 士 課 程 入 学

中間発表

他の専門分野の主科目Ⅰ，副科目，関連科目，特別演習，
特別講義の履修
博士後期課程（課程博士）：所定の単位を修得し，提出論文内容の少なくとも一部分が，
査読のある英文学術誌に 1 報以上，原著論文の第一著者として掲載されるか，又は掲載が
決定されている者に対してのみ論文予備審査が行われ，主査 1 名，副査 3 名の審査委員会
が編成されて，学位審査が行われる。入学から課程修了までの流れは以下の通りである。
１年次

２年次

３年次

特別研究Ⅱ
博士論文の作成・まとめ

指導教授の推奨，又は必要に応じ特別講義などの履修
※博士論文の審査及び最終試験のための条件を満たしていれば，博士後期課程の在学期間
を短縮することができる。
博士後期課程（論文博士）
：論文博士については，論文提出予定者から提出の申出があっ
た場合，下記の点について資格審査を行い，その後，予備審査を経て論文審査を行う。
（1）主論文となるものは，査読制度の確立された学術誌に掲載又は受理された英文論文で，
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博士後期課程修了

輪 講 Ⅱ

及 び 最 終 試 験

主科目Ⅱ

博 士 論 文 の 審 査

研 究 計 画 の 立 案

研 究 課 題 の 選 択

ガ イ ダ ン ス

博 士 課 程 入 学

予備審査

基準 3 教育内容・方法
学位申請者が筆頭著者であるものとする。なお，主論文は 3 編，副論文は 2 編とする。
（2）研究歴は，6 年以上とし，次の各号の一に該当する者とする。
① 大学における課程を卒業した者
② 修士の学位を有する者（ただし，修士課程の期間は研究歴に含む。
）
③ その他，前各号と同等以上の学力があると認められた者
学位授与までの手続きは課程博士の場合と同様である。
［早期修了制度］
北里大学大学院感染制御科学府課程博士の在学期間の定めとは別に，本学の大学院学則
と学府内規に従い，次の申請条件を満たしていれば，博士後期課程 2 年次在籍の学生が学
位を申請することができ，優れた研究業績を上げた者については，学則に基づき博士後期
課程の在学期間を短縮できる道を開いている。
（博士後期課程 2 年次在籍学生の学位申請に係る審査基準）
博士後期課程の所定の単位数を修得しており，以下の申請条件を満たすもの。
①第一著者である英文論文 3 報以上が掲載の可否が審査によって決定される英文の
学術誌に原著論文として掲載が決定されていること。
（審査条件・審査方法）
①上記申請条件を満たせば 1 月初旬までに申請できる。
②申請があった場合には 1 月中旬までに公開の論文発表会（予備審査）を実施する。
③公開論文発表会の詳細は学府教授会で決定する。
④予備審査に合格した者は通常の博士後期課程の審査方法により審査する。
学位授与までの手続きは課程博士の場合と同様である。
〔点検・評価〕
感染制御科学府の教育理念に基づき，論文審査委員会により申請学位論文について厳正
な審査を行っている。平成 19（2007）年度には，博士後期課程修了者 4 名，社会人入学者
の博士後期課程早期修了者 2 名，学内外からの論文博士申請者 2 名，計 8 名に博士号が授
与された。本学府では博士後期課程の完成年度までに，全ての教育プログラムが整備され，
設置以来博士前期（修士）課程修了者 104 名に修士の学位を，また博士後期課程修了者 12
名に博士の学位が授与された。
（平成 19（2007）年度末現在）
学位授与
必須：学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性
任意：修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性

〔現状の説明〕
博士前期（修士）課程の学位審査では，主査 1 名，副査 2 名を定め，公開論文発表会を
行い，これらの評価をもとに，学府教授会において学位授与の可否を判定している。また，
博士後期課程の学位審査は，公開での口頭発表と質疑応答による予備審査会の結果を経て，
主査１名，副査 3 名をもって構成される審査委員会（教授会の審議により決定）が審査を
行い，教授会で学位認定を行っている。なお，より高度の専門性，客観性が必要とされる
場合は，必要に応じて他研究科または外部機関から副査を加え，審査を行っている。
〔点検・評価〕
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博士前期（修士）
・後期課程ともに学位審査の透明性，客観性は確保されており，現状で
は特に問題点はない。
学位授与
任意：留学生に学位を授与するにあたり，日本語指導等講じられている配慮・措置の適切性

該当しない
課程修了の認定
必須：標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における，そうした措置の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
本学府では下記の内容の早期修了制度を設け，運用している。
［早期修了制度］
北里大学大学院感染制御科学府課程博士の在学期間の定めとは別に，北里大学大学院
学則及び本学府内規に従い，次の申請条件を満たしていれば博士後期課程 2 年次在籍の
学生が学位を申請することができる。これにより，優れた研究業績を上げた者に対し，
学則に基づき博士後期課程の在学期間を短縮できる道を開いている。
（博士後期課程 2 年次在籍学生の学位申請に係る審査基準）
博士後期課程の所定の単位数を修得しており以下の申請条件を満たすもの。
①第一著者である英文論文 3 報以上が掲載の可否が審査によって決定される英文の学
術誌に原著論文として掲載が決定されていること。
（審査条件・審査方法）
①上記申請条件を満たせば 1 月初旬までに申請できる。
②申請があった場合には 1 月中旬までに公開の論文発表会（予備審査）を実施する。
③公開論文発表会の詳細は学府教授会で決定する。
④予備審査に合格した者は通常の博士後期課程の審査方法により審査する。
学位授与までの手続きは課程博士の場合と同様である。
〔点検・評価〕
申請に係る審査基準の一つとして「第一著者である英文論文 3 報以上が掲載の可否が審
査によって決定される英文の学術誌に原著論文として掲載が決定されていること。
」を設け，
厳正に審査を行っており，現状での問題点は特にない。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇学位授与
1 社会人学生に向けた新カリキュラムの検討を開始するとともに，社会人学生に向けた早
期修了制度も積極的に取り入れていくよう検討を行う。
2 博士後期課程においては査読のある英文原著論文の提出が必須であり，また，早期修了
者にはより高度の基準を設定しているが，研究領域のグローバル化にさらなる対応をし
ていくために，学位授与の厳正性，透明性について引き続き検討を重ねていく。
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第４章

学生の受け入れ

１．大学全体
１−１．学部等における学生の受け入れ（大学全体）
必須：大学・学部等の学生募集の方法，入学者選抜方法，殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合
には，その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性
必須：入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係
必須：入学者受け入れ方針と入学者選抜方法，カリキュラムとの関係
必須：入学者選抜試験実施体制の適切性
必須：入学者選抜基準の透明性
必須：入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況
必須：各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況
任意：入学者選抜方法の適切性について，学外関係者などから意見聴取を行う仕組みの導入状況
任意：ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）を実施している場合における，その実施の適切性
任意：推薦入学における，高等学校との関係の適切性
任意：高校生に対して行う進路相談・指導，その他これに関わる情報伝達の適切性
任意：科目等履修生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性
任意：留学生の本国地での大学教育，大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生受け入れ・単位認定
の適切性
必須：学生収容定員と在籍学生数，(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性
必須：退学者の状況と退学理由の把握状況
任意：編入学生および転科・転部学生の状況

〔到達目標〕
本学は「新研究分野の開拓や新規技術の創出ができる独創性と開発能力の涵養を通じ，
生命科学をリードする研究者，教育者を養成する一方，専門職業人として必要な高度専門
知識・技術を教授し，社会に有為な人材を養成する」ことを人材養成の目的としている。
この人材養成目的に相応しい学生を確保するため，以下の到達目標を設定した。（平成 12
（2000）年度大学相互評価時）
◇学生募集方法，入学者選抜方法
1 本学はキャンパスが広域に展開し，研究・教育分野も医療・理学・農水分野に及ぶこと
から，多様な広報媒体を使ってその内容を広く周知し，本学に強い関心をもつ多様な学
生を募集する。
2 各学部のアドミッションポリシーに沿った人材を確保するため，複数の試験方法を採用
し，入学後の成績を注視していくことにより，大学が目指す人材育成への影響を評価す
る。
◇入学者受け入れ方針
1 学生の質を確保するため，大学全体として一般入試（大学入試センター試験による入試
を含む）の入学者の割合が全入学者の 6 割以下とならないようにする。
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2 多様な入学生のカリキュラムへの導入を支援するとともに，入学後のガイダンスを充実
させる。
◇入学者選抜の仕組み
1 学部単独または複数学部で実施している既存の入学者選抜試験について，実施体制や過
去に起こったトラブル事例を持ち寄り，試験実施の統一基準・ガイドラインの策定に役
立てる。
2 一般入試以外の入試方法に関して，多様な媒体を使って選抜基準や評価方法をできるだ
け受験生に開示して透明性を確保するとともに，入試問題の精査を大学以外の信頼でき
る機関に依頼することで，合否判定の公正性・妥当性を確保する。
◇入学者選抜方法の検証
1 学部間で入試制度の問題点を共有することにより,次年度のミス防止に反映させる。
2 学部ごとに入試問題の検証を行うとともに，外部専門機関による入試問題の精査の改善
や向上を目指す。
◇ＡＯ入試
1 適切な評価基準に基づいてＡＯ入試を実施し，アドミッションポリシーに相応しい学生
を選抜すると同時に，この制度により入学した学生の学業についても絶えず監視を続け
る。
◇入学者選抜における高・大の連携
1 本学が期待する目的意識の高い学生の募集につなげるため，入試に関する高校への適切
な情報説明や大学独自の説明会を実施する。
◇科目等履修生・聴講生
1 科目等履修生制度の運用実績を調べ，制度の効果的運用を目指す。
◇外国人留学生の受け入れ
1 国際化に向けた留学生受け入れに対する基本的考え方や受け入れ施設など，今後の課題
について検討する。
◇定員管理
1 学生収容定員に対する在籍者の割合を適正に維持し，教育環境の整備に努める。
2 全学的に学生の在籍者数を共有し，低退学率の維持に努めるとともに，大学や学部に対
する理解を深めるための対策を講じる。
◇編入学者・退学者
1 編入学者，転学部・転学科者，退学者の動向を常に把握し，その制度の有効性や問題点
を検証しながら，帰属意識の向上，退学率の低下に努める。
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学・学部等の学生募集の方法，入学者選抜方法，殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合
には，その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性

１．学生募集の方法
〔現状の説明〕
本学は，入学試験の適正な管理・実施と入試広報活動の充実を図るため平成 15（2003）
年に北里大学入学センターを設置し，入学広報における学生募集活動を各学部と協調しな
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がら実行している。
本学の志願者数（編入，学士を除く）は，平成 15（2003）年度入試をピークに平成 18
（2006）年度入試まで漸減し，平成 19（2007）年度入試で回復の兆しを見せたものの，平
成 20（2008）年度入試では再び減少し，この５年間を通しては 11%程度の減少となってい
る。この間，入試改革として医療衛生学部，獣医学部，海洋生命科学部，理学部で新たな
選抜方法を導入するなどの見直しを行い，獣医学部，海洋生命科学部，理学部については
地方試験会場の拡大も併せて行うなど，受験機会複数化を中心とした多様な選抜方法を導
入している。学部等の改組としては，医療衛生学部衛生技術学科，獣医畜産学部の改組，
水産学部の名称変更などを行っている。このような入試改革，学部等改組にもかかわらず，
18 歳人口が減少期に入ったことに加え，医療系大学の急増，薬学部の 6 年制移行など取り
巻く環境の厳しい変化により，志願者減少を余儀なくされている。
本学の学生募集に向けた広報のうち大学が主催するものとして，夏休みに行う「オープ
ンキャンパス」
，秋の学園祭時に行う「進学相談会」
（ともに受験生対象）
，3 月に行う「大
学説明会」
（高 1，高 2 生を対象）がある。進学相談会の開催回数を増やし，3 月の大学説
明会を新規導入したことにより，大学主催の相談会等への参加者数は増加傾向にあり，平
成 19 年は 7,993 名を数えた（平成 15 年との比較で 1.8 倍）
。
オープンキャンパスについては，高等学校での進路指導の影響からか，低学年の生徒の
参加が増え，受験を控えた 3 年生の比率は 50%を下回るまでになった。これらの催しの告
知はダイレクトメールやメールマガジンを活用して発信し，情報提供を欠かさず行うこと
により参加者の増加を図っている。
高等学校教員に対する広報活動としては，前年度の入試結果，次年度の入試概要の説明
を行う「入試説明会」を大学キャンパスで開催するほか，本学の教員が高校に赴き，教育
研究の特質等を直接伝える「高校訪問」を行っている。
この他にも，受験生を対象とする「会場ガイダンス」
，
「高校内説明会」
（いずれも業者主
催）にも参加している。
広報媒体としては，大学ホームページの活用，大学パンフレット等の印刷物の作成，受
験雑誌，進学サイトへの広告掲載等を行い，積極的に受験生の接触ルート確保を図ってい
る。さらに高等学校や予備校への出張講義，予備校内説明会，大学訪問者の受け入れ等も
行っている。
これらの広報の結果，接触する受験生の総数は年々増加する傾向にあり，年間接触者数
は延べ 7 万名を超えるまでになっている。
平成 19 年度における受験生の接触方法については，雑誌媒体 31%，Web 媒体 35%，大
学主催相談会 21%で，これらだけで 90%に近い割合を占めている。
＜媒体別接触状況‑
平成 19（2007）年度＞
区分
雑誌媒体
Web
大学主催相談会
会場ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

構成比率
31%
35%
21%
4%

区分
高校ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
予備校主催説明会
その他
総計

構成比率
3%
2%
4%
100%

接触者の学年構成については 3 年生の接触者が 50%を超えているが，今後は２年生以下
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の比率がますます高まることが予想される。
＜学年別接触状況‑
平成 19（2007）年度＞
1 年生
7.4%

2 年生
22.8%

3 年生

既卒

50.7%

11.0%

その他
8.1%

合計
100.0%

募集広報活動の対象地域は，本学志願者の地区別分布に配慮して決定している。平成 20
（2008）年入試における本学志願者の分布は 5 年前と大きな変化はなく，関東圏が約 67%
を占めている。学部別にみると，獣医学部，海洋生命科学部の両学部が比較的全国から志
願者を集めているのも従前と変わらない。この実態を勘案し，会場ガイダンス，高校訪問，
受験雑誌の配本については関東圏中心に行い，農学系の 2 学部（獣医学部，海洋生命科学
部）については，全国規模で行われる農学系ガイダンス（業者主催）に参加するなどして，
大学全体の志願者の確保に努めている。
〔点検・評価〕
1 学生募集に向けた広報は，広くかつ適切な方法で受験生に本学の特色及び各専門分野に
関する説明，情報を提供し，関心を高めることを目標として実施した。具体的には，受
験生の接触ルート，出願状況を十分に配慮した全方位的募集により，結果としてオープ
ンキャンパス等の参加者からの出願は 60%以上にのぼった。
2 現行の広報活動は出願実績を踏まえたもので新規開拓といえる部分は少なくなっている
が，全入時代を迎えた今，志願者の確保が必ずしも入学者の確保に繋がらない可能性も
あることから，ここ数年の，出願実績に基づくより確実性を重視した広報計画の方向性
で誤りはないと考える。
２．入学者選抜方法の位置づけ等の適切性
〔現状の説明〕
入学者の選抜方法については，各学部がそれぞれの教育上の目的に沿った人材を確保す
べく入試計画を策定している。入学センターは，競合他大学が採用している選抜方法を示
すことなどで各学部に多様な入学試験の検討を促しているが，採択可否の決定は学部主体
で行っている。入学願書受付業務は一括して入学センターが行うが，試験の実施，合否判
定，合格発表，入学者処理等は各学部で行っている。
各選抜方法における位置づけは次のとおり。
(1) 指定校推薦入学試験
本学が過去の出願・入学実績から選定し指定した高等学校出身者で，本学への入学を強
く希望し，高等学校での学習成績等本学が提示する受験資格を満たす者として高等学校長
が推薦する生徒に対して実施する。平成 20 年度入試では，薬学部，獣医畜産学部（生物生
産環境学科のみ）
，医学部，看護学部の 4 学部の実施となっている。出願の条件として，学
業成績（全体の評定平均値）
，履修科目等の基準を設けている。医学部については，基礎学
力を確認するための適性試験を課す。なお，一般的には指定校推薦は合格した場合，入学
を確約できる者を推薦の条件として高等学校に依頼するため，受験者全員合格が常識化し
ているが，医学部においては，毎年のように志願倍率が 1.4 倍を超える状況が続いているこ
とがあって，結果として不合格者を出す形になっている。一方，看護学部については，平
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成 18（2006）年度から募集定員を 50 名に増員したが，次年度以降いずれの年も定員確保
ができていない。
(2) 公募制推薦入学試験
本学への入学を強く希望し，高等学校での学習成績等本学が提示する受験資格を満たす
者として高等学校長が推薦する生徒に対して実施する。合否は小論文，面接，調査書等で
決定する。獣医学部，海洋生命科学部，理学部，医療衛生学部のすべての学科で導入して
いる。獣医学部，理学部，医療衛生学部の小論文は，理系科目の基礎学力検査，英文の出
題，資料分析型の出題により実施している。
志願者数は平成 16（2004）年度以降減少著しく，平成 20（2008）年度入試では大学全
体でも 408 名となっている。学部ごとにみてみると海洋生命科学部を除きすべてが 5 年前
より 40%以上減少している。
(3) 選抜入学試験【前期・後期,Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期】
本学への入学を希望する者の中から基礎学力の高い学生を選抜するために実施する。高
等学校での学習到達度について学力検査により評価し，合否を決定する。他大学の一般入
学試験に相当する試験制度である。志願者数は最も大きく，全学部全学科で導入している。
志願者数は平成 16 年度の 13,142 名が，平成 20 年度入試では 10,899 名まで減少している
（17%減）
。受験者は学部ごとにみると，医学部以外すべてで減少している。
(4) 大学入試センター試験利用選抜入学試験【前期・後期】
本学への入学を希望する者の中から基礎学力の高い学生を選抜する目的で，独立行政法
人大学入試センターにより実施される試験の成績を利用して合否を決定する。指定科目を
工夫することで，選抜入学試験よりも幅広い基礎学力を持った入学者の確保が期待できる。
センター利用入試の前期については，薬学部，獣医学部，海洋生命科学部，理学部，医療
衛生学部で導入しており，医学部，看護学部では導入していない。前期についてはいずれ
の学部も個別学力検査を課していない。指定科目，配点（素点の取扱い）等は学部により
異なる。なお，センター利用入試の後期については，獣医学部の動物資源科学科，理学部
の物理学科，生物科学科，海洋生命科学部が導入しており，理学部は個別学力検査を「面
接」として行うが，獣医学部，海洋生命科学部は個別学力検査を課していない。
センター利用入試の志願者数は，平成 20 年度入試では 4,974 名となり，5 年前に比べて
10%増となっている。学部ごとにみると薬学部が 40%減と大きく減少しているのに対して，
海洋生命科学部（56%増）
，理学部（69%増）
，医療衛生学部（30%増）は大きく増加してい
る。
(5) 大学入試センター試験併用選抜入学試験
センター利用入試の成績に加えて個別学力検査（学科目試験）を課すことで，本学が求
める高い能力を持った学生を選別するために実施する。理学部の物理学科で平成 18（2006）
年度入試より導入している。募集規模が小さいため志願者はいずれの年も 50 名未満で少な
い。
(6) ＡＯ選抜入学試験
本学の建学の理念，教育方針をよく理解した者に対し，学力検査によらず，受験生本人
の資質，適性，意欲等を多面的，総合的に評価するために実施する。自己推薦入試の色合
いが強く，高等学校長の推薦は要しない。医療衛生学部健康科学科，獣医学部動物資源科
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学科，生物環境科学科，海洋生命科学部で導入している。獣医学部については，高等学校
を指定するＡ方式と指定しないＢ方式を設けている。大学教育を受ける基礎学力があるこ
とを前提として，いずれの学部も学力検査は行わずに，提出書類，実験，面接，レポート
等で合否を判定する。小規模な募集であるため志願者も少数で，平成 15（2003）年度入試
時点で医療衛生学部 1 学部 2 学科の試験で 20 名であった志願者は平成 20（2008）年度入
試でも獣医学部，海洋生命科学部，医療衛生学部の 3 学部 4 学科で 44 名にすぎない。
(7) 帰国生徒特別選抜入学試験
日本国籍を有する者で保護者の海外在住のため海外で学校教育を受けた者で，国際性を
備えた学生を選抜するために実施する。獣医学部（獣医学科）と海洋生命科学部で導入し
ている。募集はいずれも若干名で，小論文，面接等で合否を判定する。特別な受験層を受
け入れるための入学試験ということもあり，志願者は常に 5 名に満たない範囲に止まって
いる。
(8) 社会人特別選抜入学試験
社会人としての経験を有する者で，キャンパスの活性化を期待して実施する。薬学部と
医療衛生学部で導入している。募集はいずれも若干名で，薬学部では学力検査を課してい
るが，医療衛生学部は課していない。小論文，面接はいずれの学部も行っている。なお，
薬学部については編入学試験の出願資格を満たす者は，社会人特別選抜と編入学試験を併
願することを認めている。この入学試験制度を導入する大学が増えたことによる競合の影
響か，本学への志願者減少が続いている。
(9) 学士入学試験
4 年制以上の大学（外国の大学を含む）を卒業し，学位（学士）を取得した者あるいは取
得見込の者を対象として実施し，学生間の交流や知識の応用を期待している。獣医学部（獣
医学科）
，医学部，看護学部で導入している。募集はいずれも若干名で，小論文，学力検査，
面接等により合否を判定する。競合他大学の参入が多い看護学部と，試験時期を後ろに延
ばした医学部の減少が目立っている。
(10) 編入学試験
大学・短期大学・専門学校等を卒業あるいは卒業見込の者，大学に一定期間以上在学し，
所定の単位を修得した者（修得見込み者）などを対象として実施する。薬学部，看護学部，
医療衛生学部で導入している。試験は学力検査，小論文，面接等により合否を判定してい
る。募集人員は薬学部，看護学部が若干名で入学定員の枠内で入学させているが，医療衛
生学部については，入学定員の枠外に編入学定員を設けて別途入学させている。平成 20 年
度の出願状況は 5 年前に比べ 40%減となっている。
〔点検・評価〕
１．各学部のアドミッションポリシーに沿った人材の確保を目指して，受験機会の提供
や入試方法の複数化を実施してきた。以下に入試方法ごとの点検・評価の結果を示す。
(1) 推薦入試（指定校制，公募制）
指定校制については，一定レベルの学力を有するものを確実に確保する方法として極め
て有効といえるが，公募制の方は早期合格を主目的とする受験生がおり，学力レベルのバ
ランスを欠く者が含まれる可能性が高まってきている。「推薦入試では学力検査を課さな
い」とするならば，この危険性は今後ますます高まっていくと予想できる。
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(2) 選抜入試
最も多くの志願者を集める入学試験のため，受験機会の複数化，第 2 志望制の導入など，
入試改革の中心となる選抜方法である。実際，改革による効果が最も期待できる。
ただし，受験機会の複数化については，前期入試，後期入試のように試験日ごとに一定期
間を空けて実施するものについては，志願者増の面でいい効果が出ているが，連続する日
程で行われる試験日自由選択制については，志願者延べ数は増加するものの，両日受験し
ても，好成績日の試験結果をもって合否判定されることから，実志願者数の増加には繋が
っていない。
(3) 大学入試センター試験利用選抜入学試験
大学入試センター試験利用選抜入学試験については，単なる受験機会の複数化による志
願者増ということのみならず，この方式で出願してくる受験生は学力レベルが高い，ある
いは学力のバランスが優れている，という期待が大きく，実際入学後もその期待に応えて
いる。ただし，学力への期待から指定する科目数が多すぎると，想定していた程の志願者
が得られないことに繋がるので，慎重に設定する必要がある。また，志願者の確保が入学
者の確保に繋がらないことも検討する必要がある。
(4) アドミッション・オフィス選抜入学試験（ＡＯ入試）
ＡＯ入試は早期に入学者が確保できるという面で大学にとってメリットが大きいものの，
その特性として，高等学校から学力の保証を受けていない生徒の受験が可能な「自己推薦
入試」の色合いが強いことから，他の選抜方法の入学者よりも学力にばらつきが認められ，
入学後の学力の維持・向上に困難をきたす学生が生じている。
(5) その他の選抜方法
その他は，1 年次から入学する，帰国生徒，社会人入試と 2 年次以上から入学する学士入
学，編入学試験に分けられる。受験層も狭く入学定員に対する募集人員は小さいが，入学
試験の多様さに寄与するものといえる。別途編入学定員を定めた募集を行っている医療衛
生学部にあっては現状維持が妥当と思われる。また，いずれの入学者も個人個人の履修の
背景が異なることから入学後の指導は通常の学生以上に単純に行かないという難しさがこ
れらの選抜方法の入学者に存在する。
入学者受け入れ方針等
必須：入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係
必須：入学者受け入れ方針と入学者選抜方法，カリキュラムとの関係

〔現状の説明〕
本学の理念は，<1>生命科学の最先端に位置する教育学術研究機関となる（生命科学のフ
ロンティア），<2>社会の要請に応じた教育と基礎研究・応用研究に最善を尽くし，絶えず
改善改革を進める，<3>新研究分野の開拓や新規技術の創出ができる独創性と開発能力の涵
養を通じ，生命科学をリードする研究者，教育者を養成する一方，専門職業人として必要
な高度専門知識・技術を教授し，社会に有為な人材を養成する，<4>教育・研究・医療の諸
活動を通じて社会貢献を目指すことにある。
さらに具体的な教育の特色として，生命現象を解明するために，<1>生命科学の基礎的研
究分野（理学部），<2>動植物と環境に関する分野（獣医学部，海洋生命科学部），<3>人間
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の生命と健康に関する分野（薬学部，医学部，看護学部，医療衛生学部）の 3 つのフィー
ルドから総合的にアプローチし，これらのフィールドで活躍する優れた人材の育成に努め
るとともに，学術研究を推進して，21 世紀社会が直面する課題に積極的に応える 生命科
学のフロンティア をめざすことを掲げている。
入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）としては，
「建学の精神に則り，生命現
象の科学的解明，疾病の予防・診断・治療の向上，生物資源の探索と利用，環境の保全と
創造などの生命科学の各分野で活躍できる人材養成を目的とする」ことを掲げ，学生募集
要項，大学ホームページに掲載し周知に努めている。
医療系の学部においては，卒業後，医療業務に従事する可能性が高いことから，単に学
力に偏ることなく，意志，意欲，自己表現力，理解力，コミュニケーション能力など多面
から人物の適性を評価する選抜方法を取り入れている（推薦入試，ＡＯ入試では，面接，
小論文を設定。センター利用入試では読解力等を測るため国語を指定科目に加えている。
）
なお，入学者選抜方法については，これらの要件をみたす人材確保のため，複数の選抜
方法を導入するとともに，入学後の学習への影響に配慮し，受験生の最低要求基準として
試験科目数を設定し，カリキュラムとの適切な関係性を保つよう努めている。
〔点検・評価〕
1．それぞれの学部・学科・専攻の学習・教育目標を明確にして説明（広報）することに努
めている。入学者は基本的には自らの学部・学科・専攻に対する理解度は高く，国家資格
に直結する学部学科ではとりわけ，入学後のモチベーションが持続される傾向にあった。
2．ほとんどの学部で大学・学部等の理念・目的・教育目標を明確に示し，それに沿ったカ
リキュラムを展開した結果として，中途退学率を低くとどめるのにつながっている。
3．アドミッションポリシーについては，一部の学部では募集要項，大学ホームページへの
掲載に止まっており，大学案内（パンフレット）への掲載がないなど，学部により周知が
十分ではなかった。
4．アドミッションポリシーに対する理解については，推薦入試，ＡＯ入試などの入試制度
に比べ，一般入試，センター利用入試などの選抜性の高い入試制度においては，周知が行
き届いているとは言えなかった。
5．全入時代及び「ゆとり教育」の弊害を抱える今日においては，大学が期待するレベルの
学力担保がある入学者を確保することは難しくなっている
6．学力が不安な入学者に対して学習支援室を設けてフォローする体制をとることで，学力
不足を補うことが可能となった。
7．生命科学の分野で活躍できる人材養成を目的とする本学においては，各学部の努力によ
り，進級率も高く，国家試験の現役合格率がほぼすべて全国平均を上回っていた。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜試験実施体制の適切性

〔現状の説明〕
北里大学における入学試験を適正かつ円滑に実施するため，北里大学学部長会のもとに
北里大学入学試験委員会を置き，全学的な視点に立って各学部・大学院の入学試験制度な
どについて協議している。委員は入学センター長，各学部（研究科）
・一般教育部から選出
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された者，学長が指名した者及び入学センター事務長で構成している。
入試の実施体制は，学長を総括責任者とし，各学部長が入試統括者及び入試実行責任者
となり，学部ごとの入学試験を実施している。また，大学入試センター試験の実施にあた
っては，白金・相模原・十和田・三陸の 4 キャンパスの実施責任者を当該学部長（相模原
については理学部長と医療衛生学部長が輪番で担当）とし，学長が統括責任者となって緊
密な連携のもと，遺漏のないよう特段の配慮を行っている。
〔点検・評価〕
1．入学試験の大枠は北里大学入学試験委員会や実施責任者のもと，文部科学省の「大学入
学者選抜入試実施要領」に従い，学部ごとに適切に実施されてきている。
2．学部ごとに作業方法・手順などが異なることもあり，業務に関わる学部担当者に多大な
労力を強いる場合もある。入学試験の運営を一層適切・安全かつ迅速に実施するため，統
一した基準・ガイドラインを策定し全学の共通認識のもとでの運営を行うべく検討を実施
する。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜基準の透明性
必須：入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況

〔現状の説明〕
<1>選抜方法について
募集要項をはじめ，入試広報冊子，大学ホームページなどで，選抜方法（出題教科，出
題範囲，試験時間，配点等）を公開している。公募制推薦入試では，小論文や面接の方法・
形態などを公開している。
<2>入試結果について
受験希望者に広く配付する入試広報冊子（北里大学『入試ガイド』
）等には各入試制度に
おける前年度の志願者数，受験者数，合格者数，実質倍率，合格者の最高点・最低点など
を掲載し，公表している。募集要項にも同内容の冊子を同封している。
また，選抜入試（センター試験利用入試を含む）の不合格者のうち希望する者に対して
は，本人の請求にもとづき個人成績をランクに分けて公表している。
<3>入試問題について
入試問題は過去問題集として冊子及び大学ホームページで公開している。選抜入試では
模範解答も合わせて公開している。
<4>合否判定について
入試問題の出題の適切性・妥当性を確保するため，内部の精査に加え，外部業者に問題
精査を委託し，適切かつ公正な判定が行われるよう配慮している。
〔点検・評価〕
1．入学選抜基準に関しては，選抜方法・入試結果・入試問題を公表することにより，受験
生に選抜方法・出題傾向・合格最低点など開示し，選抜基準の透明性を確保した。
2．合否判定は，外部業者による問題精査結果を踏まえ，入学試験委員会での判定を経て学
部の教授会において厳正に行っている。このように，学内で行える最大限かつ複数の確認
手続を経ることで，公正性・妥当性を確保している。
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3．選抜基準のうち，調査書の取り扱いについては推薦入試の一部を除いては詳細な基準の
公表がなく，
「総合的に判定する」としている。そのため，合否判定における調査書の比重
を明確にすることが望まれる。
入学者選抜方法の検証
必須：各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況
任意：入学者選抜方法の適切性について，学外関係者などから意見聴取を行う仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
各学部では入学試験委員会の設置や出題委員，問題精査委員等の選出を行い，①入試計
画の策定，②入試問題の作成，③入試問題の精査点検，④入試問題の分析等を行っている。
全学的な取り組みとしては，入学センターから各学部に対し，出題ミス防止を啓発する
とともに，平成 17（2005）年度一般選抜入学試験より，外部の専門機関に入試問題の精査・
分析を委託し，入試実施直後に出題ミスの有無や問題の難易度等を検証している。
具体的な問題精査方法は以下のとおりである。試験終了後，学部より入試問題及び正解
を外部専門機関に提供しする。専門機関は実際に問題を解き，正解との答合わせを行い，1）
別解が存在する可能性の指摘，2）解答が存在しない可能性の指摘，3）解答する上で気に
なる点の指摘，4）出題範囲内での出題かの指摘，5）高校の履修範囲内での出題かの指摘，
6）体裁・表記など問題全体で気になる点の指摘，について報告する。
なお，学外関係者などから入学者選抜方法の適切性について意見聴取を行うシステムは
現在導入していない。
〔点検・評価〕
1．本学の入試は，学部ごとに出題範囲が異なるため，各学部がそれぞれの入試制度におい
て独自に入試問題の検証を実施している。北里大学学部長会における報告を通じて，他学
部における入試制度の事例を共有し，当該学部での検証にも生かされている。
2．外部専門機関による入試問題精査を取り入れることにより，合格発表までの短期間にス
ピーディーかつ客観的に問題精査を行い，入試過誤を未然に防ぐことができた。また，次
年度の入試問題作成にこれらの検証結果を反映させることにより，入試問題の適切性の維
持に繋げることができた。
ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）
任意：ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）を実施している場合における，その実施の適切性

〔現状の説明〕
ＡＯ入試は自己推薦書あるいは出願理由書，面接，課題レポート等を通して，学力偏重
ではなく多面的，総合的な評価を行うことが可能であり，当該分野に熱意と強い志を備え
た多様な人材を選抜できる点で評価できる。また，推薦入試以前に実施され，入学者を早
期に確保できる点，従来のような短時間の面接ではなく実験や面接を通じて志願者とのコ
ミュニケーションを図ることにより多くの情報を得られるなど大学としてのメリットも大
きい。本学では，平成 15（2003）年度より医療衛生学部衛生技術学科産業衛生学専攻（現，
健康科学科）
，医療工学科臨床工学専攻において初めて導入した。平成 19（2007）年度に
は獣医学部の動物資源科学科，生物環境科学科で，平成 20（2008）年度には海洋生命科学
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部で導入を開始した。
ＡＯ選抜入学試験は，大学が求める学生像を明確に示したうえで，学力検査を選抜基準
とせず，入学志願者の能力，適性，意欲，関心等を面接，課題レポート，実験等を通して，
多面的，総合的に評価して選抜する入学試験である。獣医学部については，高等学校を指
定するＡ方式と指定しないＢ方式を設けているが，いずれの学部も学力検査は実施せず，
提出書類，面接，レポート等で合否を判定している。募集は小規模で志願者は平成 15（2003）
年度入試時点で医療衛生学部 1 学部 2 学科の試験において 20 名，平成 20（2008）年度入
試では獣医学部，海洋生命科学部，医療衛生学部の 3 学部 4 学科で実施し，44 名となって
いる。
なお，医療衛生学部医療工学科臨床工学専攻については，出願状況，ＡＯ入試入学者の
学業成績等を総合的に判断し，平成 18（2006）年度入試をもって募集を休止している。海
洋生命科学部も出願状況と学部教員の負担を勘案して，平成 20 年度入試では募集を休止す
ることにした。
〔点検・評価〕
1．ＡＯ入試は多様な学生を選抜できる点で評価できるものの，高等学校からの保証を受け
ていない生徒の受験を認める「自己推薦入試」の色合いが強いという側面を持つ。その結
果，他の選抜方法の入学者よりも学力にばらつきが認められ，入学後の学力の維持・向上
に困難をきたす事例も見受けられた。
2．今後，平成 14（2002）年から始まった「ゆとり教育」による学力二極分化が著しい世
代の大学入学が本格化し，学力不足のまま入学した場合，修学に支障を来たすケースが増
えることが懸念された。
3．ＡＯ入試については，推薦入試以上に学力担保がある学生の確保が難しく国家資格取得
をめざす学部の多い本学においては，志願者確保だけを目的とした安易な導入は避けるべ
きと判断された。
入学者選抜における高・大の連携
任意：推薦入学における，高等学校との関係の適切性
任意：高校生に対して行う進路相談・指導，その他これに関わる情報伝達の適切性

〔現状の説明〕
本学では，指定校推薦入学試験（薬学部・獣医学部生物環境科学科・医学部・看護学部）
及び公募制推薦入学試験（獣医学部・海洋生命科学部・理学部・医療衛生学部）を実施し，
それぞれの学部の掲げるアドミッションポリシーに則って入学者を選抜している。指定校，
公募制ともに高等学校長から推薦を得た生徒を受験させ，調査書を重視した合否判定を行
っている。なお，推薦状に記載された当該生徒に関する高等学校の評価には全幅の信頼を
よせている。指定校推薦入学試験については，合否結果を高等学校宛に通知している。
また，高等学校教員とのコミュニケーションを図るため，例年 5 月から 6 月にかけて「入
試説明会」を開催し，本学の教育理念，入学試験結果及び次年度の選抜方法等について説
明するとともに，質疑応答や個別相談，アンケートを通して各高等学校の進路指導担当教
員からの意見・要望を聴取し，入学試験計画の策定に生かしている。一方，入学アドバイ
ザーが高等学校を個別に訪問し，入試結果を伝えるなどの活動も継続的に実施している。
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高校生に対して行う進路相談・指導，その他これに関わる情報伝達については，入学セ
ンターと各学部入試担当部門が連携を図りながら行っている。情報伝達は「大学案内」や
「進学雑誌」等の印刷媒体と「大学ホームページ」
「進学サイト」等の Web 媒体，
「オープ
ンキャンパス」
「進学相談会」等の直接接触するもの大別されるが，それぞれの広報ツール
を効果的に組み合わせながら広報活動を展開し，受験生の利便性を高めながら接触ルート
も確保している。
重要な広報媒体の 1 つである大学案内（パンフレット）は，入学センターで作成してい
る大学及び学部の教育・研究内容等を紹介した「大学案内パンフレット」と各学部におい
て作成している学部・学科の教育・研究等の詳細が記載された「学部案内パンフレット」
があり，高校生が進路決定を行う際のツールとしてそれぞれ有効に活用されている。同様
にホームページについても，入学センターが，大学全体を紹介する入口的な役割をもった
ものを作成し，各学部においては学部の特色を分かり易く紹介したものを作成している。
「オープンキャンパス」
「進学相談会」
「大学訪問」等，高校生参加型の企画については，
高校生・保護者が大学・学部の施設等の見学や，教員や在学生が必要な情報をアピールで
きる内容となっており例年高校生の満足度が高いと企画であるとともに，大学からも高校
生等に直接的にアピールすることができる重要な広報活動の場となっている。実施にあた
ってはホームページでの告知や DM の送付，メールマガジンの配信，高等学校への案内状・
告知ポスター・チラシの送付等，広報ツールの特長を活かしながら情報を発信し，イベン
トへの参加を促している。
高校生への情報伝達は上記以外にも，直接的な情報伝達ツールとして，大学が主催し，
学外で実施する「進学相談会」
，業者が主催し，学外で実施する「会場ガイダンス」や高校
で実施する「高校内説明会」
，学部教員による「出張講義」等，大学が出向いて大学情報を
発信する方法を実施している。
一方，資料請求者等の接触者について，男女別，学年別，地域別，媒体別等の分析を行
い，これらの分析結果にもとづいて次年度以降の広報計画を立案し，広報活動を行ってい
る。
〔点検・評価〕
1．推薦入学においては，本学が期待する生徒を推薦してもらえるよう，入試説明会，高校
訪問で説明すると同時に高等学校教員から意見を聴取できており，高等学校とは緊密かつ
適切な関係に保てていると評価できる。平成 7（1995）年に開始した「入試説明会」につ
いては，入試関連行事の中でも高等学校の進路指導担当教員との情報交換の場として重要
なものに位置づけており，高等学校においても，説明会で本学から提供される入試情報等
は，専願扱いの推薦入学試験を希望する生徒への進路指導において有効に活用されている。
2．高校生に対して行う進路相談・指導，その他これに関わる情報伝達については，資料請
求者や各種イベント参加者等の接触者（延べ数）が，平成 16（1996）年度より毎年 4〜5％
ずつ増加していることから，効果的かつ適切に行われていると評価できる。
3．広報ツールも，雑誌，Web 等多岐にわたっており，高校生の利便性に十分配慮している。
特に，高校生・保護者を対象として大学で行っている「オープンキャンパス」等の参加数
は平成 17（2005）年 7,100 人，平成 18（2006）年 7,667 人，平成 19（2007）年 7,993
人と毎年，記録を更新している上に参加者からの出願率が他の広報ツールより高いことか
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ら，最も効果の高い広報手段と評価できる。
4．推薦入学試験は本学の教育理念を理解した目的意識の高い志願者を確保するうえで効果
的な試験制度であるが，学部によっては志願者の大幅な減少も見受けられ，志願倍率の低
下とともに，志願者の学力低下も懸念される。
科目等履修生・聴講生等
任意：科目等履修生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

〔現状の説明〕
本学は，北里大学科目等履修生制度により，全学部とも実習を除く殆どの科目を開講し，
ホームページ等により広く募集している。
〔http://www.kitasato-u.ac.jp/daigaku/syogai/rishu01.html〕
出願資格は学則第 28 条第１項に定められた「学部に第 1 年次に入学できる資格を有し，
かつ履修科目を学修し得る十分な学力があると認められる者」としている。なお，
「学位授
与機構に申請し学士の学位の取得を目的とする者，教育職員免許状の取得を目的とする者」
については，その他の出願資格を課している。
また，科目等履修生が，履修した科目の試験を受け，当該試験に合格したとき，または
履修した科目の審査に合格したときは，教授会の議を経て単位を授与し，単位修得証明書
または履修証明書を交付することとしている。
さらに，科目等履修生として修得した単位は，当該履修生が本大学の正規の課程に入学
した際には，60 単位を限度として卒業要件単位に加えることができる。
過去 5 年間の科目等履修生数は，平成 16（2004）年度 4 名（29 単位）
，平成 17（2005）
年度 3 名（12 単位）
，平成 18（2006）年度 4 名（10 単位）
，平成 19（2007）年度 2 名（12
単位）
，平成 20（2008）年度 4 名（16 単位）である。
〔点検・評価〕
1．科目等履修生の受け入れ方針・要件についての制度が適切に定められ，運用されている
が，受け入れ実績は少ない。本制度の今後のあり方について検討する必要がある。
外国人留学生の受け入れ
任意：留学生の本国地での大学教育，大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認
定の適切性

〔現状の説明〕
本学においては，学部留学生招聘制度はなく，在籍者もいない。
定員管理
必須：学生収容定員と在籍学生数，(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性

〔現状の説明〕
本学の学生収容定員と在籍学生数における定員超過の著しい学部・学科は，獣医学部生
物環境科学科 1.30 倍であり，その他の学部・学科等は定員超過率 1.29 倍以下である。
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また，欠員となっているのは，獣医畜産学部生物生産環境学科 0.96 倍のみである。獣医
学部生物生産環境学科（0.96 倍）に関しては，学部改組（平成 19（2007）年設置届出）に
より生物環境科学科（1.30 倍）となったことを踏まえると，この 2 学科の平均定員超過率
は，1.10 倍と積算できる。
○学生収容定員と在籍学生数の比率
薬学部
海洋生命科学部
医療衛生学部

1.02 倍
1.13 倍
1.17 倍

獣医学部
看護学部

1.21 倍
1.20 倍

医学部
理学部

1.11 倍
1.24 倍

編入学定員を設定している学部は医療衛生学部のみである。(編)入学定員と(編)入学者
数の比率が 0.59（定員 66 名，在籍者 39 名）と低い値だが，入学試験により選抜した結果
であり，問題とは考えていない。
一般入試（大学入試センター試験を含む）入学者の全入学者に対する割合は，最低で
65.5％（看護学部）
，最高で 88.2％（理学部）である。
○ 各学部および大学全体における全入学者数に対する一般入試入学者数の比率（2008
年度）
薬学部
海洋生命科学部
医療衛生学部

65.6％
71.0％
81.6％

獣医学部
看護学部

79.4％
65.5％

医学部
理学部
大学全体

75.2％
88.2％
76.4％

〔点検・評価〕
1．学生収容定員と在籍学生数の比率は全ての学部・学科・専攻について 1.29 倍以下であ
ること，大学全体の学生収容定員と在籍学生数の倍率も 1.14 倍であり，許容範囲内にとど
めることができた。
2．一般入試入学者の全入学者に対する割合は何れの学部においても 60％を上回っている。
編入学者，退学者
必須：退学者の状況と退学理由の把握状況

〔現状の説明〕
本学における学部学科の退学者数は毎年度 120 名程度で，退学率は 1.6％である。全国
550 校の退学率平均*（2.9％）と比較すると低い数値といえる。
退学者については，本人からの申し出に基づき，クラス担任との面談を実施する。これ
により退学理由の把握が可能となる（理由の多くは進路変更等で，本人の不満足入学が原
因）
。クラス担任との面談を経て，大学が保護者と連絡をとり，退学意志・保護者の合意の
確認の後，各学部教授会で審議のうえ退学を決定する。なお，大学は，退学後の進路につ
いても相談に応じている。
一方，各学部における退学者の情報は教学センターに集約され，北里大学学部長会にお
いて定期的に報告される。
（*平成 18（2006）年度に実施の日本私立学校振興・共済事業団の調査による。なお，
同調査による，国立大学の平均退学率は 1.65％，私立大学の平均退学率は 3.3％。
）
〔点検・評価〕
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1．退学理由の多くが進路変更であることから，各学部の広報段階でのアドミッションポリ
シーの周知を図ることが重要である。
2．退学率が高い学部学科においては，当該学部において，入試委員会・教育委員会・教授
会において真剣な議論を重ね，その詳細な理由を把握するとともに，入試体制，教育体制
等の改善策を講じている。
3．退学率を低く抑えるために，獣医学部や海洋生命科学部では，低学年次教育のなかで，
専門分野における体験学習，専門分野を学ぶキャンパス見学等を実施していることは評価
できる。
編入学者，退学者
任意：編入学生および転科・転部学生の状況

〔現状の説明〕
本学は，4 年制大学を卒業した者，他の 4 年制大学を中途退学した者及び異なる制度の学
校（短期大学，高等専門学校など）を卒業した者を対象として，編入学生を受け入れてい
る。
編入学生及び転科・転部学生の受け入れに際しては，単なる 2 年次以上の定員充足では
なく，同学生を受け入れることによる教育的効果を検証し，明確な受け入れ目的を定め，
一部は社会人の生涯教育に資する地域貢献を視野に入れて実施している。これにより，学
業・学習態度・生活態度等共に刺激し合う相乗効果が生まれ，大学の活性化につながって
いる。また，編入学生は志望動機が明確であり，学習意欲も高くクラスのリーダー的存在
になっている。
○編入学
編入学については，学則に次のとおり規定している。なお，編入学試験（学士入学含む）
を行う学部は，薬学部・獣医学部獣医学科・医学部・看護学部・医療衛生学部である。
〈第 30 条（編入学）
〉
次の各号の一に該当する者が，本大学に編入学を願い出たときは，第６条の編入学定
員の規定により，選考のうえ相当年次に入学を許可する。
ただし，編入学定員を定めていない学部の学科においては，定員に余裕のある場合に
限り，選考のうえ相当年次に入学を許可することがある。
(1) 大学を卒業した者及び学士の学位を有する者
(2) 大学に 2 年以上在学し 62 単位以上を修得した者
(3) 外国において，学校教育における 14 年以上の課程を修了した者
(4)

短期大学，高等専門学校，国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所を卒業

した者
(5) 学校教育法施行規則第 92 条の 3 に定める従前の規定による高等学校，専門学校
又は教員養成諸学校等の課程を修了した者又は卒業した者
(6)

専修学校の専門課程のうち，文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了し
た者で，学校教育法第 56 条に規定する大学入学資格を有する者

２

前項により入学を許可された者の，既に修得した授業科目及び単位数並びに在学す

べき年数の認定は，教授会の議を経て行う。
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３ 前項の規定は転入学，再入学の場合にも適用する。
４ 編入学に関する規程は別に定める。
○転学部，転学科，転専攻
本学において転学部・学科（転専攻）を行う学部は，獣医畜産学部・海洋生命科学部・
看護学部・医療衛生学部（転専攻）である。対象は，1 年次修了見込みの者または 2 年次以
上の在籍者とし，転籍年次は基本的に第 2 年次である。
この制度は，第 1 志望学部への入学が叶わなかった不本意入学の学生，入学後に進路を
変更したくなった学生を救う手立てのひとつとなっている。しかし，当該年度の在籍状況
を踏まえた上で実施されるものであり，行わない年度もある。また，在籍中の入学難易度
が高い学部等に転籍を希望する傾向が強く，学力不足により転学部等ができない例が多い。
転学部，転学科，転専攻については，学則に次のとおり規定している。
〈第 33 条（転学部，転学科，転専攻）
〉
本大学の学生で，本大学の他の学部へ転学部を希望する者，または同一学部内の他の
学科及び他の専攻へ転学科，転専攻を希望する者があるときは，定員に余裕のある場合
に限り，選考のうえ相当年次にこれを許可することがある。
２

前項により転学部等を許可された者の，既に修得した授業科目及び単位数並びに在

学すべき年数の認定は，教授会の議を経て行う。
３ 転学部，転学科，転専攻に関する規程は別に定める。
〔点検・評価〕
1．編入学制度は適切に運用され，大学や学生間の学業活性化に貢献している。
2．転学部・学科（転専攻）制度が整い，入学後のミスマッチを救う手だてとして役立って
いる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇学生募集，入学者選抜方法
1 学生募集の方法については，18 歳人口の減少という避けがたい社会的要因による志願者
減少が続くため，本格的な全入時代となった場合であっても，受験生の志向にあった確
実性があり効果的な広報媒体（Web，雑誌，説明会，HP など）を使用して，繰り返し，
最新の情報を分かりやすい形で受験生に情報提供を続ける。
2 広報活動の見直しを行い，各学部の教育・研究内容が受験生に十分伝わるように努力す
ることで，目的とする学生への周知を図る。
3 入学者選抜方法はこの数年で拡大化，細分化しすぎたきらいがあり，まず入試制度の再
点検・再評価を行う必要がある。
4 受験機会複数化，科目軽減という拡大路線の入試改革については，実志願者の減少，歩
留まり率の低下など既に効果的とはいえないものも見られるので，今後はむしろこれま
で実施してきた選抜方法の中から学力担保に配慮し，有効性を検証し再構築する方向で
検討する。
5 さらに学力試験を免除した入学試験についても，再点検を行い，ＡＯ入試などは「一人
一人丁寧に時間をかけて審査し，選抜する」という本来の姿に立ち返り，安易な早期入
学者確保は回避する。
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6 早期に入学が決定する者に対してはモチベーションの維持，基礎学力向上のため，課題
の提出を求める，スクーリングを実施するなど入学前教育（接続教育）を徹底していく。
7 学習全般に対し受動的で，自学自習のできない受験生が一般的に増加傾向にあるので，
一般入試，センター利用入試からの入学者も含めたすべての入学者に対し入学後の学習
支援体制を充実する。
◇入学者受け入れ方針等
1 現状においては，アドミッションポリシーの周知が十分とは言えないため，今後，大学
案内（パンフレット）へ掲載することはもちろん，オープンキャンパス等の説明会，相
談会における紹介・説明などで更なる周知に努める。
2 入学者受け入れ方針と入学者選抜方法，カリキュラムとの関係を保つには，入学者の学
力の担保（基礎学力の確保）が重要であり，大学・学部のアドミッションポリシーに則
った選抜方法の改善を各学部の入試委員会などで進める。
◇入学者選抜の仕組み
1 入学者選抜試験実施体制の適切性を図るべく，全学で統一した基準・ガイドラインの策
定に向けて北里大学入学試験委員会を中心に議論を進め，指示系統・判断基準・対応方
法等が適切・安全かつ迅速に行える体制作りを行う。
2 選抜基準についてはさらに透明性を高めるために，書類審査，面接についての選抜基準
を具体的に公表する必要があると判断され，それぞれの評価基準（調査書の取り扱いに
ついてなど）のさらなる公表を今後検討する。
3 入学試験は情報の機密性を保持しながら様々な角度から公正性・妥当性を自ら確認して
運営する必要があり，常に点検を怠らない機構の構築を検討していく。
◇入学者選抜方法の検証
1 良質な入試問題による公平かつ公正な入学試験の実施に向けては，出題委員や問題精査
委員等関係者による検証結果の再検討と学部における入学者選抜試験実施体制の再点
検・改善を継続的に進める。
2 入学試験において問題が発生した場合の危機管理体制について各学部と協議して整備す
る。
3 各学部のアドミッションポリシーにもとづき，公平かつ公正な入学者選抜に努めること
を基本スタンスし，本学の入学者選抜方法について高校教員や予備校教員等との意見交
換の機会を設け，現状把握と改善に向けて検討する。
4 過去に実施された試験問題の利用に関しても関係機関も含めて今後検討する。
◇ＡＯ入試
1 ＡＯ入試の試験の実施にあたっては，高校側からの指摘を考慮して，試験日程の設定や
提出書類についての配慮を行う。
2 入学後のミスマッチが生じないよう，選抜試験は面接，模擬講義，レポート等，志願者
の基礎学力の把握や親和性の確認を可能な限り行う。さらに合格者の入学までのモチベ
ーションや学力維持に向けた「入学前教育」の効果等も早急に検証する。
◇入学者選抜における高・大の連携
1 推薦入試志願者の学力低下に対して，現実的な解決策は，現行の枠を堅持して入学前教
育で基礎学力を高めることであり，この解決方法は高等学校側にも歓迎され，信頼関係

371

基準 4 学生の受け入れ

も維持可能である。入学前教育は現在獣医学部，海洋生命科学部，医療衛生学部が実施
しているが，将来は高等学校教員対象の「入試説明会」等において，
「入学前教育」の導
入に関する意見交換を行い，実施内容等についてさらに詰め，これを全学的に導入でき
るよう検討する。
2 高校生に対して行う進路相談・指導，その他これに関わる情報伝達の適切性については，
現状としては情報伝達が概ね良好に行われていると考えるが，高校生を取り巻く環境も
変化しており，情報収集のツールも多様化していることから，今後も高校生が必要とし
ている情報をいち早く掴み，タイムリーな情報発信に努める。
3 進学相談会への訪問者の低学年化も見られることから，これらの対応についても早急に
検討し，今後の入試広報に繋げていくことを検討する。高校生が必要としている情報は
何か，どのような広報ツールから情報を入手しているかなど接触ルートの検証等を随時
行い，Web 等を活用してタイムリーに情報を発信するとともに，北里ファンとして囲い
込みを早期に行う。
4 今後の主流として最も期待の大きいモバイルサイト（携帯）については，携帯サイトの
開設とコンテンツの充実について検討を開始する。
◇科目等履修生・聴講生等
1 科目等履修生制度の履修者が少ない原因（地理的条件，履修料が高額，広報不足等）に
ついて，教学センターが探るとともに，他大学の状況調査，履修者からのアンケート等
を実施し，本制度の位置づけ等を含めた改革案を策定する。
◇外国人留学生の受け入れ
1 社会の進展や生命科学領域の学術の高度化，学際化に対応するため，本学の国際化は重
要な課題である。今後，大学の国際化を推進するためにも国際化教育推進準備委員会（仮
称）の設置を検討する。
◇定員管理
1 定員に対する在籍者が 1.30 倍を超えないよう，適正な定員の確保，教育環境の整備に努
め，引き続き入学試験委員会・教育委員会において入試体制・教育体制を協議していく。
◇編入学者・退学者
1 学部学科の理解をより低学年で深める対策を各学部において引き続き協議・実行する。
2 遠隔地キャンパスと相模原キャンパスとの交流，専門課程の理解などにつながるよう，
遠隔地授業システムの効果的運用についても検討する。
3 編入学者の入学後の成績が思わしくない場合もあることから，学部入学試験において専
門教育に十分ついていける学力調査を行っていく。
１−２．大学院研究科における学生の受け入れ（大学全体）
必須：大学院研究科の学生募集の方法，入学者選抜方法の適切性
必須：成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における，そうした措置の適切性
必須：他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況
必須：
「飛び入学」を実施している大学院研究科における，そうした制度の運用の適切性
必須：大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況
任意：大学院研究科における科目等履修生，研究生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性
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任意：大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況
任意：留学生の本国地での大学教育，大学院教育の内容・質の認定の上に立った，大学院における学生受
け入れ・単位認定の適切性
必須：大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とその有効性

〔到達目標〕
大学院研究科における学生受け入れの目標は，本学大学院が掲げる「学術の理論及び応
用を教授研究し，その深奥をきわめて文化の進展に寄与する」という目的を達成しうる資
質をもった人材を確保することである。
修士課程については，主に学部卒業者の人材確保に努め，博士後期課程については，修
士課程修了者のみならず，企業在勤の研究者，臨床従事者等，より広範な分野からの人材
確保に努める。そのために，以下の具体的目標を設定した。
1 大学院生の効果的な募集方法，新たな入学者選抜方法を学部単位で設定し，適切に運用
することにより多様で優秀な人材を確保する。
2 大学院の門戸を他大学・他学部出身者，社会人，留学生に広げることにより，研究科の
活性化及び質の高い教育・研究の実施，グローバル化につなげる。
3 大学院の活性化のために内外の研究機関との連携を構築する。
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学院研究科の学生募集の方法，入学者選抜方法の適切性

学内推薦制度
必須：成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における，そうした措置の適切性

〔現状の説明〕
大学院研究科の出願状況については，平成 16（2004）年度から平成 20（2008）年度に
至る 5 年間の志願者推移が，修士課程は 344 名→311 名→331 名→330 名→353 名とすべて
の年度で 300 名を超えているのに対し，博士後期課程（医療系研究科，獣医畜産学研究科
は博士課程）は 79 名→64 名→82 名→63 名→80 名というように隔年現象の推移をみせて
いる。課程別・研究科別に５年前（平成 16（2004）年度当時）と比較してみると，修士課
程は獣医畜産学研究科，看護学研究科，感染制御科学府の 3 研究科で，博士課程は水産学
研究科，理学研究科で志願者が減少傾向にあり，博士課程全体の志願者数が募集人員（平
成 17（2005）年度は 64 名，平成 19（2007）年度は 63 名）に届かない年も見られる。
大学院の学生募集の方法は，学部のように全学的な相談会や，接触者の一括処理，入試
資料の作成は行っておらず，各研究科の募集活動に任されている。各研究科においては，
他大学大学院への募集要項の送付，ポスターの作成，パンフレットの作成，ホームページ
での募集活動等を行い，学生の確保に努めている。大学院生の募集の上でもっとも効果が
高いと思われるのはホームページで，この媒体の重要性は学部学生の募集より一段と高く
なっている。
入学者選抜方法は，推薦入試，選抜入試，社会人特別選抜入試，外国人留学生特別選抜
入試など各研究科が求める人材確保に即した募集方法を導入している。なお，薬学研究科
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については，研究科単位ではなく，コース単位（修士課程は薬学履修，臨床薬学履修，臨
床統計学履修，医薬開発学履修の 4 コース，博士課程は医療薬学履修を加えた 5 コース）
で募集を行っている。また，看護学研究科（修士・博士とも）及び医療系研究科（修士・
博士とも）
，薬学研究科（博士課程医療薬学履修コースのみ）においては，希望する者に対
して長期履修学生制度を適用し，標準修業年限分の学費納入で標準修業年限を超えた一定
の期間に計画的な教育課程の履修を認め，職業を有して入学する者への就学に配慮してい
る。
(1) 推薦入試
本学への入学を強く希望する者に対し，学力試験を免除し，面接，出願書類等により志
望専門分野への能力，適性を判断し，合否を決定する選抜方法。受験する者は本学専願者
として取り扱う。修士課程については薬学研究科，獣医学薬学研究科，水産学研究科，理
学研究科，医療系研究科が実施しており，水産学研究科を除いて指導教員（または教授）
の推薦が必要となる。水産学研究科は自己推薦として行う。薬学研究科の臨床薬学履修コ
ース，臨床統計学履修コースについては，薬剤師国家試験不合格の場合，入学が取り消さ
れる。博士課程については獣医畜産学研究科，医療系研究科が実施しており，両研究科と
も志望専門分野の指導教授の推薦が必要となる。
修士課程のうち薬学研究科，理学研究科，医療系研究科において，博士課程では医療系
研究科が学内推薦制度を実施している。
(2) 選抜入試
学力試験（口頭試問を含む）
，面接試験等を課すことで，志望専門分野への能力，適性を
判断し，合否を決定する選抜方法。すべての研究科の修士課程，博士課程で実施している。
修士課程については，薬学研究科が試験に先立つ指導教員の口頭試問を課し，医療系研究
科，感染制御科学府が指導教授との事前面接が必要となる。薬学研究科の臨床薬学履修コ
ース，臨床統計学履修コースについては，薬剤師国家試験不合格の場合，入学が取り消さ
れる。博士課程については，理学研究科，医療系研究科，感染制御科学府で指導教授との
事前面接が必要となる。
(3) 社会人特別選抜入試
企業，研究所，臨床等における実務経験を有する者に対し，学力試験，口述試験，面接
試験等を課すことで，志望専門分野への能力，適性を判断し，合否を決定する選抜方法。
修士課程については，薬学研究科の臨床統計学履修コース，医薬開発学履修コース，獣
医畜産学研究科，水産学研究科，看護学研究科，医療系研究科，感染制御科学府で実施し
ている。医療系研究科，感染制御科学府では指導教授との事前面接が必要となる。
博士課程については，薬学研究科の臨床統計学履修コース，医薬開発学履修コース，獣
医畜産学研究科，水産学研究科，理学研究科，医療系研究科，感染制御科学府で実施して
いる。理学研究科，医療系研究科，感染制御科学府では指導教授との事前面接が必要とな
る。
(4) 外国人留学生特別選抜入試
日本国籍を有しない者で，大学卒業者（見込み者）
，外国において 16 年の課程を修了し
た者（終了見込み者）等に対し，学力試験，口述試験，面接試験等を課すことで，志望専
門分野への能力，適性を判断し，合否を決定する選抜方法。あらかじめ志望専門分野の指
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導教授と面接し，出願を認められた者のみ出願が可能。修士課程，博士課程とも，薬学研
究科の薬学履修コース，獣畜産学研究科，水産学研究科，理学研究科，医療系研究科が実
施している。
(5) その他
医療系研究科の修士課程と博士課程，感染制御科学府の修士課程で学力試験を免除し，
書類審査，面接試験により志望専門分野への能力，適性を判断し，合否を決定する選抜方
法として特別選抜入試を実施している。
現状は，国公立大学が従前にも増して私立大学出身者の受け入れを行うようになったた
め，進学先の決定において「学費」という基準で比較されることが避けられなくなり，私
立大学としては明らかに不利な状況下にあるといえる。特に博士課程においては，修了後，
就職活動に窮するという現実が否定できないことから，敬遠される傾向が強くなってきて
いる。大学院は基本的に専門分野を特定した出願をとることから，指導教授の退任等によ
る変更がその分野の募集停止に繋がるという不安定な要素も抱えている。
＜志願倍率推移＞
修士課程
薬学
獣医畜産学
水産学
看護学
理学
医療系
感染制御科学
合計

募集人員
40
10
9
15
25
40
18
157

2004 年度
2.3
3.8
4.1
1.6
2.1
1.7
2.1
2.2

2005 年度
2.1
3.9
3.3
1.3
1.7
1.5
1.9
2.0

2006 年度
2.2
3.7
1.8
1.7
2.2
1.8
2.2
2.1

2007 年度
2.5
2.5
2.6
2.3
1.6
1.9
1.7
2.1

2008 年度
2.3
1.6
3.6
1.3
3.4
2.1
1.6
2.2

博士課程
薬学
獣医畜産学
水産学
看護学
理学
医療系
感染制御科学
合計

募集人員
10
6
3
4
5
40
4
72

2004 年度
0.6
0.5
1.3
0.8
1.4
1.3
1.5
1.1

2005 年度
0.8
0.5
1.0
0.5
0.2
1.0
1.5
0.9

2006 年度
0.5
1.2
1.7
0.8
1.8
1.2
1.0
1.1

2007 年度
0.4
1.2
0.3
1.0
0
1.1
1.0
0.9

2008 年度
1.4
0.8
0.3
1.5
0.6
1.1
1.5
1.1

平成 20（2008）年度入試学内推薦制度による入学者の割合
薬学研究科（修士課程） 61.4%
理学研究科（修士課程）

2.7%

医療系研究科（修士課程）11.7%，
（博士課程）14.7%
＜大学院進学（学部卒）＞
進学先
2005 年度
自大学院へ
162
60.2％
他大学院へ
103
38.3％
他大学へ
4
1.5％
大学院進学者合計
269 100.0％
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2006 年度
187
60.9％
115
37.5％
5
1.6％
307 100.0％

2007 年度
178
60.1％
115
38.9％
3
1.0％
296 100.0％
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＜大学院進学（修士修了）＞
進学先
自大学院へ
他大学院へ
他大学へ
大学院進学者合計

2005 年度
25
71.9％
9
28.1％
0
0.0％
32
100.0％

2006 年度
16
64.0％
9
36.0％
0
0.0％
25
100.0％

2007 年度
19
67.9％
8
28.6％
1
3.6％
28
100.0％

〔点検・評価〕
1．学生募集方法は個々の研究科により適切に実施され，受験生への周知が概ねできている。
2．入学者選抜方法については，学部ほどではいないにせよ，推薦，選抜，特別選抜など受
験機会の複数化を図り多様な人材の確保に成功している。
3．薬学研究科，看護学研究科，医療系研究科においては，修業年限を延長する長期履修学
生制度の導入により，職業を有する者の就学に配慮し，薬学研究科では，志望を特定した
コースの設定で，専門性の高い受験者の志向に配慮した。
4．志願者確保においては，これらの配慮が一定の効果をみせてはいるものの，博士課程に
は志願倍率が 1 倍を切る研究科もあり，博士課程全体の入学定員超過率も過去 5 年で 4 回
も 1.0 に届かないなど，今後も含めて万全とは言い難い。
5．学内推薦制度は就職活動の前倒し傾向により早期に行われる傾向があり，入学者確保の
面で評価できる。また進路を早期に決定することで学生の学業への傾注を促すことができ
た。
6．学内推薦制度を実施することにより，最大約 60％の入学者がこの制度によって進学して
おり，入学者の確保，学部学生の大学院進学への意識づけ，学部・大学院の一貫教育など
大学院課程の活性化に寄与した。
7．いくつかの学部では連携大学院を設置し，大学院の活性化に努めている。
門戸開放
必須：他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況

飛び入学
必須：
「飛び入学」を実施している大学院研究科における，そうした制度の運用の適切性

社会人の受け入れ
必須：大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況
＜他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況＞

〔現状の説明〕
平成 20（2008）年度入学生のうち他大学・他大学院出身者の割合は修士課程で 19％，博
士後期課程で 29％ある。
また，平成 13（2001）年度に大学院における教育研究活動のより一層の充実を図ること
を目的として，神奈川県内の 21 大学で「神奈川県内大学院の学術交流協定」を締結し，①
授業科目の履修，②研究指導を受ける，③共同研究等に参加するなど相互に交流活動を行
っている。
入試以外に学外学生を受け入れる制度については他に，研究生，科目等履修生の制度を
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設けている。
〔点検・評価〕
1．他大学・他大学院出身者の割合に極端な偏重は見られず，「門戸開放」は十分機能して
いる。その結果，他大学・他大学院出身者が入学することで，より質の高い教育・研究に
つながり，研究科内を活性化する一要因となっている。
2．「門戸開放」がされているにもかかわらず，研究科によっては学外からの入学者が無い
ところがあるが，これには地理的な状況も大きく影響していると考えられた。
＜「飛び入学」を実施している大学院研究科における，そうした制度の運用の適切性＞

〔現状の説明〕
北里大学大学院学則の入学資格により大学卒業または大学院を修了していない者も本大
学院が認めれば進学することができるが，1 学部を除いて規程がなく，規程のある学部にお
いても現在までのところ実績は無い。
〔点検・評価〕
ほとんどの学部においてその必要性を感じていない。
＜大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況＞

〔現状の説明〕
全ての学部において社会人学生の受け入れを推進している。平成 20（2008）年度に入試
区分を問わず「社会人学生（入学後も職業を有している者）
」として在学している者は，修
士課程 6.9％（32 名/463 名）
，博士後期課程・博士課程 66.8％（151 名/226 名）である。
社会人学生のニーズに応えるかたちで，看護学研究科（修士・博士とも）及び医療系研
究科（修士・博士とも）
，薬学研究科（博士課程医療薬学履修コースのみ）においては「長
期履修学生制度」を設け，職業を持ったまま修学する学生が，各自の学修計画に合わせ標
準修業年限を超えて在学できるよう体制を整えている。
〔点検・評価〕
1．研究科への社会人受け入れ体制は整っているが，在学者は多いとはいえない。多くの他
の大学院において同制度を実施していることを考えれば，現在の在学者数は妥当な値と考
えられる。
2．社会人学生に対する「長期履修学生制度」の導入は，社会人学生の経済的・時間的負担
を軽減している。さらなる対応として，講義などの夜間開講や集中開講などが考えられる
が，現状では一部にすぎず，大学学部の授業も受け持っている教員の負担を考慮すると導
入は困難である。
3．一部の学部では地理的条件が社会人の受け入れを難しくしている。
科目等履修生・研究生等
任意：大学院研究科における科目等履修生，研究生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

外国人留学生の受け入れ
任意：大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況
任意：留学生の本国地での大学教育，大学院教育の内容・質の認定の上に立った，大学院における学生受
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け入れ・単位認定の適切性

〔現状の説明〕
本大学院は，北里大学大学院科目等履修生制度により，全研究科において殆どの科目を
開講し，ホームページ等により広く募集している。
〔http://www.kitasato-u.ac.jp/daigaku/syogai/rishu03.html〕
出願資格は，大学院学則第 38 条に該当する大学院入学資格を有した者であり，かつ履修
科目を学修し得る十分な学力があると認められる者としている。
また，履修生から願い出があったときは，単位修得証明書を交付している。
さらに，修得した単位は，当該履修生が本大学院の正規の課程に入学したときに，10 単
位を限度として，当該単位数を入学後に授業科目の履修により修得したものとみなし，修
了要件単位に加えることができるとしている。
過去 5 年間の大学院科目等履修生数は，平成 16 年（2004）度 3 名〔10 単位〕
，平成 17
（2005）年度 5 名〔30 単位〕
，平成 18（2006）年度 1 名〔2 単位〕
，平成 19（2007）年度
１名〔6 単位〕
，平成 20（2008）年度 2 名〔10 単位〕である。
その他，特別聴講学生，特別研究学生，研究生の受け入れについては次のとおり。
特別聴講学生：
「本大学院と学術交流協定のある大学院の学生で，本大学院の授業科目の
履修を希望する者は，正規の学生の学修に支障のない限り，研究科委員会の議を経て，特
別聴講学生としてこれを許可することができる。
」
，特別研究学生：
「本大学院と学術交流協
定のある大学院の学生で，本大学院の研究指導を受けることを希望する者は，正規の学生
の学修に支障のない限り，研究科委員会の議を経て，特別研究学生としてこれを許可する
ことができる。
」
，研究生：
「修士の学位を授与された者，又はこれと同等以上の研究能力を
有すると認められた者で，本大学院において研究を行うことを希望する者があるときは，
学生の指導及び研究に支障のない限り，選考のうえ研究生として在学を許可することがで
きる。
」
なお，大学院学則に定める，特別聴講学生・特別研究学生・研究生は，本学との学術交
流・共同研究交流等による招聘者の身分として用いている。
留学生の受け入れ状況は，国費外国人留学生 2 名（獣医畜産学研究科 D1 名，水産学研究
科 D1 名）
，私費外国人留学生 5 名（獣医畜産学研究科 D4 名，医療系研究科 M1 名）であ
る。大学院の在籍者は修士課程 463 名・博士課程 226 名，それに対し留学生は修士課程 1
名（0.22％）
・博士課程 6 名（2.65％）である（大学基礎データ（表 18）参照）
。
受け入れに際し「外国人留学生特別選抜入学試験」を，薬学研究科，獣医畜産学研究科，
水産学研究科，理学研究科，医療系研究科で実施しており，基本的に専門分野学科目・英
語・面接（口述試験含む）を課している。なお，入学志願者が外国政府派遣留学生等であ
れば書類審査のみにより判定する研究科もある。
〔点検・評価〕
1．大学院科目等履修生制度については，公開・単位授与手順等を含め適切に運用されてい
る。
2．外国人留学生の受け入れについては，入学制度上の体制は整備されているが，受験する
者が殆どいない。
3．本学では極端に留学生が少なく，社会の進展や生命科学領域の学術の高度化，学際化に
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対応するため，本学大学院の国際化は重要かつ急務な課題である。
定員管理
必須：大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率及び学生確保のための措置の適切性

〔現状の説明〕
大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率
入学定員
研

究 科

薬学研究科

専

攻

薬学専攻

計
獣医学専攻

修士
課程

計

在籍倍率

80

30

143

1.79

21

0.70

10

80

30

143

1.79

21

0.70

12

−

−

14

1.17

9

19

1.90

4

0.44

−

3
5
5

3

10

5

0.50

−

−

21

24

1.20

18

0.86

9

3

18

9

39

2.17

7

0.78

9

3

18

9

39

2.17

7

0.78

15

4

30

12

35

1.17

12

1.00

15

4

30

12

35

1.17

12

1.00

分子科学専攻

14

2

28

6

28

1.00

3

0.50

生物科学専攻

11

3

22

9

34

1.55

9

1.00

5

50

62

1.24

12

0.80

119

1.49

−

−

水圏生物科学専攻
看護学専攻

−

−

20

25
医科学専攻
医学専攻

計

感染制御科学専攻

計
合

在籍倍率

6

計

感染制御科学府

計

10

計

医療系研究科

博士
課程

10

計

理学研究科

修士
課程

40

生物生産環境学専攻
計

看護学研究科

博士
課程

在籍学生数
修士課程
博士課程

40

獣医畜産学研究科 動物資源科学専攻

水産学研究科

収容定員

計

40

10

−

−

80

40

−

−

15
−
160

−

−

144

0.90

40

40

80

160

119

1.49

144

0.90

18

4

36

12

41

1.14

12

1.00

18

4

36

12

41

1.14

12

1.00

157

72

314

259

463

1.47

226

0.87

学生確保のための措置として，学部のように全学的な相談会や，接触者の一括処理，入
試資料の作成は行っておらず，各研究科の募集活動に任されている。各研究科においては，
他大学大学院への募集要項の送付，ポスターの作成，パンフレットの作成，ホームページ
での募集活動，受験機会の複数化等を行い，学生の確保に努めている。
〔点検・評価〕
1．在籍者数については，研究科によるバラつきはあるが，平均で修士課程は 1.47 倍，博
士課程は 0.87 倍となっており，修士課程は収容定員を満たし教育・研究に支障がない範
囲で学生を受け入れることができている。
2．博士課程は収容定員を満たしておらず，大学院の目的である「学術の理論及び応用を教
授研究し，その深奥をきわめて，文化の進展に寄与する」の達成に支障がある。そのた
め対応策を講じる必要がある。
3．入学者を確保するために，各研究科において，推薦入試，選抜入試，社会人特別選抜入
試，外国人留学生特別選抜入試など，受験機会の複数化，各研究科が求める人材確保に
即した募集方法を導入してきている。
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4．学部の事情に応じて多様な制度を導入し，職業を有する者の就学に配慮した入学者確保
の方策を講じるようにした。
定員管理
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とその有効性

〔現状の説明〕
前項目の「大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率及び学生確保のた
めの措置の適切性」で述べたとおり，在籍者数については，研究科にバラつきはあるが，
平均で修士課程は 1.47 倍，博士課程は 0.87 倍となっており，修士課程は収容定員を満たし
教育・研究に支障がない範囲で学生を受け入れているが，博士課程については収容定員を
満たしていない研究科が目立つ。
〔点検・評価〕
継続した先端研究を行うためには，その研究分野の大学院生（博士課程）が参加するこ
とが不可欠であり，優秀な学生の確保が必須となっている。博士課程において，一部の研
究科において，0.5 倍を下回り，その研究分野の研究力の低下が懸念される。そのため，各
研究科では求める人材を確保するため特色ある入試を実施したが，まだ十分な効果を上げ
るに至っていない。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
大学院の人材確保に向けた取り組みは進んでいるが国公立大学が従前にも増して私立大
学出身者の受け入れを行うようになったため，進学先の決定において「学費」
，
「奨学金」
という基準で比較されることが避けられなくなった。その結果，国公立大学院への進学が 4
割近い状況にある。私立大学としては明らかに不利な状況下にあるといえる中，入学者の
確保に向け以下の点について改善を図る。
◇大学院研究科における学生募集・入学者選抜方法の適切性
◇成績優秀者に対する学内推薦制度の適切性
1 大学院志願者確保のための広報については，学部よりも募集人員が少なく，対象となる
年齢の幅が広いことから，受験市場が「活況」という状況になるとは考えにくい。よっ
て広報媒体としては，今まで使い古されたものでありながらもホームページでの情報公
開を中心に，印刷物の配布でこれを補うという地道な方法が最も効果的であり，これを
今後も進めていく。
2 新たに，全学的な大学院パンフレット，大学院ホームページが必要となってくる可能性
があり，他大学が行っているような「大学院説明会」の企画についても今後検討する。
3 学内推薦制度を維持しつつも，学内からの進学者が増加し，学力・熱意がある学外学生の
受け入れが減少することのないよう，バランスをとって実施する。
4 推薦入試を導入していない看護学研究科，感染制御科学府については，進路の早期確定
による学生への影響と他の入試制度との関係，研究科の特性を踏まえつつ基礎となる学
部に限定しない推薦入試等について検討する。
◇他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況
1 学内学生の進学希望を妨げないようバランスを考慮しつつも，優秀な学生の獲得を目指
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し継続して学外に向けて募集活動・広報活動を展開する。
2 入試以外の受け入れ制度についてもホームページ等で広報を積極的に行い，進学希望者
のニーズの把握と分析を通して対策を講じる。
◇大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況
1 「長期履修学生制度」についての広報を，ホームページ等を通じてさらに充実させるこ
とで，潜在する進学希望者を掘り起こすことに努める。現在 3 つの研究科だけが導入し
ているが，他の研究科においても導入について検討を進める。
2 教員の負担を十分考慮しつつ夜間開講や集中開講をはじめ，その他社会人が学びやすい
環境づくりについて検討する。
◇大学院研究科における科目等履修生・研究生等，外国人留学生の受け入れ
1 大学院科目等履修生者が少ない原因（地理的条件，履修料が高額，広報不足等）を教学
センターにおいて探り，活用される制度とするため，他大学の状況調査，履修者からの
アンケート等を実施し，改善案を策定する。
2 大学の国際化を推進するために，国際化教育推進準備委員会（仮称）を設置し，国際交
流に関わる留学生センター等の専門組織，留学生寮等の環境が整備された場合に本学に
入学を希望する留学生数の見通しを探るなどについて，具体化的な議論を進める。
◇大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率，学生確保のための措置の適
切性
1 広報においては，ホームページでの情報公開を中心に行うとともに，大学院専用パンフ
レットの作成，大学院説明会の企画等を行う。
◇大学院研究科における定員の欠員に対する対応策とその有効性
1 国公立大学への優秀な学生の流出を防ぐためには，学費値下げよりも，より充実した奨
学金・TA 等の整備による経済的支援策を講じることが有効である。そのため，平成 20
（2008）年 9 月に「北里大学教育研究の振興に関する検討委員会」を設置して協議を始
める。
2 修了後の就職支援に向けた取り組みについて検討を始める。

２．学部・大学院研究科
２−１．薬学部・薬学研究科
２−１−１．薬学部
〔到達目標〕
「実学の精神」の理念に基づく「生命科学に関する最先端の基礎研究の重視」ならびに
「臨床薬学教育の充実」を基本姿勢とし，多様な選抜方法を採用して，薬学の広い学問領
域で活躍し得る薬学技術者・研究者，あるいは高度な能力を持った臨床薬剤師となるため
に必要な知識と体験を理解し吸収できる能力，それを実地に生かせる応用力，及びそのた
めの意欲を持った入学者を選抜する。以上のプロセスを効果的に遂行するために，次に記
す到達目標を設定した。
◇学生募集方法，入学者選抜方法
1 志願者増及び入学者男女比のアンバランスの改善のため，薬学科・薬科学科一括の入試
ではなく，併願を認める別々の入試を行い，入学時に学科を決定するという新たな入試
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制度を導入する。
（平成 20（2008）年 7 月教授会）
◇入学者受け入れ方針等
1 入学後の各学科のガイダンスをこれまで以上に詳しく行う。
（平成 20（2008）年 12 月運
営会議）
2 カリキュラムを見直し,現状に即した改善を行う。
◇入学者選抜の仕組み
1 現行の入試実施体制を細かく点検する。
◇入学者選抜方法の検証
1 学部内での入試問題のチェック体制を強化する。（平成 16（2004）年度）
2 化学以外の科目について，学部独自の入試後問題検証を外部に委託すべきかどうか検討
する。
◇入学者選抜における高・大の連携
1 地方の高校と連携した進学相談会の開催を検討する。
◇外国人留学生の受け入れ
1 外国人特別入学試験の実施を検討する。
（平成 20（2008）年 4 月教授会）
◇定員管理
1 入学者数を入学定員の 1.1 倍以内に収めるために，補欠合格者からの繰り上げ合格を細心
の注意を払って行う。
（平成 17（2005）年 12 月教授会）
◇編入学者，退学者
1 学年主任制，チューター制の点検・改善を行う。
2 薬学部での教育・研究に学生が十分魅力を感じるよう，全教員が一丸となって親身に学
生に接する。
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学・学部等の学生募集の方法，入学者選抜方法，殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合
には，その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性

〔現状の説明〕
本学部では，平成 18（2006）年度からの薬学教育 6 年制移行に伴い，科学的素養を身に
つけた臨床薬剤師育成を目的とした薬学科（6 年制：定員 260 名）と，生命科学に関する最
先端の基礎研究や最新創薬科学研究を通して薬学の広い学問領域で活躍できる研究者の養
成を目指した薬科学科（4 年制：定員 20 名）の 2 学科制をとっているが，入学試験では両
学科を区別せず，3 年次に学生の希望に従って学科を決定している。入学後の勉学を通して
自分の適性を見分ける意欲を持った入学者を選抜するために，本学部では下記のような多
様な入学試験制度を採用している。
(1)編入学試験（募集人員：若干名）
大学（学部）を卒業し，学位（学士）を取得もしくは年度末までに取得見込みの者を対
象とする。英語，数学，化学の 3 教科 3 科目の《1 次試験》に加え，本人の能力・適性を見
るため《2 次試験》として小論文，面接試験を実施し，これらの結果を総合して判定する。
原則として第 2 学年次に入学（編入）となる。
(2)社会人特別選抜入学試験（募集人員：若干名）
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入学の時点において満 25 歳以上で，社会人として一定期間の職務経験を有する者を対象
とする。英語，数学，化学の 3 教科 3 科目の《1 次試験》に加え，本人の能力・適性を見る
ために小論文及び面接試験を実施し，これらの結果を総合して判定する。
(3)指定校推薦入学試験（募集人員：70 名）
本学部指定校選定基準に則り指定された高等学校長より，一定の基準によって推薦され
た生徒を対象に選考が行われる。最近は 170 校程度の高校に依頼しており，毎年数校の入
れ替わりがある。高等学校長の推薦状に基づき，調査書・小論文並びに面接・健康診断（必
要と認められた者のみ実施）により，入学志願者の能力・適性等を総合して判定する。
(4)大学入試センター試験（A 方式）
（募集人員：30 名）
大学入試センターが実施するセンター試験のうち数学（数学Ⅰ・数学 A，数学Ⅱ・数学 B）
英語，理科（化学ⅠB，生物ⅠB，物理ⅠB から１科目を選択）
，国語Ⅰ・Ⅱ（近代以降の文
章）の 4 教科 5 科目による学科試験及び書類審査により志願者の能力，適性等を総合して
判定する。なお，個別学力検査等は課さない。
(5)一般選抜入学試験（B 方式）
（募集人員：180 名）
数学，化学，英語の 3 教科 3 科目による学科試験に加え，書類審査により志願者の能力・
適性等を総合して判定する。
〔点検・評価〕
本学部の入試は，薬学の広い学問領域で活躍し得る人材を受け入れる為に，常に社会の
要請と志願者の動向を勘案して取り組んできた。
一般選抜入学試験
（B 方式）
を基本として，
昭和 50（1975）年代から指定校推薦入学試験，平成 7（1995）年度から大学入試センター
試験を取り入れ，平成 11（1999）年度から社会人特別選抜，学士（平成 16（2004）年度
より編入学試験に変更）の各入学試験を新たに導入した。各選抜方法の結果は毎年在学生
の成績の追跡調査を実施して評価を行っているが，現況では，各入試とも目標にあった学
生を選抜するのにバランス良く機能していると言える。
推薦入試では，公募制推薦及び本学部卒業生の子弟を対象とした特別推薦入試を一時期
導入したが，いずれも現在では取り止め，指定校推薦入試に一本化している。
指定校推薦入試では，推薦を依頼する高校との信頼関係が重要で，希望する学生像の基
準や推薦校の指定・解除の基準は各高校に明確に伝えているため，これまでのところ，指
定高校からの推薦学生は当学部の理想とする学生像に合致している。
また社会人特別選抜，編入学試験での入学者は，意欲的に勉学に取り組んでおり，高校
からの入学者の模範となっている学生も多く，当初の目標を達成していると判断される。
各入試で受け入れたい学生の資質としては，化学を中心とした 3 教科に一定水準以上の
学力を有す一般選抜入学試験（B 方式）を中心に，大学入試センター試験（A 方式）では試
験科目に『国語（近代以降の文章）
』を課し総合的に優れた学生を，指定校推薦入学試験で
は常日頃熱心に学業に取組む学生を，社会人特別選抜入学試験では社会的経験を通して薬
学を学ぶ意欲の高い学生を，編入学試験では薬学部以外の学部，大学院を卒業（修了）し，
さらに薬学を極めたい意欲のある学生を，と各々バランスよく広範囲から人材を受け入れ
る体制を取っており，これまでのところ成功している。
しかし，全体的に男女比のバランスが悪く，その主な要因は指定校入試における女子入
学者の多さのためであり，改善策を検討している。また，薬学教育 6 年制移行に伴い全体
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的に志願者が減っているため，広報活動をさらに活発に行う等の方策を講じる必要がある。
入学者受け入れ方針等
必須：入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係
必須：入学者受け入れ方針と入学者選抜方法，カリキュラムとの関係

〔現状の説明〕
「実学の精神」の理念に基づく「生命科学に関する最先端の基礎研究の重視」の姿勢な
らびに「臨床薬学教育の充実」を目標として，薬学の広い学問領域で活躍し得る薬学技術
者・研究者及び高度な能力を持った臨床薬剤師を併せて育成する目的で，必要な知識と体
験を理解し吸収できる能力，それを実地に生かせる応用力，それらの裏付けとなる意欲を
持った入学者を選抜するために，入試委員会を中心に全教職員が協力して，前述のような
多様な選抜方法を採用している。大学・学部等の理念・目的・教育目標に基づいた入学者
受け入れ方針は，入試委員会が主催する入試説明会や入試反省会を通じて，適宜，教職員
に伝わるように努めており，そのため各教職員は自覚を持って様々な広報活動を行ってい
る。
平成 18（2006）年度からの薬学教育 6 年制移行に伴い，本学部では，科学的素養を身に
つけた臨床薬剤師育成を目的とした薬学科（6 年制：定員 260 名）と，生命科学に関する最
先端の基礎研究や最新創薬科学研究を通して薬学の広い学問領域で活躍できる研究者の養
成を目指した薬科学科（4 年制：定員 20 名）の 2 学科制をとっているが，入学試験では両
学科を区別せず，3 年次に学生の希望に従って学科を決定している。3 年次までは入学者全
員同じカリキュラムに従って薬学生として必要な知識を身につける。4 年次から，薬学科と
薬科学科に分かれてそれぞれの講義と実習を行う。
〔点検・評価〕
本学部の入試は，薬学の広い学問領域で活躍し得る人材を受け入れるために，常に社会
の要請と志願者の動向を勘案して取り組んできた。また，教職員による広報活動を通じて，
入学者受け入れ方針を周知させてきた。
編入学試験では，大学（学部）を卒業し，学位（学士）を取得もしくは年度末までに取
得見込みの者を対象として選抜し，入学者は第 2 学年次に編入となるが，勉学意欲は高く，
高校からの入学者の模範となる学生も多く，概ね本学部の理念・目的・教育目標の達成に
役立っている。
社会人特別選抜入学試験は，入学の時点において満 25 歳以上で，社会人として一定期間
の職務経験を有する者を対象として選抜し，高校からの入学者と同様に 1 年次から勉学を
スタートする。入学者は少数であるが，勉学意欲は高く，概ね本学部の理念・目的・教育
目標の達成に役立っている。
指定校推薦入学試験では，本学部指定校選定基準に則り指定された高等学校長より一定
の基準によって推薦された生徒を対象に選考が行われるが，小論文・面接による受験生の
評価は高く，ここ数年は全員入学している。入学後の成績も良い。
大学入試センター試験（A 方式）では，大学入試センターが実施するセンター試験のうち
数学（数学Ⅰ・数学 A，数学Ⅱ・数学 B）英語，理科（化学ⅠB，生物ⅠB，物理ⅠB から１
科目を選択）
，国語Ⅰ・Ⅱ（近代以降の文章）の４教科５科目による学科試験及び書類審査
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により志願者の能力，適性等を総合して判定しているが，合格者 100 名程度に対し入学者
は 10 名前後と少ない。しかし，一般選抜入学試験（B 方式）とは異なるタイプの学生が入
学していると評価され，薬学の広い学問領域で活躍し得る薬学技術者・研究者や高度な能
力を持った臨床薬剤師を育成するうえで役に立っていると評価される。
一般選抜入学試験（B 方式）では，数学，化学，英語の 3 教科 3 科目による学科試験に
加え，書類審査により志願者の能力・適性等を総合して判定しているが，この試験による
入学者が一番多い。本入試で特に受け入れたい学生の資質としては，化学を中心とした３
教科に一定水準以上の学力を有することであるが，合格基準点はかなり高く，高度な能力
を持った薬学技術者・研究者や臨床薬剤師を育成するうえで役に立っていると評価される。
また，入学後のカリキュラムでは，薬学科・薬科学科（入学試験では両学科を区別せず，
3 年次に学生の希望に従って学科を決定している）とも，3 年次まで同じカリキュラムに従
って薬学生として必要な知識を身につけ，４年次から薬学科と薬科学科に分かれてそれぞ
れ特色のある講義と実習を行うことになっている。
しかし，
「実学の精神」の理念に基づく「生命科学に関する最先端の基礎研究の重視」の
姿勢ならびに「臨床薬学教育の充実」の両方を目標としているにもかかわらず，薬学の学
問領域で活躍し得る薬学技術者・研究者を育成する薬科学科（4 年制）への進学者予定者が
少なく，大部分が高度な能力を持った臨床薬剤師の育成を目指す薬学科（6 年制）へ進学を
予定しているということから，入学者に本学部の理念が充分に伝わっていないと考えられ
る。実際，薬学教育 6 年制移行後に入学した学生は現在 3 年生であるが，アンケートによ
れば，薬学科進学希望者が約 270 名，薬科学科進学希望者が 6 名，未定が 10 名となってい
る。進路アンケートから予想される薬学科の定員超過と薬科学科の欠員は，カリキュラム
を遂行する上で特に問題はないが，教育目標の達成という観点からは改善を要する。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜試験実施体制の適切性

〔現状の説明〕
本学部の入学者選抜試験はすべて，薬学部入試委員会を中心に実施する体制をとってい
る。入試に関する業務計画・立案，検討・協議，及び実施における入試問題の管理，採点
の管理，結果の集計などすべての事項を管理・統轄する組織である。本学部の入試に関す
るすべての事項は当委員会で協議された上で，教授会に諮られる。構成メンバーは，学部
長が指名する入試委員長（教授）の下に学部内で選出された数名の専任教授で構成される。
また，特別待遇奨学生候補者の選考に関する協議も行う。
入試問題の作成は，入試委員長所管の下に，学部内外よりそれぞれ科目ごとに選出され
た専門委員により，問題の作成と配点に関わるすべての業務が処理される。
合否の判定は，学部長を交えた入試委員会の協議を経て教授会で決定され，学長が決裁
する。
〔点検・評価〕
入試委員は現在 5 名体制をとっており，
数年ごとに 1〜2 名入れ替わる。
入試委員会では，
入試に関する業務の計画・立案，検討・協議，及び実施における入試問題の管理，採点の
管理，結果の集計などに加えて，入試問題の点検も行い，ミスが生じないよう最善の注意
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を払っている。入試問題作成委員会は，科目ごとに毎年組織され，問題の作成及び点検を
入念に行っている。各々の委員会の役割・責任体制は明確である。今まで特に問題は生じ
ていない。
合否判定は，受験生を特定できないよう受験番号・氏名等を隠した入試成績表を基に，
教授会で客観的に判定されるため，妥当であると評価している。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜基準の透明性
必須：入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況

〔現状の説明〕
一般選抜入試における入学者選抜基準については，募集要項ならびに入学試験ガイドに
明記してある。合格最低点についても入学試験ガイドに公開してある。指定校推薦入試に
ついては，選抜というよりも，薬学生としての適性を面接・小論文等で判断するため，選
抜基準を公開してはいない。実際，過去 10 年間で不適切と判断され不合格となった学生は
いないため，現状のままでよいと判断している。社会人・編入学試験（特別入学試験）に
ついては，入試問題・合格基準とも非公開である。これは，合格者が若干名であり，入学
定員の関係で選抜基準が一定しないためである。
選抜試験の合否判定は，受験生を特定できないよう受験番号・氏名等を隠した入試成績
表での順位に基づいて，教授会で客観的に判定されている。
一般選抜入試，社会人・編入学特別選抜入試はマークカードによる解答で，全てコンピ
ュータ処理で自動的に採点され，集計されている。
試験における合否結果は，
学部長ならびに入試委員による 2 回のチェックが行われた後，
補欠合格者も含め受験者に直接郵便で通知されるとともに，大学の合否通知システムを通
して受験者が直接迅速に結果を知ることができる。
〔点検・評価〕
選抜試験の合否判定は，受験生を特定できないよう受験番号・氏名等を隠した入試成績
表での点数順位に基づいて，上位何番までと客観的に判定されている。
選抜入試はマークカードによる解答で，全てコンピュータ処理で自動的に採点され，入
試委員会委員による相互監視の中で集計されるので，その過程で不正が行われる可能性は
無い。さらに，合否判定は，受験生を特定できないよう受験番号・氏名等を隠した入試成
績表を基に，教授会で客観的に判定されるため，選抜結果の公正性・妥当性は明らかであ
る。
入学者選抜方法の検証
必須：各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況
任意：入学者選抜方法の適切性について，学外関係者などから意見聴取を行う仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
本学部の選抜入学試験科目は英語・数学・化学の3科目であるが，入試実施前に，各科目
の出題委員（複数）が繰り返し問題をチェックしていることに加えて，薬学部の入試委員
会でも各科目の入試問題を実際に解いて，問題及び正解の適切性を詳細にチェックしてい
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る。さらに，化学に関しては，試験終了後直ちに本学ゆかりの予備校講師（元北里研究所
研究員）に問題及び正解をFAXし，翌朝までに出題及び解答の適切性について検証してもら
っている。
〔点検・評価〕
数学と英語に関してこれまでミスは生じていないが，化学に関しては，合格発表前にミ
スが発覚したことが過去にあったため，薬学の主要科目である化学に関してのみ，学部独
自に入試後問題検証を外部に委託している。実際，この検証により合格発表後のトラブル
を未然に防ぐことができている。数学と英語に関しては，学部独自の入試後問題検証の外
部委託は行っていない。
入学者選抜方法の適切性については，入学試験全般に関して全学的に討議する場である
北里大学入学試験委員会において毎年チェックしているが，学外的なチェックは特に行っ
ていない。入学者選抜は公明正大に行われていると評価している。
ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）
任意：ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）を実施している場合における，その実施の適切性

該当しない
入学者選抜における高・大の連携
任意：推薦入学における，高等学校との関係の適切性
任意：高校生に対して行う進路相談・指導，その他これに関わる情報伝達の適切性

〔現状の説明〕
本学部では，推薦入試は指定校推薦入試（募集人員：70 名）のみを行っている。本学部
指定校選定基準に則り，指定された高等学校長より一定の基準によって推薦された生徒を
対象に選考が行われ，調査書・小論文ならびに面接・健康診断（必要と認められた者のみ
実施）により，入学志願者の能力・適性等を総合して判定している。
高校生に対する情報伝達は，北里大学全体として，入試説明会（教員対象）を年に 2 回，
進学相談会を年に 4 回行っている。薬学部単独としては，オープンキャンパスを年 2 回，
学部祭（白金祭）時の受験相談会，薬系大学進学相談会を年に 3 回，地方薬剤師会主催の
薬学進学説明会を年に 2 回ほど行っている。また，学部のホームページには上記進学相談
会等の日程及び最新の受験情報が公開されており，それ以外には受験雑誌（2 誌程度）に広
告を載せ，迅速かつ広範な情報伝達を行っている。
〔点検・評価〕
指定校選定基準は，当該高校の全般的な進学実績及び客観的な高校評価，本学部一般選
抜入試受験者数，本学部入学者数等に基づいて客観的に決定されている。そのため，推薦
入試選抜方法及び高校との関係の適切性に特に問題はないと考える。
高校生に対する情報伝達に関しては，上記の入試説明会，進学相談会等はすべて薬学部
の複数の教員と事務職員が担当し，きめ細やかな対応を行っている。進学相談会における
高校生（1〜3 年生）の参加が非常に多く，進路相談・指導及びこれに関わる情報伝達は適
切に行われていると考える。
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科目等履修生・聴講生等
任意：科目等履修生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

〔現状の説明〕
科目等履修生，聴講生等の受け入れ方針・要件は明確であるが，実際のところ受講生は
いない。
〔点検・評価〕
現在のところ特に問題があるとは思われない。
外国人留学生の受け入れ
任意：留学生の本国地での大学教育，大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認
定の適切性

該当しない
定員管理
必須：学生収容定員と在籍学生数，(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性

〔現状の説明〕
薬学部の入学定員は，薬学科 260 名，薬科学科 20 名の合計 280 名で，学生収容定員は
1,120 名である。平成 20（2008）年 5 月 1 日現在の在籍学生数は 1,138 名であり収容定員
超過率は 1.02 である。留年生は 4 学年の合計で 31 名おり，在籍者数に占める割合は 2.72％
となっている。
学年
収容定員
在籍学生
（内留年者）

１年生
280 名
282 名
（1 名）

２年生
280 名
290 名
（8 名）

３年生
280 名
281 名
（11 名）

４年生
280 名
285 名
（11 名）

合計
1,120 名
1,138 名
（31 名）

＜平成 20(2008)年 5 月 1 日現在＞

〔点検・評価〕
本学部では，在籍学生者数は収容定員のわずか 7％増であり，教員数や施設設備等を勘案
しても何も問題は生じていない。留年生は 4 学年の合計で 31 名いるが，在籍者数に占める
割合は 3％以下であり決して多い数字ではない。
入試合格者数は学生定員数を考慮しながら決定しており，定員に欠ける人数だけ必要に
応じて繰り上げ合格を行っているため，著しい定員超過はあり得ない。しかし，妥当な入
学者数を確保するには，歩留り率等予測の難しい点もあり，個々の入試方式について今後
更に検討を重ねる必要がある。
留年生については，より一層ゼロになるよう努力するのは当然であるが，安易に進級さ
せても薬剤師の国家試験に合格しない等の問題が出てくることから，数字だけにとらわれ
ず学生の将来を見据えた指導と判断が必要となる。
編入学者，退学者
必須：退学者の状況と退学理由の把握状況
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〔現状の説明〕
本学部における退学の手続きは，退学希望者が退学届を学部に提出し，教授会の審議を
経て認められる。現状，退学者はあまり多くなく，年平均 3 名程度であるが，そのほとん
どが 1 年生で，理由は他大学受験等の進路変更である。2 年次以降の退学者はまれに進路変
更もあるが，留年を繰り返しての退学が多数である。
〔点検・評価〕
退学希望者とは，学年主任及びチューターの教員が必ず面接して，状況・理由を把握し，
かつ保護者とも十分相談のうえ退学届けを出すようにしている。退学者とその退学理由は，
退学届・教授会の審議を通じて学部の全教授が把握している。学年主任制，チューター制
とも十分機能しており，現在の方式で特に問題点はない。
編入学者，退学者
任意：編入学生および転科・転部学生の状況

〔現状の説明〕
本学部では，学科の決定は入学時ではなく，4 年次に行われるが，学生は希望に従って薬
学科，薬科学科を選択できることになっているため，転科という事態は生じない。また，
編入学生は，編入学試験の合格者のみであり，2 年次に編入され，学科の決定は 4 年次に行
われるので，同様に転科という事態は生じない。
本学部は，学内他学部からの編入を認めておらず，また本学部から北里大学の他学部に
編入するということはこれまでなかった。
〔点検・評価〕
編入学者の状況は，編入学試験の合格者ということで正確に把握されている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
学生募集方法，入学者選抜方法については，指定校推薦入学試験による入学者は，高校
から自信を持って推薦され，なおかつ本人も本学部を目指していることもあり，入学後も
優秀なレベルを保っている。しかし，従来応募学生は女子が圧倒的に多く，今後の，大学
の勉学環境，薬剤師に求められる社会的な責任やそれに伴う社会的地位，薬学部卒業生に
期待される新たな分野での活躍等を考えると，男子生徒の割合を現在の 30％前後から少し
でも高めることができる様に高校を選定する努力が求められ，平成 20（2008）年度入試よ
り 2 名推薦校や地方の公立高校の指定校選定を導入したところである。しかし，男子学生
の推薦増に結びつくためには時間が必要で，高校側に本学部の特長及び立場が理解される
よう努力を継続していきたい。また，志願者（特に男子）の増加を念頭に置いて，薬学科・
薬科学科一括の入試ではなく，併願を認める別々の入試を行い，入学時に学科を決定する
という新たな入試制度を導入する可能性について検討する。
入学者受け入れ方針等については，
「実学の精神」の理念に基づく「生命科学に関する最
先端の基礎研究の重視」の姿勢ならびに「臨床薬学教育の充実」を目標として，薬学の広
い学問領域で活躍し得る薬学技術者・研究者及び高度な能力を持った臨床薬剤師を併せて
育成するという 2 つの目的を達成するために，薬学科（高等臨床薬剤師育成）と薬科学科
（高度薬学技術者・研究者養成）の各定員をきちんと充足させていきたい。そのため，入
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学後の各学科のガイダンスを詳しく行うよう努めるとともに，それでもなお薬学科の定員
超過と薬科学科の欠員という状況に改善が見られない場合には，入試を学科ごとに行うこ
とも検討していく。その場合，カリキュラムも見直す予定である。
入学者選抜の仕組みについては，一般入試の入学者選抜基準の透明性に特に問題点はな
いが，特別入学試験については今後の検討課題である。現時点で選抜結果の公正性・妥当
性に関する問題点は特にないと考えるが，必要に応じて点検・改善を検討する。
入学者選抜方法の検証については，学部内では，入試問題のチェック体制を強化し，入
試前にミスを防ぐよう努める。外部的には，化学以外にも学部独自の入試後問題検証を外
部に委託すべきかどうか検討する。
入学者選抜における高・大の連携については，現在のところ特に新たな方策は必要ない
と考えているが，本学部への受験生が減少する傾向が見られた場合には，地方の高校と連
携した進学相談会の開催を検討する。
外国人留学生の受け入れについては，主として国費留学生を対象とした外国人特別入学
試験の実施を検討する。
定員管理については，日本私立薬科大学協会の申し合わせ（平成 11（1999）年 8 月 18
日）に基づき，入学者数を入学定員の 1.1 倍以内に収めるようにしている。実際には，補欠
合格者からの繰り上げ合格をきめ細かく行うことで対応しているが，これは今後も続けて
いく。
編入学者，退学者については，学年主任制，チューター制の更なる充実を図り，学生が
薬学部での教育・研究に十分魅力を感じるよう，今後も全教員が一丸となってきめ細かく
学生に接し，退学者ができるだけ減るように努める。
２−１−２．薬学研究科
〔到達目標〕
薬学研究科は，高度な生命科学の精髄を極める専門教育の場として，学部と同様，薬学
研究科の理念である「実学の精神」に基づく「生命科学に関する最先端の基礎研究の重視」
，
「臨床薬学教育の充実」及び「臨床統計学教育の確立」を通じて，薬学の研究者，薬学技
術者，高度な専門職業人としての能力を有した薬剤師，臨床統計学・医薬開発学研究者等
を養成する目的で，必要な知識と体験を理解し吸収できる能力，それを実地に生かせる応
用力，それらの裏付けとなる意欲を持った入学者を選抜する。
◇学生募集方法，入学者選抜方法，学内推薦制度
1 修士課程選抜入試の専門科目が難しすぎる傾向が見られたため，大学院で研究活動を進
めて行くために必要な知識の有無を見ること（入試の資格試験化）にとどめて出題する
ことを検討する。
（平成 14（2002）年 4 月研究科委員会）
2 入試委員会による試験問題のチェック体制を整える。
（昭和 43（1968）年，大学院開設
時。）
3 出願時の提出書類の等の簡略化を行い受験しやすい環境を整えていく。
4 薬科学科へ進学する学生に即した学内推薦入学制度を構築する。
（平成 18（2006）年 7
月教授会）
◇門戸開放，飛び入学，社会人の受け入れ
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1 それぞれの入試制度の選抜方法を引き続き点検・検討する。
2 社会人大学院入学試験（薬科学履修コース，薬学履修コース）の導入を検討する。
（平成
20（2008）年 7 月研究科委員会）
◇科目等履修生・研究生等，外国人留学生の受け入れ
1 修士課程の選抜入学試験を英語で解答しても良いように改善を図る。
2 講義等も留学生がいる場合は英語で行うなどの工夫を図る。
3 インターネットを通した情報発信（国内外）を積極的に行う。
◇定員管理（平成 20（2008）年 7 月研究科委員会）
1 博士後期課程大学院生を増す方策を検討する。
2 臨床統計学履修コース，医薬開発学履修コースという他の大学院にはないコースを設置
しているので，その特殊性等をアピールし優秀な学生の確保を図る。
3 新たな社会人大学院コースの設置を検討する。
4 修士・博士後期課程の全コースに関して，Ⅱ期入試を導入する。
5 修士課程修了者が博士後期課程に進学しやすいように，博士課程における新たな奨学金
制度の導入を検討する。
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学院研究科の学生募集の方法，入学者選抜方法の適切性

学内推薦制度
必須：成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における，そうした措置の適切性

〔現状の説明〕
【修士課程】
1）推薦入学試験（募集人員：薬学履修コース，臨床薬学履修コース，臨床統計学履修コー
スとも 若干名）
本学薬学部卒業見込み者を対象とした推薦入学制度（学内推薦入学制度）で，一定基
準の学力（3 年次までの必修科目の成績が平均 80 点以上もしくは総合成績順位が 150 番
以内）を有する者で，志望専門分野指導教授の推薦を受け，薬学研究科委員会が承認し
た者は学力試験を免除し，書類審査によって合否を判定する。志望専門分野指導教授が
認める限り，原則として推薦定員数の上限は設けない。
2）選抜入学試験（募集人員：薬学履修コース 27 名，臨床薬学履修コース 10 名，臨床
統計学履修コース 若干名）
筆記試験（専門科目【志望専門分野の科目は必修】
・英語）
，健康診断（必要と認めら
れた者）等により入学志願者の能力・適性等を総合して判定する。
3）外国人特別選抜入学試験（募集人員：薬学履修コース 若干名）
筆記試験（専門科目・英語）
，健康診断（必要と認められた者）及び出身学校長の成績
証明書等により入学志願者の能力・適性等を総合して判定する。
4）社会人特別選抜入学試験（募集人員：臨床統計学履修コース 3 名，医薬開発学履修コ
ース 若干名）
臨床統計学履修コース：筆記試験（数学・英語）
，口述試験（臨床統計の実務経験につ
いて口述）
，健康診断（必要と認められた者）及び出願書類により入学志願者の能力・適
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性等を総合して判定する。
医薬開発学履修コース：筆記試験（小論文・英語）
，口述試験（臨床試験等の実務経験
について口述）
，健康診断（必要と認められた者）及び出願書類により入学志願者の能力・
適性等を総合して判定する。
《1 次試験》筆記試験 《2 次試験》口述試験，健康診断（必要と認められた者）
【博士後期課程】
1）選抜入学試験（募集人員：薬学履修コース 6 名，臨床薬学履修コース 2 名，臨床統
計学履修コース 若干名）
筆記試験（ただし，志望専門分野指導教授の学力認定が得られた者は免除）
，口述試験
（修士論文等のテーマについて口述）
，健康診断書等により入学志願者の能力・適性等を
総合して判定する。
2）外国人特別選抜入学試験（募集人員：薬学履修コース 若干名）
筆記試験（ただし，志望専門分野指導教授の学力認定が得られた者は免除）
，口述試験
（修士論文等のテーマについて口述）
，健康診断書及び出身学校長の成績証明書等により
入学志願者の能力・適性等を総合して判定する。ただし，外国政府派遣留学生及び日本
政府またはこれに準ずる団体から奨学金を受ける留学生については，書類審査のみで判
定することもある。
3）社会人特別選抜入学試験（募集人員：臨床統計学履修コース 2 名，医薬開発学履修コ
ース 若干名）
臨床統計学履修コース：筆記試験（数学・英語）
，口述試験（実務経験の中で追究して
きた臨床統計に関わる研究テーマ，もしくは業績について口述）
），健康診断（必要と認
められた者）及び出願書類により入学志願者の能力・適性等を総合して判定する。
医薬開発学履修コース：筆記試験（小論文・英語，ただし，本コース修士課程修了者
及び終了見込み者で志望専門分野指導教授の学力認定が得られた者は免除），口述試験
（臨床研究・臨床試験等の実務経験について口述）
，健康診断（必要と認められた者）及
び出願書類により入学志願者の能力・適性等を総合して判定する。
《1 次試験》筆記試験 《2 次試験》口述試験，健康診断（必要と認められた者）
〔点検・評価〕
本研究科においても，実学の精神に基づき「基礎研究重視の姿勢」
「臨床薬学教育の充実」
の理念を受け継ぎ，社会に貢献できる研究者・技術者及び高度な専門職業人の輩出を目指
し，この目的に沿った人材を受け入れるべく，社会の要請及び志願者の動向を勘案し取組
んで来た。研究科開設当初からの専門分野である「薬学履修コース」に加え，社会的にも
高い評価を受けている「臨床薬学履修コース」
「臨床統計学履修コース」及び「医薬開発学
履修コース」を擁しており，志願者も着実に増加している。臨床統計学履修コースでは，
平成 17（2005）年度入試から一般選抜入試を設け，薬学部以外の分野や社会人以外からも
受験できるよう門戸を拡げた。また，平成 18（2006）年度より開設した「医薬開発学履修
コース」では，社会の第一線で活躍している社会人を受け入れ，学内外からの注目を浴び
ている。さらに学費面においても十分考慮して他大学の研究科と較べ，低い状態に抑えて
いる。いずれのコースにおいても，学生募集の方法，入学者選抜方法とも適切であると判
断している。
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本研究科では，各研究室において，学部 4 年次配属学生の中の有為な学生を大学院生と
して迎えることができる推薦入学制度を設けており，成績優秀な学部学生が進学し易い環
境を整えている。この推薦入学者を基盤として，近年，徐々にではあるが修士課程への進
学希望者が増加しつつある。学内推薦制度の学力基準はそれほど厳しいものではなく，あ
る程度の成績を有する者であれば推薦が受けられるようになっている。また，選抜入試よ
りも前に推薦入試が行われ，ほぼ全員が合格するため，当研究科への進学者の確保という
点では成功している。ただし，事前に志望専門分野指導教授の面接を受け，研究を遂行す
る能力を有していると判断された者のみが推薦されるという方式をとっているため，有能
かつ意欲のある入学者を選抜できている。
学内推薦入学制度は，大学院生の確保という点では有効な制度であるが，薬剤師教育が 6
年制となったため，平成 22（2010）年度より修士課程への進学者は薬科学科からのみとな
る。薬科学科の学生は 20 名以下と予想されるため，推薦入試の学力基準の見直しが必須で
ある。このほか，海外からの志願者がより進学し易くなるために，平成 11（1999）年度よ
り修士課程・博士後期課程に外国人特別選抜入学制度を設けている。
問題点としては，選抜入試における専門科目問題の難易度にかなりのばらつきがあるこ
とや問題内容の偏りが，我が国の開かれた大学院教育が目指している入試の資格試験化へ
の流れや，学生の流動化促進（学生の自由な志願）を妨げてはいないか検討する必要があ
ると思われ，今後は，学部を問わず学内外の意欲ある学生が，従来以上に入りやすい大学
院となるように努力したい。
門戸開放
必須：他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況

飛び入学
必須：
「飛び入学」を実施している大学院研究科における，そうした制度の運用の適切性

社会人の受け入れ
必須：大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況

〔現状の説明〕
他大学・大学院の学生に対しては，インターネットやその他の通信手段等を通して十分
に情報を発信しており，十分門戸を開放している。
「飛び入学」は実施していない。
修士課程，博士課程とも以下の 2 履修コースで社会人特別選抜入試を実施している。
《修士課程》
：社会人特別選抜入学試験（募集人員：臨床統計学履修コース 3 名，医薬開
発学履修コース 若干名）
《博士課程》
：社会人特別選抜入学試験（募集人員：臨床統計学履修コース 2 名，医薬開
発学履修コース 若干名）
〔点検・評価〕
他大学・大学院の学生に対しては，インターネットやその他の通信手段等を通して十分
に情報を発信しているが，他大学からの受験生はそれほど増加していない。
臨床統計学履修コース，医薬開発学履修コースとも日本ではユニークな大学院コースで
あり，製薬企業から一定数の入学者がある。ただし，その人数は少ない。
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社会的に高い評価を受けている「臨床薬学履修コース」
「臨床統計学履修コース」及び「医
薬開発学履修コース」を擁しており，学外からの受験生も多い。しかし，薬学履修コース
への他大学からの受験生は少なく，合格者もさらに少ない。また，平成 11（1999）年度か
ら募集を開始した臨床統計学履修コースは，日本で初めてのコースだったこともあり当初
は志願者が多かったが，ここ数年社会人志願者が減っており（平成 19（2007）年度は社会
人志願者 0）
，人材育成の役割を十分果たしたと思われる。今後は医薬開発学履修コースへ
の志願に移行するものと思われる。
科目等履修生・研究生等
任意：大学院研究科における科目等履修生，研究生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

外国人留学生の受け入れ
任意：大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況
任意：留学生の本国地での大学教育，大学院教育の内容・質の認定の上に立った，大学院における学生受
け入れ・単位認定の適切性

〔現状の説明〕
本研究科の科目等履修生，研究生，聴講生等の受け入れ方針・要件は明確であるが，実
際のところ受講生はほとんどなく，過去 10 年間では１名だけである。
また，平成 10（1998）年度〜12（2000）年度まで，博士後期課程に１名（エジプト政府
派遣留学生）を受け入れたが，それ以降外国人留学生は在籍していない。
〔点検・評価〕
平成 11（1999）年度入試から「薬学履修コース」
（修士課程・博士後期課程）に外国人
留学生特別選抜入試制度を設けたが，残念ながら志願者はほとんどいない。本学の大学院
特論講議を日本語で実施していること，ならびに入試選抜方法のうち筆記試験は日本語で
の解答を要求していてにかなりの日本語能力が必要なことなどから，日本語能力の低い留
学生の修士課程への入学は困難な面がある。博士課程では筆記試験が免除になる場合が多
く，修士課程に比べて入学しやすくなっている。
定員管理
必須：大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性

〔現状の説明〕
薬学研究科の入学定員は，修士課程 40 名，博士後期課程 10 名である。収容定員は，修
士課程 80 名，博士後期課程 30 名であり，収容定員合計は 110 名である。平成 20（2008）
年 5 月 1 日現在の在籍学生者数は 164 名（修士課程 143 名，博士後期課程 21 名）であり，
収容定員超過率は 1.33 である。
〔点検・評価〕
修士課程収容定員超過率は 1.79，博士後期課程収容定員超過率は 0.70 であり，博士課程
が少ないという状況である。薬学研究科（修士・博士後期課程）全体の収容定員超過率は
1.33 となっているが，教員数や施設設備等を勘案しても全体の収容定員に関しては特に問
題は生じていない。
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博士後期課程修了者の中には本研究科の目的のひとつである「基礎研究の重視」を担う
ことのできる優れた研究者資質を備えた学生を輩出しているが，ここ数年，定員の 10 名に
満たないという点が問題となっている。
定員管理
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とその有効性

〔現状の説明〕
平成 20（2008）年 5 月 1 日現在，修士課程（2 年）定員 80 名に対し，在籍学生数 143
名，博士後期課程（3 年）定員 30 名に対し，在籍学生数 21 名である。
〔点検・評価〕
修士課程については，在籍数が定員を 60 名ほど超過しているが，指導教員・研究設備・
研究施設とも 160 名程度の学生を指導できる体制にあるので，研究・教育に支障があると
は考えていない。しかし，博士後期課程の在籍学生が少ない点は問題であり，早急に対策
を講じる必要があると考えている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
学生募集方法，入学者選抜方法，学内推薦制度については，修士課程選抜入試の専門科
目の出題について，従来やや難しい出題傾向が見受けられたため，これを大学院で研究活
動を進めて行くために必要な知識の有無を見ること（入試の資格試験化）にとどめて出題
するよう入試委員会でチェックする体制をとりたい。出願手続きにおいても，提出書類の
等の簡略化を行い受験しやすい環境を整えていく。また，大学院生確保という観点から，
薬科学科へ進学する学生を増やす努力をし，それに見合った学内推薦入学制度を構築する
予定である。
門戸開放，飛び入学，社会人の受け入れについては，それぞれの入試制度の選抜方法の
検討を引き続き続けるとともに，今後論文博士の廃止が示唆されていることから，薬学履
修コース・臨床薬学履修コースにおいても，社会人入試制度の導入を考えていきたい。ま
ず手始めに，最新の社会のニーズにあった社会人大学院の開設を目指して，平成 20（2008）
年度から，専門薬剤師の養成を目指した新たな社会人大学院（博士課程）を設置する予定
である。
科目等履修生・研究生等，外国人留学生の受け入れについては，科目等履修生，研究生，
聴講生等の受け入れについては，改善・改革に向けた方策は特に考えていないが，外国人
留学生の受け入れを促進するために，修士課程の選抜入試筆記試験を英語で解答できるよ
うに改善したい。また，講義等も留学生がいる場合は英語で行うなどの工夫をしたい。留
学生の本国地での大学教育，大学院教育の内容・質の認定の上に立った単位認定に関して
は特に改善すべき点はないが，インターネット等を通して情報発信を行い，留学生を増や
す努力をしたい。
定員管理については，博士後期課程志願者の増加を図ることが喫緊の課題である。また，
臨床統計学履修コース，医薬開発学履修コースという他の大学院にはないコースを設置し
ていることから，その特殊性等をアピールし優秀な学生を確保したい。また，新たな社会
人大学院コースの設置を検討する。平成 19（2007）年度より，博士後期課程の全コースに
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関してⅡ期入試を導入したため，今後その効果が現れることにより入学者数の増加が期待
できる。それに加えて，修士課程修了者が博士後期課程に進学しやすいように，博士課程
における新たな奨学金制度の導入を検討し，さらに，修了後の就職支援を今迄以上に学部
全体で行っていきたい。
２−２．獣医学部・獣医畜産学研究科
２−２−１．獣医学部
〔到達目標〕
動物の生命科学を基盤とする本学部の理念と目標を十分に理解し，学力と意欲が優れた
人材を，公平かつ多様な方法で選抜するために，次の各項目を具体的な目標とする。
（平成
19（2007）年 9 月獣医学部定例教授会において，事業計画（案）として，
「学生募集（志願
者・入学者確保対策）
」の項において審議・承認。
）
◇学生募集方法，入学者選抜方法
1 選抜の客観性を担保できる志願者数を保持するために，教育や学生生活における満足度
を向上する。また，単なる受験生増加策とならないように，広報において受験生に分か
りやすい情報提供を工夫し，専攻とのミスマッチが発生する可能性を減らす。
◇入学者受け入れ方針等
1 多様な学生を受け入れることによって一般の学生によい刺激を与えるため，学卒者や帰
国生徒等を幅広く受け入れる。
◇入学者選抜の仕組み
◇入学者選抜方法の検証
1 様々な個性・適性と潜在能力を確認できる選抜方法を工夫するために多様な入試制度を
適切に運用する。
◇ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス）入試
1 ＡＯ入試や推薦入試における入学者の質を確保するために，入学前教育や入学後の基礎
教育をより充実する。
◇入学者選抜における高・大の連携
◇定員管理
◇編入学者，退学者
1 多様化する学生受け入れを公平かつ公正に保つための学部内体制が常に適切に機能する
よう，システムを継続的に点検・改良する。
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学・学部等の学生募集の方法，入学者選抜方法，殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合
には，その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性

〔現状の説明〕
本学部の教育理念や教育目標は，主として学部パンフレット，募集要項，ホームページ
等に詳しく記載して，学生の募集を行っている。また，過去に本学部に入学者を送り出し
た高等学校を学部教員が訪問して，高等学校の教員に対して教育方針・目標等を説明し，
募集を行っている。この他，本学部に興味を持つ受験生に対しては，オープンキャンパス
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や全国各地の進学相談会において，学部教職員がさらに詳しい情報提供を行っている。
□獣医学科
獣医学は，様々な動物を対象とした獣医臨床，獣医公衆衛生学，環境学と野生動物学，
基礎医学，さらにはコメディカル分野までも包含した広範な学問である。獣医学科ではこ
の学問をよく理解し，卒業後に社会で評価される高い能力を有する学生の獲得を目指す。
そのために，次の 5 種類の入試制度で学生を選抜している。
(1)公募制推薦入試
本学科への入学を強く希望し，高等学校 3 年間で履修した全ての科目においてまんべん
なく優秀な成績を修めたバランスの良い学生の獲得を目指した入試制度である。また，高
校在学時の課外活動等の状況から判断し，卒業後の社会的活動などに対しても積極性を有
すると思われる学生の確保も狙いの一つである。
(2)選抜入試
高い学習能力を有し，高度な専門教育によってさらに伸びる素質を有する学生の獲得を
目指して選抜する。卒業後には，国際的にも社会の先導的役割を担える人材に育つことを
期待している。
(3)大学入試センター試験利用入試
確かな基礎学力を有し，無理なく獣医学科目全てを学習できる，発展的素地を有する学
生を選抜する。将来において，様々な難しい社会的要請にも柔軟に対応できる人材に育つ
可能性を有する学生の確保を目指す。
(4)帰国生徒特別選抜入試
外国での滞在経験を有し，しかも，高等学校で優れた成績を修めた学生を選抜する。現
在，獣医師に対して世界各国から様々な知的・技術的連携が要請されているが，優れた語
学能力と国際感覚を有し，世界規模で活躍できる人材の獲得を目指している。
(5)学士特別選抜入試
卒業大学や学部，学科，また現在の職業も問わないが，獣医学科への入学の目的意識を
強く持ち，かつ，積極的な勉学意欲にあふれた学生を選抜する。豊富な知識と経験を生か
し，同学年の学生の中心的な存在となることを期待する。卒業後の職業の広がりも大いに
期待できると考える。2 年次に編入する。
□動物資源科学科
人類に役立つ哺乳動物と鳥類の利用と生産を教育の対象とする動物資源科学科における，
試験制度別の受け入れ学生像は次のとおりである。
(1)アドミッションズ・オフィス選抜入学試験（ＡＯ入試）
学科の特色を良く理解し，4 年間の学修生活をしっかりと修められる素地を持った人物を，
地元高等学校出身者（A 方式）と，地元高等学校以外の出身者（B 方式）の 2 つの区分で
選抜する。
(2)公募制推薦入試
本学科への入学を強く希望し，学修生活をしっかりと修められる素地を持った人物を，
全国に分布する出身高等学校長の「本学科の大学教育を受けるに相応しい基礎学力と，高
等学校で特色ある教育を受けた」旨の責任ある推薦に基づいて選抜する。
(3)選抜入試(前期)
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十分な基礎学力を有し，専門の学問分野に関する知識と技術を最大限に伸ばす素質のあ
る学生を選抜する。
(4)選抜入試(後期)
レベルの高い動物資源科学系の大学を目指す学生で，複数の大学の選抜入試の機会を有
効に利用し，本学科で学びたいという意志を持つ学生を選抜する。
(5)大学入試センター試験利用入試（前期）
十分な基礎学力を有し，専門の学問分野に関する学力を最大限に伸ばす可能性のある学
生を選抜する。
(6)大学入試センター試験利用入試（後期）
前期の入試センター試験利用入試の科目と国語を科し，他の理数系基礎学力に加えて，
論文読解能力の高い学生を選抜する。
□生物環境科学科
生物環境科学科がとっている 2 つのコース，生態環境コースと環境修復コースでは入学
後の必修科目が異なり卒後の目標も異なるため，入学試験において学生の適性を判別する
ため，比較的多くの入試制度を導入している。
(1)アドミッションズ・オフィス選抜入学試験（ＡＯ入試）
生物環境科学科は，本学科の理念や教育目標をよく理解し，次のような条件を満たすよ
うな学生をＡＯ入試に求める。
①フィールドを対象とした実験実習に興味を持てること
本学科は「フィールドでの実践教育」を重視し，専門課程で行われる実験実習の多くは
フィールドで実施される。また，3 年生後期から配当している卒業論文でも，試験や調査の
多くはフィールドを対象としている。このようなことから，フィールドを活躍の場と考え
る学生を求める。
②将来は技術者として貢献したいという明確な目的意識を持っていること
本学科には，生態系の機能解明と保全ができる技術者を養成するコースと，破壊された
環境を修復することができる技術者を養成するコースが設けられている。そのため，将来
技術者として社会に貢献しようという目的意識を明確に持った学生を求める。
③積極的に勉学に励む姿勢とコミュニケーション能力があること
本学科は，実社会において常に進歩している技術を積極的に取り入れ，作業グループを
リードできる技術者の育成を目指している。またグループで作業する技術者には，周囲と
協調するためにコミュニケーション能力が重要となる。そのため，周囲の人間とコミュニ
ケーションをとりながら，積極的に勉学に励む学生を求める。
(2)指定校推薦入試
①専門高校： 本学が指定した教育機関（主に専門高校）において，専門教育に特化した
カリキュラムを履修し，さらに高度な知識と技術を学ぼうとする意欲に溢れた学生で，
所属学校長の推薦を得られる者を求める。卒業後は地域のリーダーとして，または中堅
技術者として独り立ちできる人材育成を目指している。環境修復コースへの在籍が望ま
しい。
②普通高校： 本学が指定した教育機関（主に普通高校）において，高校までに学んだ基
礎知識を生物環境科学の分野に生かそうとする学生で，所属学校長の推薦を得られる者
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を求める。生態学的知識と農業工学的技術を身に付けることによって，卒業後は，公務
員（教員）あるいは企業の環境部門やコンサルタントとして活躍できる人材への成長を
はかる。
(3)公募制推薦入試
学科の理念に強く共感し，本学科において学びたいという強い意欲の感じられる学生で，
所属学校長の推薦を得られる者を求める。卒業後は生態学的素養を備えた技術者として社
会に貢献できる人材への成長を目指す。
(4)選抜入試
本学科の理念をよく理解し，本学科において学びたいという強い意欲の有する学生で，
十分な基礎学力を有する者を求める。Ⅰ期入試（募集人員 20 人）
，Ⅱ期入試（募集人員 20
人）
，Ⅲ期入試（募集人員 10 人）と 3 回実施するが，入学者のいずれも 2 年次までのカリ
キュラムを履修する過程で，自分の適性を見極めながらコース選択ができるよう指導する。
(5)入試センター試験利用入試
高い基礎学力を有し，偏りのない学習能力が備わっていると判断される学生を求める。
卒業後は，公務員（教員）あるいは企業の環境部門やコンサルタントで活躍できる人材へ
の成長を目指す。
〔点検・評価〕
□獣医学科
獣医学科では卒業時に獣医師国家試験を受験し，これに合格することが求められるため，
一定レベル以上の学力を有していることが入学の条件の一つとなる。獣医学科は人気が高
い学科の一つであり，学力のレベルも非常に高くなっているため，一時的な気分だけで入
学してくる学生の割合は低く，現時点では学生募集に憂いは少ない。また，獣医師という
特定の業務を遂行するための意志や親和性を確認する必要があるが，6 年間の課程において，
進路変更する学生は獣医学科においては全学年をまとめても毎年平均 5 名以下であり，い
わゆるミスマッチ入学は少ない。本学の獣医師国家試験の合格率は，過去 10 年間の平均で
全国公私立 16 大学中 2 位の成績であり，卒業生の大半が獣医師免許を活用した職に就いて
いる。現時点では，学生募集や多様な方法による入学試験は適切に実施されている。
□動物資源科学科
動物資源科学科の受験生は，他大学の動物科学系学科や食品科学系の学科を併願する者
と，本学部の獣医学科を併願する者が多い。競合すると考えられる他大学の試験日と重な
る場合もあると思われることや，また動物資源科学に志向がある受験生に対して複数の受
験機会を与えるために 3 種類，6 区分の入学試験を実施している。
動物資源科学分野に対して強い志向を持つ受験生を募集するための試験であるＡＯ入試
においては，模擬授業を行って小論文を作成させる試験で興味や基本的な考え方を確認し
ている。また，公募制推薦入試においては，同様の目的のため小論文のテーマを工夫して
いる。しかし，志向性が強いだけでは入学後の授業について行けないので，基礎学力を確
認するために面接において時間をかけて口頭試問を行っている。
選抜入試と大学入試センター試験利用入試においては，基本的には両方の成績は相関す
ると考えられるが，問題の傾向や難易度が異なるため，同じ受験生の成績を分析すると必
ずしも成績が一致しない傾向にあることがわかっている。このため，複数の機会を準備し，
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志向性の低い者や成績不良者が紛れ込むリスクを避けている。
結果として，大半の学生は順調に最終学年まで進級し，大学院に進学する者も少なくな
いため，学生募集における教育理念や教育方針が受験生に良く伝わっており，また多様な
方法による入学試験は適切に行われている。
□生物環境科学科
生物環境科学科の前身である生物生産環境学科においては，受験生の数が減少し，初年
度に進路変更のための退学者の割合が高くなっていたため，学科の教育内容を改め，広報
活動の活発化，さらに入学試験の多様化を図った。その結果，入学者の意識や学力も改善
され，退学者は減少した。
生物環境科学科がとっている 2 つのコース，生態環境コースと環境修復コースでは入学
後の必修科目が異なり卒後の目標も異なるため，入学試験において学生の適性を判別する
ための工夫をしている。ＡＯ入試，指定校推薦入試，公募制推薦入試においては，小論文
による志向性や適性の確認を行い，かつ時間をかけた念入りな面接による基礎学力の確認
を行っている。入学者の勉学意欲の向上と中途退学者の減少は，学生募集において教育理
念や教育方針が正しく伝わっているという結果であり，多様な方法による入学試験が複数
の目標に合致した多様な人材の受け入れにつながっているものと判断する。
入学者受け入れ方針等
必須：入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係
必須：入学者受け入れ方針と入学者選抜方法，カリキュラムとの関係

〔現状の説明〕
獣医学部は，生命科学としての農学の中で，動物の健康及びヒトの健康と福祉の増進に
寄与し，人類の持続的生存のために環境保全と安全な食料資源の確保を担うことを理念と
している。このため，①動物の生体機構と機能の解明，②動物に関わる疾病の診断・治療・
予防を通じた獣医療の充実，③公衆衛生の向上，④動物生産と食料等への利用，⑤食料資
源確保のための生産基盤の確保，⑥食の安全・環境保全・持続的農業の推進など，地球的
規模での問題解決が必要とされる分野も統合的に含めた教育・研究の推進を目標としてい
る。
本学部には，国際的視野を持って公衆衛生や動物の健康に関わることで人間の福祉に寄
与する高度専門職業人（獣医師）を育成する獣医学科，人間と動物の関係を多面的に捉え，
高い専門性と豊かな創造性を持って，食料や医療に関わる動物資源の開発と動物の利用を
発展させることができる人材を養成する動物資源科学科，及び環境の保全と修復について
具体的提言や技術提供ができる人材を育成する生物環境科学科の 3 学科が設置されている。
これら各学科の目標を達成するために必要な学力に加えて，それぞれの分野に強い関心と
意欲を持ち，与えられた課題を解決する能力や応用力を有する入学者の選抜を行うことを
基本方針としている。
これらの学部の理念及び各学科の教育・学習の目標は学生募集要項，ホームページ等に
詳しく記載して公開し，受験生への周知をはかっている。
また，カリキュラムはそれぞれの学科の目標を達成するために，学部の必修と選択の科
目の内容は最終目標と対応するように教育委員会やカリキュラム委員会において，定期的
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に点検されている。したがって，専門知識は入学後に修得できるので，入学試験において
は，各学科で要求するレベルの基礎学力に加えて，意欲や志向性が重視される。入学試験
には，ＡＯ入試，指定校推薦入試，公募制推薦入試，選抜入試，入試センター試験利用選
抜入試があるが，高等学校の調査書，および各入試で課している学力試験，小論文，面接，
模擬授業に対するレポート作成等が，基礎学力や意欲・意志の確認方法として適切に機能
している。
〔点検・評価〕
学習・教育目標は公開され，理念との関係も明確に示されているので問題はない。また，
到達目標を達成できるようにカリキュラムを整備しており，学部の教育方針が受験生に伝
わりやすいように広報も工夫している。
特に獣医学科の場合には，獣医師の養成という明確な目標があり，入学者受け入れ方針
も受験生に伝わりやすいと思われる。しかし，動物資源科学科と生物環境科学科について
は，受験生が積極的に学部や学科の情報を収集して臨む，ＡＯ入試や指定校推薦入試を受
験する受験生には，より積極的な周知が必要である。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜試験実施体制の適切性

〔現状の説明〕
獣医学部入試委員会は学部長が委員長を務め，3 学科長，事務長及び数名の教授から構成
される。入試委員会の下部には実行委員会が組織されており，実行委員長は入試委員会の
専任教授の中から選出され，各入学試験の運営を行う。
本学部の入試実施体制は，相模原キャンパスに実行本部を置く入試（公募制推薦入試，
一般選抜入試）の実施については本学部が一般教育部の支援を受ける体制となっている。
また，十和田キャンパスで実施する入試（ＡＯ特別選抜入試，指定校推薦入試，大学入試
センター試験利用入試）については，本学部のみで実施する。
獣医学科の公募制推薦入試，及び 3 学科の選抜入試の試験問題作成については，一般教
育部教員の支援を受けるために，一般教育部長に依頼して出題・採点委員の選任を依頼し
ている。また，動物資源科学科と生物環境科学科における公募制推薦入試，指定校推薦入
試，ＡＯ特別選抜の問題作成は学部長が適任と判断される学部教員に依頼して行う。
獣医学部における入試については，全て学部入試委員会が計画と実施を行う。また，一
般教育部教員に依頼する試験問題については，一般教育部に設置される入試管理委員会の
委員長と獣医学部の入試実行委員長が書式や誤植チェックを行う。
入試が終了したあとで，入試実行委員長が答案用紙を採点委員に依頼して採点を行う。
採点終了後，複数の実行委員が複数の事務職員とともに集計作業を行い，集計結果を実行
委員長から入試責任者である学部長に引き渡す。試験問題の精査については第三者機関に
依頼し，精査結果を受け取り，もし問題があれば入試責任者（学部長）と入試実行委員長
が出題委員の意見を聞き，協議して採点をやり直すか，結果を補正するかなどを決定する。
結果の補正等の有無にかかわらず，その結果や顛末について，入学センターを経由して学
長に報告している。
最終的に採点が終了し，集計結果が得られたら，入試責任者（学部長）は結果を各学科
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に引き渡し，合否判定案を作成させる。各学科から提出された合否判定案は，学部入試委
員会で精査され，審議された後，教授会において審議され，最終的な合格者案が学部長か
ら学長に上申されたのち，学長によって合格者が決定される。
〔点検・評価〕
本学部の入学者選抜試験実施については，学部長の下に実行委員会が組織され，明確な
責任・役割分担の下，適切に運用されていると評価する。他学部等と共同で実施する試験
制度においても委員会組織の下，十分な情報交換と問題点改善に関する検討が行われ，試
験が実施に移されている。これまでのところ，試験実施体制に関わる大きな問題は認めら
れない。
以上の実施体制は，詳細にマニュアル化されており，そのマニュアルについても試験の
都度，学部入試委員会で再確認される。入学試験実施のマニュアルは，大学入試センター
試験の実施経験により，厳密なものへと変化し，さらに毎年改良を試みているので，透明
性が高く，問題の発生は少なくなっている。緊張感が高まり，ストレスは多くなると思う
が，誤りは確実に少なくなっていると考えている。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜基準の透明性
必須：入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況

〔現状の説明〕
ＡＯ特別選抜入試と指定校推薦入試については，採点基準を公表していないが，学部入
試委員会においては，事前にこれらを検討し，会議録に明確に記述している。また，教授
会における合否判定会議においても明示している。これらの試験の配点などを公表してい
ない理由は，試験の実施形態のためであり，受験生が事前に配点を知らない方が良いと判
断しているためである。
公募制推薦入学試験，選抜入学試験，大学入試センター試験利用選抜入学試験，帰国生
徒特別選抜，学士入学試験（編入試験）については，全ての科目や配点などの選抜基準を
学生募集要項やホームページで公表している。試験の公平性については，解答による公平
性を損なわない客観問題形式による出題，科目間調整，複数の採点者による採点など，試
験の都度，入試委員会が総合的にチェックしている。
〔点検・評価〕
各入学試験において出願資格，選抜方法など開示可能な情報を明示するとともに，入試
結果を公表しており，選抜基準の透明性確保に大きな問題はないと判断している。入学試
験における合否判定は前述のシステムの運用により，公平性・妥当性が維持されていると
判断する。また，出題ミスや誤採点，さらには合格発表ミスが生じないよう十分な注意が
払われていると考える。
入学者選抜方法の検証
必須：各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況
任意：入学者選抜方法の適切性について，学外関係者などから意見聴取を行う仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
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入試問題は，基本的に学内の教員が科目ごとにグループを構成し，問題作成にかかわら
ない教員に検証を行わせる仕組みをとっている。さらに，全ての選抜入試について，入試
問題の精査を外部専門機関に委託して実施している。外部機関による試験問題の精査結果
を受けて，学部の入試委員長と入試実行委員長が出題委員と協議し，必要と考えられた場
合には採点責任者に依頼して，正答の修正と採点のやり直しを行う体制をとっている。
〔点検・評価〕
外部専門機関による入試問題精査の実施と，精査結果の合否判定への速やかな反映は，
入学試験の公平性と透明性を確保するシステムであり，必要かつ十分なシステムといえる。
ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）
任意：ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）を実施している場合における，その実施の適切性

〔現状の説明〕
動物資源科学科と生物環境科学科で実施している。ＡＯ特別選抜入試は，第 1 次試験と
第 2 次試験の二段階選抜で合否判定している。第 1 次試験では，自己推薦書，出願理由書，
調査書などを総合的に評価して判定し，第 2 次試験では，指定日に十和田キャンパスで実
施されるＡＯ特別選抜入試の講義を受講し，与えられた課題に対するレポート及び個人面
接などにより総合的に判定している。
〔点検・評価〕
第 1 次試験と第 2 次試験の二段階選抜で合否判定しており，第 2 次試験の人数を限定す
ることで，面接に時間を多く割くことができるため，基礎学力の確認とともに各学科の専
門領域に対する親和性などを十分に確認できている。
入学者選抜における高・大の連携
任意：推薦入学における，高等学校との関係の適切性
任意：高校生に対して行う進路相談・指導，その他これに関わる情報伝達の適切性

〔現状の説明〕
本学部では生物環境科学科が指定校推薦入試を実施しており，当該学科の教員による指
定校への訪問を行っている。内容は学部や学科の情報を提供し，過去に入学した学生の学
習状況や卒後の就職状況を説明する活動を行っている。また，高等学校の教員から現在の
高校生の意識や興味などに関する情報を収集している。この活動を継続している高等学校
においては，高校教員が本学部についての説明を受験生に対して詳しく行ってくれる傾向
があり，適性のある受験生の紹介につながっている。
高等学校訪問活動に加えて，最近では本学教員による高等学校での模擬授業も増えてお
り，これらはＡＯ入試や指定校推薦入試の志願者に対する情報提供の一環として，重要な
役割を演じつつある。
また，高校生に対して行う進路相談等については，大学（全学部）が実施するオープン
キャンパス，獣医学部が実施するオープンキャンパス，大学が実施する進学相談会のほか，
獣医学部が全国各地で行う進学相談会がある。この他に生物環境科学科では，前述のよう
に指定校に出向いて高等学校の希望に応じて進学相談を行っている。
これらの進学相談には，必ず獣医学部教職員が出向いて対応し，参加者数に応じて教職
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員の数を多くしている。また，進学相談会の実施についてはホームページやパンフレット
等の印刷物の送付で本学部の周知を行っており，さらにホームページに掲載したメールア
ドレスへの電子メールによる質問や電話による直接質問にも答えている。
〔点検・評価〕
指定校推薦入試で獣医学部が指定した高等学校と学部の間には，適切に情報交換が行わ
れて，相互にメリットがあり良好な関係が構築されていると思われる。しかし，指定校推
薦入試で入学した学生が学則に違反したり成績不良となったりした時には，当該学生の出
身高校の指定を取り消す場合もあるため，緊密な情報交換により相互に適切な関係が維持
できるよう努力している。
科目等履修生・聴講生等
任意：科目等履修生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

該当しない
外国人留学生の受け入れ
任意：留学生の本国地での大学教育，大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認
定の適切性

該当しない
定員管理
必須：学生収容定員と在籍学生数，(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性

〔現状の説明〕
これまで獣医畜産学部と獣医学部においては，獣医学科，動物資源科学科，生物環境科
学科のそれぞれの学科単位で，定員に対する入学者の割合が 1.00 以上 1.30 未満に入るよう
定員管理していた。学部では，定員に対して 1.30 の学生数に十分に対応できるように，講
義や実習に関わる施設，設備，備品，および教員の配置を整備していたために，問題は生
じていなかった。また，大学院生のティーチングアシスタントも十分な数を採用しており，
実習や演習における学生の指導もきめ細かく行われている。
しかしながら，大学基準協会の評価に際し留意すべき事項に「実験・実習を伴う専門分
野については，1.20 以上を助言対象とする」とされており，平成 20（2008）年度の獣医学
部入試委員会において，今後は常に 1.00 以上 1.20 未満となるような改善の取り組みを申し
合わせた。
平成 19（2007）年度獣医学部開設後 2 年間の入学定員に対する入学者数の比率は，獣医
学科，動物資源科学科，生物環境科学科，それぞれ 1.22，1.14，1.26 であり，学部平均で
は 1.20 であった。また，収容定員に対する在籍学生数の比率は，獣医学部では 1.21 である
が，獣医畜産学部とあわせると 1.17 である。獣医学科では学士入学試験で 2 年次に若干名
を編入学させているが，これを含めても定員管理を適切に行っている。
獣医学部は平成 20 年度で 2 年目に入ったばかりであるが，学生の満足度を高めて，中途
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退学者の数を減らす努力は継続して行っている。
進路の迷いがあれば当然退学者が増加するが，退学しない場合でも成績不良者の増加と
して問題となる。このため，すでに獣医学部において 1 年次の入学オリエンテーションに
かける時間を増やし，学科ごとに現場の第一線で活躍している卒業生に依頼し，卒後の進
路を入学者に詳しく紹介するなどによって入学者のモチベーションを高める工夫を行い，
さらにクラス主任を倍増して個人指導に力を注いでいるところである。さらに，退学者が
多い学科では，学力不足の入学者に対する指導として，1 年次に数学，理科，英語などの基
礎科目の補習や学習指導を徹底して行い，専門課程の学習に支障が生じないように指導を
強化した。
〔点検・評価〕
学科ごとに入学時に定員管理しており，学部全体でも定員に対する在籍者の割合が 1.30
を超えることはなかったが，今後は 1.00 以上 1.20 未満に改善する取り組みを行う。
編入学者，退学者
必須：退学者の状況と退学理由の把握状況

〔現状の説明〕
本学部の退学者，除籍者の現状を見ると，除籍者は死亡か学費未納によるものであり，
学部全体でも 1 年間に 1〜2 名程度である。よって多くは退学者である。獣医学科の場合に
は退学する学生を 6 学年合計しても毎年 5 名（0.6%）程度であるが，動物資源科学科では
年平均で約 10 名（2%）であり，生物生産環境学科（生物環境科学科）では年平均で約 20
名（4.5%）
，学科により割合は大きく異なる。
退学理由のうち，病気によるものは学科を問わず一定割合存在するが，特に異常な数値
ではない。比較的多い一身上の理由の多くは進路変更であり，合わせると病気以外の退学
理由の大半は進路の迷いや他大学等への転学である。また，進路変更等による退学者は，
大学の専門性と本人の希望の不一致によるものであり，低学年での退学が多い。
〔点検・評価〕
獣医学科は退学者の割合が低く，他方，動物資源科学科は最近数年間で退学者の割合が
増加している。生物生産環境科学科は退学者数が非常に多かったが，その理由は生態環境
や動物に関わる分野が少なくて期待していた専門ではなかったという理由であった。この
ため，平成 19（2007）年度には学科の改組を行って，生物環境科学科では生態環境学，野
生動物学などの専門分野を補強し，その結果として，初年次の退学者は減少した。
編入学者，退学者
任意：編入学生および転科・転部学生の状況

〔現状の説明〕
本学部の編入学生は，
獣医学科の学士入学試験合格者が 2 年次に編入されるのみである。
また転学科，転学部については，現時点では他学部からの学生はいないが，獣医学部発
足に伴って，獣医畜産学部の各学科の留年生が転学部・転学科の手続きを行って，獣医学
部に編入された。獣医畜産学部から獣医学部への転学部・転学科を行った学生数は，平成
19（2007）年度では動物資源科学科 6 名，生物環境科学科 13 名であった。また，平成 20
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（2008）年度では生物環境科学科 7 名と獣医学科１名であった。
〔点検・評価〕
獣医畜産学部から獣医学部への転学部・転学科に関しては，科目名や科目の年次配当な
どが変更されているため，科目読替や単位数の確認などの基準が作られており，教育委員
会において個々の学生ごとに審査し，教授会において審議・承認され，また，本人の承諾
書をもって，転学部・転学科が実施されている。
獣医学科の学士入学（編入学）については，前に在籍した大学における既修得単位の本
学における科目単位への認定に関しても基準が作成されており，教育委員会において個々
の学生ごとに審査し，教授会において審議・承認される。また，2 年次に編入のため，1 年
次に配当されている専門科目については，個別に学習指導などを行っている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
学生募集と入学者選抜については，3 学科それぞれにおいて下記のような方針をおいてい
る。
□獣医学科
学生募集や選抜方法はほぼ適切と思われるが，合格者の入学比率をより高めるために，
合格者への本学の教育の長所を詳しく知らせる活動を開始したところである。また，少子
化の影響がより顕在化し，受験者の人数が減少する可能性を考えると，学生の福利厚生施
設の改善などの具体策を講ずる。
□動物資源科学科
学力が高く，かつ動物資源科学に対する志向性が高い学生を大半とするためには，学生
募集方法において何らかの改良の余地があり，受験生の負担を増加することなく，志向性
を判断できるような方法を検討すべきと考えている。入学試験における面接あるいは，小
論文の実施が常道であろうが，まず広報において受験生に分かりやすい情報提供を工夫し，
専攻とのミスマッチ志願者を減らすことも重要と考えている。
□生物環境科学科
現時点では，学生募集と学生の入学後の教育の両方とも順調に推移しており，目標とす
る学生を選抜できていると評価している。しかし，今後とも受験者人口の減少は継続する
ので，学科の理念や目標に合致した教育を継続するために，学生募集の広報活動をより一
層活発化する。
社会的状況のグローバルな変化も著しいため，学部・学科の教育・研究目標や教育・学
習内容は常に点検し，改善する。また，学部・学科の教育・学習目標を受験生に周知する
にあたっても，単に多量の情報を与えるだけでなく，より分かりやすくするために，入学
者へのアンケート等によって情報開示方法の点検を行いつつある。また，生物環境科学科
は JABEE 認定による第三者評価を得ている。
（旧獣医畜産学部生物生産環境学科では認定
を得ている。
）
学内及び学部内の入学試験体制には，不正防止という観点からは，急を要する改善点は
ないと判断する。今後，末端の事務員や教員の意識を入学試験実施の都度高めることと，
小さな事例でも見逃さずにチェックし，マニュアルの改良を継続する。
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入学者選抜における判定方法の透明性，公平性，妥当性には問題はないことから，今後
も多様な入試制度の運用への取り組みを継続する。
本学部のＡＯ特別選抜入試合格者には合格発表後から入学までの間に複数の課題を与え，
高等学校における授業以外の時間を利用して，課題に対する解答を作成するよう指導して
いる。今後とも，合格者に対して課題を与えることでどれくらいの効果があるかを検証し，
与える課題の種類や量について改良していく。
専門機関の信頼性が高くない場合には，複数の専門機関に委託する必要があるかもしれ
ないが，現在委託している外部専門機関の精査内容に大きな問題はないことから，今後も
継続して点検を実施する。
関東地区の高校教員に対する説明会に加え，今後は本学部がある東北地方の高校教員の
説明会を十和田キャンパスや仙台などで開催することも計画したい。ホームページに掲載
する関連情報の見せ方や理解しやすさの工夫，及び学部に接触してきた受験生へのフォロ
ーアップも継続的に行い，単なる誘導だけでなく，ミスマッチが生じないよう適切な情報
提供に努める。
定員管理に関して実施している取り組みの効果については，継続して点検を行い，数年
後に検証し改良してゆく。
転学部・転学科は基準が整備されたばかりであり，特に改善の予定はない。また，編入
学（獣医学科の学士入学）については成績不良者もなく問題なく進められているが，数年
ごとにその効果等を検証する。
２−２−２．獣医畜産学研究科
〔到達目標〕
北里大学は，学祖北里柴三郎が身をもって示した「開拓，報恩，叡智と実践，不撓不屈」
の精神を建学の理念としている。本研究科は，この精神の下に，急速に変化する地球規模
の環境・健康や食の問題を生命科学の立場から解決することを目指して，人類の健康と福
祉に貢献できる人材を選抜し，養成することを目的とする。
この目的達成のために次の目標を設定した。
（平成 19（2007）年 9 月獣医畜産学研究科
教授会において，事業計画（案）として，
「学生募集（志願者・入学者確保対策）
」の項に
おいて審議・承認。
）
◇学生募集方法，入学者選抜方法
1 本大学院の理念と目標を良く理解する優秀な人材を学内と学外から広く受け入れるため
に，学外への広報を活発化する。
2 受け入れにおいて，学部で得た知識ばかりでなく，適性・能力や将来性も含めてその能
力を適切に判定する。
◇外国人留学生の受け入れ
1 外国人留学生への学修・研究や生活面の支援を拡充する。
◇定員管理
1 博士課程の定員を確保するために，適切な広報を行うとともに，学生に対する経済的な
支援策を講じる。
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学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学院研究科の学生募集の方法，入学者選抜方法の適切性

学内推薦制度
必須：成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における，そうした措置の適切性

〔現状の説明〕
①大学院研究科の学生募集の方法
獣医畜産学研究科は，獣医学専攻（博士課程：修業年数 4 年で定員 3 名）
，動物資源科学
専攻（修士課程：入学定員 5 名，博士後期課程：入学定員は 3 名）
，生物生産環境学専攻（修
士課程：入学定員 5 名）の 3 専攻科からなる。
入学試験は，一般選抜入学試験と社会人特別入学試験が，年に 2 回，9 月（第Ⅰ期）と 1
月（第Ⅱ期）に実施している。また，外国人特別選抜入学試験は 12 月に実施している。選
抜入学試験は，第Ⅰ期，第Ⅱ期ともに 2 日間にわたり，筆記試験（専門科目，外国語）
，卒
業論文または修士論文，あるいはこれに代わるものに関する試問，面接試験及び出願書類
等の審査結果を総合して行っている。さらに，外国人も対象にした推薦入試を実施してい
る。
学生募集の方法は，ポスター掲示と要項の配布，ホームページ上の募集概要の掲示であ
る。入学者選抜については，各専攻から提案された選抜方法が獣医畜産学研究科委員会及
び大学院委員会において審議承認され，実施に移される。応募者があった場合には，3 専攻
科長に加え研究科長が指名した複数の教授から構成される大学院運営委員会において書類
の確認が行われ，研究科委員会に報告・確認され，試験が実施される。成績の集計は事務
職員と大学院運営委員が協力して行い，規定の合否判定基準に従って研究科委員会で審議
され，合格者案が決まる。合格者は研究科長から学長に上申され，最終的に決定され，公
表される。
②入学者選抜方法の適切性，成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研
究科における，そうした措置の適切性
平成 19（2007）年度入学試験から，3 つの専攻科全て（博士課程，修士課程）で，成績
優秀者等に対する推薦入学制度を採用している。学内外を問わず，志望専門分野の指導予
定教授の推薦を受け，獣医畜産学研究科長が承認した者は学力試験が免除され，書類審査
及び面接試験により入学志願者の能力・適性等を総合して判定している。また，推薦基準
の透明性を確保するため，専攻科ごとに内規を設けて推薦基準統一を図っている。
学生募集の方法と入学者選抜については他の試験制度と殆ど同じであり，異なるのは推
薦入試の制度で受験できるかどうかについて，大学院運営委員会において書類確認が行わ
れ，研究科長に報告され研究科長の承認によって学力試験が免除される点だけである。書
類審査と面接の成績の集計は事務職員と大学院運営委員が協力して行い，規定の合否判定
基準に従って研究科委員会で審議され，合格者案が決まる。合格者は研究科長から学長に
上申され，最終的に決定され，公表される。
〔点検・評価〕
学生募集の方法はポスター掲示と要項の配布が学内に限られており，学内の学生に対す
る周知が中心であったが，平成 21（2009）年度の募集から全国の農学系大学へのポスター
掲示と要項配布を行うことにした。その他の，学内外への情報伝達媒体はホームページで
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ある。
選抜方法に関しては，応募者の希望する主科目担当者が出題・採点と面接に関わるが，
答案の確認や成績集計は大学院運営委員会が責任を持って行うため，不正の入る余地はな
く適切に行われている。また，面接試験は，研究科長，専攻主任及び主科目担当者らが行
い，適性や将来性等を判断している。
推薦入学制度を取り入れたので，進学希望者の増加を期待して経過を見守る必要はある
が，他大学等への広報などの積極的な対策を開始したところである。
門戸開放
必須：他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況

飛び入学
必須：
「飛び入学」を実施している大学院研究科における，そうした制度の運用の適切性

社会人の受け入れ
必須：大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況

〔現状の説明〕
各入試制度は他大学・大学院生に対しても差別することなく門戸が開かれているが，志
願者は殆どない。そのため，他大学・大学院出身者に対して門戸開放するための具体的改
善策として平成 19（2007）年度から推薦入学試験制度を取り入れた。なお，
「飛び入学」
は実施していない。
また本研究科では，3 専攻科の博士課程と修士課程ともに社会人特別選抜制度を設けてお
り，職業を持ったまま大学院に入学する学生の受け入れを行っている。
これまでの博士課程への社会人入学者の実績を持つのは獣医学専攻であり，いずれも本学
卒業生であった。学士課程在学時に卒業研究または卒業論文で指導を受けた教授に博士課
程進学後の指導を受けており，当該研究指導教授は，受け入れ大学院生の学士課程終了後
から入学までにおける研究活動状況を学会・研究会等で熟知していた。よって当該指導教
授は，入学時の十分な面接試問も含めると，入学生に対しては多くの情報を有していたこ
ととなる。このため，博士後期課程に進学する社会人大学院生の場合は，学術論文雑誌へ
の投稿の指導，不足する研究内容の補充に対する指導，専門資料及び参考文献に対する個
別指導を重点的に実施しており，これまでの学位授与状況及びその後の研究活動から判断
して，その研究指導や教育への配慮は適切と考えられる。
これまでの修士課程の社会人入学生は，生物生産環境学専攻で受け入れ実績があり，本学
学士課程の卒業生が地元に就職し，大学院入学後に研究指導と講義の聴講が可能な地理的
条件に恵まれていたものであった。
〔点検・評価〕
他大学・大学院出身者が，本大学院に入学しやすい環境を整えるために推薦入学試験制度
を取り入れたが，本制度の他の大学や大学院出身者に対する周知が不十分であったことは
改善すべきである。
さらに社会人大学院生に対する指導者の教育・研究指導への配慮については，これまでは
本学の卒業生であったため問題は少なかったが，他大学の卒業生や他大学院修了者などの
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場合には，研究指導や生活面への配慮がより重要となろう。また，卒業生が社会人大学院
生として在籍することによって，社会人としての経験を踏まえて研究が行われるので，学
部学生や大学院生に良い刺激となり，教育上のメリットもあると思われる。
科目等履修生・研究生等
任意：大学院研究科における科目等履修生，研究生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

外国人留学生の受け入れ
任意：大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況
任意：留学生の本国地での大学教育，大学院教育の内容・質の認定の上に立った，大学院における学生受
け入れ・単位認定の適切性

〔現状の説明〕
本研究科では，科目等履修生・研究生等の受け入れ体制は整備されており，本研究科で
研究を希望する研究生在籍の実績がある。また，外国人留学生に関しては，本研究科では，
東南アジア諸国を中心として各国から積極的に受け入れている。受け入れの実績は，これ
までインドネシア，中国，タイ，バングラデッシュからの学生が修了あるいは在籍中であ
る。
＜獣医畜産学研究科における外国人留学生の在籍状況＞
外国人留学生

16 年度
0

17 年度
0

18 年度
3

19 年度
1

20 年度
1

研究科では外国人留学生を受け入れる場合，外国人留学生特別選抜入試制度によりこれを
選抜，合否を判定している。本入試制度では英語，専門科目の筆記試験及び口述試験を課
し，これらを総合して能力・適正を判断している。しかし，直近の入学試験では，書類選
考による選抜を実施している。本国の大学での成績証明書，卒業証明書，及び受け入れ研
究室の指導教授の推薦を必要とする。指導教授は本人及び出身大学と緊密な連絡をとり，
入学後の研究について細部まで打ち合わせて，推薦に値するか判断している。国費留学生
の場合には，出身国による厳格な審査を経て推薦された学生であることから，受け入れに
支障はない。私費留学生の場合でも，出身大学の推薦を得られることを原則としており，
現時点では問題は生じていない。
〔点検・評価〕
研究生の受け入れについては，各主科目の教授が責任を持って指導する態勢となってお
り，研究成果等から判断して問題は生じていない。
外国人留学生についても，全員が課程を修了し学位取得を果たしているため，留学生の
受け入れには大きな問題がなく，適切な研究指導が行われてきたものと評価できる。また，
入学制度についても問題の発生はなく，また国費あるいは指導教授の推薦を受けた者に限
っていることから，現状で問題はないと認識する。
定員管理
必須：大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性

〔現状の説明〕
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1）過去 5 年間の志願者動向
修士課程・博士後期課程における志願者数，入学者数の経過を以下に示す。
＜修士課程(M)・博士(後期)課程(D)における志願者数，入学者数の経過＞
志願者数(M)
入学者数(M)/定員
志願者数(D)
入学者数(D)/定員

2004
38
22/10
3
3/6

2005
39
21/10
3
3/6

2006
37
19/10
7
7/6

2007
25
14/10
7
7/6

2008
16
9/10
5
4/6

平均
31
17
5
4.8

獣医学専攻博士課程の定員は１学年 3 名であり，平成 10（1998）年から 18（2006）年
までの 9 年間で 24 名を受け入れている。年平均 2.25 人と定員をやや下回っている。
動物資源科学専攻では，修士課程の定員は１学年 5 名であり，平成 14（2002）年度〜平
成 18 年度の 5 年間で 49 名受け入れており，入学定員の 2 倍程度を受け入れているが，博
士後期課程では，定員が１学年 3 名のところ，平成 14 年度〜平成 18 年度の 5 年間で 3 名
の受け入れであり，定員を充足していない。
生物生産環境学専攻の修士課程の定員は 1 学年 5 名であり，平成 12（2000）年度から平
成 19（2007）年度までの 7 年間で，43 名を受け入れている。年によってばらつきがある
が，年平均 6.14 人と定員を上回っている。
（平成 16（2004）年度から５年間の平均）
〔点検・評価〕
修士課程の入学志願者は入学定員を超える水準を維持しているので現状では定員確保と
いう点では全く問題はない。また，修士課程の学生数が定員を上回っているが，学生の活
動スペースが不足しないよう配慮されている。博士後期課程については，専攻により異な
るが，全体として定員を下回っている。
定員管理
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とその有効性

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
推薦入学試験制度を取り入れて間もないことから，数年の推移を見守った後に改善や改
革に向けた方策を考える予定であるが，学外からの学生の受け入れも推進するためには，
広報活動に加えて推薦基準の公開を検討する。
大学院の学修・研究活動の広報に加えて，進学相談会を積極的に実施することや，募集
要項に加えて詳細な大学院ガイドを作成・配布し，ホームページも含めた広報活動によっ
て，学内，学外問わず周知する。
生物生産環境学専攻では，推薦入試制度を活用する学生が増えるよう学内の学生に対し
ても啓発を行う。
社会人大学院生については，現状では改善すべき大きな問題点は見当たらないが，他大
学や大学院への広報などの志願者を増やす活動を行う。
外国人留学生に対しては，全て英語で指導を継続する方針であるが，日常生活も指導教
員に依存するなど教員個人の負担が大きいことから，日本語指導のシステムや生活や経済
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的な支援などを含めた留学生センター等の設置に向けた検討を行う。
魅力ある大学院を目指して，研究施設の充実や研究フィールドを確保し，博士課程（後
期課程）の定員充足に努力する。
また，本大学院が地方の小都市に立地していることから，学生のアルバイト先の需要が
少ないため，ティーチングアシスタントやリサーチ・アシスタントの雇用を十分に確保し，
学費や生活費の負担軽減策の一層の充実をはかる。
２−３．医学部
〔到達目標〕
大学の理念（建学の精神「開拓・報恩・叡智と実践・不撓不屈」
」を基盤として，医学部
の基本理念の一つである「人間性豊かで優れた医師の養成」を目標としていることから，
医師としてのヒューマニズムを持つことが必要であり，単に学力優秀な人物よりも，将来，
医師としてのヒューマニズムを持つための資質と能力を兼ね備えた入学者を選抜する。そ
のために次の目標を設定した。
（平成 12（2000）年度大学相互評価時及び平成 14（2002）
年／前医学部長就任時，平成 18（2006）年／現医学部長就任時に設定）
◇学生募集方法，入学者選抜方法
1 アドミッションポリシーに基づく，適切な学生募集及び入学者選抜を行う。
◇入学者受け入れ方針等
1 入学者受け入れ方針と教育目標やカリキュラムとの関係を明確にする。
◇入学者選抜の仕組み
1 入学者選抜試験実施体制を適切に機能させる。
2 入学者選抜基準の透明性を確保する。
◇入学者選抜方法の検証
1 適切な仕組みにより入試問題を検証する。
◇入学者選抜における高・大の連携
1 高等学校を対象とした進学説明会を開催する。
◇定員管理
1 学生収容定員と在籍学生数の適切な比率を維持する。
◇編入学者，退学者
1 学生の動向等を常に把握し，退学率の低下に努める。
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学・学部等の学生募集の方法，入学者選抜方法，殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合
には，その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性

〔現状の説明〕
《学生募集方法》
全学で行う学内進学相談会では，受験生，父母及び高等学校教諭を対象に，オープンキ
ャンパスを実施し，学部説明，個別相談，在校生との懇談，シラバス等閲覧の各コーナー
を設けるとともに，施設見学，学部紹介ビデオの放映も行っている。学外では予備校，業
者等が主催する相談会に参加している。また，雑誌等に入学試験日程等を広告掲載してい
412

基準 4 学生の受け入れ

る。
《入学者選抜方法》
指定校推薦入学試験は，本学部指定校選定基準に則り指定された高等学校から，一定の
基準によって推薦された生徒を対象に選考している。指定校は最近では 75 校程度の高校を
選定しており，毎年数校の入れ替わりがある（表 1．過去 10 年の指定校数の変化）
。選考は
推薦状，調査書，論文，面接，適性検査，健康診断（必要と認められた者）により入学志
願者の能力・適性等を総合して判定している（表 2．過去 10 年の合格者数/受験者数）
。
＜表１＞

＜表２＞

年度
平成 11 年度
平成 12 年度
平成 13 年度
平成 14 年度

指定校数
91 校
86 校
88 校
88 校

年度
平成 11 年度
平成 12 年度
平成 13 年度
平成 14 年度

合格者数
24 名
23 名
25 名
28 名

受験者数
42 名
38 名
31 名
36 名

平成 15 年度

86 校

平成 15 年度

29 名

45 名

平成 16 年度

83 校

平成 16 年度

29 名

49 名

平成 17 年度

75 校

平成 17 年度

27 名

35 名

平成 18 年度

68 校

平成 18 年度

27 名

36 名

平成 19 年度

73 校

平成 19 年度

29 名

53 名

平成 20 年度

74 校

平成 20 年度

27 名

52 名

一般選抜入学試験は，第 1 次試験，第 2 次試験の 2 日にわたり実施されるが，第 1 次試
験では数学，英語，理科（化学，物理，生物から 2 科目を選択）の 3 教科 4 科目による学
科試験を実施している。第 1 次試験合格者（例年 350 名程度）を対象に適性検査，論文，
面接，健康診断（必要と認められた者）による第 2 次試験を実施し，第 1 次試験，第 2 次
試験及び出身高等学校長の調査書等により入学志願者の能力・適性等を総合して判定して
いる。
学士入学試験は，入学試験は第 1 次試験，第 2 次試験の 2 日にわたり実施されていたが，
平成 20（2008）年度入学試験から一般選抜入学試験と同一日に実施しており，試験問題を
共用している。第１次試験では数学（選抜入学試験問題の一部）
，英語（選抜入学試験問題
と同じ）
，理科（化学，生物の 2 科目で選抜入学試験問題と同じ）の 3 教科 4 科目による学
科試験を実施している。第 1 次試験合格者を対象に適性検査，論文，面接，健康診断（必
要と認められた者）による第 2 次試験を実施し，第１次試験，第 2 次試験，出身大学の学
業成績証明書，推薦書等により入学志願者の能力・適性等を総合して判定している。なお，
入学年次は第 2 学年としている。
〔点検・評価〕
《学生募集方法》
本学部が求める入学者となり得る志願者をより多く集めるためには，いずれの入学試験
制度でも「適性検査」
「論文」「面接」を試験科目とし，これを重視していることを周知す
る必要があり，学内外で進学相談会・説明会を開催する意義はきわめて高く，適切である。
《入学者選抜方法》
本学部が求める入学者を選抜するために，いずれの入学試験制度（指定校推薦・選抜・
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学士）においても「適性検査」
「論文」「面接」を試験科目としている。特に面接試験にお
いては，時間と労力に限度があること，評価を同一基準にすることが難しいこと，面接員
による個人差など，その方法や判定に不公平が生じることは否定できないので，1 受験生に
対し 3 人以上（指定校推薦と学士は 6 名）の面接員が面接している。また，面接実施要領
（毎年更新）を作成し，説明会を実施することで面接員評価の平準化を図っている。
指定校推薦入学試験による入学者は，入学後の成績も比較的良く，選抜試験合格者の平
均に劣ることなく，むしろ，学年が進むにつれ成績が向上している。指定校推薦入学試験
に積極的な高等学校には，通常の 1 名枠ではなく，2 名枠を提示している（平成 19（2007）
年度，14 校）
。しかし，本学部を志望する優秀な生徒がそれぞれの指定校で毎年 1 名（また
は 2 名）現れるとは限らず，数年にわたり推薦のない高等学校や，本学部での学習に順応
できない生徒が推薦される高等学校も一部に見受けられる。
一般選抜入学試験では，受験者数，平均倍率等は，過去 10 年，ほぼ一定である。北里大
学の選抜入試問題は比較的良質で，正規合格者の学力水準が高く，半数は他大学（国立，
私立）医学部に合格する。入学定員 100 名のうち，指定校推薦入学試験が 25 名であるため，
一般選抜入学試験は 75 名となり，一次試験を経て二次試験に合格するためには，20 倍以上
の競争倍率をくぐり抜けなければならないため，他大学の医学部にも合格した正規合格者
の入学辞退が増えるのが問題である。
学士入学試験では，平成 14（2002）年度に入学試験形態変更後，学士入学者数は，2〜5
名／年度である。ユニークで基礎学力の高い学生が入学し（初年度 5 名）
，全員が比較的優
秀な成績で卒業し，医師国家試験にも合格した。しかし，年々受験者の質が変わり入学後
の学力不足が見られたので，平成 20（2008）年度入学試験より，その実施形態を一般選抜
入学試験と同様の形態に戻し，従来の学科試験を課している。
入学者受け入れ方針等
必須：入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係
必須：入学者受け入れ方針と入学者選抜方法，カリキュラムとの関係

〔現状の説明〕
医学部の基本理念の一つである「人間性豊かで優れた医師の養成」を目標としているこ
とから，医師としてのヒューマニズムを持つことが必要であり，単に学力優秀な人物より
も，将来，医師としてのヒューマニズムを持ちうる資質と能力を兼ね備えた入学者を選抜
することを入学者受け入れ方針としている。そのために，いずれの入学試験制度において
も「適性検査」
「論文」「面接」を試験科目とし，これらを重視している。また，第１学年
では医学部 1 群科目として人間形成の基礎科目を数多く開講し，人間形成教育を行ってい
る。
〔点検・評価〕
入学試験において，学科試験だけではなく，適性検査・論文・面接を試験科目としてい
ることで，入学者受け入れ方針に沿った入学者が，ある程度確保されている。特に選抜入
学試験では，入学者受け入れ方針を達成するため，例年，学科試験である第 1 次試験で約
350 名を合格者としており，適性検査・論文・面接試験を実施する第 2 次試験の受験者数を
ある程度確保している。
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また，第 1 学年のⅠ群科目として，
「倫理学」
「個人と社会」
「歴史と人間」
「心理学」な
どの「人間形成の基礎科目」を数多く開講し，入学後も入学者受け入れ方針に沿った教育
が行われている。
なお，入学者受け入れ方針とカリキュラムの教育目標が具体的な表現に欠けているため，
少し不明瞭と思われる。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜試験実施体制の適切性

〔現状の説明〕
医学部入試委員会を中心として全教職員の協力の下に，多面的な方法による入学選抜試
験が行われている。
①入試委員会
入学試験に関する業務を協議する目的で設置している組織で，指定校推薦入学試験，
一般選抜入学試験，学士入学試験の合否判定の審議ならびに特別待遇奨学生選考など本
学部の入学試験に関する全ての事項は当委員会で審議された上で，教授会に諮られる。
構成メンバーは，学部長が委員長を務め，入試実行委員長，学科長，大学病院長のほか，
学部長が指名する数名の委員（教育委員長，学生指導委員長等）である。また，入試委
員の中から論文，面接，適性検査，健康診断の各責任者を配置し，実施内容等の検討が
行われている。
②入試実行委員会
学部長が指名する入試実行委員長（教授）の下に数名の専任教員（講師職以上）で構
成され，入学試験問題の管理，採点の管理，試験成績の集計など，入学試験の実施に関
する全ての事項を管理する。
③入学試験問題出題・採点委員
入試委員長，入試実行委員長所管の下に，学部内外よりそれぞれの科目ごとに選出さ
れた専門委員により，問題の作成と採点に関わる全ての業務が遂行される。
〔点検・評価〕
入試委員会は平成 18（2006）年 7 月の学部長交代に伴い委員長が交代し，新しい体制と
なったが，従来の入学試験方針を踏襲し特に混乱もなく業務を遂行している。また，入試
実行委員会では平成 19（2007）年 5 月から着任数ヶ月の新任教授を加えたことにより，実
施体制の検討が活発に行われている。
入試判定資料の作成は入試実行委員会，入試判定は入試委員会で行い，資料作成と判定
を別々の組織で実施していることが不正等の防止対策の 1 つとなっている。
入試実行委員会の構成員は入学試験実施を担うため，経験と高い守秘義務を必要とする
組織ではあるが，構成員を固定すると業務の改善が進まない要因となる恐れがある。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜基準の透明性
必須：入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況

〔現状の説明〕
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学生募集要項において，試験結果及び出身高等学校の調査書等により，入学志願者の能
力・適性等を総合して判定すると公表しているが，入学者選抜基準は公表していない。ま
た，医学部ホームページ及び医学部パンフレットにおいて，過去 5 年間における合格者の
一次試験（学科目試験）得点の最高点及び最低点を公表している。なお，入学試験個人成
績の開示は，全学的に選抜入学試験の不合格者に限り本人の請求に基づき行っている。医
学部では第１次試験の不合格者に限り本人の請求に基づき，Ａ，Ｂ，Ｃの 3 ランクで成績
を開示しているが，指定校推薦入学試験及び学士入学試験においては，試験得点の公表な
らびに個人成績の開示を一切行っていない。
記述式学科試験の採点作業は，受験生個人が特定できないよう答案用紙の受験番号，氏
名を厚紙で隠して行っている。マークシート式学科試験の採点は機械処理であり，試験結
果の得点処理も入試システムにより行っている。合否判定に際しても，受験生個人が特定
できないよう受験番号，氏名，出身高等学校名等を隠したデータにより判定審議を行って
いる。
〔点検・評価〕
入学者選抜基準の公表は行っていないが，第 1 次試験の不合格者に限り本人の請求に基
づき，成績を開示しているため，入学者選抜基準の透明性は確保されていると思われる。
記述式学科試験は，受験生個人が特定できないよう答案用紙の受験番号，氏名を隠して
採点作業を行っており，その結果の公正性・妥当性は十分確保されている。
合否判定資料についても，受験生個人が特定できないよう受験番号，氏名，出身高等学
校名等を隠したデータにより判定審議を行っており，その結果の公正性・妥当性は十分確
保されている。
入学者選抜方法の検証
必須：各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況
任意：入学者選抜方法の適切性について，学外関係者などから意見聴取を行う仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
入試問題の印刷前の検証は，出題委員の中だけで実施している。具体的には，出題委員
が各自作成した問題を持ち寄り，その中から使用問題を決定しているので，問題作成の当
事者以外の出題委員により検証を行っている。さらに，試験当日の試験開始と同時に，改
めて出題委員全員で再検証している。また，試験開始後には，大学として外部専門機関へ
検証を委託している。
〔点検・評価〕
入試問題の印刷前の検証については，入試問題漏洩の危機性を最小限に抑えるため，問
題作成の当事者以外の出題委員により行っているが，第三者の立場による検証であり，有
効に機能していると考えている。
ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）
任意：ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）を実施している場合における，その実施の適切性

該当しない
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入学者選抜における高・大の連携
任意：推薦入学における，高等学校との関係の適切性
任意：高校生に対して行う進路相談・指導，その他これに関わる情報伝達の適切性

〔現状の説明〕
本学部では指定校推薦入試を実施しているが，過去の受験実績，入学後の学業成績等を
基準とした医学部指定校選定基準により，公正に指定校選定を行っており，毎年，当該年
度の指定校を対象とした説明会を 6 月に開催し，医学部指定校選定基準に関する説明を行
っている。
高等学校主催の進学説明会への参加依頼は，全学組織である入学センターに集約され，
医学部志望学生が多い高等学校の場合は医学部に連絡が入る。この進学説明会へは医学部
入試広報委員会の教員が可能な限り参加している。進学相談会等の開催情報は，医学部指
定校を始め，全国主要高等学校への開催案内発送のほか，大学ホームページによる公表，
事前接触者へのダイレクトメール発送などを伝達手段としている。また，医学部ホームペ
−ジでは医学部教職員が個別相談を実施する進学相談会の開催情報を公表している。
〔点検・評価〕
医学部指定校選定基準に則って指定校の選定を実施しているため，公平性，中立性を確
保している。なお，医学部指定校選定基準の 1 つに，入学後の成績が関わっているため，
卒業した高等学校から本人に，定期的な修学状況の問合せが望まれる。出身高校との良好
な関係は，入学後の学習意欲の持続に役立っている。
高等学校主催の進学説明会では，教育内容だけではなく，卒業後の医師になってからの
具体的な説明も行えるよう，原則，医師である入試広報委員会の教員を派遣しているが，
開催時期・時間に制約が多く，医学部入試広報委員会の教員が全ての依頼に応えることが
できない。
科目等履修生・聴講生等
任意：科目等履修生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

該当しない
外国人留学生の受け入れ
任意：留学生の本国地での大学教育，大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認
定の適切性

該当しない
定員管理
必須：学生収容定員と在籍学生数，(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性

〔現状の説明〕
医学部医学科の入学定員は 100 名，収容定員 6 学年合計 600 名であり，平成 20（2008）
年 5 月 1 日現在，
在籍学生数は 665 名であり，
収容定員超過率 110.8％となっている。
また，
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学士入学制度により，若干名を募集しており，2 年次に毎年 2〜4 名が入学しているが，平
成 20 年度の入学者はなかった。
〔点検・評価〕
毎年の入学者数は，日本私立医科大学協会の超過率申合せに従い，学士入学の 2 年次入
学者数を含めて，入学定員 100 名に対する超過率 1.1 未満となる 109 名以内としている。
例年各学年留年者が 2〜5 名となっているが，平成 19（2007）年 12 月 18 日の卒業判定
において，第 6 学年在籍学生 112 名のうち卒業者 99 名，留年者 13 名が既に決定したが，
特に教育活動に支障をきたすことはない。
選択科目の多い，比較的ゆとりのある第 1 学年（教養科目）から，全科目が必修である
基礎科学と基礎医学が並行して進行するタイトな第 2 学年へ進級することによって，第２
学年の授業について行けない学生が出る結果として留年生が多くなる。
第 5・6 年生の 2 年間の臨床実習教育では，総合試験が大きな関門となっているが，第 5
学年での留年者は少なく，第 6 年生の卒業試験として位置付けている総合試験で多くの留
年者が出る傾向がある。
第 6 学年で留年した場合，国家試験対策を重点とする留年生特別教育プログラムを実施
するため，選択実習の履修を免除するので，臨床教育から離れる期間が長くなり，病院就職
後の臨床研修に支障をきたす恐れがある。
編入学者，退学者
必須：退学者の状況と退学理由の把握状況

〔現状の説明〕
本学部の過去 5 年間の退学者及び退学理由は次のとおりである。
年度
平成 15（2003）年度
平成 16（2004）年度
平成 17（2005）年度
平成 18（2006）年度
平成 19（2007）年度
計

人数
２名
３名
１名
２名
８名

理由
２年次１名：進路変更，５年次１名：結婚
２年次２名：病気療養，４年次１名：病気療養
経済的な理由
３年次１名：病気療養，４年次１名：懲戒処分
１年次３名：病気療養１名・４月以降の入学辞退２名，２年次１名：進路
変更，３年次２名：進路変更，４年次１名：進路変更，５年次１名：育児）

16 名

過去 5 年で計 16 名（懲戒退学を含む）の退学者を出しているが，退学決定に至るまでに
学年主任やクラス主任が本人または保護者と面談を重ね，学生指導を十分に行った上で結
論を出している。
〔点検・評価〕
平成 19 年度の退学者が８名と急増しているが，うち 2 名は平成 20（2008）年度入学試
験から 4 月以降の入学辞退者の取り扱いを変更したことが一つの要因となっている。
進路変更を理由とする 2〜4 年次の 4 名のうち 3 名は，留年による同一学年在籍 2 年目の
学生であるが，1〜5 年次については同一学年における在学年数を 2 年以内とし，これを超
える場合は除籍となり，再入学を願い出ることができる対象者から除くことが学則で規定
されていることから，除籍となる前に退学したものと思われる。これらの 5 名を除くと 3
名で例年並みである。
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なお，同一学年在籍 2 年目の学生が除籍となる前に退学した場合，学業不振者の再入学
を認めない大学の方針に抵触しないよう，平成 20（2008）年度以降の再入学の選考に際し
ては，学業試験を課すことが医学部教授会で決定しており，特に問題はない。
編入学者，退学者
任意：編入学生および転科・転部学生の状況

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇学生募集方法，入学者選抜方法
1 学生募集方法については，例年，受験者の出身都道府県をみると中部・近畿以西の受験
者が少ないので，大阪及び北九州市の学外相談会を増やすなど，2〜3 年経過を見た後，
中部・近畿以西の広報活動のあり方を検討するとともに，医学部ホームページのさらな
る充実や最新の医学部紹介 DVD の高等学校への配布なども検討する。また，現在採用し
ている「適性検査」
「論文」
「面接」を試験科目とする入学者選抜方法については，本学
部が求める入学者の選抜に適切であるか否かを検討する。
2 指定校推薦入学試験では，現在の信頼を損なわないよう，試験の公平性を保つことが肝
要であり，特定の高校に有利に働くことなく指定校との信頼関係を築くため，指定校の
進路指導教諭を対象とした説明会を継続していく。
3 一般選抜入学試験では，複数回試験の実施など試験方法の有効性と可能性，試験実施期
日について検討する。
4 学士入学試験では，平成 20（2008）年度入学試験から，その実施形態を一般選抜入学試
験と同様の形態に変更しているので，入学後の成績等の追跡調査を行う。
◇入学者受け入れ方針等
1 入学者受け入れ方針等については，もう少し解りやすく，具体的な表現（どのような資
質や能力なのか）にすることを検討し，教育目標やカリキュラムとの関係を明確にする。
◇入学者選抜の仕組み
1 入学者選抜試験体制は適切に機能しているが，入試実行委員会が担う業務の改善を進め
るためにも，委員会構成員は，定期的に交代することが望ましい。
2 平成 20 年度入学試験から学士入学試験を選抜入試と同一日に実施し，試験問題を共用し
ているため，選抜入学試験と同様に学士入学試験の一次試験（学科目試験）得点の最高
点及び最低点を公表する方向で検討し，入学者選抜基準の透明性を確保する。
◇入学者選抜方法の検証
1 入学者選抜方法の検証については，大学として委託している外部専門機関からの検証結
果の回答を得てから，当該入学試験の判定を行っているため，試験問題印刷前の出題委
員による検証システムを継続することで問題はないと考えている。
◇入学者選抜における高・大の連携
1 入学者選抜における高・大の連携については，指定校推薦では推薦入学者の成績により
指定校の保留・取り消しとなることがあるので，推薦入学者の修学意欲が低下した場合，
その回復を図るために，高等学校の協力を得ることも一つの手段であり，高等学校との
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連携を強化する。また，入試広報委員（教員）の協力を得て，特に神奈川県内の高等学
校主催の進学説明会には積極的に参加する。
◇定員管理
1 定員管理については，国の緊急医師確保対策等により医学部の定員増が取り沙汰されて
いるので，入学定員 100 名の見直しを検討する。
◇編入学者，退学者
1 退学者の取り扱いについては，進路に迷いを感じている学生の多くは，授業欠席が多く
なるので，授業欠席が多い学生を早期に把握し，学年主任またはクラス主任による面談
を実施するなど，退学に至らないよう学生指導を行う。ただし，毎年の学費が高額であ
ることから，進路の迷いの場合は，なるべく低学年で結論を出すよう指導すべきである。
２−４. 海洋生命科学部・水産学研究科
２−４−１．海洋生命科学部
〔到達目標〕
学部が目指す教育の成果である学習・教育目標を達成するには様々な個性を持つととも
に，本学部の教育内容に対する強い意欲を有し，一定以上の基礎学力を備えている学生の
入学が望ましい。学部は多様な入学試験方法を実施して高い資質を有する入学者の確保に
努める。この目標実現に向け，次に示す到達目標を設定した。
（平成 12（2000）年度学科
及び研究科改組時，平成 14（2002）年度日本技術者教育認定機構(JABEE)試行審査受審時
及び平成 20（2008）年度学部名称変更時に設定）
◇学生募集方法，入学者選抜方法
1 多様な資質を持つ入学生の確保と受験生へのサービス向上を視野に，新たな入学試験制
度や試験会場の導入を図る。
◇入学者受け入れ方針等
1 海洋生命科学分野への学習に熱意を持つとともに，学部の学習・教育目標を達成する資
質を有する学生を確保する。
2 広報活動を通じて学部の学習・教育目標とアドミッションポリシーを公開し，その周知
を図る。
◇入学者選抜の仕組み
1 全学入学センターの指導ならびに一般教育部の支援を得ながら，学部入試委員会による
厳正かつ着実な入試業務を行う。
2 他学部と共同で実施する試験制度では実行委員会を組織し，緊密な情報交換を行いなが
ら遂行する。
◇入学者選抜方法の検証
1 各入学試験において出願資格，選抜方法，選抜基準，調査書の取り扱いの明示ならびに
周知に努める。また，合否判定に関わる情報開示の要望に適切に対応する。
2 入試問題の質を確保し，出題ミスを防ぐため，外部専門機関による入試問題精査を実施
する
◇入学者選抜における高・大の連携
1 公募制推薦入試における選抜の考え方を周知し，高校側の理解を得ながらその適正な実
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施を行う。
2 多様な機会を通じて高校生，ならびに高校教員に対し学部，入試情報を提供し，学部教
育の内容や入試制度に関する理解を得る。
◇定員管理
1 入学定員の充足に努めるとともに，多様な入試制度の下でも入学者数を適正な範囲に抑
制するよう慎重な選抜を行う。
◇編入学者，退学者
1 退学率の高い 1 年次生に対し，三陸キャンパスでの学習や生活に関するオリエンテーシ
ョン，体験実習学などを導入し，学部への帰属意識を高める。
2 高校での学習進度の違いを原因として成績不良に陥る学生に対し，基礎学力養成等，学
習支援体制を整備する。
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学・学部等の学生募集の方法，入学者選抜方法，殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合
には，その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性

〔現状の説明〕
（1）選抜入学試験
一般選抜入学試験は平成 19（2007）年度入試までは I, Ⅱ期の 2 回であったが，平成 20
（2008）年度入試からはⅢ期を加え，3 回実施した。
Ⅰ期選抜入学試験では，数学，英語，理科を試験科目とし，英語あるいは数学のどちら
かを選択するとともに，理科は物理，化学，生物の各 3 題ずつ計 9 題から，任意に 3 題選
択するシステムを採っている。この試験方法により，多様な資質を有する入学者の確保を
目指しており，特に理科は試験時に選択を可能として幅広く理科を学んできた学生を選抜
することをねらいとしている。
Ⅱ期入学試験では，数学，理科（物理，化学，生物から１科目選択）
，英語の 3 科目を課
している。この試験では 2 日間の受験日を設け，試験日を自由選択させることにより，受
験機会を増やし，より実力を発揮できた試験日の点数をその受験生の点数として評価して
いる。この選抜試験では，物理，化学，生物のいずれかに秀でた学生を選抜することを目
標としている。
Ⅲ期選抜入学試験では，英語・数学に加え，とくに生物学の基礎能力の高い学生を選抜
する目的で，理科科目として生物を指定している。
Ⅱ期及びⅢ期の選抜入学試験で必須科目としている数学は論理的思考を身に付けている
か否かの判断基準として，英語は学習にかかわる情報収集や国際的コミュニケーション能
力の基礎として位置付けしている。水産生物科学の学習は自然科学の基礎知識を必須とし
ており，理科系科目を課すことによりその能力を評価している。
（2）公募制推薦入学試験
公募制推薦入学試験では推薦書を参考にしながら高校成績評価，小論文，ならびに面接
試験結果を総合して合否を判定している。小論文では文章作成能力や論理的思考能力を，
面接では高校生としての入学意欲とともに基本的コミュニケーション能力と自分の考えを
表現できる能力を判定し，入学適性の判断材料としている。面接委員から著しく特色があ
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ると評定された者，あるいは問題があると判定された者については合否判定委員会，教授
会で別途慎重に審議の上，合否を決定している。公募制推薦の合格者数は入学者数の入学
定員の 50％を上限としている。
（3）帰国生徒特別選抜入学試験
帰国生徒（日本国籍を有する者で海外において学校教育を受け，入学の時点で満 18 歳に
達し，以下の出願資格に該当する者）については，公募推薦入学試験と同日に，一般の受
験生とは別枠で入学試験を実施している。この入学試験では成績証明書，小論文，面接等
により入学志願者の能力・適性等を総合して判定する。
＜帰国生徒特別選抜入学試験出願資格＞
① 外国の高校に原則として 2 年以上在学し，当該国の学校教育 12 年課程の高等教育を
卒業（修了）した後，出願時までの期間が 1 年未満である者
② 外国の高校に原則として 2 年以上在学し，当該国の学校教育 12 年課程の高等教育の
最終学年に在学中で，入学試験実施年度 3 月までに卒業（修了）見込みの者
③ 国際バカロレア資格を有する者，または当該国における大学入学資格を有する者で，
原則として上記①または②に準ずる者
④ 外国の高校卒業者ではないが，中・高校を通じ数カ年継続して外国で教育を受け，
入学試験実施年度 3 月に日本の高等学校を卒業見込みの者で，帰国後，出願までの
在籍期間が原則として１年未満の者
（4）大学入試センター試験利用選抜入学試験
大学入試センター試験利用選抜入学試験は平成 20（2008）年度入試から前期，後期の 2
回を実施している。この試験方法においては，全国的に広く志願者を募集することが可能
であり，学力優秀な学生を選抜することを目的としている。
（5）アドミッション・オフィス選抜入学試験（ＡＯ入試）
本学部の教育理念，学習教育目標を理解し，本学部への志望動機が明確である者を入学
させるため，平成 20 年度入試よりアドミッション・オフィス選抜入学試験（ＡＯ入試）を
導入した。高等学校もしくは中等学校教育の専門教育を主とする学科及び総合学科を卒業
もしくは卒業見込みの者を対象としており，平成 20 年度入試においては高校成績評価 A 以
上で専願を出願資格とした。この基準は平成 21（2009）年度入試において一部見直しを図
り，同評価 B 以上の者としている。この入試では，二段階選抜を採用しており，第１次選
抜において面接，志望理由書，課題論文，調査書を基に総合的に評価して合格者を決定す
る。第 1 次選抜合格者を対象とした第 2 次選抜では第 1 次選抜の成績，模擬講義受講ノー
ト，口頭試問により合否を判定する。
〔点検・評価〕
本学部の志願者数は平成 9（1997）年度以降，平成 14（2002）年度までは大幅な減少傾
向にあった。この間，とくに公募制推薦入試ならびに一般選抜前期入試（平成 20 年度から
はⅠ期入試）において減少が大きい傾向にあった。平成 15（2003）年度には大学入試セン
ター試験利用選抜入学試験を導入したことにより一時的に志願者数の増加が見られたが，
翌年度は同センター試験の受験者数半減により再び減少に転じた。本学部では平成 15 年度
以降も志願者数の確保とレベル向上を図るため，推薦基準の見直し，地方（大阪）会場入
試の導入等さまざまな対応を図ってきた。平成 18（2006）年度からは前期選抜試験におい
422

基準 4 学生の受け入れ

て福岡会場を追加，平成 19（2007）年度からは前期試験における試験日自由選択制の導入，
さらには平成 20 年度入試では選抜Ⅰ期試験，ＡＯ試験，大学入試センター後期試験を新た
に追加して入試を行った。この結果，本学部ではここ数年志願者数が横ばいあるいは微増
の傾向にある。このように本学部における受験者数はここ数年大きな変化が見られないが，
このことは 18 歳人口の減少が著しい昨今において，
大学への進学率が微増傾向にあること，
本学部への進学を希望する学生が比較的安定していることなどの要因が考えられ，学部の
理念や教育目標が定着しつつあることを示すものかもしれない。また，これらの改善は受
験生へのサービス拡充とともに多様な入学者を確保する努力を絶え間なく行ってきたこと
を意味し，評価できる。
入学者受け入れ方針等
必須：入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係
必須：入学者受け入れ方針と入学者選抜方法，カリキュラムとの関係

〔現状の説明〕
理念・目的・教育目標との関係：海洋は再生産可能な生物資源の宝庫であり，これら資
源の利用は人類の存続にとっては不可欠である。本学部は海洋生物の生命過程を解明し，
これら生物の生育環境である海洋の保全を考えることにより，多様で豊かな海洋生物資源
を永続的かつ有効に利用することを基本理念としている。入学者選抜に際しては，学部が
掲げる 8 つの学習・教育目標
A: 人類共通の水圏生物資源の利用に携わる技術者として，自然，文化，社会，人間の多
面性を認識し，多様な価値観を理解する能力の修得
B: 数学，自然科学，情報技術に関する基礎知識と，それらを水産分野の問題解決に応用
する能力の修得
C: 水圏生物の生理・生態，高度有効利用，環境との関わりなど水産生物科学に関する一
貫した基礎知識と，水圏生物の利用に関わる多様な分野に対応する能力の修得
D: 情報を収集・分析して水圏生物資源の利用に関する問題を発見し，その解決策をデザ
インする能力の修得
E: 与えられた条件の中で実験を遂行し，結果を解析，考察する能力の修得
F: 自分の考えを的確かつ論理的に表現する能力，及び英語によるコミュニケーションを
図るための基礎能力の修得
G: 専門技術者として責任ある社会活動を可能にする倫理観の修得
H: 継続的に学習しながら，絶えず変化する科学技術に迅速に対応する能力の修得
を達成する資質とこの分野における学習に熱意を持つ入学者を選抜することを基本方針と
している。こうした基本理念に立ち，水圏生物やその生命過程に関する幅広い知識・理論・
技術を備えるとともに課題解決力や国際性をあわせ持ち，海洋生物資源を保全・利用する
多様な分野において活躍できる人材の育成を目的としている。これらの大学・学部の理念，
学習・教育目標は，各種の媒体（HP，学生募集要項，学部広報誌など）を使って公開する
ことにより，周知を図ってきている。
入学者選抜方法，カリキュラムとの関係：学部は上記 8 つの学習・教育目標を設定し，
これら多様な能力の獲得を学生に求めている。また，学部カリキュラムの必修・選択の全
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授業科目は目標との対応が明確にされ，その履修・単位修得により卒業時には全ての目標
が達成される構成となっている。したがって，入学者の選抜にあたっては学習・教育目標
を達成する資質を有する多様な学生の確保を基本方針として，5 タイプの入学試験により入
学者受け入れ方針の実現を図っている。
〔点検・評価〕
学習・教育目標は公開され，理念との関係も明確に示されており，何ら問題はない。水
産生物科学教育プログラムを整備したことにより，受験生に対して学部の教育方針がより
明確に伝わるようになったと評価している。これらは平成 16（2004）年度から JABEE（日
本技術者認定機構）において認定されている点で第三者機関からも評価を得ており，学部
の社会的評価も高まったものと判断している。
学習・教育目標や教育・研究内容は，本学部が果たすべき役割や本学部の社会的状況の
変化に応じて常に点検・改善される必要があり，それは重要な JABEE の認定基準の一つで
もある。今後も学生の要望，社会の要望を取り入れつつ，学習・教育目標の適正化を行っ
てゆく。
一方，公募制推薦入試ならびに一般，大学入試センター試験利用選抜入試の各入試制度
で入学した学生について入学後の成績を追跡調査した結果，入試制度による明確な違いは
これまでのところほとんど無いことが明らかになっている。したがって，現状において各
試験制度は学部のアドミッションポリシーに沿ってほぼ適正に運用されているものと考え
る。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜試験実施体制の適切性

〔現状の説明〕
入学試験方法の改善や入学者の選抜方法については学部に委員会組織を設けて年度ごと
の実情を勘案しながら検討を重ねている。入学試験にかかわる組織の概要は以下のとおり
である。
入試委員会は学部長が委員長を務め，教授全員を構成員として入試計画や入学試験方法
に関するすべての事項を審議し，具体案を教授会に提案する。また，学部長は入試実行委
員を指名，実行委員は全学入学センターの構成員として入試制度等の全学的検討に参加す
るとともに，他学部と共同実施される試験制度においてはその調整にあたる。さらに，入
試実行委員は学部長の指揮下，担当事務部門とともに入学試験の実施要領策定，入学試験
問題の管理，採点の管理，結果の集計など入学試験の実施に関するすべての事項を管理，
統括する。現在実施している試験制度のうち，選抜Ⅱ,Ⅲ期入試は獣医学部と共同で実施し
ている。これらの試験では両学部に加え，一般教育部の担当者から成る入試実行委員会が
組織され，協議を進めながら入試問題の作成，管理，精査，採点ならびに入試実施要領の
策定，入試実施体制の整備が行われている。一方，平成 20（2008）年度入試より新たに導
入した選抜 I 期入試は，理学部の選抜入試問題の提供を受け，白金キャンパスを試験会場
にして実施している。この場合にも理学部の入試実行委員会に本学部入試実行委員が参加，
入試実施方法について確認を取りながら行っている。
〔点検・評価〕
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本学部の入学者選抜試験実施については，学部長の下に機能的委員会が組織され，明確
な責任・役割分担の下，適切に運用されていると評価する。他学部と共同で実施する試験
制度においても委員会組織の下，十分な情報交換と問題点改善に関する検討が行われ，試
験が実施に移されている。これまでのところ，試験実施体制に関わる大きな問題は認めら
れない。
一方，入学試験の実施には入試実行本部要員とともに面接試験担当者，試験監督等多く
のスタッフを必要とする。現状ではＡＯ，推薦入試の面接者あるいは試験監督については
原則として教授を，一般選抜入試では准教授以下をこれに充てている。しかし，専門教育
担当教員が最大限 30 人の本学部においては入試制度の多様化に伴い入試業務の負荷は大き
くなっている。学部キャンパスが試験会場から遠隔に所在することとも相俟って教育研究
活動への支障も危惧される。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜基準の透明性
必須：入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況

〔現状の説明〕
入学者選抜基準の透明性：全学的方針に従い，本学部でも入試に関する情報を以下に示
すように公開し，選抜基準等の透明性確保を図っている。
選抜方法（出題教科，出題範囲，試験時間，配点等）は募集要項をはじめ，入試広報冊
子，大学ホームページなどで公開している。選抜Ⅱ期入試では試験問題は異なる独立した
試験を 2 日間にわたって実施する。この試験制度には試験日自由選択制を採用しており，
合否判定に関わる偏差値採点方式や両日受験者の取り扱いも募集要項で示している。公募
制推薦入試では，小論文や面接の方法・形態などを公表している。入試結果については「入
試ガイド」ならびに大学ホームページに各入試制度における志願者数，受験者数，合格者
数，実質倍率，合格者の最高点・最低点などを掲載している。試験成績については，選抜
入試（センター試験利用入試を含む）の不合格者（希望者）を対象に学力検査等を総合的
に評価した結果を 5 ランクにわけてそのランクを開示している。入試問題は過去問題集と
して冊子及び大学ホームページで公開している。選抜入試では模範解答も併せて公開して
いる。
入学者選抜結果の公正性・妥当性を確保するシステム：入学試験問題の出題（採点）責
任者及び委員の選任は，機密性に配慮して学部長が学部内教員の適任者を委嘱，また一般
教育部長，他学部長と協議して適任者を学部長名で委嘱するシステムをとっている。この
委嘱結果は学部長から学長に報告する。試験結果に基づく合否判定は，学部長が教授会に
推薦した 6 名の教授から構成される合否判定委員会によって行われる。同委員会は学部長
が委員長を兼ね，各試験制度による入学試験を実施後に試験成績をもとに合否判定案を作
成する。合否判定にあたっては，入試問題の出題の適切性・妥当性を確保するため，内部
の精査に加え，外部業者に問題精査を委託し，適切かつ公正な判定が行われるよう配慮し
ている。合否判定委員会で作成された合否判定案は教授会で審議，決定され，学長が決裁
する。各試験における合否結果は，学部長ならびに入試実行委員による複数回のチェック
が行われた後，補欠合格者も含め受験者に直接通知されるとともに，相模原キャンパスで
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の掲示及び学部ホームページへの掲載を行っている。
〔点検・評価〕
各選抜入学試験において出願資格，選抜方法など開示可能な情報を明示するとともに，
入試結果を公表しており，選抜基準の透明性確保に大きな問題はないと思われる。一方，
公募制推薦入試では合否判定に関わる高校成績を定量的取り扱いについて現状では募集要
項に配点を明記していない。この点は早急に改善の必要がある。
入学試験における合否判定は上述のシステムの運用により，公平性・妥当性が維持され
ていると判断する。また，出題ミスや誤採点，さらには合格発表ミスが生じないよう十分
な注意を払っている。
入学者選抜方法の検証
必須：各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況
任意：入学者選抜方法の適切性について，学外関係者などから意見聴取を行う仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
外部専門機関による試験問題精査を全学部の入試で行う旨の北里大学入学試験委員会に
おける決定に基づき，平成 17（2005）年度一般選抜入学試験より，入試実施直後に外部専
門機関に入試問題の精査・分析を委託し，出題ミスの有無や問題の難易度等を検証してい
る。なお，現在，学外者から入学者選抜方法の適切性について意見を求めることは実施し
ていない。
〔点検・評価〕
入試問題精査の実施は出題や採点に問題があった場合，合格発表前にこれに対処できる点
で有効に機能していると判断する。選抜方法は，現状で特に問題はないと考える。
ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）
任意：ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）を実施している場合における，その実施の適切性

〔現状の説明〕
本学部では専門高校に定員枠をもった試験制度の導入を希望する声が多いことに鑑み，
専門学科ならびに総合学科に学ぶ高校生から海洋生物科学に関心をもつ多様な人材を確保
する目的で，平成 19（2007）年度からＡＯ入試を実施することとした。この試験制度では
二段階選抜制を採用し，第 1 次選抜において面接，志望理由書，課題論文，調査書を基に
総合的に評価して合格者を決定する。第１次選抜合格者を対象とした第 2 次選抜では第 1
次選抜の成績，模擬講義受講ノート，口頭試問により合否を判定する。本入試は平成 20
（2008）年に初めて実施したが，2 年続けて志願者はなかった。
〔点検・評価〕
ＡＯ入試については，受け入れ学生もまだいないことから，その適切性についての評価
はできないが，2 年続けて志願者を確保できなかったこともあり，社会の要望の程度，募集
期間，出願資格などについて抜本的な見直しを図る必要がある。
入学者選抜における高・大の連携
任意：推薦入学における，高等学校との関係の適切性
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任意：高校生に対して行う進路相談・指導，その他これに関わる情報伝達の適切性

〔現状の説明〕
本学部では指定校推薦入試制度は導入していないが，公募制推薦入試では「海洋生命科
学分野に関心を有する者で，学校長が責任をもって推薦できる大学専門教育に適する者」
を出願資格とし，高等学校長からの推薦状の提出を求めている。公募制推薦入試の選抜要
領については募集要項を高等学校に配付するとともに，例年 5 月から 6 月にかけて行われ
る高等学校教員等を対象とした，「入試説明会」において直接説明を行っている。この際，
質疑応答や個別相談，アンケートを通して各高等学校の進路指導担当教員からの意見・要
望を聴取している。
高校生等に対する進路相談・指導・その他これに関わる情報伝達の現状を以下に記す。
①高校訪問：
平成 18（2006）年度 119 校（東北地区 62 校，関東甲信越地区 39 校，中部地区 9 校，中
国地区 9 校）
平成 19（2007）年度 57 校（東北地区 37 校，関東地区 14 校，九州地区 6 校）
②本学のオープンキャンパス，進学説明会：
平成 18 年度：オープンキャンパス（46 名）
，進学相談会（22 名）
，大学説明会（11 名）
平成 19 年度：オープンキャンパス（260 名）
，進学相談会（29 名）
，大学説明会（9 名）
③各地で実施される理科系私立大学の進学相談会（平成 19 年度）
：
進学相談会(盛岡，仙台，福岡，名古屋・大阪）
，入試説明会（白金）
，高校内進学相談会
（大東）
，進学エキスポ（東京)
④恒常的なキャンパス見学の受け入れ（周年毎週土曜日）
：高校生 10 名（平成 19 年度）
⑤県内研究機関によるシンポジウムへの参加
⑥ホームページでの受験案内の掲載：
ホームページに入試関係情報として，入試概要，進学相談会，入試 Q&A などを掲載
⑦学部広報誌（水産学部だより，海洋生物学への招待）の普通高校，実業高校への配布
⑧新聞，雑誌，鉄道への広告出稿：月刊フィッシュマガジンに学部広報広告（平成 18 年 11
月号，平成 19 年 7 月号，平成 19 年 9 月号）
，週間朝日に学部広告（平成 19 年 9 月 7 日）
，
RECRUIT に学校見学会案内（平成 19 年 9 月号）
，車内広告 東北著名大学案内 （JR 東日本
東北本線：一ノ関〜盛岡・八戸〜青森間，IGR 岩手銀河鉄道：盛岡〜八戸間）
〔点検・評価〕
推薦入試は志願者に専願であることを求めており，これまで合格者の辞退はほとんどな
い。また，推薦入試合格者の入学後の成績は追跡調査により一般選抜入試合格者の成績と
大きな違いもないことが明らかになっており，推薦は適切に行われていると判断する。こ
れらの点から，高等学校との関係は現状で大きな問題はないと考える。
また，受験生のみならず，父母に対する学部の特色や内容，入試方法などに関する周知
活動は精力的に行われている。本学部を受験する者は全国各地に分散しており，受験を志
す学生個々に情報伝達することは極めて難しいが，様々な工夫により正確な情報伝達に努
める必要がある。
科目等履修生・聴講生等
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任意：科目等履修生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

〔現状の説明〕
科目等履修生

及び

研究生

に関しては北里大学学則の規定に従って受け入れを行

っている。科目等履修生は，
「高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者が受験資格を有
し，正規の学生の学修に支障のない限り，教授会の議を経て，科目等履修生として許可さ
れる（学則第 43 条）
」
。研究生に関しては，
「学士号又は学士の学位を有する者が，学部に
おいて研究，実験，実習を行うことを願い出たときは，正規の学生の学修に支障のない限
り，教授会の議を経て，研究生として許可される（学則第 44 条）
」
。
科目等履修生に関しては平成 15（2003）年度に 2 名，平成 19（2007）年度に 1 名を，
研究生に関しては 2003 年度 10 名，平成 16（2004）年度 17 名，平成 17（2005）年度 9
名，平成 18（2006）年度 8 名，平成 19 年度 5 名を，それぞれ受け入れている。科目等履
修生の場合，教職免許取得や学芸員資格取得に関わる科目の履修を目的とする例がほとん
どである。
〔点検・評価〕
科目等履修生，研究生の受け入れは学則に則って適正に実施されており，現在のところ，
特に問題はない。受け入れ実績はこれまでのところ高いものではないが，学部キャンパス
の立地条件から考えて致し方ないところがある。
外国人留学生の受け入れ
任意：留学生の本国地での大学教育，大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認
定の適切性

〔現状の説明〕
留学生の入学資格については，学則の第 25 条に規定されている。大学前教育の内容・質
に関しては，文部科学大臣が定める基準等を満たした者が入学資格を有することになって
おり，本学で別に定めた基準はない。本学部では留学生受け入れ実績はまだない。
〔点検・評価〕
学部内の学生にとっても国際性向上という観点から留学生の受け入れは望ましい。しか
し，本学部のような小規模学部では日本語教育と専門教育を両立させる環境の整備や留学
生の生活面にわたるケアを行う体制を構築することは難しく，現状ではその受け入れは難
しいと思われる。大学全体の国際化推進に関わる諸施策の展開を勘案しながら学部の対応
を考える。
定員管理
必須：学生収容定員と在籍学生数，(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性

〔現状の説明〕
1）過去 5 年間の入学者数動向とその内訳：入学定員に対する入学者の状況を以下の表に示
す。なお，過去 5 年間の合格者数及び入学者数の平均値（と入学定員 160 名に対する各割
合）は，それぞれ，532 名（3.33 倍）及び 188 名（1.18 倍）であった。
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＜入学者数（各試験区分における入学者数を含む）とその定員に対する比率＞
年度
入学者数
公募推薦入試
帰国生徒入試
一般入試
入学者/定員

2004
177
27
0
150
1.11

2005
180
27
0
153
1.13

2006
190
26
0
164
1.19

2007
202
40
1
161
1.26

2008※
193
56
0
137
1.21

※海洋生命科学部に名称変更

2）学生収容定員と在籍学生数の比率：以下の表に示すように，平成 20（2008）年度の海
洋生命科学部と水産学部の在籍学生数は著しい欠員及び定員超過は起こっていない。
＜2008 年度における在籍学生数とその割合＞
１年次生※

２年次生

３年次生

４年次生

208
28.7

186
25.7

172
23.8

158
21.8

在籍者数
割合(%)

総在籍者数
/収容定員
724/640
1.13

※海洋生命科学部

〔点検・評価〕
表に示したように，過去 5 年間における入学者数の平均は入学定員の 1.18 倍であり，適
正な定員を維持できている。在学者数についても，やや定員を上回っているが，教育の展
開に支障がでるレベルではない。
編入学者，退学者
必須：退学者の状況と退学理由の把握状況

〔現状の説明〕
本学部の過去 4 年間の退学者の状況及び入学者に対する退学者の割合は以下のとおりで
ある。
年 度
退学者数
退学者数／入学者数

2004 年
15 名
8.5％

2005 年
23 名
12.8％

2006 年
21 名
11.1％

2007 年
16 名
7.9％

本学部の退学者は例年 20 人近くに昇るが，そのほとんどは 1 年次生によるものである。
一方，退学理由のほとんどは進路変更であり，これらの学生においては進学後の勉学，生
活，卒業後の進路に不安を抱いている傾向がうかがわれる。また，学部教員との接触機会
が比較的少ない現状では，学部への帰属意識が不鮮明になる場合も予想される。そこで，
平成 19（2007）年度より，退学理由に基づく改善のため次のような活動を開始した。すな
わち，平成 19 年度には１年次生全員に対し体験実習として，海に対する興味と関心を深め
る目的から，新江ノ島水族館と海洋開発機構（前，海洋科学技術センター）へのバスツア
ーを実施した。また，希望者を対象として，海洋実習を横浜国立大学理科教育施設（神奈
川県足柄郡真鶴市）において試行実施し，26 名の学生が参加した。いずれも好評を得たこ
とから，平成 20（2008）年度も継続して実施している。さらに，平成 20 年度からは，入
学後間もない時期(4 月)に，本学部の教務，FD，学生指導関係の委員が相模原キャンパス
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に赴き，三陸キャンパスでの学習や生活に関するオリエンテーションを一日かけて実施し
ている。
〔点検・評価〕
入学者数に対する退学者数が 1 割を越えることは経営的にも大きな問題であるため，退
学率の高い 1 年生を対象にいくつかの対策を実施してきた。その結果，退学者数は減少傾
向にあり，効果は上がってきていると判断できる。
一方，退学者の中には，1 年次教養教育について行けない，いわゆる成績留年退学者も含
まれる。一般教育部では平成 19（2007）年度より基礎学力習得を目的とする要習科目の開
講や，学習支援室が設置された。本学部生の利用も確認されているのでその効果を期待す
るとともに今後の退学状況に注目している。
編入学者，退学者
任意：編入学生および転科・転部学生の状況

〔現状の説明〕
本学部ではこれまで編入学による学生の受け入れ実績はない。他の高等教育機関から編
入制度については北里大学学則には「編入学定員を定めていない学部の学科においては，
定員等に余裕のある場合に限り，選考の上相当年次に入学を許可することがある」と定め
られている。本学部では編入学定員を定めておらず，またこれまで学生定員に不足が生じ
ることはなかった。一方，本学部では専門分野への学習意欲刺激を目的として 1 年次授業
科目に専門の必修科目を配置しているが，地理的問題から 2 年次以降への編入生にとって
当該科目の履修がきわめて難しいことも編入学試験を実施していない理由の一つである。
編入学試験を実施しないことについては，毎年これを教授会で決定し，そのことをホーム
ページ上で公開している。一方，平成 19 年度には獣医畜産学部からの転学部生 1 名を 2 年
次に受け入れた。この場合，当該学生の１年次における単位取得状況を精査するとともに
面接試験を実施し，2 年次への転学が可能なことを確認した上，4 年次に水産生物科学概論
を履修することを条件に受け入れを認めた。
〔点検・評価〕
1 年次の必修科目である水産生物科学概論（現在海洋生命科学概論）A と同 B は，相模
原キャンパスで開講している。そのため，2 年次以降に編入または転学部する学生は毎週三
陸からこの 2 科目を受講するために通う必要があり，2 年次以降のカリキュラム編成を考慮
すると 2，3 年次での履修は不可能である。また，4 年次にこれを履修するとしても時間的，
経済的負担は大きく，これまで編入学，転学部を積極的に受け入れてこなかった最大の理
由である。一方，編入学試験実施の有無について毎年これを公表しており，受験生への周
知には問題ないと考える。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 本学部の特色に合致した十分な志願者確保するため，試験制度についても引き続き工
夫・改善を行う。ＡＯ入試については，専門高校からの入学希望者に応えるべく，平成
20（2008）年度入試より導入したが，志願者を確保できなかったことから，その実施の
継続について検討を行う。
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2 学部パンフレットの充実，ホームページのリニューアル，高校訪問，キャンパス見学会
など入試広報の強化を通じて学部の特色と魅力を今後とも引き続きアピールする。
3 学部は平成 20 年度より科目間の連携や語学教育，キャリア教育，課題解決力養成，技術
者倫理教育の強化を図った新しいカリキュラムを展開している。入学者受け入れについ
ても，この新しいカリキュラムに対応可能な入学生を各試験制度の合否判定基準に従っ
て確保する。
4 高校での学習進度の違いに応じて，1 年次における自然科学の基礎科目における要習科目
の履修義務化を進めるとともに，学習支援室の活用を指導する。
5 他学部と共同で実施する試験制度では相互に緊密な情報交換や検討を進める。一方，入
試方法の多様化に伴い，各試験における入学者数の予想が複雑になってきているので，
適正な定員数を確保するため入試動向に関する組織的情報収集を全学入学センターの協
力を得ながら進める。
6 教職員に対する入試業務負荷軽減を念頭に置きつつ，各入学試験のコストパフォーマン
スの検証を継続する。具体的には選抜Ⅱ期入試における地方会場入試についてその適否
を検討する。
7 選抜試験における調査書の取り扱いを公開，周知する方向で平成 22（2010）年度入試ま
でにこれを検討する。同様に，2010 年度入試からは推薦入試，ＡＯ入試における各試験
項目の配点を明示する。
8 迅速で精度の高い入試問題精査のため，外部専門機関の活用を継続する。選抜方法の適
切性については予備校関係者などの意見を必要に応じて聴取する。
9 推薦入試合格者に対し，学習に対するモチベーションの低下を防ぐため，予備校が企画
する入学前学習プログラムの受講を高校側の意見も聴取しながらこれを義務づける。
10 高校生に対する情報伝達は次の基本的考え方に基づき実施する。すなわち，①受験は最
終的には個人的な問題であり，各個人の要望や希望に応じた情報伝達に努める。そのた
め，メールなどを用いた情報提供のシステムを検討する。②農学系，水産系各大学と共
同して水産学，海洋生物学分野のおもしろさ，意義を正確に伝える活動に参画し，この
分野を将来的に支える人材の拡大に努める。
11 学部の教育資源から考えるとより多くの科目等履修生や聴講生の受け入れが可能であ
ることから，自治体等と連携しながら地元住民に大学の授業を履修する機会を提供する。
12 退学率の高い 1 年次生に対する学部教員の接触機会や，三陸キャンパスでの学習や生活
に関するオリエンテーション，体験実習や施設見学などの諸活動を継続して開催し，本
学部に対する帰属意識を継続させる。
２−４−２．水産学研究科
〔到達目標〕
世界第 6 位の排他的経済水域をもつ日本は，この場を有効に管理・利用する責任を担っ
ている。研究科では，この重要な食料供給源・海洋資源を将来に向けて保全，有効利用し
ていく高い志をもった人材を広く募集する。とりわけ，海という研究現場に近接したキャ
ンパスを有する利点を生かし，この現場を利用した研究を進めたいと考える人材を積極的
に受け入れ，本分野における高度専門技術者養成する。これらの基本目標実現のため，当
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面以下の具体的到達目標を掲げる。
（平成 12（2000）年度学科及び研究科改組時，平成 14
（2002）年度日本技術者教育認定機構(JABEE)試行審査受審時及び平成 20（2008）年度学
部名称変更時に設定）
◇学生募集方法，入学者選抜方法，学内推薦制度
◇門戸開放，飛び入学，社会人の受け入れ
◇科目等履修生・研究生等，外国人留学生の受け入れ
1 課程修了に必要な単位を取得し，修士あるいは博士論文に関わる研究計画立案，研究遂
行，成果の取り纏め，発表を達成できる資質を持った学生を確保する。
2 研究科のさらなる充実を目指すため，入試広報活動を通じて他大学からの入学者増加を
図るとともに，現在の試験制度を適確に運用して社会人・外国人入学者を安定して確保
することを目指す。
3 留学生については，その対象を国費あるいは大学推薦を受けたものに限定する方針を維
持する。
◇定員管理
1 修士課程，博士後期課程において引き続き入学者の定員確保に努める。
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学院研究科の学生募集の方法，入学者選抜方法の適切性

学内推薦制度
必須：成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における，そうした措置の適切性

〔現状の説明〕
1）大学院研究科の学生募集方法
大学院研究科の学生募集は，全国の大学の理学部，水産系の学科をもつ農学部，水産学
部に学生募集要項を送付（114 大学）することにより行っている。また，ホームページにお
いても募集要項を掲載している。
2）入学者選抜の方針
「水産学諸分野で培われてきた伝統的技術と最新の科学技術を駆使して，水産学に付託
された諸課題の本質を国際的視野をもって究明することができる研究者・専門技術者を養
成する」という本研究科の目的に沿った入学者の確保を選抜の基本方針としている。より
具体的には各課程修了に必要な単位を取得し，修士論文あるいは博士論文に関わる研究計
画立案，研究遂行，研究成果の取り纏め，発表を達成できる資質を持った学生の選抜を目
指している。
3）入学者選抜体制
入学者選抜入試は研究科委員会で毎年入試実施体制，入学試験方法を審議，決定するこ
とにより行っている。修士課程入学試験の筆記試験は外国語（英語）と専門科目を課して
いる。研究科委員会は英語問題出題・採点委員を 6〜8 名指名し，問題作成と採点を依頼す
る。専門科目の出題・採点は各専門科目担当教授が担当する。英語問題作成・採点委員会
は複数の問題案について協議して入試問題を作成する。採点に際しては，1 題の問題に対し
て 3 名の教員が独立して採点を行い，その平均値をもって受験者の点数としている。採点
に大きな差があった場合は協議の上，調整している。口述試験は大学院教員全員の出席の
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下，受験者 1 名ずつに対して入学の適性を確かめる目的で行われる。
４）入学試験実施方法
①修士課程選抜入試
修士課程入試は推薦入試と一般選抜入試の 2 つの制度を採用している。推薦入試につい
ては次項でその詳細を述べる。一般選抜入試では，筆記試験，口述試験，出身学校の成績
によって，総合的に判定し，合格者を決定している。筆記試験科目は，外国語（英語）と
専門科目である。専門科目は志望専攻分野の主科目を必修科目とし，志望専攻分野の主科
目以外の 2 科目を選択科目としている。選抜試験は 9 月下旬に行い，定員に余裕がある場
合には，翌年 1 月下旬に 2 回目の選抜試験を行っている。
②修士課程推薦入試
本研究科への成績優秀者の入学を促す目的で，平成 18（2006）年度から推薦制度を導入
した。本試験制度における出願は専願を条件とし，出願資格は，1）大学 4 年在学年度の 3
月までに卒業見込みの者，2）大学 3 年次までに取得した卒業要件科目のうちの 3 分の 2 以
上の科目で成績“優”を取得した者，としている。選抜方法は 1）口述試験，2）自己推薦書・
成績証明書等の出願書類，3）卒論指導教授による推薦書（他大学からの受験者のみ），を
研究科委員会で総合的に評価して判定している。
③博士後期課程選抜入試
博士後期課程における入学者の選抜は，修士の学位論文またはこれに代わるもののプレ
ゼンテーション及び質疑応答，出身学校の学業成績，筆記試験によって総合的に判定し，
合格者を決定する。筆記試験科目は外国語（英語）と専門科目である。専門科目は志望専
攻分野の主科目を必修科目としている。選抜試験は 2 月に実施している。
〔点検・評価〕
前述のように学生募集はホームページや関連する大学に本学大学院の入学案内を送付す
ることで行っており，情報発信は適切になされていると判断する。入学者選抜のあり方は
研究科委員会で検討されており，推薦入試の導入もこのような過程で実現した。したがっ
て，入学試験に関わる点検・評価のシステムも有効に機能していると考える。
他大学出身者に対しても明確な基準の下，筆記試験，口述試験が行われており，合否判
定は公平性を十分に確保している。
これまでのところ，修士課程，博士後期課程とも十分な定員を確保しており，入学者も
ほぼ 100％に該当する学位を取得している。このことも，学生募集，入学試験とも適正に実
施されていることを示唆する。
推薦入試に関しては，導入から間もないため，まだ該当する修士課程修了生は輩出して
いないが，在学部学生にとっては，本学大学院への進学意欲の向上につながっていると判
断している。
門戸開放
必須：他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況

飛び入学
必須：
「飛び入学」を実施している大学院研究科における，そうした制度の運用の適切性
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社会人の受け入れ
必須：大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況

〔現状の説明〕
本研究科の門戸は他大学からの受験生に対しても完全に開かれており，他大学・大学院
から受験することに何ら制限を設けていない。大学院の試験問題も本学部図書館において
開示されている。平成 16（2004）年度以降では，他大学からの入学生は 1 名の実績がある。
なお，飛び入学制度は取り入れていない。
社会人学生に関しては，平成 9（1997）年度から在職のまま受け入れる社会人特別選抜
入試を導入し，これを実施している。これまで岩手県職員 2 名が入学を果たしており，1 名
は博士後期課程を修了して学位を取得，もう 1 名は修士課程に入学後，博士後期課程に進
んでいる。
〔点検・評価〕
門戸は完全に開かれており，全ての受験生に公平に選抜が実施されているが，残念なが
ら他大学からの受験者が少ない。その理由は，地理的な事情が大きく関与していると判断
している。社会人の受け入れには実績があり，現在の入学制度は有効に機能していると判
断される。
科目等履修生・研究生等
任意：大学院研究科における科目等履修生，研究生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

外国人留学生の受け入れ
任意：大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況
任意：留学生の本国地での大学教育，大学院教育の内容・質の認定の上に立った，大学院における学生受
け入れ・単位認定の適切性

〔現状の説明〕
本研究科では，科目等履修生・研究生等の受け入れ体制は整備されているが，これまで
希望者はいない。一方，外国人留学生に関しては，本研究科はこれまでも東南アジア諸国
を中心として各国から積極的に受け入れてきた。受け入れの実績は下記表のとおりであり，
過去 5 年間の延べ人数は博士後期課程で 12 名，博士前期（修士）課程では 5 名となってい
る。留学生の出身国はフィリピン，マレーシア，ベトナム，タイ，ブラジルである。留学
生の受け入れに際しては，指導教授は教授数名からなるアドバイザリーコミッティを置く
こととしている。この組織は指導教授と協力して留学生の教育・研究及び生活面のアドバ
イスをする。
＜水産学研究科における外国人留学生在籍状況＞
博士課程
修士課程

16 年度
2
2

17 年度
3
1

18 年度
4
1

19 年度
2
1

20 年度
1
0

研究科では留学生を受け入れる場合，外国人特別選抜入試制度によりこれを選抜，合否
を判定している。本入試制度では英語，専門科目の筆記試験及び口述試験を課し，これら
を総合して能力・適正を判断している。一方，これまで留学生の受け入れは原則として国
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費留学生に限定してきた。国費留学生の場合，出身国による厳格な審査を経て推薦された
学生であることから，受け入れに支障はない。国費留学生とは別に留学推進基金団体推薦
の留学生を受け入れた実績があるが，この場合も出身大学における選抜を経たものであり，
その資質は問題ないものであった。
〔点検・評価〕
科目等履修生・研究生等の受け入れ運用実績がないため評価ができない。
本研究科ではこれまでに入学した外国人留学生の全て，すなわち修士課程 6 名，博士課
程７名の外国人留学生が課程を修了し学位取得を果たしている。したがって，留学生の受
け入れは適切に実施されてきており，適切な研究指導が行われてきたものと評価できる。
また，現在の入学制度で支障はないと判断される。
留学生の本国地での大学教育，大学院教育の内容・質を認定するシステムは有していな
いが，上述のように留学生についても入学試験を実施しており，またその対象を国費ある
いは大学推薦を受けたものに限定していることから，現状で問題はないと認識する。
定員管理
必須：大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性

〔現状の説明〕
1）過去 3 年間の志願者動向
修士課程・博士後期課程における志願者数，入学者数の経過を以下に示す。
＜修士課程(M)・博士後期課程(D)における志願者数，入学者数の経過＞
志願者数(M)
入学者数(M)/定員
志願者数(D)
入学者数(D)/定員

2004
37
20/9
4
4/3

2005
30
10/9
3
3/3

2006
16
12/9
5
5/3

2007
23
19/9
1
1/3

2008
32
20/9
1
1/3

平均
28
16.2
2.8
2.8

修士課程の場合，平成 16（2004）年度から平成 20（2008）年度までの 5 年間の志願者
数平均は入学定員 9 名に対し，28 名（3.0 倍）であり，変動はあるものの安定した志願者
数を確保している。博士後期課程では，過去 5 年間の志願者数平均は入学定員 3 名に対し，
2.8 名（0.93 倍）である。
2）入学定員に対する入学者の状況
平成 20 年度 5 月現在における在籍者数を以下に示す。
＜2008 年度における大学院修士課程，博士後期課程の在籍者数＞
在籍者数(収容定員)
一般
留学生

修士課程
39（18）
39
0

博士後期課程
7(9)
6
1

〔点検・評価〕
修士課程の入学志願者は入学定員の 2 倍を超える水準を維持しているので現状では定員
確保という点では全く問題はない。博士後期課程についても修士課程には及ばないが，お
よそ入学定員を確保できている点は評価できる。修士課程の学生数が定員を上回っている
が，研究スペースが不足するような状況にはない。
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大学院の入学選抜試験は，選抜により入学者数を絞り込むというよりも，大学院教育を
受けるに適した学力と能力を有するか否かを調べる資格試験的要素が強いと考えている。
本研究科修士課程では入学定員を越える入学者数を確保しているが，教育研究資源やスペ
ースに余裕のある範囲であり，大学院生同士の切磋琢磨に繋がるなど研究科の活性化に果
たす役割は大きいと考える。
定員管理
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とその有効性

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 高度の専門知識を求める社会的現象と相まって，学生の高度技術者，研究者志向は今後
ますます強くなると思われる。これまでのところ，本研究科への志願者は本学部出身者
に限られる傾向にあるが，研究科のさらなる充実を目指すためには他大学からの受験者
を確保する努力も求められる。研究科の内容，魅力をよりアピールするとともに，学費
の免除や奨学制度の導入・充実について将来に備えて検討を開始する。入試制度につい
ては現状を当面維持する。
2 本研究科の場合，立地条件の関係から在職中の社会人を受け入れるには難しい側面もあ
るが，地域社会への貢献という側面からも近隣の公的研究機関を対象に社会人入学者の
受け入れを積極的に進める。
3 今後も国費留学生あるいは大学推薦を得た学生を対象に外国人特別選抜入試制度を運用
して留学生の受け入れを積極的進める。また，受け入れ留学生の教育・研究・生活面を
担当教員とともに支援するアドバイザリーコミッティを引き続き維持する。また，日本
語教育も含め留学生の組織的支援体制の充実が望まれるところであり，留学生センター
等の設置にかかわる全学的検討に積極的に参画する。一方，留学生が三陸キャンパスで
の生活・学習を活発に行えるか否かの判断は，事前に当該学生に関わる情報を十分収集
することで保障される。このため，教員が国際共同研究などを通じて学生を直接観察，
面接できるような機会を可能な限り作る。
２−５. 看護学部・看護学研究科
２−５−１．看護学部
〔到達目標〕
学部の教育理念，目的，教育目標，アドミッションポリシーにもとづき，入学者の受け
入れは，学力に偏ることなく，個人ごとに特色のある考え方や人間性，広く看護の場で活
躍したいと願う積極性などを総合的に勘案した選抜を行うことを基本方針とし，指定校推
薦入学試験，一般選抜入学試験，編入学試験，学士入学試験による複数の入学者選抜方法
を採用するとともに，次に示す到達目標を設定した。
◇学生募集方法，入学者選抜方法
1 大学のホームページ，パンフレット，雑誌等広報媒体の内容を充実させるとともに，予
備校主催の相談会，高校への出張講義等に積極的に参加して本学部の周知を図る。
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2 指定校を中心とした高校訪問を積極的に行う。
3 指定校推薦入学試験合格者を対象とした，大学生活へのソフトランディングを目指した
指導を行う。
4 指定校選定について，入試データにもとづき毎年の見直しを行う。
5 需要の高い学士・編入学試験について，社会人受け入れの観点から編入学定員の設定（
「若
干名」から定数化へ）を検討する。
◇入学者受け入れ方針等
1 多様な資質を持つ学生の受け入れから生じる学部教育上の効果と問題点を踏まえ，本学
部の教育理念，目的，教育目標に沿うアドミッションポリシーとの整合性について検討
する。
2 職務経験を有する 3 年次への編入学生と，他の学問分野を修めた 2 年次への学士入学生
のカリキュラムの調整と適合性について検討する。
◇入学者選抜の仕組み
1 学部長直轄の入学試験委員会で，入学者選抜基準の適切性・透明性の確保，厳正な試験
実施体制を不断に点検する。
2 大学全体の規定に則り，配点・合格者最高点・最低点を明示する。併せて，不合格者に
ついては，受験生の求めに応じ段階別評価成績開示を行う。
◇入学者選抜方法の検証
1 本学部の入試実行責任者・副責任者及び出題責任者による事前試験問題確認と校正段階
でのチェックを厳格に行う。
2 一般選抜入学試験においては，速やかに第三者機関による出題の妥当性について意見聴
取を行う。
◇入学者選抜における高・大の連携
1 指定校推薦入学生の状況を把握し，高校側と連絡を密にとり，相互の信頼関係を深める。
2 全学で実施するオープンキャンパス，進学相談会にあわせて看護体験や本学部の学生・
卒業生による個別相談等を実施する。
◇科目等履修生・聴講生等
1 北里大学科目等履修生制度及び首都圏西部大学単位互換協定による制度を今後とも継続
する。
◇定員管理
1 学生収容定員に対する在籍学生数が既定の範囲を超えないよう定員管理を行う。
2 学生収容定員の中での編入学・学士入学生の確保について検討する。
◇編入学者，退学者
1 学年主任及びクラス主任による学生への個別相談を実施し，学生との信頼関係を築き，
適切な指導を行う。
2 看護学を志した学生の退学者を出さない教育支援システムを強化する。
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学・学部等の学生募集の方法，入学者選抜方法，殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合
には，その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性
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〔現状の説明〕
本学部の入学者選抜方法は，①指定校推薦入学試験，②一般選抜入学試験，③編入学試
験，④学士入学試験である。これらの方法は，入学者の成績を追跡調査した結果と入試の
妥当性・公平性とを重ね合わせて入学試験委員会（学部長直属）で議論し，かつ教授会で
意見を求めつつ，改善・改革してきた結果として集約した方法である。本学部では，養成
後の看護師等に求められる能力の一つとしてヒューマニティを重視しているため，高校生
には基礎学力と人物評価を重視した指定校推薦入試と学力重視の選抜入試を，看護職社会
人には大学看護学教育を目指す編入学試験，他の学問領域を専攻した学士のための看護学
教育履修を目指す学士入学試験を設定して，本学部の到達目標を踏まえた募集をしている。
先の追跡調査では，指定校推薦入試入学者の入学後の成績が最も良好であり，リーダー
的な役割を担う学生が多いことから，指定校推薦入試の改善は毎年実施している。
学生募集方法は，全学で実施する進学相談会，オープンキャンパス，予備校などが主催
する相談会への参加，個別の指定校を中心とした高校訪問などであり，雑誌等にも入学試
験日程等を掲出している。
(1)指定校推薦入試（募集人員：50 名）
過去の受験者・入学者の実績に基づく「選定基準」に従って指定校を選定し（平成 20(2008)
年度で 108 校）
，その高等学校長から推薦された適格者を対象に，調査書と面接によって合
否の判定を行っている。出願資格は，①看護学を意欲的に勉学する意志を有する者，②高
等学校長が人物優秀かつ健康と認めた者，③高等学校の学習成績が本学部の基準に達する
者とし，学力と人物面の評価を重視している。平成 20 年度入試では，募集定員 50 名に対
し指定校推薦者 41 名であった。指定校の選定については毎年検討を重ねており，また本学
部の教育方針や入試概要等について，毎年教員が指定校を訪問して説明を行っている。な
お，入学が内定した高校生には，12 月に大学生活へのソフトランディングを目指した 3 月
までの勉学指導などを行っている。
(2)一般選抜入試（募集人員：50 名）
学力検査（平成 20 年度は数学，英語，理科（化学，生物から１科目選択）
）と小論文，
調査書等にもとづいて，入学志願者の能力・適性等を総合的に評価し，合否を決定する。
平成 21（2009）年度からは，学力検査を英語，数学または理科（化学，生物いずれか）の
2 科目と小論文とし，志願者の負担を軽減するよう変更する。
(3)編入学試験（募集人員：若干名）
短期大学や専門学校卒業後に，3 年以上の看護職としての職務経験を有する者を対象に，
大学教育における看護学のより広い視野と指導能力・基礎的な研究能力を育成することを
目的に実施している。選抜方法は学力調査（英文読解及び専門科目｢看護学｣）と面接で，
入学志願者の能力・適性を総合的に評価，判定する。編入学年次は 3 年次である。
(4)学士入学試験（募集人員：若干名）
他大学で他領域の専門分野を修めた者を対象として，看護学の基礎知識を学び，大学で
の広い視野を持つ看護職等を育成する目的で学士入学試験を実施している。選抜方法は，
学力試験（英文読解）
，小論文と面接で入学志願者の能力・適性を総合的に評価して判定す
る。入学年次は 2 年次である。
〔点検・評価〕
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看護系大学が急増し，常に入学選抜方法の改善を続けていくことが受験生確保のために
必須であるが，選抜方法にも実施可能性・妥当性の点で限界があり，可能性と効果とを比
較検討しつつ現在の方法に集約してきた。平成 20 年度入試における受験者数は，指定校推
薦入試 41 名，選抜入試 853 名，編入学試験 14 名，学士入学試験 18 名である。指定校推
薦入試においては，高校側から推薦基準の見直しや，複数推薦枠への拡大，指定校選定へ
の要望などが出されており，平成 21 年度入試ではこれらを考慮して検討を行った。
編入学試験や学士入学試験は，どちらも募集人数は若干名であるが，志願者数が多いこ
とから，今後の募集数（編入学定員の設定）について検討する。
選抜入試で入学した学生の中に，看護への意志が脆弱でありながらも受験し，入学後，
進路に悩む学生が散見される。
このような状況を改善する方策の一つとして，
平成 18
（2006）
年度入試から，指定校推薦入学者を最大枠の 50％に増やした。
指定校推薦入試もこれまで 9 年が経過し，訪問等により指定校との信頼関係も深まって
いることから，本学部が求める志願者の推薦を概ね受けられるようになった。しかし，看
護系の他大学でもここ数年指定校入試制度を積極的に導入し始めていることから，これま
での実績に基づき，平成 18 年度入試から指定高校数を 21 校，20 年度入試から 11 校増加
させたが，最終的な志願者数はこの 3 年間でそれぞれ 50 名，39 名，41 名であり，募集人
員を満たすことができなかった。
平成 21（2009）年度入試では，さらに指定校の見直しを実施し，指定校を 5 校増やすと
ともに，複数枠の推薦を実施することとした。
指定校推薦入学制度の設定とその持続的改善は本学部の長所である。
入学者受け入れ方針等
必須：入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係
必須：入学者受け入れ方針と入学者選抜方法，カリキュラムとの関係

〔現状の説明〕
看護学部のアドミッションポリシーは，
『豊かな人間性と幅広い教養を身につけ，医療

や社会の変化に対応しながら人々の健康的な生活を支援できる看護専門職者の養成を
教育目標としていることから，入学者の受け入れにおいては，学力に偏ることなく，個
人ごとに特色のある考え方や人間性，広く看護の場で活躍したいと願う積極性や高校生
活における活動などを総合的に勘案した選抜を行うことを基本方針としている。したが
って，①生涯を通じ探究心をもって看護学を学び続けられる人，②柔軟な発想で進んで
困難や課題に対処できる人，③慎重に考慮しながら行動できる人，④人とのかかわりを
大切にし，社会に貢献したいと考える人を求める』としている。
本学部の教育理念，目的，教育目標，アドミッションポリシーは，多様な資質を持つ学
生を受け入れる必要を示唆しており，高校生を対象とする 2 つの選抜方法，看護職社会人
や大学教育既習者を対象とする編入学と学士入学の選抜方法を含む 4 つの入学試験体制は
これに対応したものである。看護学生として受け入れるためには，学力のみでなく人間性
等の資質も兼ね備えた学生を選抜する必要がある。しかし，すべての入学試験において面
接を課すことは人数と時間の点で限界があるため，選抜入試では小論文を課して理論的思
考能力・表現力・考察力を評価し，選抜入試と指定校推薦入試という 2 つの方法を主とし
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て採用している。平成 21 年度から展開される新しい教育課程に合わせて，教職課程（養護
教諭一種）の開設を申請中であるため，新たな志願者層の増加も期待できる。
3 年次編入学生，2 年次学士入学生のカリキュラムへの対応は，学生個々の既修得単位が
異なることや臨地実習期間などの問題等から，非常に難しい面もあるが，さらに改善され
るよう努力している。
〔点検・評価〕
本学部の教育理念，教育目標と入学試験制度との整合性を考えると，おおよそ適正であ
る。
かつては選抜入試において全員面接を実施していたが，試験場（相模原キャンパス）の
地の利の問題があり受験生への負担も大きい。その分を指定校推薦入試に振り替え，上記
の結論に至っている。
多様な資質を有し，学力にのみ囚われない人間性を重視する意味で，選抜入試と指定校
推薦入試を併せて行うこと，編入学試験・学士入学試験の実施は，多様な学生の受け入れ
の点で有意義であり長所である。
問題点は，全国的な学生数の減少により，今後適切な人数が集まるかという点，大学の
立地から東京西部や神奈川県の学生の受け入れが多く偏りがみられることである。
さらに，入学者が看護を目標に本学部を選択してきたかどうかは指定校推薦入学者を除
き，入学時点では不明である。ここ数年，極少数であるが，進路に迷いを生じ，退学の意
思を早期に示す学生が増えている。これらは高校側の進路指導の問題とも言えるが，現実
には大学入学後であるので，学生全員に指導担当の教員（学年主任・クラス主任）を置き，
相談と指導に応じる体制を敷いている。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜試験実施体制の適切性

〔現状の説明〕
入学試験の実行体制は大学全体として定められており，学部の入試責任者を学部長が兼
ねる。本学部においては，入学試験委員の中から入試実行責任者と副責任者を定めて実施
している。学部長直轄下の入学試験委員会での決定事項は教授会に報告し，さらに意見調
整を行っている。合格者の決定に関しては，委員会決定案を教授会に諮る体制をとってい
る。
〔点検・評価〕
入試実行責任者等の負担は大きいが，守秘性と正確性の確保を最優先すべきであり，現
行の体制は評価できる。
事務的なバックアップ体制と入試データ管理に関する業務内容については，さらなる守
秘性と有効性の面から引き続き検討が必要である。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜基準の透明性
必須：入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況

〔現状の説明〕
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選抜入学試験の選抜基準は，全学的に作成する募集要項，入学試験ガイドに配点・合格
者最高点・最低点を含め明示している。また，不合格者については，受験者の求めに応じ
て 5 段階評価での個人成績を開示している。
指定校推薦入試や編入学・学士入学試験における小論文や面接については，明確な採点・
評価基準等を定め，公平性が確保されるルールで実施しているが，成績評価については非
公開が適切であるため，開示していない。
採点は，受験番号や氏名を隠し，さらに分冊化して個人が特定されないように行ってい
る。また，試験問題・解答用紙は，耐火の保管庫・大型金庫に保管され，鍵の管理は複数
制で一人では開閉できないシステムのため，事前・事後の安全性に問題はない。成績デー
タ等のパソコン入力作業，確認作業等も入学試験委員を含めて複数による管理制をとって
いる。
合否の判定は，入学試験委員会が作成した審議用データと合格者判定素案を教授会で審
議し，決定している。結果の公平性・妥当性については常に委員会・教授会双方で留意・
審議しており，双方の会議で一致した結論で合格者が決定される仕組みである。面接や小
論文等の評価についても複数評価者全員の評点を記載したデータに基づき検討されている。
〔点検・評価〕
志願者に必要な選抜基準の透明性，公正性・妥当性は十分に確保されている。
入学者選抜方法の検証
必須：各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況
任意：入学者選抜方法の適切性について，学外関係者などから意見聴取を行う仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
入試問題の出題と事前校正に関しては，それぞれ数名ずつが担当しており，複数の目を
通した内容の検証が行われている。平成 19（2007）年度入試からは，学部の入試実行責任
者・副責任者が事前に試験問題を確認し，第三者の目で不適切と思われる箇所については
出題者に示唆を与えるなど，出題ミスの防止をさらに強化している。出題した入試問題の
適切性については，選抜入学試験における全学での外部専門機関精査以外は実施していな
い。また，学外関係者からの意見聴取は体制として現在導入していない。
〔点検・評価〕
入試問題の適切さに関する検証体制は，整っていると考える。また，出題した入試問題
で非公開のものはないので，外部的な検証は常に可能である。
選抜入学試験における外部専門機関の精査の水準が現在若干の問題となっている。
入試方法の適切性に関して外部の第三者からの意見を聴取する仕組みはないが，高校訪
問やオープンキャンパス等を通じて，高校教員や受験生保護者の意見を聞く機会があり，
その内容については後日話し合いの中で相互に紹介しているため，第三者の意見を聞く機
会は確保されていると考える。
ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）
任意：ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）を実施している場合における，その実施の適切性

該当しない
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入学者選抜における高・大の連携
任意：推薦入学における，高等学校との関係の適切性
任意：高校生に対して行う進路相談・指導，その他これに関わる情報伝達の適切性

〔現状の説明〕
本学部の推薦入学制度は指定校推薦のみであり，指定校推薦入学試験は，平成 12（2000）
年度から実施している。本学部からの一方向的な指定制度ではあるが，これまでに高等学
校側から指定辞退の申し出はない。また，平成 17（2005）年度には，すべての指定校に対
し全教員が分担して高校訪問を実施し，高校側から様々な意見を聴取した。その後は推薦
のあった高校を重点的に教員が訪問し，さらに意見・要望を頂く関係性を継続させている。
高校生に対する進路相談・指導等は，全学で実施するオープンキャンパス（7 月に二日間，
8 月に一日）の際に，看護学部の広報用 DVD を用いて概括的情報を伝えた後に，学部教員
による個別相談を実施している。親子で相談に来られる方も多く，高校生側からの率直な
意見を聴く機会として重視している。オープンキャンパス時には実習室を開放し，看護ケ
アの体験や感染予防の実習などを実施しており，看護を実際に体験できる場，情報発信・
伝達の重要な場となっている。また，11 月の学園祭時と 3 月には，個別相談を中心とした
進学相談会を実施している。
○平成 19（2007）年度実績
オープンキャンパス： 個別相談参加者 1,279 名
進学相談会： 172 名
このほか看護学部教員による出張講義を，依頼のあった高校等に対して実施している（平
成 19 年度 20 校）
。さらに広告代理店等の開催する進学相談会には，随時入学広報委員会委
員を中心に全教員で対応し，高校生の相談・指導に応じている。
本学部の広報パンフレットや DVD を必要な高校に送付し，情報伝達に努めているほか，
学部ホームページを，情報管理委員会で随時更新している。
〔点検・評価〕
高校訪問活動その他を通じ，指定校との関係は良好と考える。また，指定校訪問時に高
校側の多様な情報が得られることで，教員の本学部教育に対する関心も深まり，教育への
意識改革に繋がる点は評価できる。
オープンキャンパスは，必ずしも実際の受験者には繋がらないという報告もあるが，本
学部の情報発信の重要な場として認識している。全教員が参加するという主旨も教育 FD の
一貫として重要であると考える。さらに，オープンキャンパスの参加人数も多いことから，
この場の活用は情報発信として利点である。
科目等履修生・聴講生等
任意：科目等履修生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

〔現状の説明〕
北里大学科目等履修生規程により，平成 6（1994）年度から科目等履修生の受け入れを
行っている。科目等履修生制度を導入しているため，学部での聴講生の受け入れは行って
いない。
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看護学部での科目等履修生への開講科目は，外国語科目と実習科目を除いて原則として
全ての科目としている。実際の履修生の受け入れについては，申請者の適切性，施設設備
の制限や授業方法的制限などを考慮し，科目責任者が判断している。本学大学病院の看護
師が履修生になる場合もある。
最近の 5 年間の受け入れ状況は平成 16（2004）年度に 1 名（3 科目）
，平成 20（2008）
年に１名（3 科目＊前期のみ）となっている。
〔点検・評価〕
広く開かれた制度であり，募集要項等の明示もしていることから適切といえる。
外国人留学生の受け入れ
任意：留学生の本国地での大学教育，大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認
定の適切性

該当しない
定員管理
必須：学生収容定員と在籍学生数，(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性

〔現状の説明〕
学部の入学定員は 100 名，収容定員は 400 名で，編入学については定員を定めず，収容
定員の中で若干名の募集を行っている。
過去 5 年間の在籍学生数とその比率は以下のとおりである。
年度
H16(2003)
H17(2004)
H18(2005)
H19(2007)
H20(2008)

在籍者数
479
472
465
472
478

（編入学･学士入学者内数）
（ 8・9 ）
（ 5・8 ）
（ 7・9 ）
（ 10・9 ）
（ 7・9 ）

比 率
1.197
1.180
1.162
1.180
1.195

（編 入学 ・ 学 士 入 学者 を 除 く 比 率 ）
1.155
1.147
1.122
1.132
1.155

過去 5 年間をみると，収容定員に対する在籍学生数の比率は，1.162〜1.197（編入学・
学士入学生を除くと 1.122〜1.155）である。入学試験合格者における入学辞退が例年相当
数に上り変動も大きいため，定員を割らないための措置として考えると，この比率は不当
なものとは言えない。
著しい欠員等は該当しない。
〔点検・評価〕
収容定員を若干超えた学生数に対し，大学看護学教育を行っていることは幾分問題があ
るが，看護師養成数の増加と資質向上が国の施策となっている現在，適切な看護学教育の
範疇にあると考える。
しかし，本学部の教授能力として現在の学生数は限界のところにあり，学年ごとの教育
能力を考えて常に検討が必要である。
編入学者，退学者
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必須：退学者の状況と退学理由の把握状況

〔現状の説明〕
本学部の過去 5 年間の退学者の状況は以下のとおりである。
（平成 17（2005）年度 4 年次には 1 名の除籍者を含む）
年度
H15(2003)年
H16(2004)年
H17(2005)年
H18(2006)年
H19(2007)年

１年次
1名
1名
0名
2名
2名

２年次
1名
2名
2名
2名
1名

３年次
1名
2名
2名
1名
0名

４年次
0名
1名
2名
1名
0名

合計
3名
6名
6名
6名
3名

退学理由で最も多いものは「進路の変更」である（全体の 91%，次いで体調不良 8.7%）
。
看護職に就く強い希望のないまま進学上の理由で入学し，看護教育課程や臨地実習に対応
できずに退学するケースがこれにあたり，本質的には高等学校における進路指導にも問題
があると言えるが，大学側も十分な看護教育の情報を提供する責任がある。
学生に対する相談・指導体制として，それぞれの学年に対して学年主任（1 名）
・クラス
主任（4 名）を設置しており，クラス主任は学生の個別相談に応じるほか，年 2 回全学生へ
の面談を実施するなど，不登校や進路変更の相談指導にあたっている。それにも関わらず
退学希望者が出る状況は，全国の看護系大学においても事情は変わらないとされる。
〔点検・評価〕
看護学を志した学生から退学者を出さないよう支援する，という方針でクラス主任を中
心に学生の相談にあたっているが，なお退学者が出る現状がある。高校における進路指導
で，学生一人ひとりの個性を考慮したきめ細かな指導を大学としては期待するが，進学と
いう切迫する事情と自分の適性との間のギャップが大学生活において露見したと考えられ，
入試における何らかの選別上の工夫に関して検討すべきかも知れない。
学生の相談・指導のために学年主任・クラス主任を置いている体制は，授業の出欠でし
か学生の状況を知ることができない状況に比べ，評価できる。
編入学者，退学者
任意：編入学生および転科・転部学生の状況

〔現状の説明〕
編入学生に関しては，特に専門学校旧カリキュラム履修者の場合，修得してきた単位数
が少ないため，編入に際して大学カリキュラムとの整合性に照らし，個人ごとのカリキュ
ラムを編成しなければならない状況から，編入学生からの積極的な行動とクラスにおける
リーダーシップの発揮は期待しづらい。このため，編入学生と学士入学生を対象に，入学
して間もない時期に，全学年の当該入学生を招集して懇談会を開催し，学生相互間のつな
がりと新入生が相談できる先輩の確保の機会を提供している。教員側も学部長，学科長，
学生指導委員長や学年主任，クラス主任等が出席している。
〔点検・評価〕
編入学生・学士入学生ともに，自分たちだけでまとまる傾向があるため，各学年を 4 ク
ラスに編成する際には，各クラスにこれらの学生が分散されるよう配置している。演習や
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実習のグループ編成で一般の学生と協力して実施するなどの機会を経て，ようやく一般学
生にとけ込むため，可能な限りその機会を確保している。多年代層で構成されるクラスは，
学生自身の社会的視点の発達のためにも有意義と考える。
大学教育に相当しない看護教育の履修者に，大学看護学教育を提供できる編入学の体制
があることは高く評価できる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
学生受け入れについては，目標に向けて現在順調に取り組んでおり，さらに継続して努
力を傾注する。現在，多様な入学者選抜方法を実施しているが，このことがより受験生に
理解されるよう広報活動を強化する。
指定校推薦入学試験については，該当入学生が看護学を学ぶ意志が強く，リーダー的存
在となり得る素養が高いことから，学生の状況を把握し，今後も高校側と連絡を密にとり
相互の関係を深める。
一般選抜入学試験における学力検査の科目数減は，受験者の負担を軽減したものである
が，アドミッションポリシーの観点から入学後の成績について追跡調査等を行い，大学入
試センター試験の利用とも併せて今後の方向性を探る。
高校から進学する学生だけでなく，編入学生や学士入学生が同時に混在するという教育
の多様性も含むことから，学生受け入れのあり方について今後も検討を重ねる。しかし，
学士入学については，社会的ニーズが高いことから，現在，編入学定員の設定（2 年次編入
学定員 10 名の定員増申請）を検討している。
現状の入学試験体制は，実験的に試行を重ねて成立しており，さらに入学試験委員会を
中心として検討を続けるが，医療・看護・介護を取り巻く社会情勢の変化，国際化により，
本学部への帰国子女や外国人留学生の受け入れも予想されることから，その検討も実施す
る。
２−５−２．看護学研究科
〔到達目標〕
研究科の理念・目的・教育目標を達成することができ，本研究科が養成を目指す人材と
成り得る学生を獲得することが主たる目標である。同時に，適切な入学試験が実施され，
入学者は多方面の出身者によって構成されること，さらに学生数に関し，欠員及び著しい
定員超過が生じないことも目標である。また，将来的には海外からの留学生を受け入れる
ことも検討課題となる。以下に具体的な到達目標を設定する。
◇学生募集方法，入学者選抜方法
◇学内推薦制度
1 複数の入学選抜方法を実施し，実務経験，能力，適正を総合的に判断する。
2 看護学部による広報活動に合わせて研究科の広報を強化，学生募集の場と機会を拡充す
る。
3 他研究科・他大学とも連携しながら学生募集の範囲を拡大する。
◇門戸開放
◇飛び入学
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◇社会人の受け入れ
1 積極的に情報発信を行い，学外からの受験生の確保に努める。
2 多様なカリキュラム編成を行い，就労を継続しながら修学する学生の学習支援体制を整
備する。
◇科目等履修生，研究生等
◇外国人留学生の受け入れ
1 修士課程における科目等履修生の受け入れを継続しつつ，その必要性について再度検討
する。
2 博士課程の研究生受け入れについては，現行どおり継続する。さらに科目等履修生の受
け入れについても検討する。
◇定員管理
1 長期履修学生制度の導入による，在籍年数の変化に見合う指導体制と適正学生数の見直
しを行う。
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学院研究科の学生募集の方法，入学者選抜方法の適切性

学内推薦制度
必須：成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における，そうした措置の適切性

〔現状の説明〕
入学者選抜方法は，修士課程では①選抜入学試験，②社会人特別選抜入学試験，博士課
程では選抜入学試験である。それぞれⅠ期（9 月）とⅡ期（2 月末）で実施している。いず
れの課程でも募集人員は領域ごとではなく，全体として定めている。
修士課程の出願資格は，大学卒業かそれに相当するものであるが，看護職の免許を持ち 5
年以上の実務経験があり，大学卒業の資格を持たない受験希望者（短大等の卒業者など）
に対しては，個別の入学資格審査を実施し合格したものについて受験を認めている。博士
課程の出願資格は，修士の学位を持つ者かそれに相当する者である。
１）修士課程
①選抜入試（募集人員：15 名）
筆記試験「英語」及び「専門科目」と面接（志望専門分野の指導教員を含む複数で実施）
，
出願書類により，能力・適性を総合的に判定している。
②社会人特別選抜入試（募集人員:若干名）
筆記試験「英語」
，面接試験（志望専門分野の指導教員を含む複数で実施），実務経験報
告書及び出願書類により，能力・適性を総合的に判定する。なお，社会人特別選抜入試の
出願資格は，大学卒業かそれに相当する者に加えて，看護の実務経験が 4 年以上（そのう
ち志望する専門分野での経験が 2 年以上）の者としている。
２）博士課程・選抜入試（募集人員 4 名）
筆記試験「英語」及び「専門科目」と面接試験（志望専門分野の指導教員を含む複数で
実施）
，出願書類により，能力･適性を総合的に判定している。修士課程・博士課程とも学
内推薦制度は，現在設けていない。
学生募集方法の各年度の詳細（入試の内容や方法を含む）は，北里大学大学院学生募集
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要項に記載される。本要項は，学内の各病院看護部に送付するほか，本研究科に問い合わ
せのあった受験希望者や関係者に送付している。受験生の確保のために，本要項記載事項
を研究科ホームページに掲載するとともに，大学のオープンキャンパスにおいて，学部の
入試個別相談の場に大学院進学相談のコーナーを設け，指導教員による相談を行っている。
〔点検・評価〕
募集要項は，全学で一括したものであり，各研究科の募集や入試の方法や内容がわかり，
教員にも有意義なものである。また，研究科ホームページに募集要項や教員の業績を掲載
することで，教員と直接の交流がない受験希望者が現れ，入学するようになってきたが，
情報のない中での就学にはより多くのサポートが必要である。
オープンキャンパス時に相談コーナーを設置することにより，受験希望者が教員と顔を
合わせる機会ができ，また，当該年度の受験だけでなく，将来的に受験を考えている者の
相談の場ともなっている。
入試の選抜方法をⅠ期・Ⅱ期と年 2 回行うことで，より多くの受験希望者に対応できる。
領域により希望者の多少があるため，課程で一括して募集する方法は適切であるが，一部
の領域ではⅠ期で多くの入学予定者を確保できた場合，Ⅱ期の募集は実施しないこともあ
る。
修士課程では，大学卒業の資格を持たない看護職としての実務経験のある者に対し，個
別の入学資格審査を行っており，多様な学生の受け入れに貢献している。当該審査を行わ
ない看護系大学院も多く，一部の受験希望者には意義のある制度である。
また，2 つの選抜方法の採用で，看護の実践経験者に門戸を開き，定員を上回る入学者を
得ている。また，博士課程は研究者育成のため，1 つの選抜方法による採用であるが，入学
者数が定員を上回る年も多い。募集分野や指導教員について毎年見直しを行い，受験生や
社会のニーズに合わせて募集の門戸を広げるよう努力を重ねている。
学内推薦制度は実施していない。今後，学生確保の点と研究・教育のリーダーとなり得
る人材育成強化の面から，学部出身者や学内関係者の入学促進の検討は必要と考える。
門戸開放
必須：他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況

飛び入学
必須：
「飛び入学」を実施している大学院研究科における，そうした制度の運用の適切性

社会人の受け入れ
必須：大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況

〔現状の説明〕
門戸開放については，修士課程・博士課程ともに本学部の出身者よりも他大学・大学院
の学生・卒業生の受験が多いことから，十分に開かれたものとなっている。平成 19(2007)
年度の修士課程入学者では 23 名中，学外出身者が 16 名，博士課程入学者では 3 名全員が，
平成 20（2008）年度入学者では修士課程：12 名中 11 名，博士課程：6 名中 5 名が学外出
身者であった。学外からの受験者の情報入手方法としては，本研究科の教員について関係
者から聞いたというものが多いが，インターネットによるものも増えている。
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飛び入学は実施していない。社会人の受け入れは，修士課程では一部の募集専門分野を
除き，社会人特別選抜入試を実施している（出願資格は実務経験４年以上であり，入学後
の継続就業は出願資格ではない）
。募集人員は若干名であるが，本選抜による入学者は平成
19（2007）年度が 23 名中 13 名，平成 20（2008）年度が 12 名中 6 名であり，半数以上を
占めている。本課程では受験者（入学者）のほぼ全員が看護職としての実践経験を持つ。
したがって，社会人特別選抜入試・選抜入試いずれの受験者も，その殆どが社会人経験者
であり，継続して就業する「
（本来の）社会人学生」もいる。これらの社会人学生のニーズ
に対応するために，平成 19 年度入学者から長期履修学生制度を設け，各自の学修計画に合
わせて標準修業年限を超えて在学できるようにした。また，社会人のために一部夜間に開
講する授業もある。
博士課程では，特に社会人向けの入試は実施していないが，修士課程同様に受験者は，
教員等の本務を持っており，各人の状況に応じて学業を続けられるよう教員が配慮してい
る。平成 21（2009）年度入学生から長期履修学生制度を設けた。
〔点検・評価〕
門戸は十分に開かれ，学外出身者の割合は高い。学生の出身校，あるいは卒業生の幅広
い就職先に本研究科の存在や内容が周知され，また学外出身者が多いことの情報提供が各
方面にされることで，さらに学外からの受験者が集まる傾向がある。しかし，近年の看護
系大学院の増加の中で，特に修士課程において本学部出身の受験者が多くないことも相ま
って，受験者の減少が見られる。
飛び入学は，現在までに，検討の必要のあったケースは見られていない。
修士課程の社会人特別選抜入試は，選抜入試の受験準備が十分でなく，仕事を持つ受験
生には受験しやすいため，社会人の受け入れに貢献している。
また，選抜による入学者も含め，社会人（経験者及び現社会人）の受け入れは大きく進
んでおり，長期履修学生制度の導入により，就業を続ける学生の経済的負担・時間的負担
が軽減されている。
授業の夜間開講は，看護職の仕事の多くは昼夜に行われるため，学生は夜間の勤務を増
やすなどして昼間の授業に出ることも多いことから，必ずしも望まれていない。
博士課程については，個別の配慮により学生の多くが就業継続可能になっているが，平
成 21 年度からの長期履修学生制度の導入は，さらに社会人の受け入れに大きく貢献するこ
ととなる。
科目等履修生・研究生等
任意：大学院研究科における科目等履修生，研究生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

外国人留学生の受け入れ
任意：大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況
任意：留学生の本国地での大学教育，大学院教育の内容・質の認定の上に立った，大学院における学生受
け入れ・単位認定の適切性

〔現状の説明〕
本研究科の科目等履修生の受け入れは，
「北里大学大学院科目等履修生規程」に則り修士
課程で行っている。平成 18（2006）年度：１名（１科目）
，19（2007）年度：2 名（4 科
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目）
，20（2008）年度：１名（3 科目）を受け入れた。仕事を持つ大学院進学希望者が，本
務を継続しながらの修学を希望し，入学前に一部の科目について履修するケースが多く，
十分に授業に出席できれば特に問題なく認めている。
研究生の受け入れは，博士課程で行っており，この 3 年間では平成 19 年度に１名を受け
入れた。業績のある者が課程を経ずに博士の学位取得（論文博士）をめざすもので，本務
のある場合には十分に研究時間を割けることが条件となる。
聴講生（特別聴講学生）及び外国人留学生の受け入れは，現在までのところない。
〔点検・評価〕
科目等履修生は，本務を継続しながら大学院進学を希望する社会人の受け入れが恒常的
であり，他研究科より多い。看護実践の専門家を養成する本研究科の趣旨から見て，有意
義な制度である。平成 19 年度からの長期履修学生制度の導入により，本研究科への進学希
望者の当該制度利用は減少が見込まれる。
研究生は，看護の分野で論文博士をめざす業績のある者の受け入れにおいて，必要な制
度となっている。
聴講生については，大学院学則により本大学院と学術交流協定のある大学院の学生を特
別聴講学生として受け入れるものであるが実績はない。一般的な科目の聴講については，
上記の科目等履修生として受け入れているものである。
外国人留学生の実績に対しての評価はできないが，わが国の看護の実情に合わせた教育
に限定される反面，学生が広い視野を持つ機会が得られない。
定員管理
必須：大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性

〔現状の説明〕
学生の収容定員は，修士課程：30 名，博士課程 12 名であり，平成 20（2008）年度の在
籍者数は，修士課程 35 名，博士課程 12 名となっている。収容定員に対する在籍学生数の
比率は，それぞれ 1.17，1.0 である。
学生確保の措置としては，
「学生募集方法」の項で述べたように，募集要項を本研究科ホ
ームページに掲載しているほか，大学のオープンキャンパスにおいて，学部の入試個別相
談の場に大学院進学相談のコーナーを設け，指導教授による相談を行っている。
〔点検・評価〕
これまでのところ，在籍学生は収容定員を上回っており，学生募集方法をはじめとする
学生確保の措置は効果を上げている。長期履修学生制度の導入により，通常の修業年限を
超えて在籍する学生が出てきたため，収容定員の見直しを検討する必要がある。
定員管理
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とその有効性

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
入試広報は現行のホームページによるものを今後も中心とする方向に変更はないが，進
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学相談会の拡充や大学院パンフレットの作成を検討するなど，学生確保に向けた学生募集
方法の検討を継続的に行う。
また，本研究科は看護系大学院の中でも学費が安いとは言えないことから，奨学金や TA
制度の活用についても積極的に広報する。
各教員の研究業績や社会的業績も本研究科の広報に繋がることから，積極的な情報発信
を行う。
選抜方法については，一般選抜入学試験と社会人特別選抜入学試験を実施しているが，
さらに学内推薦制度の導入を現在検討中である。
飛び入学については，その必要性の検討から始める。
社会人特別選抜入学試験については今後とも継続し，長期履修学生制度については，学
生の指導体制を整備しつつ，今後さらに広報を充実させる。
科目等履修生については，博士課程での受け入れについて検討する。
外国人留学生の受け入れについては，今後希望者がいれば，これまでの学修歴に見合う
課程への受け入れ・単位認定を検討するとともに制度を検討する。留学生の受け入れにあ
たっては，宿泊施設の整備など，大学としての受け入れ体制を整える必要もある。
キャンパスの立地から社会人学生の修学を考慮して遠隔授業等の実施について検討する。
併せて，長期履修学生の修学状況をみて，収容定員の見直しを検討する。
２−６. 理学部・理学研究科
２−６−１．理学部
〔到達目標〕
本学部は，
「生命科学の基礎分野において，研究職・高度専門職として研究を進める力を
身につけた人材を社会に送り出すこと」を目的としている。しかしながら，18 歳人口の減
少に伴い，大学を取り巻く環境は厳しい状況にあり，特に理科離れによる高校での履修者
の減少は本学部にとって深刻な問題となっている。このような状況に対応するためには，
的確な情報収集に基づく広報活動の充実や入試制度の見直しを行っていくことはもとより，
適切な入試実施システムの構築も重要な要素となってくる。以上の観点を踏まえ，本学部
のアドミッションポリシーに適った学生を確保するため，次に記す到達目標を各年度の事
業計画において設定した。
◇学生募集方法，入学者選抜方法
◇入学者受け入れ方針等
1 多様な選抜方法で入学試験を行い，充分な基礎学力を有し，成長が見込める視野の広い
学生を獲得することを目指す。
2 自然科学に対する高校生の好奇心や興味を喚起し，研究の面白さや，最先端の研究機器
の充実を紹介する等の広報活動を積極的に展開し，受験生の増大を図る。
（平成 16（2004）
年度〜平成 20（2008）年度）
3 入試を取り巻く社会の変化や要求を的確に把握するため，情報収集を積極的に行うとと
もに，入試動向を見据えた上で，入試制度について不断に見直しを行っていく。
（平成 16
（2004）年度〜平成 20（2008）年度）
◇定員管理
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1 大幅な定員超過や定員割れを防ぐため，適切な入学者数を確保する仕組みを構築し，
その維持を図っていく。
（平成 20 年度）
◇編入学者，退学者
1 入学した学生を責任を持って社会に送り出すため，退学者についてその理由や背景を把
握し，適切な学生指導体制を構築する。
（平成 18（2006）年度〜平成 20（2008）年度）
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学・学部等の学生募集の方法，入学者選抜方法，殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合
には，その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性

〔現状の説明〕
Ⅰ.学生募集方法
本学部では，学内で実施される高校生・父母・高校教員を対象とする進学相談会におい
て，各学科の教員による個別相談，在学生との懇談，体験実習，パネル展示，施設見学を
行っている。また，各学科の教員は学外で実施される業者主催の進学相談会に参加するほ
か，高校訪問も行っている。学部案内パンフレット及びホームページには，教育理念や各
学科の特色，カリキュラム，研究室紹介，入試日程等を掲載して学生を募っている。
Ⅱ.入学者選抜方法
(1)公募制推薦入試
対象は，理学部を専願とする者で，現役若しくは一浪までの者で本学部が定めた推薦基
準(成績・履修)に達していること及び，学校長が責任をもって推薦できる者としている。
選抜方法は，推薦状及び調査書,小論文,面接等により志願者の能力・適性等を総合して判
定する。小論文は，各学科の特色や専門分野を反映した課題を提示し，基礎的知識・理解
力と適応能力を計り，かつ意見や感想，考えを文章によって表現する能力を問うている。
(2)選抜入試
学力検査として，数学または英語から１科目選択のほか，理科は物理・化学・生物から
各 3 題ずつ合計 9 題出題し，任意に 3 題を選択解答(生物科学科は化学・生物の 6 題から 3
題選択)する方法としている。学力検査の結果と調査書等により志願者の能力・適性等を総
合して判定する。
(3)大学入試センター試験利用選抜入試＜前期＞
学力検査の判定に利用するセンター試験の教科と科目は，数学〔数学Ⅰ・A〕・理科〔物
理学科は物理Ⅰ・化学科は化学Ⅰ・生物科学科は生物Ⅰ〕・外国語〔英語(リスニングテス
トを含まない)〕の 3 教科としている。学力検査の結果と調査書等により志願者の能力・適
性等を総合して判定する。
(4)大学入試センター試験利用選抜入試＜後期＞
学力検査の判定に利用するセンター試験の教科と科目は，国語〔近代以降の文章〕・数
学〔数学 I・A・II・B(生物科学科は数学 I・A のみ)〕・外国語〔英語(リスニングテストを
含まない)〕から 1 科目選択，理科〔物理Ⅰ(化学科・物理学科)・化学Ⅰ・生物Ⅰから 1 科
目選択〕・の 2 教科としている。学力検査の結果と面接，調査書等により志願者の能力・
適性等を総合して判定する。
(5)大学入試センター試験併用選抜入試[物理学科]
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学力検査の判定に利用するセンター試験の教科と科目は，理科〔物理 I・化学 I・生物 I
から 1 科目選択〕の 1 教科とし，本学部が課す個別学力検査は数学 1 教科としている。学
力検査の結果と調査書等により志願者の能力・適性等を総合して判定する。
〔点検・評価〕
入学者の選抜方法に関しては，下記のとおり行われ，いずれもその目的を達成している
と評価している。
(1)公募制推薦入試…小論文と面接により受験生の志望動機等を的確に知ることができてい
る。
(2)選抜入試…志望学科以外の分野からの問題も選択できるようにして，広い視野を持った
学生の入学を可能にしている。
(3)大学入試センター試験利用選抜入試…理科科目に偏らず，より幅の広い資質を備えた学
生を選抜することができている。
選抜入試は，数学または英語から１科目選択のほか，理科(物理・化学・生物)の 2 科目
試験であり，出題レベルはセンター試験とほぼ同程度でいわゆる難問がないため，受験者
にとっては受け易い学力試験となっている。いずれの学科も英語よりも数学を選択する者
が多く，これは英語が不得意または自信のない科目であることを指しており，現に学力差
が認められることから，特に入学後の英語教育に力を入れる必要がある。
また，現行の入試制度は効率的に行われていると考えるが，高等学校での特に理科科目
に関する履修状況がまちまちであるため，各入学者により習熟度の格差があり，また，勉
学意欲についても開きがあることは否めない状況である。
入学者受け入れ方針等
必須：入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係
必須：入学者受け入れ方針と入学者選抜方法，カリキュラムとの関係

〔現状の説明〕
Ⅰ．アドミッションポリシー
理学部の使命は，生命科学の基礎分野において，研究職・高度専門職として研究を進め
る力を身につけた人材を社会に送り出すことである。そのためには，創造性に富み，社会
の一員としての認識や協調性を有し，かつバランスのとれた基礎学力を有する意欲的な入
学者を選抜する。
Ⅱ．基本理念
①「生命科学」の基礎を支える原理的な教育・研究を実施する。
②物理学・化学・生物学の有機的結合による研究を推進し，学際分野に対応する。
Ⅲ．教育目的
特色あるカリキュラムによる学科間の教育交流によって，今後ますます必要とされる学
際領域での活動にも力を発揮し得る有能な研究者・技術者・教育者として，広範な社会貢
献を果たす理学士を育成することを目的とする
Ⅳ．教育方針
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1．生命科学の基本的理解のために，総合的な基礎教育により基礎学力を涵養する。2．
分子の科学で結ばれた物理学・化学・生物学の教育を行う。3．学科間の垣根を取り除き，
横のつながりを強化した教育を行う。
Ⅴ．教育目標
物理学科： 新機能物質や測定法の開発，生命機能の解明，そして宇宙の起源まで，科
学のフロンティアで物理の対象とする現象は広がっている。本学科では物理の方法論を駆
使してフロンティアを切り拓いていく力を養成することを目標としている。講義，演習，
実験により，未知の領域を切り拓く力を持ち基礎研究の場でも応用研究の場でも活躍でき
る人材の育成に全力で取り組んでいく。
化学科： 化学では現在の科学分野で求められている「目的に合った物性や機能をもつ
化合物を分子レベルで設計，合成し，その反応を明らかにする」という能力を得るために
必要な知識や技術を身につけることを主な目的としている。身につけた知識や技術を基盤
として，将来は生命科学をはじめとする学際領域でも活躍できるような人材を育てていく。
生物科学科：

生物科学は発展を続けており，発生・免疫・記憶・行動といった高次の

研究の進展にも目覚しいものがある。本学科では講義科目に加えて，多くの充実した実習
や実験を通し，生物科学の最先端を切り拓く人材を養成する。
Ⅵ．入学者の選抜方法
入学者の選抜方法については，
「大学・学部等の学生募集の方法，入学者選抜方法，殊に
複数の入学者選抜方法を採用している場合には，その各々の選抜方法の位置づけ等の適切
性」の項に記載。
〔点検・評価〕
18 歳人口の減少とともに，理科離れによる高校での物理履修者の減少が理工系大学志願
者の減少につながり大きな問題となっている。本学部の物理学科においても志願者減少が
深刻であったが，広報の見直し，オープンレクチャーの開催等の努力により平成 18（2006）
年度〜平成 20（2008）年度にかけて志願者数が 337，450，460 名と持ち直す傾向にある。
本学部物理学科は物理科学的，数理科学的立場から生命科学を学ぶことができるので，高
校で物理を履修してこなかった学生も大きく成長可能な学科である。学生募集にあたって
は，物理・数学の未履修者も物理学科を受験できるようにして志願者の確保に努めている。
化学科，生物科学科については志願者の減少は一定割合にとどまっているが，受験生の実
学志向傾向の強まりとともに，今後，志願者減少が深刻化する可能性がある。本学部とし
て志願者増加を目指した学生募集の方策を引き続いて検討する。
高校での理科履修状況が不十分な高校生であっても，本学部を受験可能とすることによ
って受験者確保がなされている。入試制度におけるこのような志願者確保の方策は，学生
たちが入学した後できめ細かな履修指導を必要とするが，本学部ではそれを実践する教育
内容が実現されている。
理学部のカリキュラムは，理学部の基本理念である「生命科学」の基礎を支える自然科
学に関与する幅広い専門知識・技術を有した人材を育成するため，教育課程は物理学・化
学・生物科学の垣根を取り払うとともに，狭い専門分野に偏らないバランスの取れたもの
になっている。
また，
「生命科学」の発展を担える人材を育成するという共通の理念のもと，物理，化学，

453

基準 4 学生の受け入れ

生物の 3 つの分野における基礎的且つ先進的な教育研究を展開することを目標としており，
それぞれの研究分野でコアとなる知識が十分に習得できるようにカリキュラムが設定され
ている。本学部では，専門科目の基礎として不可欠な科目を高校で履修せずに入学した学
生でも，高等教育に円滑に移行できるカリキュラムが設定されていることから，入試選抜
においては，一定以上の基礎学力を備えた意欲的な学生を選抜することを目的としている。
この目的を達成するため，バランスのとれた基礎学力を有する意欲的な入学者を選抜する
ことを受け入れ方針としており，理念・目的・教育目標との関係は明確である。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜試験実施体制の適切性

〔現状の説明〕
①入試実行委員会
入学者選抜に関するすべての業務を協議する目的で設置されている組織で，理学部の入
試体制に関する事項は，当該実行委員会で協議された上で，教授会に諮られる。構成メン
バーは入試実行責任者(学部長)の他，入試実行委員会の委員長,副委員長,委員，出題採点
取り纏め責任者,副責任者で構成されている。
②入試問題の作成
出題(採点)体制については，取り纏め責任者所管のもとに，それぞれの科目ごとに出題
(採点)責任者と出題(採点)委員が選任され，問題の作成と採点に係わるすべての業務が行
われている。また，入試問題作成過程での秘密保持に注意し精査委員が問題作成ミスの防
止を図っている。
③合否の判定
各学科の教授による会議で検討の後，入試予備判定会議を経て，運営委員会・教授会に
おいて合否判定を行い，学長が決裁する。なお，入試実施直後には第三者による入試問題
精査を実施し，その結果を含めて教授会で合否判定を行っている。
〔点検・評価〕
本学部の入学者選抜試験実施体制は現在適切に機能していることから，今後も入試実行
委員会を中心に体制を維持する。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜基準の透明性
必須：入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況

〔現状の説明〕
本学部では，全学の方針と同様に，募集要項，学部案内パンフレット及びホームページ
等において，選抜方法（出題教科，出題範囲，試験時間，配点等）を公開している他，公
募制推薦入試については，小論文や面接の方法・形態，調査書で重視する内容等について
公開している。また，入試ガイド，学部案内パンフレット及びホームページ等において，
各入試制度における志願者数，受験者数，合格者数，実質倍率，合格者（推薦入試を除く）
の最高点・最低点を公表している。試験成績については，選抜入試（センター試験利用入
試を含む）の不合格者のうち，希望者に対しては学力検査等を総合的に評価したランクを 5
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段階に分けて開示している。
試験の採点については，記述試験は受験番号及び氏名を隠した状態で分冊化し，個人が
特定されないようにしており，その後に事務職員により入試システムに入力され，集計は
システムにより自動的に行われる。マークカード試験は，コンピュータにより自動的に採
点され，集計も入試システムにより自動化されている。また，採点・集計にあたっては入
試実行委員を含めて複数によるチェック体制で行われている。合否判定は，各学科の教授
による会議で検討の後，入試予備判定会議を経て，運営委員会・教授会において行われ，
それぞれ会議において決定された合格ラインについて厳正な審議が行われている。
〔点検・評価〕
入学者選抜基準は透明性が確保されており，入学者選抜とその結果の公正性・妥当性は
充分確保されている。
入学者選抜方法の検証
必須：各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況
任意：入学者選抜方法の適切性について，学外関係者などから意見聴取を行う仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
入試問題作成過程で精査委員が問題作成ミスの防止を図っている。また，入試実施中に
在学生による精査，さらに入試実施直後に事後精査委員による入試問題精査も実施してい
る。学外者から入学者選抜方法の適切性について，一般的な意見を聴くことは行っていな
い。
〔点検・評価〕
これまでは，上記の仕組みは機能してきた。複数の教員の目による検証のほか，受験生
の立場に近い在学生の視点からも入試問題を検証しており，極めて有効である。
ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）
任意：ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）を実施している場合における，その実施の適切性

該当しない
入学者選抜における高・大の連携
任意：推薦入学における，高等学校との関係の適切性
任意：高校生に対して行う進路相談・指導，その他これに関わる情報伝達の適切性

〔現状の説明〕
本学部の推薦入試は公募制を採用しており，出願資格として「成績優秀にして大学専門
科目に適する者で学校長が責任をもって推薦できる者」とし，高等学校長から推薦状の提
出を必要としている。
高校生に対する情報伝達の場としては，毎年進学相談会を 7 月・8 月・11 月・3 月の 4
回開催している。本学部では，施設見学，個別進学相談，在学生との懇談等を行っており，
7 月には大学での実習を体験できる模擬実習を行っている。例年 100〜300 名程の参加者が
あるが， 7 月から 11 月の分はそのうち凡そ 50%が高校 3 年生であり，3 月については 1・
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2 年生が殆どとなっている。この他に，年 3 回オープンレクチャーを開催しており，講義と
体験型の実験を行っている。
〔点検・評価〕
現在，公募制推薦入試受験者数と入学定員はバランスが取れており，現状から判断すれ
ば，推薦入試における高・大の連携はそれほど強める必要はないと考える。選抜入試，セ
ンター入試への応募者が多いという状況が生み出されている。少子化と受験生の学力低下
がさらに進行すれば，この状況が変化し，推薦入試への応募者が増加すると予想される。
また，進学相談会や一日体験入学の開催にあたり，参加者に対して毎回行っているアン
ケート調査によると，一日体験入学では参加者のほとんどが，体験実習と講座見学が自分
の進学分野や進路決定のための参考になったとしている。一方，進学相談会にあっては，
参加者の多くが「学部・学科説明及び入試関連データに関する説明や資料が役に立った」
と回答している。これらのことから，高校生に対して適切に情報が伝達できているものと
判断できる。
ただし，両行事への参加者数が，開催当初（平成 7（1995）年）から次第に減少する傾
向にあるので，参加者数を増やす工夫が望まれるところである。
進学相談会や一日体験入学は，受験を控えた高校３年生や既卒生のみならず，高校 1・2
年生も体験実習や講座見学に参加している。参加者は最新の装置，器具等がそろっている
研究の最前線を目の当たりにして，多大な関心を示すことから，情報伝達は概ね達成され
ている。
科目等履修生・聴講生等
任意：科目等履修生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

〔現状の説明〕
科目等履修生の受講可能科目については，教育委員会において協議し，運営委員会・教
授会で決定している。理学部では実験・実習科目を除く 1 群科目，2 群科目，3 群科目，教
職課程に関する科目で受け入れている。平成 11（1999）年度から平成 13（2001）年度ま
で各１名を受け入れ，その後に受け入れはなかったが，平成 20（2008）年度に 1 名の受け
入れがあった。何れも教員の免許を取得することを目的として，履修手続きがされている。
選考にあたっては，提出された成績証明書等の書類を審査し，本学部在学生の授業の妨げ
とならない人数の範囲内としている。
〔点検・評価〕
受け入れ方針・要件は適切・明確であり，現在の体制は適正である。しかし，1 単位 25,000
円の履修料は，教員の免許取得を目的とする者の場合，経済的負担が危惧される。
外国人留学生の受け入れ
任意：留学生の本国地での大学教育，大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認
定の適切性

該当しない
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定員管理
必須：学生収容定員と在籍学生数，(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性

〔現状の説明〕
過去 5 年間の収容定員 720 名（物理 160 名，化学 320 名，生物 240 名）に対する在籍者
数，及び入学定員 180 名（物理 40 名，化学 80 名，生物 60 名）に対する入学者数は以下
のとおりとなっている。
＜在籍者数＞
平成 16 年度
学科
在籍者数
定員超過率
物理
197
1.23
化学
402
1.26
生物
295
1.23
計
894
1.24
＜入学者数＞
平成 16 年度
学科
入学者数
定員超過率
物理
49
1.22
化学
113
1.41
生物
77
1.28
計
239
1.32

平成 17 年度
在籍者数 定員超過率
197
1.23
429
1.34
299
1.25
925
1.28

平成 18 年度
在籍者数 定員超過率
197
1.23
418
1.31
308
1.28
923
1.28

平成 19 年度
在籍者数 定員超過率
202
1.26
426
1.33
321
1.34
949
1.32

平成 20 年度
在籍者数 定員超過率
195
1.22
402
1.26
299
1.25
896
1.24

平成 17 年度
入学者数 定員超過率

平成 18 年度
入学者数 定員超過率

平成 19 年度
入学者数 定員超過率

平成 20 年度
入学者数 定員超過率

46

1.15

53

1.32

59

1.47

44

1.10

99

1.23

93

1.16

124

1.55

91

1.13

75

1.25

85

1.41

91

1.51

60

1.00

220

1.22

231

1.28

274

1.52

195

1.08

平成 19（2007）年度の入学者は，入学辞退者が例年に比べて極端に少なかったことから，
入学定員 180 名(物理 40 名，化学 80 名，生物 60 名)に対して，274 名（物理 59 名，化学
124 名，生物 91 名)となっており，本学部の定員超過率は 1.52（物理 1.47，化学 1.55，生
物 1.51）となり，大幅な定員超過となった。この事態を招いた反省に立ち，平成 20 年度入
試の合否判定にあたっては，正規合格者の数を慎重に定めたうえで補欠者の繰り上げを細
やかに行うとともに，合否判定に際して新たに予備判定会議を設置し，各学科から提出さ
れた合否判定案に対して詳細な検討を加え，定員超過の防止に努めた結果，平成 20 年度は
入学者数 195 名（物理 44 名，化学 91 名，生物 60 名）
，定員超過率 1.08（物理 1.10，化学
1.13，生物 1.00）となり，適正な超過率となった。
〔点検・評価〕
平成 16（2004）年度から平成 18（2006）年度の本学部の収容定員に対する超過率は 1.3
倍未満となっているが，平成 19（2007）年度は 1.33 倍にまで増加している。これは，平
成 15（2003）年度から平成 18 年度までの入学定員超過率が 1.3 倍前後であったのに対し，
平成 19 年度に 1.52 倍と大幅な定員超過となったことが原因である。平成 19 年度までの本
学部の入試判定は，各学科長に合否判定に係るデータを渡し，それに基づいて学科会議に
おいて合否判定案を決定した後，運営委員会の議を経て，教授会にて最終的に合否を決定
していた。事務室からは各学科長に対し資料を配布する際に，入学定員超過率の説明，定
員を遵守しなければならない理由などについて説明を行っていた。しかしながら，学科会
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議においては学科ごとに蓄積されたデータを基にして学科独自の分析を加えて合否判定を
行っており，最終的なデータの分析は各学科にかなりの部分を任せていた状態となってい
たため，学部として充分な検証ができていたとは言い難い状況であった。そのため，教授
会において学科ごとに所定超過倍率を上回ることの無いよう入学生の選抜にあたったが，
入学手続き率，入学辞退率がともに推定値と乖離する結果を招き，定員を大きく上回る入
学生を受け入れる結果となった。この対策として，平成 20（2008）年度入試より予備判定
会議を開催し，各学科より提案された合否判定案について運営委員会・教授会の前に詳細
に検討を加える制度を導入したことにより，平成 20 年度の入学定員超過率を 1.08 に抑え
ることに成功し，過去５年間の収容定員超過率も 1.28 に回復している。
編入学者，退学者
必須：退学者の状況と退学理由の把握状況

〔現状の説明〕
本学部の過去３年間の退学者数は，以下のとおりとなっている。
年 度
平成 17 年度
平成 18 年度
平成 19 年度

進路変更
16 名
12 名
13 名

学業不振
2名
4名
1名

病気等
2名

経済的理由
1名
1名
2名

学費未納
3名
1名

その他
1名
5名
4名

合 計
22 名
25 名
21 名

〔点検・評価〕
本学部の退学理由として最も多いのは「進路変更」となっているが，この中には学業不
振により就学意欲がなくなった者，あるいは精神的な理由により不登校になり，他の大学
への進学や就職をした者も含まれており，精神的な問題による退学が増加傾向にある。
編入学者，退学者
任意：編入学生および転科・転部学生の状況

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
入学した学生集団の中で基礎学力の高い学生の割合を増やすことが，その他の学生たち
の個的成長，すなわち集団の中で自立し，独立した個として他の学生との関係を構築する
ことの促進にもつながっている。それは，学生の個的成長は多様な学生集団のなかで互い
に切磋琢磨することで促進される要因が大きいからである。そのために，今後はセンター
入試を有効に活用し，基礎学力がしっかりした学生の入学を図る。
また，中・高等学校の教育課程の変化に伴い，大学入学に関する社会の意識変化は，今
後とも激しく変わることが予想され，この風雪に耐えるためには，不断のきめ細かな対策
と相当な努力が社会から要求されている。これらの入試を取り巻く社会変化や要求に対し
的確な情報等を収集するために，主として入試・広報委員会委員による研修会・セミナー
への積極的な参加や教職員一丸となった高校訪問等を展開する。
入試制度のあり方と入学後の教育内容とが整合的に実施され，入学者受け入れ方針との
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関係が明確となっている現在のあり方については，今後も維持することが大切である。
現状においては適切に入学者選抜が行われており，当面選抜方法を変更する予定はない
が，カリキュラムとの関係については常に検証を行い，必要があれば入試・広報委員会を
中心に見直しについて検討を行う。
入試の実施体制や公正性・妥当性を確保するシステム，定員超過や定員割れを防ぐため
の体制は現在適切に機能している。しかしながら，これらのシステムの破綻は入試に対す
る信頼性を損ない，本学部全体の信用を失わせることに繋がりかねないことから，この体
制を維持できるよう今後も取り組んでいく。
入学者のうち進学相談会等に参加したことのある者が約 20％程度に止まっているという
ことは，入試広報を改善する余地があることを示している。進学相談会や一日体験入学の
開催は，本学部からのダイレクトメール，新聞・雑誌の広告，知人の紹介，ポスター，大
学ホームページ等で参加者に周知されているが，その他に高等学校等を積極的に訪問する
などしてより多くの参加者を募ることが必要である。
進学相談会参加者に対して基礎科学の面白さ，重要性を説き，さらに生命現象を広い視
点で追求・研究する本学部の理念とあわせてより強くアピールしていくことが肝要である。
日常的に施設・講座見学の希望者を受け入れ，本学部に興味を持たせるように努める。
退学者の理由や状況については，懇和会の積極的な開催等によりチューターが学生の要
望や悩みを迅速に把握するとともに，平成 18（2006）年度より導入したオフィスアワー制
度を活用して，より効果的な指導を行う。
また，特に精神的な問題を抱える学生に対しては，学生相談室との連絡を密にし，学生
指導委員会，教育委員会，チューターとの連携を深めて指導にあたる。
２−６−２．理学研究科
〔到達目標〕
本研究科のアドミッションポリシーは「生命科学の基礎分野において，研究職・高度専
門職として研究を進める力を身につけた人材を社会に送り出すこと」である。これを実現
するため，意欲があり，かつ成長が期待できる学生の獲得を目指している。修士課程につ
いては順調に学生を確保でき，本研究科の教育研究の理念・目的に即した学生を受け入れ
る適切な体制が構築されており，今後もこのシステムを維持することが重要である。しか
しながら，博士課程については入学者数にバラつきがあり，収容定員を下回ることが多い
ことから，その対応が課題となっている。以上のことから，本研究科では，次に記す到達
目標を設定した。
◇学生募集方法，入学者選抜方法
◇定員管理
1 博士課程の安定した志願者の確保に向け，入試制度や研究指導体制のあり方について継
続的に検証・検討を行い，対策を施していく。
（平成 20（2008）年度事業計画）
2 さらなる研究分野の拡大や教育研究の充実，志願者の確保に向け，新たな連携大学
の実施を目指す。
（平成 19（2007）年度理学研究科運営委員会）
学生募集方法，入学者選抜方法
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必須：大学院研究科の学生募集の方法，入学者選抜方法の適切性

学内推薦制度
必須：成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における，そうした措置の適切性

〔現状の説明〕
本研究科の入試は，推薦入試及び選抜入試により実施されている。入試に関しては学外
からの受験者もあり，順調に推移している。入学願書，大学院案内ポスターについては本
大学院の分野に近い大学約 200 校に送付して掲示を依頼している。推薦入試においては本
大学の全学部からの成績優秀者にも門戸を開き，水産学部の卒業生が在籍していたことも
ある。選抜入試は，この大学院の目的や卒業後の進路から，比較的厳しい入試基準で行っ
ている。そのため，志願者に対する合格者の割合は約 5〜6 割程度で定員を下回っている。
本研究科は 21 世紀の「生命科学」の推進力となりうる人材の養成，具体的には分子科学と
生命科学の調和と融合を図りつつ，生命科学に関する幅広い知識と独創的な研究開発能力
を有する研究者・高度専門技術者の養成を目標としていることから，クリエイティブな資
質と能力を兼ね備えた人材の選抜を目的としている。各専攻の人材養成目的は，分子科学
専攻が物理学，化学に立脚して分子及び分子集合体の構造や動的特質に関する教育研究を
行い，これを通じて生命現象を物理的視点，化学的視点から解くことを目的とし，生物科
学専攻はめざましく発展をとげている生物科学についての深い知識を持ち，生物学や基礎
医学のさまざまな分野で最先端の研究を担える人材を養成することを教育目標としている。
選抜方法は以下のとおりである。
１）修士課程の推薦入試
本学の卒業見込生を対象として，学部 4 年間の調査書と，面接により優秀且つ意欲のあ
る学生を確保する。面接では志願者の勉学意欲を的確に把握することができ，調査書によ
る 4 年間の成績結果とあわせて，本学の優秀且つ意欲ある学生を早期に確保するという，
当初の目的は達成していると評価できる。
２）修士課程の選抜入試(Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ期)
筆記試験(英語と専門試験)及び面接によって行うことにより，研究科に則した学力を有
する学生を選抜する。
３）博士課程の選抜入試(Ⅰ・Ⅱ 期)
筆記試験(外国語)・面接・修士論文及びそれに類する論文の口頭発表を課し，より高度
で，専門性の高い本研究科で学ぶ力のある者を選抜する。
修士課程入試において，本大学卒業見込みで，学部 3 年次までの成績が優秀である者に
対して推薦入学試験を実施している。成績優秀者の基準については，教授会において学科
ごとの成績順位に基づき定めている。基準については募集要項等で公開はしていないが，
受験希望者がそれぞれのチューターに確認することとなっており，運用上の問題はない。
〔点検・評価〕
平成 10（1998）年の開設以来，博士課程の分子科学・生物科学両専攻共，志願者数が募
集定員に満たないことが多い状況となっている。その理由として，開設より日が浅く，社
会での認知度が低いことが考えられる。しかしながら，専攻分野の特異性を考えると，学
生の確保は順調であると考える。
入学者数が定員を下回っている理由は，第一に，本研究科の人材養成が，基礎の生命科
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学を担う研究者，技術者に主眼をおいており，さらに，創設期に質的な面での学生の確保
に主眼をおいて，合格ラインを厳しく設定したためである。また，最近の国公立大学院へ
の本学からの志願者の増加も定員未達成の理由となっている。
推薦入試を 5 月，選抜入試を 7 月，8 月，12 月に行っており，全国の他大学院の入試日
程よりもやや早く行われている。この制度は受験者確保には良いが，一方で，他大学の大
学院の合格による入学辞退も若干生じている。
本研究科は理学部からの志願者が多数を占め，他学部からの志願者は若干名である。ま
た，他大学からの志願者はほとんどないが，受験しても片寄らない知識を要求する出題の
せいか，合格点をとるまでに至らない。
本研究科に合格できなくて，国公立大学大学院に合格できた学生が多数存在することは
承知しているが，質を低下させることなく少数精鋭を維持することが，規模を考えたとき
本研究科のとる道であると考える。理念・目的に沿った幅広い知識を求め，質を維持して
いる点から適切に運用されていると考える。
門戸開放
必須：他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況

飛び入学
必須：
「飛び入学」を実施している大学院研究科における，そうした制度の運用の適切性

社会人の受け入れ
必須：大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況

〔現状の説明〕
他大学・大学院の学生としては，単位互換生を平成 16（2004）年度 1 名，平成 17（2005）
年度 6 名，平成 18（2006）年度 2 名受け入れており，特別研究学生として平成 18 年度 1
名（東京理科大学大学院）
，平成 19（2007）年度１名（東京理科大学大学院）
，平成 20（2008）
年度 3 名（東京農工大学大学院，慶応大学大学院，東京理科大学大学院）の受け入れがあ
る。また，過去 5 年間の他大学・大学院からの本研究科への入学者は，修士課程が平成 19
年度に１名，博士課程が平成 16 年度・17 年度に各 1 名で，合計 3 名となっている。
博士課程においては，学外・社会人等から広く優秀な学生を確保することを考慮し，平
成 13（2001）年度から社会人選抜試験を実施している。平成 17 年度に 1 名，平成 20 年度
に 1 名入学者がいる。
なお，
「飛び入学」制度については実施していない。
〔点検・評価〕
他大学・大学院からの本研究科への入学者及び社会人学生は少数に留まっているが，本
研究科の規模を考えるとむしろ適正な数と判断できる。入学者を厳選し大学院生のレベル
を高く保つ努力を今後も続ける。
なお，
「飛び入学」を実施する大学院は少数で良いと考えており，本研究科では今後も「飛
び入学」を実施する予定はない。
科目等履修生・研究生等
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任意：大学院研究科における科目等履修生，研究生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

外国人留学生の受け入れ
任意：大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況
任意：留学生の本国地での大学教育，大学院教育の内容・質の認定の上に立った，大学院における学生受
け入れ・単位認定の適切性

〔現状の説明〕
本研究科の科目等履修生の受講可能科目については，教育委員会において協議し，運営
委員会・研究科委員会で決定している。知的財産論Ⅰ・Ⅱを除いて，原則として開講して
いる科目全てについて，10 単位を上限として受け入れている。しかしながら，過去 5 年間，
科目等履修生，研究生，聴講生，外国人留学生の受け入れはない。また，外国人留学生の
受け入れはないことから，本国地での大学教育，大学院教育の内容・質の認定の上に立っ
た単位認定の実績はない。
〔点検・評価〕
科目等履修生の受け入れ方針については，適切かつ明確と評価できる。
科目等履修生，研究生，聴講生，外国人留学生の受け入れについては，制度運用の実績
がないので一般的評価ができる段階となっていない。
留学生受け入れの打診は毎年のようにあるが，経済的な要因から実現が困難な状況にあ
る。
定員管理
必須：大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性

〔現状の説明〕
本研究科の学生収容定員は修士課程 50 名（分子科学専攻 28 名・生物科学専攻 22 名）
，
博士課程 15 名（分子科学専攻 6 名・生物科学専攻 9 名）である。
過去 3 年間の在籍者数及び定員超過率は，以下のとおりとなっている。
年度

修士課程
平成 18 年度

分子科学
生物科学
合計
超過率

平成 19 年度

27
30
57
1.14

23
28
51
1.02

博士課程
平成 20 年度

28
34
62
1.24

平成 18 年度

1
13
14
0.93

平成 19 年度

平成 20 年度

1
9
10
0.67

3
9
12
0.80

〔点検・評価〕
本研究科の在籍学生数は，修士課程については収容定員数を上回っているが，博士課程
は充足していない。また，博士課程の入学者数は，平成 18（2006）年度 8 名，平成 19（2007）
年度 0 名，平成 20（2008）年度 3 名と年度ごとにバラつきがあり，安定した志願者の確保
が大きな課題となっている。
定員管理
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とその有効性

462

基準 4 学生の受け入れ

〔現状の説明〕
恒常的な欠員や定員超過はないが，博士課程入学者数は平成 18 年度 8 名，平成 19 年度
0 名，平成 20 年度 3 名となっており，年度ごとにバラつきが生じている。
〔点検・評価〕
志願者を安定的に確保するための対策を講じる必要がある。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
平成 21（2009）年度入試より，修士課程選抜Ⅳ期・博士課程選抜Ⅱ期入試を 3 月に実施
する。これに加えて，平成 21 年度には学外研究機関と連携大学院協定を締結し，客員教授
を迎える。これは，大学院入学志願者に取っては研究テーマの間口が広がることを意味す
るので，志願者増につながることが期待できる。締結後の 2 年間は，当該教員については
大学院修士課程のみの募集となるが，それ以後は大学院博士課程の募集が可能となる。今
後はさらに他の研究機関とも連携大学院協定締結を進め，本研究科における研究の活発化
を図るとともに大学院志願者増につなげたい。
また，教員数ならびに講義室・実習室等の面からは十分余裕のある教育・研究指導が行
われているが，学生の所属講座の教員が今まで以上に，学生の精神面・身体面にも気を配
り，適切な助言が与えられるようにしていく。
２−７．医療衛生学部
〔到達目標〕
本学部のアドミッションポリシーは「人の健康を支え，人間性豊かで高度な専門知識と
技術を実践できる人材を養成すること」である。このため，以下の試験制度を設けている：
推薦入試，選抜入試，大学入試センター試験利用選抜入試，ＡＯ特別選抜入試，社会人特
別選抜入試，編入学入試。これらの試験制度により，一定以上の学力を有し，人間に対す
る興味をもち，物事を科学的な視点で捉え，医療，保健衛生の現場で人類に貢献しようと
する熱意がある人材の受け入れを目標とする。この目標の実現にあたって，次に記す到達
目標を設定した。
◇学生募集方法，入学者選抜方法
1 入学時の学力を判断する学力到達度テストを継続的に実施し，その結果の分析によって，
試験制度ごとの募集人員の比率を最適化する。
（平成 20（2008）年度事業計画）
2 どのような試験方法で入学して来た者が，入学後にモチベーションを維持して伸びて行
くのかを検証する方法を確立する。
◇入学者受け入れ方針等
1 多様性のある学科・専攻で人材を育成していることから，それらの教育内容，目的の違
いを良く理解して志望してもらう努力をする。
◇入学選抜の仕組み
1 入試における選抜方法の透明性，公正性を向上させる努力をする｡
◇ＡＯ入試〔アドミッションズ・オフィス入試〕
1 ＡＯ入試方式の見直しとその存続について検討する。
◇定員管理
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1 入学者数を入学定員の 1.1 倍以内に収めるために，慎重に合格選考を行う。
◇編入学者，退学者
1 クラス主任を中心とした教員が一丸となって，問題を抱えた学生への積極的な関与を推進
する。
（平成 20（2008）年度事業計画）
2 編入学試験の志願者減少の原因分析とその改善策を考えていく。
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学・学部等の学生募集の方法，入学者選抜方法，殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合
には，その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性

〔現状の説明〕
本学部では，学部パンフレットやホームページ等に，その教育理念・目標を表明して受
験生を募っている。本学部は異なる 8 つの学科・専攻で学生を募るため，各学科・専攻に
おける教育方針を明確に表示する必要があり，この点にも配慮を重ねている。
多くの学科・専攻がコメディカル専門職の養成を目的とするため，社会経験を積んだ者
や，他大学等から転向して本学部を受験する者もいる。このような背景を勘案して，幅広
い選抜方法を採用している。現在，本学部が行っている入学者選抜方法は，公募制推薦入
学試験，選抜入学試験（前・後期）
，大学入試センター試験利用選抜入学試験，ＡＯ特別選
抜入学試験，社会人特別選抜入学試験，及び編入学試験である。
選抜方法別の平成 20（2008）年募集人員は以下のとおりである。
選抜方法
公募制推薦入学試験
選抜入学試験前期
選抜入学試験後期

募集人員
64 名
236 名
28 名

選抜方法
大学入試センター試験利用選抜入学試験
ＡＯ特別選抜入学試験
社会人特別選抜入学試験
合 計

募集人員
27 名
5名
若干名
360 名

※編入学試験は除く

また学科・専攻別の入学定員は以下のとおりである。
学科・専攻
健康科学科
医療検査学科
医療工学科 臨床工学専攻

入学定員
40 名
90 名
38 名

診療放射線技術科学専攻

学科専攻
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 理学療法学専攻
作業療法学専攻
言語聴覚療法学専攻

60 名

視覚機能療法学専攻
合 計

入学定員
38 名
38 名
28 名
28 名
360 名

参考までに，過去 5 ヶ年の入学志願者・合格者・入学者の推移は以下のとおりである。
15 年度

16 年度

17 年度

18 年度

19 年度

志願者

4,522

3,487

3,223

3,053

3,342

合格者

631

692

756

743

898

入学者

378

374

383

446

406

※編入学試験は除く

〔点検・評価〕
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選抜入試が最も募集人員の多い選抜方法である。選抜入試の入学者が推薦入試入学者よ
り学力・意欲が高いことが明らかとなったため，平成 17（2005）年度に推薦・選抜の募集
人員比率を見直し，平成 18（2006）年には入学定員の見直しを行った。
本学部の入学定員は，学科・専攻別に見ると最大 90 名，最小 28 名である。この定員を，
選抜方法別に割り振るため，各選抜方法の学科・専攻における募集人員は，少人数となる。
また選抜方法ごとの募集人員の変更は全体の志願者数にも影響する。一方，本学部では，7
つの学科・専攻で卒業時に国家試験が控えているため，一定レベル以上の基礎学力を備え
る者を入学させたい。またこれまでも多様性のある入学者選抜方法を採って来たので，当
面，新たな選抜方法の導入は考えていない。
ＡＯ入試は，現在は健康科学科のみで実施している。以前，実施していた臨床工学専攻
は，ＡＯ入試合格者の入学後の成績が芳しくない，及び入試にかかる教職員の負担に効果
が見合わないとの判断によって中止した。健康科学科においても募集人員 5 名に対して，
平成 19（2007）年度 3 名，20（2008）年度 2 名の志願者に留まっている。
本学部入学者の卒業時における到達度の指標である国家試験合格率は全国平均を超えて
おり，また就職率も 100％近くを推移していることから，現行の複数の選抜方法による入学
者はいずれも本学部が求める学生の資質を十分備えていると言える。
入学者受け入れ方針等
必須：入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係
必須：入学者受け入れ方針と入学者選抜方法，カリキュラムとの関係

〔現状の説明〕
本学部の教育理念や教育目的の中で入学者受け入れ方針に関連性が高いものとして「幅
広い専門性と最新技術を獲得するための実践的(臨床)教育」
，
「医学部，看護学部，薬学部
など医療系他学部との連携による学際的教育」，
「学際的な視野をもって論理的に思考し，
判断し得るスペシャリストの育成」及び「問題解決能力，判断能力などの習得に向けた教
育」などを挙げることができる。これらの理念・目的にあう人材を入学させることを念頭
に募集を行っている。殆どの学生が医療職に対するモチベーションを維持し，国家試験に
合格して，目的とする職種に就いていることから，上に述べた理念・目的等に対する理解
や共感をもつ人材が集まっていると考えられる。
医療衛生学部の 2 学科と 6 専攻は，学科・専攻により専門分野が異なるため，多少の共
通項はあるが，それぞれ独自のカリキュラム形態を取っている。一方，入試科目は高校ま
での基礎学力を検証するのが主要な目的であることから，学科・専攻別ではなく学部で統
一された科目・問題を適用している。
選抜入試において，健康科学科とリハビリテーション学科では，数学と小論文の一方を
選択受験できる方式をとっている。両学科では，人文・社会科学の分野で能力を発揮でき
る人材の入学を認める方針をとっているため，この試験方式を実施している。
〔点検・評価〕
本学部では，1 つの学科を除いた 7 つの学科・専攻等で，卒業時に国家試験が控えている。
4 年間の授業の中で国家試験受験に必要な基礎科目・専門科目を履修させ，さらに大学教育
としての広い教養教育を付与して社会に送り出す使命を担っている。また取得する国家資
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格が異なるため，各学科・専攻の教育目標や専門科目はそれぞれ異なるが，上に述べたア
ドミッションポリシーを掲げた結果として本学部を志願した学生の大部分は医療の世界で
生きる専門家として社会に出ていることから，選抜方法やカリキュラムとの齟齬は無いと
判断している。
学部を一単位として掲げられた教育理念・目的は，受験生にとっては抽象的にならざる
を得ない。今後も多くの職種を育成する専攻が集合して，一つの学部が成り立っているこ
とによる入学者受け入れ方針の分かりにくさを克服する努力が必要である。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜試験実施体制の適切性

〔現状の説明〕
本学部の入学試験実施にあたる体制としては，主に教員の組織として「入試委員会」と
「入試実行委員会」がある。これに事務長，課長，入試係が主として携わり入試業務を行
っている。
「入試委員会」は，学部長が委員長を務め，各学科専攻の代表である総務委員を
委員とし，入試実行委員長，健康診断責任者を加えた 12 名の体制である。入試の計画・実
施・合格予備判定に関するすべてを審議・決定する。
「入試実行委員会」は，学部長の指名
による５名の教員が携わっている。入試会場の確認，入試当日の実行作業，翌日の集計・
チェック，合格判定後の発表作業まで，事務職員と協力し合って入試業務を実施する。
入試当日は，入試本部と入試実行本部を設け，入試本部は学部長が，入試実行本部は入
試実行委員長が責任者となる。試験監督は教員，試験全般の運営は事務長と入試実行委員
が行い，答案整理，警備・施設等は事務室の全職員があたる。受験者の数によって，学部
外の職員の応援と，学生アルバイトを試験会場での受験生誘導のために使う。
入試問題は，小論文については学部内教員が，数学，理科（物理・化学・生物の 3 科目）
，
外国語の試験問題については，主に学部外の学内教員を出題・採点委員に委嘱して作成し
ている。出題委員は１科目 5 名〜10 名が担当し，採点にあたってはさらに数名を加えて行
う科目もある。
〔点検・評価〕
入学者選抜試験実施については学部長の下に組織された各々の委員会の役割・責任体制
は明確であり，適切に運用されていると評価する。
過去の合格発表の際に確認作業の不徹底によるミスが発生したが，この対策として，詳
しい「入試作業マニュアル」を作成し，平成 19（2007）年度入試から二重三重のチェック
を行うとともに，合格発表にかかわる諸々の作業に入試実行委員が加わる体制に変更した。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜基準の透明性
必須：入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況

〔現状の説明〕
本学部で実施している各種の入学試験については，「学生募集要項」の中で，
「選抜方法
（判定方法）
」として，学力検査［科目，出題範囲］のほか，判定方法として，推薦入試は
「推薦状及び調査書，小論文，健康診断(必要と認められた者)等により入学志願者の能力・
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適性等を総合して判定する。
」
，選抜入試は「学力検査，健康診断(必要と認められた者)，
出身高等学校長の調査書等により入学志願者の能力・適性等を総合して判定する。
」ことを
明示している。
また，全学的な対応として「入試ガイド」に，前年度入学試験結果・入試データ（選抜
方法ごとの募集人員，志願者数，受験者数，合格者数，倍率，配点，最高点，最低点など）
を詳細に公開し，受験生の合格基準判断の目安としている。また，
「入試問題集」を作成し
公募制推薦入学試験及び選抜入学試験の問題と，模範解答を公開している。
推薦入試では，小論文は，文章(英文含む)読解論述型・資料分析型・テーマ型・理科論
述型など客観的評価ができるようこれらを組み合わせて出題されている。また調査書は，
学業成績，就学状況，部活動，社会活動等を重視している。
入試実施後には，採点の集計作業を入試実行委員と事務職とで相互にチェックしながら
実施する。得られた集計結果を実行委員がコンピュータに入力し，氏名を伏せて成績順に
判定資料を出力する。以後最終判定終了まで，受験番号以外の個人情報は分からない状態
で選抜を行う。
入試結果は，入試委員会で予備判定を行う。各学科・専攻によって募集人員，入学定員
などが異なるので，予備判定の際に専攻等の意向を尊重しながら合格ラインを決める。翌
日，教授会を開催して合否の最終判定を行う。
教授会終了後ただちに判定結果に基づく決裁処理を行い，学長決裁を受けて，合格発表
作業に取りかかる。合格者名簿のチェック，合格通知の確認のほか発表に向けた作業は，
学部長，入試実行委員と事務職員であたる。
翌日，受験生に発送する合格通知書，合格手続き書類等を実行委員と事務職員が合同で
作成し，金庫に保管する。合格発表日にこれを発送し，合格発表時間に学内にて合格者受
験番号を掲示する。
〔点検・評価〕
各入試において出願資格，選抜方法など開示可能な限りの情報は提供している。また入
試結果，入試問題も公表しており選抜基準の透明性確保には問題ないと思われる。本学部
として開示可能な入学試験情報については，入試委員会で定めている。
合格判定にいたる過程には，恣意的な要素が入る余地は一切ない。また，合格判定から
合格発表に至る具体的な作業は「入試作業マニュアル」によって作業項目，担当者名ごと
に詳細に定められており，これに基づいて忠実に実行されている。正確性と確実性を最優
先するため，当面は，現行の「入試作業マニュアル」に従って実施していく。
入学者選抜方法の検証
必須：各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況
任意：入学者選抜方法の適切性について，学外関係者などから意見聴取を行う仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
医療衛生学部の入試問題は，小論文については学部内の教員 14 人からなる委員会で作成
している。小論文問題は，英文読解と資料分析型の 2 種類があり，編入学試験，推薦・社
会人入試でそれぞれ問題を作成する。また選抜試験（前期・後期）では，2 つの学科で数学
との選択として資料分析型の問題を作る。委員会では選抜方法に相応しい問題となるよう
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慎重に検討するだけでなく，試験が終わる都度，最高・最低・平均点などを分析し，問題
の内容と難易度について検証している。
選抜入試用に作成する数学，理科 2 科目，外国語の問題は，学部外の教員を出題責任者
として任じてそれぞれ 5 人以上の委員で作成している。医療衛生学部では，平成 17（2005）
年から，5 科目の出題責任者に集まってもらい，学部長，入試実行委員長とで入試問題に関
する懇談会を開催するようになった。そこで前年度の入試問題に関する検証と，次年度に
向けての学部からの要望を伝え，貴重な話し合いの機会としている。
全学的な取り組みとして外部専門機関に問題精査を委託している。選抜入試当日に，数
学，理科 3 科目，外国語の問題に模範解答をつけて業者に送付して出題範囲・内容の妥当
性を含む精査を依頼する。2 日後に結果を受け取り，出題の妥当性の評価とともに，精査結
果を受け取り，問題・解答に不適切な点があれば，採点を変更する等の対応措置をとって
いる。
入学者選抜の方法が適切であるかどうかを，学外の関係者に意見を聞く仕組みは，現在
の本学部にはない。
〔点検・評価〕
入試問題を検証する仕組みはある。特に，数学，理科，外国語の出題責任者との懇談会
は，問題範囲について出題者と学部の代表が一堂に会して有益な意見交換ができており,相
互信頼を確認する場となっている。学部としても要望を直接伝えられ，出題責任者の側か
らも好評である。
小論文の問題の類型化を避ける配慮が今後は必要であるという，委員の意見が出されて
いる。
選抜方法については，本学部では，学部内の教員のみで構成される「入試委員会」で検
討している。現在でも多様性を保っている選抜方法の機会をさらに増やすことは，専攻の
入学定員が小規模であることからも困難である。
ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）
任意：ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）を実施している場合における，その実施の適切性

〔現状の説明〕
本学部では，現在，
「健康科学科」のみがＡＯ特別選抜入試を実施している。平成 20（2008）
年度のＡＯ入試は次の要領で実施した。
《第 1 次試験》 面接（9 月 15 日）
，出願書類（出願理由書，自己推薦書，調査書等）によ
り判定→合格発表 9 月 21 日（第１次判定）
《第２次試験》 実験（9 月 29 日）
・実験レポート・課題レポート及び面接（10 月 20 日：
実験結果，実験レポート，課題レポートに関する口頭諮問含む）により，能力・適性等を
判定→判定結果を入試委員会で判定し，教授会で最終的に判定→合格発表 10 月 25 日（最
終判定）
公募に際し，
「求める学生像」として，
「
『ヒトの健康と環境の関わり』に強い興味がある
人の中から，意欲と積極性，論理的思考力・問題解決能力などを持った人を選抜したい」
旨を表明している。
合格発表後の措置として，平成 20（2008）年度の場合，合格者には，次のような入学前
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学習が課題として与えられる。
①「環境」
「環境と健康」
「健康」に関する新聞記事を切り抜き，要約及び自分の考えを述
べさせる。また，専門用語のリストを作り，用語の定義，あるいは説明を付けさせる。
②東進ハイスクールによる通信添削を受講する。(受講料は北里大学で負担)（テキスト／
DVD，英語・数学・物理・化学・生物の 5 科目を予定）
③TOEIC を受験させる。最低 400 点の達成を条件とし，これに達しない場合は，入学後に特
別の課題を与える。
④入学前指導期間中に一度以上大学を訪問し，入学までの心の準備を整えさせる。
これに対して，平成 20（2008）年度入試には 2 名の応募者があった。
〔点検・評価〕
健康科学科の実施しているＡＯ入試は受験生にとっては相当の負担を強いると思うが，
その方法自体に問題はないと考える。
ＡＯ入試の募集要項は全国の高校に送付し，新聞広告やＡＯ専用のパンフレットを作る
など，多額の費用を投じている割には効率が悪いといえる。
入学者選抜における高・大の連携
任意：推薦入学における，高等学校との関係の適切性
任意：高校生に対して行う進路相談・指導，その他これに関わる情報伝達の適切性

〔現状の説明〕
本学部は推薦入試において公募制を敷いており，指定校制度をとっていない。よって特
定の高校と関係を持つことはない。
本学部では，全学で実施される入試説明会・オープンキャンパスにおいて高校生に対す
る相談・指導に応じている。また，学部主催により，高校生・受験生及び高校・予備校の
教員，受験生のご父母に対し，本学部の特色，教育・研究内容と入試情報を伝達すること
を目的に，入学センターの協力を得て，
「医療講演会・進学相談会」を平成 16（2004）年
以降，6 月もしくは 7 月に各都市で開催している。参加者からは，毎年，大変勉強になった，
また参加したい，ぜひ北里大学に入学したいという感想や本学部への憧れの言葉を頂いて
いる。
〔点検・評価〕
「医療講演会・進学相談会」は，参加者の満足度から見て，本学部の存在を高校生・受
験生及び高校・予備校の教員，受験生のご父母に伝える情報伝達の適切な手段と考えられ
る。しかし，地域の選択によっては参加者総数で数十名ということもあり，費用対効果の
点で問題ないとは言えない。また，全学で実施している高校教員対象の入試説明会やオー
プンキャンパスでの各学科・専攻の模擬実習や個別相談では，教職員・在校生のきめ細か
な対応により，高校生の進路決定に対して適切な助言・指導を行っており，参加者の評価・
満足度は非常に高く，本学部の情報は適切に伝達されていると判断する。
近年の医療系養成校の新増設により，医療職を目指す高校生の進路選択は大学・短大・
専門学校と多岐に亘っており，各校が様々な情報伝達企画を実施している。今後本学部が
医療系養成校の中で生き抜いて行くには，より適切な情報伝達手段・伝達企画を検討しな
ければならないと考える。
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科目等履修生・聴講生等
任意：科目等履修生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

〔現状の説明〕
従来から本学部では積極的に受け入れる方針で募集している。履修できる授業科目は，
正規の学生の教育に支障のない範囲で，
「医療衛生学 1 群科目」
「医療衛生学 2 群科目」
「医
療衛生学 3 群科目」の中から，各科目担当責任者に可否を問い合わせて開講する。ただし
実習科目と卒業研究科目は対象外としている。募集人員は若干名。平成 19（2007）年度は
75 科目を開講した。
〔点検・評価〕
受講者が少ないのは，本学部における開講科目が，いわゆる教養を高めるものではなく
医療の現場に即した内容が多いため，細切れで科目履修しても受講者に満足を与えないか
らであると考えられる。また一般の人が受講するには通学の地理的困難さが伴うことも考
えられる。
外国人留学生の受け入れ
任意：留学生の本国地での大学教育，大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認
定の適切性

〔現状の説明〕
医療衛生学部では，外国人留学生の受け入れの実績はない。
〔点検・評価〕
アメリカのトーマスジェファーソン大学の保健学部と国際交流契約を締結しており，双
方の学生の短期交流を行っている。
国際交流の必要性は，学部内でも大いに話題となっており，力を入れたいことの一つで
あるが，受け入れ体制について真剣な検討をしていない。
定員管理
必須：学生収容定員と在籍学生数，(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性

〔現状の説明〕
本学部は，平成 18（2006）年度に定員増を行った。現在，年次進行中で平成 21（2009）
年度にこれが完成する。最終的な収容定員（
［ ］
：平成 20（2008）年 5 月 1 日現在の在籍
者数）は次のとおりである。
学科・専攻
健康科学科
医療検査学科
医療工学科
臨床工学専攻
診療放射線技術科学専攻

収容定員/［在籍者
数］
160［187］
370［432］
164［172］
252［275］

学科専攻
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科
理学療法学専攻
作業療法学専攻
言語聴覚療法学専攻
視覚機能療法学専攻

収容定員/［在籍者数］

158［177］
158［179］
118［127］
118［137］

合計 1498［1686］
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平成 20（2008）年度の入学生は入学定員 360 名に対して 408 名（1.13 倍）であった。
また編入学生の収容定員は 58 人であるのに対し，在籍は 39 人（内 20 年度新入生 15 名）
である。
本学部では，入学者の受け入れの上限を各専攻とも入学定員の 1.1 倍と設定して合格発表
を行っている。また平成 18（2006）年度には定員増を行ったばかりで，現在年次進行中で
ある。収容定員に対する在籍者の割合は，1.18 倍で定員超過は著しくない。
〔点検・評価〕
定員増完成年度を迎えたときの収容定員に対する在籍学生数は，ほぼ適正とおもわれる
が，年次進行中の平成 20 年度時点（収容定員 1446 名）で見た場合には，1.17 倍である。
ただし平成 18 年度入学生は，本学部が上限と考えている入学者を 50 名ほど上回った。選
抜入試で従来と同じ歩留まり率を予測して合格発表したものの，辞退者が少なかったため
予想より多めの比率となっている。学部としてはこの学年生の実習教育がきちんと実施で
きるように施設設備面での手当をしている。また，この時の反省から，20 年度入試では慎
重な合格発表を行い，予定どおり入学定員の 1.1 倍の入学者数とすることができた。
編入学生は編入学定員を満たしていない。学生収容定員と在籍学生数の比率は適正と考
えている。入学定員，収容定員に対する在籍者の数は，18 年度入学の特殊な要因を除いて，
本学部が考えているとおりに推移している。
学部として，より適正な定員に近づけるため，平成 18 年度に定員増を行って，定員の 1.1
倍までを受け入れるようにした。ただし，志願者が減少しつつあった健康科学科だけは，
このとき定員増を行わなかった。健康科学科は現在定員を充足させるのに苦心している。
定員充足の面からは適切な判断であった。
編入学者，退学者
必須：退学者の状況と退学理由の把握状況

〔現状の説明〕
本学部の過去 3 年間の退学者は，平成 17（2005）年度：29 名，18（2006）年度：19 名，
19（2007）年度：24 名となっている。本学部完成年度の平成 10（1998）年度から平成 19
年度までの退学者は 232 名である。
退学理由は「進路変更」が最も多く 178 名であるが，この中には学業不振による意欲喪
失者や精神的理由による不登校に起因する者も含まれている。また 232 名のうち 1 年生が
99 名を占めている。
〔点検・評価〕
退学理由の最も多い「進路変更」の原因としては，本学部の教育内容・目的を十分把握
しないままに入学した学生が思い描いていたものと違うと判断した結果である。「学業不
振」による退学も増加傾向にある。
退学を含む自身の問題で迷っている学生に対しては，本学部のクラス主任が早い段階で
問題を見極めて進路指導を行うよう努めている。
編入学者，退学者
任意：編入学生および転科・転部学生の状況
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〔現状の説明〕
本学部では，編入学試験，転学部・転学科・転専攻試験［転籍試験］を実施している。
ただし，3 年次・4 年次への編入には条件があり，2 年次への出願資格を満たす者で，志
望する専攻の当該国家資格を取得している者または取得見込みの者としている。
選抜方法は，出願書類（編入学願書，出願理由書，身上記録，取得単位成績証明書等），
小論文，面接（口頭試問を含む）により総合的に判定する。3・4 年次に編入するのは，ほ
とんどが他の専門学校の卒業生である。また，2 年次に応募してくるのは短大または４年制
大学を卒業した者が多く，文科系大学の出身者が目立つ。
一方，転籍試験については，1 年次，2 年次の収容定員から受け入れ可能学生数を割り出
して，毎年募集している。出願資格として，転学部の場合は在籍する学部の学部長より許
可を得られる者，また転学科・転専攻の場合は，在籍する専攻を代表する教授より許可を
得られる者と規定している。選抜方法は，出願書類（転籍願書，出願理由書，身上記録，
取得単位成績証明書等）
，小論文，面接（口頭試問を含む）により総合的に判定する。平成
17〜19（2005〜2007）年度の手続者は次のとおりである。
年度
転籍試験
編入学

17 年度
1名
23 名

18 年度
2名
22 名

19 年度
3名
16 名

〔点検・評価〕
専門学校を卒業し，国家試験に合格して入学してくる者は，大学卒業の学歴取得が目的
である。これらの学生は，教養教育と研究指導を受けていないため，この両方を付与する
ことが本学部の使命となる。国家資格を取得しているので，国試対策を行わなくても済む
というメリットはある。また，文科系大学卒の学生は，理数系科目を不得意としている場
合が多く成績に不安を残す。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
学生募集方法・入学者選抜方法については，当面，現行の選抜方法の組み合わせを変え
ることなく本学部の求める人材の確保に努める。平成 18（2006）年度から，入学時の 4 月
に「学力到達度テスト」を実施し，本学部に入学した学生の学力や，その年次推移等につ
いて検証している。今後も「学力到達度テスト」を継続して分析を続け，選抜方法によっ
て著しい基礎学力の差が見られるようになれば，推薦と選抜の募集人員の比率を変える等
の募集枠変更対策を取っていく。また，選抜方法ごとの入学後の伸び方についても検証し，
本学部にとって各試験方法による募集人員の最適な比率を求めていく。
入学者受け入れ方針に関しては，志願者である高校生の立場に立った，また，その父母
である一般社会人に対しても，数多くある医療系の職種の違いや特徴をより分かりやすい
理念・目的・教育目標に結びつけて理解してもらうために広報活動に配慮し，学部内広報
委員会等で改良策を検討していく。さらに，志願者に年齢の近い若手教員によるホームペ
ージ作成プロジェクトチームの活動によって，より受験生の立場に立った情報発信を試み
る。
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入学者選抜試験実施体制については，現行の体制を絶えず精査・点検し，改善・改革に
努める。特に合格発表作業については「入試作業マニュアル」にもとづく手順を厳格に実
施する。
入学者選抜基準の透明性・公正性・妥当性確保に関して，現在，社会人特別選抜入学試
験，編入学試験で実施している面接の結果は開示していないが，面接結果の開示を求めら
れた場合，合理的かつ説得できるだけの判定結果を残しておく必要がある。

入学者の選

抜判定は，公正性と妥当性が確保されていると考えるが，今後は，合格発表にかかわる作
業を点検し，無駄のない合理的な処理方法で，かつ正確に処理できる「入試作業マニュア
ル」を作り上げる努力を続けていく。
入学者選抜方法の検証については，小論文の問題作成にあたって，より時代性にあった
問題とするように検討を重ねて行く。少子化に伴い，志願者が減少している現在，選抜方
法の選択及び選抜方法別の募集人員配分の見直しについて，検討が必要である。各学科・
専攻の総務委員からなる入試委員会，総務委員会でこの問題を検討していく。
ＡＯ入試の選抜過程で，受験生及び教職員にかかる負担の大きさを考慮し，今後の応募
状況，試験結果，入学後の成績等を検証して，ＡＯ入試方式の見直しや存続の可否を含め
て検討する。
入学者選抜における高・大の連携に関しては，今後も，本学部の存在を積極的に高校生・
受験生及び高校・予備校の進路指導教員，受験生のご父母に周知していくための手段とし
て，ホームページの整備充実を図る。また，中高教員と連携・協力して行う高校低学年や
中学生を対象とした周知活動にも目を向けて，医療系の現状や情報，医療職の魅力，本学
部の特色を正確に伝達し，将来の北里大学生の確保を図りたい。
学部の教育資源から考えると聴講希望者に対して余裕をもって対応できるが，現在の制
度を変更してまで科目等履修生，聴講生を増やす必要はないと考える。
外国人留学生の受け入れ問題は，大学全体として，外国人学生専用の事務部門を用意し，
受け入れた場合には宿舎を用意または手配することが要件となる。全学的な取り組みとし
てこれらの問題が解決すれば，本学部も積極的に外国人留学生を受け入れる所存である。
学生定員については，収容定員と入学定員は，改定してから 2 年目に入った。年次進行
中であるので，改善・改革の必要性は，現段階では見あたらない。入学定員の 1.1 倍の入学
者を確保すれば学部の財政面と教育面の適正な水準を維持することができる。今後とも慎
重な合格者選考に留意する。
退学問題については，本学部としては，教育内容，卒業後に就く職業としての仕事内容
などを分かりやすく，受験生に伝える努力がこれまで以上に必要と考える。また，入学後
の学生には，早い時期から職業意識を持たせるとともに，クラス主任を中心として，問題
を抱えている学生に対する迅速な対応をする。一般教育部では基礎学力の習得を目的とす
る要習科目が開設され，学習支援室の設置も平成 19（2007）年度から始まった。
「学業不
振」による退学の増加を食い止めるために積極的な利用を促す。
編入学試験の選抜方法は，いずれも小論文と面接であるが，面接のみで不合格となる場
合もある。面接における評価の尺度（基準）を考えていく。編入学生の受け入れについて
は，経営面において重要な要素であり，近年の志願者減少についての原因分析と対策を講
じ，志願者増をはかる。
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２−８．一般教育部
〔到達目標〕
一般教育部は学生の受け入れに直接的な関与はないが，全学の入学試験問題の出題・採
点，一部学部の入試実行委員・試験監督，同クラス主任などによって間接的に学生の受け
入れに関与しており，これらの点での到達目標を以下のように設定した。
◇入学者選抜の仕組み
1 入試に関わる業務の全学統一を図る。
2 問題作成業務の簡素化と保安の徹底を図り，作成時のミスの排除に努める。
3 外部専門機関による問題の点検・精査実施の見直しと報告の迅速化を図る。
◇編入学者，退学者
1 クラス主任と学部教員，学生の三者懇談会等，新入生の学部教育や将来の進路への不安
解消を図る。
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学・学部等の学生募集の方法，入学者選抜方法，殊に複数の入学者選抜方法を採用している場合
には，その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性

該当しない
入学者受け入れ方針等
必須：入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係
必須：入学者受け入れ方針と入学者選抜方法，カリキュラムとの関係

該当しない
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜試験実施体制の適切性

〔現状の説明〕
獣医学部及び海洋生命科学部の入学者選抜組織である入試実行委員会構成員には，一般
教育部からも実行委員として加わり，特に両学部が遠隔地であるため入試直前の試験問題
引渡しまでの業務の責任を担っている。また，全学部の入学者選抜試験において，
「英語」
，
「数学」及び「理科」などの科目で，入試問題出題・採点体制の責任者及び委員の委嘱を
受け，多くの教員が試験問題の出題・採点業務に責任ある形で参画している。この業務量
は極めて多量であり，出題担当教員は，7 月から 12 月にかけて，平均して週に 3〜5 時間
を出題会議に費やしている。出題は各学部が設定した教科・科目に基づいて，各科目の学
習指導要領及び教科書を出題委員会で検討して行う。マークカード方式など，出題解答形
式については学部と協議の上決定している。科目における出題内容や難易度については，
基本的に出題者に任されており，学部からの指示が行われることはあまりない。これらに
関与していない教員も獣医学部及び海洋生命科学部の入学試験当日の試験監督として協力
している。
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〔点検・評価〕
一般教育部教員が，獣医学部及び海洋生命科学部の入学者選抜試験実施に果たしている
役割はかなり大きく，十分に評価できるものである。
試験問題の出題内容や難易度は，一般教育部教員を中心とした各出題委員で学部の特性
を判断して行っているが，各学部の理念・目的に反するような出題はこれまで行われてい
ないと判断している。また，一般教育部教員による入学試験問題の作成は，各学部の学生
受け入れに大きな役割を果たしており，これらの点に関しては大きな評価を受けるものと
思っている。
一般教育担当教員が学部の入学者選抜試験に協力することは，教員の入学者に対する親
近感や，責任感を増進することにも効果があり，有効であるといえる。
入学者の状況や高等学校の教育内容を最もよく把握でき，普遍性の強い学識を持つ一般
教育担当教員が多くの学部の入学試験問題作成に携わることは，本学の学生受け入れの基
本的姿勢として好ましいことと思われる。しかしながら，入学試験回数が少しずつ増えて
いる現状で，その長所を生かし続けるのは，次第に困難になってきているのも事実である。
入学者選抜の仕組み
必須：入学者選抜基準の透明性
必須：入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況

該当しない
入学者選抜方法の検証
必須：各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況
任意：入学者選抜方法の適切性について，学外関係者などから意見聴取を行う仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
選抜方法についての評価・検討については，学部からの要請が特にないため一般教育部
としては参画していない。
入試問題の検証は，試験実施直後に外部専門機関による問題の点検・精査を行っている。
その目的は，問題は試験範囲から逸脱していないか，問題に誤りはなかったか，こちらが
用意した解答に誤りはなかったか等を検証するためである。もし，ミスが発見された場合
は，直ちに全受験生の答案を見直し得点の調整・修正をする。また，ミスは公にされる。
入学試験結果（難易度や得点分布など）についての分析・検討は，一部の学部(薬学部，
医学部，医療衛生学部)とは会議を持ち話し合いをしているが，資料の提供だけの学部もあ
る（看護学部，獣医学部，海洋生命学部）
。
〔点検・評価〕
問題の精査は，過去の経験から全学で決定されたことであり，ある程度有効に機能して
いる。
入試問題作成のスケジュール調整や，終了後の問題検討・反省会などは非常に役に立っ
ているので，全学部で歩調をそろえるのがよい。
精査の結果が出るまでの時間がやや遅いように思う。
精査における外部専門機関のコメントがときどき的外れなことがある。改善を申し入れ
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る必要がある。
ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）
任意：ＡＯ入試（アドミッションズ・オフィス入試）を実施している場合における，その実施の適切性

該当しない
入学者選抜における高・大の連携
任意：推薦入学における，高等学校との関係の適切性
任意：高校生に対して行う進路相談・指導，その他これに関わる情報伝達の適切性

該当しない
科目等履修生・聴講生等
任意：科目等履修生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

該当しない
外国人留学生の受け入れ
任意：留学生の本国地での大学教育，大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認
定の適切性

該当しない
定員管理
必須：学生収容定員と在籍学生数，(編)入学定員と(編)入学者数の比率の適切性
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性

該当しない
編入学者，退学者
必須：退学者の状況と退学理由の把握状況

〔現状の説明〕
一般教育部では，獣医学部と海洋生命科学部の１年生のみ退学及び他学部への編入学に
ついての指導を行っている。両学部のクラス主任は，年に 2 回全ての学生と面接を行い，
生活面・学習面での助言をする中で，進路変更，退学・休学などについても学生との面接
等を利用しながら，きめの細かい指導を行っている。特に，退学に関しては保護者（両親）
とも話し合い，最終的な判断をしている。したがって，退学者の状況は完全に把握してい
る。
〔点検・評価〕
進路変更，退学・休学の相談は，学科によっては頻繁にあり，クラス主任の業務のなか
で大きな比重を占めている。クラス主任の多くは，この問題に対して学生や保護者と話し
合いながら粘り強くその解決策を考えているので，クラス主任制度は十分にその役割を果
たしていると言える。
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特定の学科では，進路変更を考えている学生が非常に多くなり，その理由の多くは熟考
せずに入学してきた学生にあると思われる。しかし，受験生は大学受験以前に地方に位置
している学部・学科の内容を十分に理解しているとは言えないので，大学側はもっと宣伝
を密にする必要があろう。
編入学者，退学者
任意：編入学生および転科・転部学生の状況

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇入学者選抜の仕組み
入学者選抜試験における出題委員の選任・委嘱の手続きや問題の印刷・校正業務などを
全学的に系統だったものとし，問題作成業務の簡素化及び作成後の評価を大学としてより
適正に行うことが必要であろう。特に，学部の選抜入学試験業務における問題点や，出題
に関する評価などを定期的に話し合う場を設けることも，学部と一般教育部教員の意思の
疎通を図り，改善・改革を進めていく上で有効と思われる。これらの事柄の実現に向けて
適切な努力を行う。
精査は続けた方が良いと思われる。ただし，時間の短縮の要望及び精査の内容を大学側
から指定して，より簡略にすること，的外れなコメントにはその旨の指摘と，改善を申し
入れる必要がある。
入試問題作成手順や結果の分析・評価に関して，学部の入試実行委員会と出題者との話
し合い（会議または反省会）が必要と感じ，全学で統一することを検討したい。
◇編入学者，退学者
オリエンテーション時に，学部・学科の説明（大学での教育内容，研究室の配置状況，
就職先等）を十分に行う。例えば，宿泊オリエンテーションやバスハイクなどで教員と学
生及び学生間とのコミュニケーションを図り情報交換を密にするという催しも考えられる。
また，獣医学部及び海洋生命科学部教員が１年次生対象の学部専門科目（2・3 群科目）
の講義の際に，相模原キャンパスを訪れる機会を捉え，前期にクラス懇談会を開催するこ
とを学部へ提案し，学生の不安を解消する。
1 クラスあたりの学生数は，平成 20(2008)年度からクラス数及びクラス主任数を増やし
たため，1 クラスあたり 30 名前後となっている。したがってよりきめの細かい指導が可能
になる。
２−９．医療系研究科
〔到達目標〕
医療系研究科では，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥を究めて文化の進展に
寄与するため，国内外を問わず，社会人にも広く門戸を開き，修士課程は医療技術系，薬
学系，看護系，理工系等の大学出身者で医学・医療への貢献を目指す多様な学問的背景を
持った人材を対象とし，博士課程においては，本研究科や他の医学系，工学系の修士課程
修了者や医学・歯学・獣医学課程の卒業者を対象に，優れた人材を受け入れるために，次
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の到達目標を設定した。
◇学生募集方法，入学者選抜方法，
◇学内推薦制度
1 本研究科の求める優秀な人材を確保するために，充実されたホームページ，募集要項・
パンフレット・ポスターなどを有効的に活用した学生募集方法に基づき，多種多様な入
学者選抜方法を実施する。
（平成 18（2006）年第 102 回研究科委員会で設定）
◇門戸開放，飛び入学，社会人の受け入れ
1 本研究科の活性化及びより質の高い教育・研究を進めるために，
「飛び入学」による優秀
な人材を積極的に確保するとともに，他大学・大学院出身者及び社会人学生を受け入れ
る。
（平成 13（2001）年第 33 回研究科委員会で設定）
◇科目等履修生・研究生等，外国人留学生の受け入れ
1 本研究科の特徴を捉えた魅力ある科目によって，科目等履修生，研究生，聴講生等を確
保する。また，国際化教育の展開に向けた外国人留学生の積極的な受け入れを行う。
（平
成 15（2003）年第 67 回研究科委員会で設定）
◇定員管理
1 有効的な募集活動及び適切な入学試験に基づいた定員管理を行う。
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学院研究科の学生募集の方法，入学者選抜方法の適切性

学内推薦制度
必須：成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における，そうした措置の適切性

〔現状の説明〕
本研究科では，学生募集に向けて，各特論紹介を主とした進学希望者ガイダンスを 5 月
に開催している。また，周知方法として最も有効的であるホームページに入試情報を掲載
している他，募集要項・パンフレット・ポスターを作成し，学内において配布・掲示を行
うとともに，他大学・大学院に送付するなどの募集活動を行っている。
入学者の選抜は，推薦入試，一般選抜入試（Ⅰ期・Ⅱ期）
，社会人特別選抜入試（Ⅰ期・
Ⅱ期）
，外国人特別選抜入試（Ⅰ期・Ⅱ期）
，特別選抜入試を実施している。また，全ての
入学試験に面接試験を設け，志望専門分野の指導教授と他学群に所属する教授が評価し，
優れた人材の確保に努めるとともに，長期履修学生制度を導入し，標準修業年限分の学費
で一定の期間に計画的な教育課程の履修を認め，社会人等で入学する者への就学に配慮し
ている。
なお，成績優秀者等に対する学内推薦制度として，本研究科を専願する者を対象に，成
績優秀（学部在学期間中の成績が総合で上位 40％以内）であった者で学内指導教員（教授）
の推薦を受けられる者に学力試験「基礎的科学試験」を免除し，書類審査及び面接試験に
よって合否を判定する推薦入試を実施している。なお，医学部卒業者で臨床医科学群の志
望者については，2 年間の臨床研修を終えていることが条件となっている。
〔点検・評価〕
本研究科は，北里精神を基盤として，人間性豊かで優れた基礎医学研究者及び臨床医学
研究者の養成を目的としていることから，ヒューマニズムを弁えた科学人の資質と能力を
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兼ね備えた入学者の募集及び選抜を目的に，研究科委員会の下部組織である入試委員会で
学生募集の方法及び成績優秀者等に対する学内推薦制度を含めた入学者選抜方法の適切性
を見直し，研究科委員会において承認を得て実施している。
門戸開放
必須：他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況

飛び入学
必須：
「飛び入学」を実施している大学院研究科における，そうした制度の運用の適切性

社会人の受け入れ
必須：大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況

〔現状の説明〕
本研究科では，ホームページで学生募集を公開している他，他大学・大学院に募集要項・
パンフレット・ポスターを送付し，学外からも広く学生を募集している。
なお，
「飛び入学」について，医科学専攻修士課程は，大学に 3 年以上在学し，または外
国において学校教育における 15 年の課程を修了し，本大学院において，所定の単位を優れ
た成績をもって修得したと認めた者，医学専攻博士課程では，大学の医学，歯学，獣医学
または薬学（以下「医学等」という）を履修する課程に 4 年以上在学し，または外国にお
いて学校教育における医学等を履修する課程を含む 16 年の課程を修了し，本大学院におい
て所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者についても入学資格として認めて
いるが，これまで実績はない。
また，修士課程及び博士課程では，社会人特別選抜入試を実施し，職業を有したまま大
学院に入学する社会人学生の受け入れについても積極的に推進している。
〔点検・評価〕
ホームページへの掲載及び他大学・大学院に募集要項・パンフレット・ポスターを送付
するなどの募集活動や神奈川県内の 21 大学が参加している「神奈川県内大学院の学術交流
協定」により，他大学・大学院出身者及び社会人のある一定の入学者数が確保できている。
「飛び入学」の実績は無いものの，他大学・大学院出身者及び社会人学生を受け入れるこ
とにより，活性化が図られ，より質の高い教育・研究が進められている。
なお，社会人学生には，昼夜開講制を布き，学生本人の仕事に支障のない時間帯である
夜間または週末等に指導教授が研究指導を行うなどの対応を取っている。また，長期履修
学生制度を導入するとともに，本学の附属病院に勤務する医療スタッフについても，在職
したまま大学院に入学することができる制度を学内で整備するなど，社会人学生に対する
配慮と意識の高まりが感じられる。
科目等履修生・研究生等
任意：大学院研究科における科目等履修生，研究生，聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

外国人留学生の受け入れ
任意：大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況
任意：留学生の本国地での大学教育，大学院教育の内容・質の認定の上に立った，大学院における学生受
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け入れ・単位認定の適切性

〔現状の説明〕
本研究科における科目等履修生の受け入れ方針・要件については，北里大学大学院科目
等履修生規程に基づき，修士課程及び博士課程に各 30 講義科目を公開し，大学院学則に定
める大学院入学資格を有する本大学院在学生以外の一般社会人等を募集している。
研究生についても，大学院学則の規定に基づき，大学における修業年限 6 年の課程（医
学，歯学，獣医学，薬学）を卒業した者，修士の学位を授与された者またはこれと同等以
上の研究能力を有すると認めた者で，本研究科での研究を希望する者を受け入れている。
＜過去 5 年間の科目等履修生及び研究生の受け入れ状況＞
科目等履修生
研 究 生

16 年度
0
3

17 年度
1
2

18 年度
0
2

19 年度
0
4

20 年度
0
1

本研究科では，修士課程及び博士課程において，筆記試験（英語を母国語とする者は基
礎的科学試験，英語を母国語としない者は基礎的科学試験または外国語（英語）のうちい
ずれか 1 科目を選択）
，面接試験による外国人特別選抜入試を実施し，外国人留学生の受け
入れ促進に努めている。
また，外国人特別選抜入試に先立ち，学内指導教員（教授）との事前面接及び入試委員
会における出願資格の審査を行い，留学生の本国地での大学教育，大学院教育の内容・質
の認定を判断している。
なお，単位認定は，教育委員会で修得科目内容を確認し，研究科委員会において認定し
ている。
＜過去 5 年間の外国人特別選抜入試の実施状況＞

16 年度
17 年度
18 年度
19 年度
20 年度

志願者
−
0
0
1
0

修士課程
受験者
合格者
−
−
0
0
0
0
1
1
0
0

入学者
−
0
0
1
0

志願者
−
1
1
0
0

博士課程
受験者
合格者
−
−
1
1
0
0
0
0
0
0

入学者
−
1
0
0
0

〔点検・評価〕
科目等履修生，研究生，聴講生等の制度は，大学院学則等に受け入れ方針・要件を明確
に規定し，公開から単位授与までの手順等は確立されていることから，適切に運用されて
いると評価できる。
外国人留学生の受け入れについては，学内指導教員（教授）が外国人特別選抜入試に先
立って事前に面接を行い，入学後の研究及び指導方法等について確認するなどの配慮がな
されている。また，単位認定にあたっては教育委員会で修得科目内容を確認し，研究科委
員会において認定していることから適切性は保たれている。しかしながら，入学制度は確
立されているものの，志願者数が少ないことから，留学生の受け入れが極端に少ない。こ
のことは，寮・宿舎及び学費減免制度，国際交流に関わる留学生センター等の部門が整備
されていないことが要因として指摘される。
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定員管理
必須：大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率及び学生確保のための措置の適切性

〔現状の説明〕
本研究科では，進学希望者ガイダンス，ホームページ及び募集要項・パンフレット・ポ
スター等による学生確保のための学内外における募集活動により，平成 20（2008）年度（5
月 1 日現在）における収容定員に対する在籍学生数の比率は，修士課程 1.49，博士課程 0.90
である。
＜過去 5 年間の収容定員に対する在籍学生数の比率（5 月 1 日現在）＞

16 年度
17 年度
18 年度
19 年度
20 年度

入学
定員数
40
40
40
40
40

修士課程
収容
在籍
定員数
学生数
80
109
80
99
80
102
80
112
80
119

比率
1.36
1.24
1.28
1.40
1.49

入学
定員数
40
40
40
40
40

博士課程
収容
在籍
定員数
学生数
160
163
160
147
160
152
160
158
160
144

比率
1.02
0.92
0.95
0.99
0.90

〔点検・評価〕
過去 5 年間の収容定員に対する在籍学生数の比率からも分かるように，修士課程及び博
士課程において，概ね順調に入学者を確保できており，学生確保のための措置は適切に講
じられている。
定員管理
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とその有効性

〔現状の説明〕
本研究科の平成 20（2008）年度（5 月 1 日現在）における収容定員に対する在籍学生数
の比率は，修士課程 1.49，博士課程 0.90 となっており，修士課程は収容定員を超過してい
るが，指導教授から研究等について直接指導を受けるため，教育研究上の弊害は生じてお
らず，博士課程についても定員に若干満たないが，比率により適正な範囲であると判断で
きる。
なお，欠員に対する対応策としては，長期履修学生制度の導入による社会人等で入学を
希望する者への配慮などにより，収容定員を満たすよう努めている。
〔点検・評価〕
これまで著しい欠員または定員超過が恒常的に生じていないことから，本研究科におけ
る募集活動及び入学試験は，有効かつ適切に行われていると評価できる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 ホームページ等の学生募集媒体の充実，医療系大学及び入学実績のある大学への広報活
動を積極的に推進し，入学を希望する学生の条件に合った入学者選抜方法の検討を行っ
ていく。
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2 「飛び入学」について，本学では実績が無いため，他大学・大学院の実施状況を踏まえ，
検討していく。また，本研究科において実施している昼夜開講制及び長期履修学生制度
を周知していくことにより，社会人特別選抜入試の受験者の増加を図る。
3 外国人留学生の受け入れは，制度的には確立されているが，受け入れが極端に少ないこ
とから，寮・宿舎及び学費減免制度，国際交流に関わる留学生センター等の部門の整備
について，全学的な見地から取り組む必要がある。
4 今後も著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じないよう有効的な募集活動及び適切な
入学試験を行うとともに，特論科目数に対する入学定員数及び収容定員数の適正を検討
していく。
２−１０．感染制御科学府
〔到達目標〕
感染制御科学府は，感染制御科学専攻を設置し感染制御と創薬について実学を視野に入
れ臨床応用を目指した高度な専門知識と技術を有する技術者・研究者の養成を目的に修士
課程と博士後期課程を設けている。学府の目的を達成するために，本専攻においては当該
分野に深い関心を有し，創造力や研究進行のための資質と能力を兼ね備えた学生を対象に
選抜方法の多様化と広報活動を充実させ，広く優れた人材を受け入れる。
（平成 14（2002）
年度感染制御科学府修士課程開設時，平成 16（2004）年度感染制御科学府博士後期課程開
設時に設定）
◇学生募集方法，入学者選抜方法
1 広報活動を充実させ，社会人を含む多くの優れた受験生の獲得を目指す。
2 資質と能力を兼ね備えた入学者獲得のため，選抜方法について検討する。
◇外国人留学生の受け入れ
1 外国人留学生の入試制度の導入を検討する。
◇定員管理
1 収容定員に対する在籍学生数の比率及び学生確保の適切性について検討する。
学生募集方法，入学者選抜方法
必須：大学院研究科の学生募集の方法，入学者選抜方法の適切性

学内推薦制度
必須：成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における，そうした措置の適切性

〔現状の説明〕
学生募集については，ホームページでの案内，学内の進学説明会での案内，学生募集ポ
スター及びパンフレットの学内配布や学外生命科学系大学への送付などの方法によって広
く入試広報を行っている。また，年 2 回 5 月と 7 月に学府独自のオ−プン・ラボを開催し，
参加学生に対し感染制御科学府の概要説明や各研究室の見学と紹介などを行っている。
○入学者選抜方法は以下のとおりである。
・修士課程：特別選抜入試は 7 月，選抜・社会人特別選抜Ⅰ期入試は 9 月，選抜・社会人
特別選抜Ⅱ期は 12 月に実施
・博士後期課程：選抜・社会人特別選抜Ⅰ期入試は 10 月,選抜・社会人特別選抜Ⅱ期は 1
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月に実施
選抜
（Ⅰ期・Ⅱ期）
社会人特別選抜
（Ⅰ期・Ⅱ期）
特別選抜

博士前期（修士）課程
筆記試験（外国語(英語)試験，
専門科目試験）
，
面接試験，出願書類の審査
筆記試験（外国語(英語)試験，
専門科目試験）
，
面接試験，出願書類の審査
面接試験，出願書類

博士後期課程
筆記試験（外国語(英語)試験，
口述試験，専門科目試験）
，
面接試験，出願書類の審査
筆記試験（外国語(英語)試験，
口述試験，専門科目試験）
，
面接試験，出願書類の審査

修士課程の特別選抜においては，学府の申し合わせに基づき学府長が承認した者は学力
試験を免除し，面接試験及び出願書類により入学志願者の能力・適正等を総合して合否を
判定している。
修士課程の選抜入試は英語と専門科目（生化学，分子生物学，微生物学，有機化学各 2
試験問題の全 8 試験問題より 4 問題を選択）による筆記試験と面接試験及び出願書類によ
り合否の判定を行っている。
博士後期課程の選抜においては筆記試験は原則として本大学院で学力認定が得られた者
については免除としている。また口述試験は修士論文，修士課程特別試験中間報告または
これに相当する研究業績についてプレゼンテーションの後，それに関する質疑応答により
行っている。また面接試験は本大学院感染制御科学府外受験生についてのみ実施している。
外国語（英語）試験では，他機関による英語能力を証明する検定結果が本学府の定める
基準以上の者（ただし取得後 5 年以内）は外国語試験を免除できる制度も設けている。
面接試験は，志望する専門分野指導教授を含む教授により評価している。
〔点検・評価〕
学生募集については，年 2 回 5 月と 7 月に開催しているオ−プン・ラボに合計で 40 名を
超える学生が参加し，志願者が毎年 30 名前後いることから，広報の充実が志願者の増加に
結びついていると評価できる。
平成 19（2007）年度には博士課程で 2 名（1 名は博士課程社会人入学）の早期修了者を
出すなど，広く優れた人材の受け入れが行われているものと評価できる。
門戸開放
必須：他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況

飛び入学
必須：
「飛び入学」を実施している大学院研究科における，そうした制度の運用の適切性

社会人の受け入れ
必須：大学院研究科における社会人学生の受け入れ状況

〔現状の説明〕
本学府では，ホームページでの学生募集や他大学へポスターを送付する等広く学外から
も積極的に学生募集を行い，博士前期（修士）課程，博士後期課程ともに以下に示す社会
人特別選抜入試を実施している。
飛び入学については入学資格（修士のみ）としては認めている。
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【社会人特別選抜入試】
1）感染制御科学府博士前期（修士）課程
医学，歯学，獣医学，薬学，保健衛生学，農学，理学等の生命科学に関する分野を専攻
し，その分野の実務経験を 2 年以上有する者で出願に先立ち，志望専門分野の指導教授（第
一志望，第二志望とも）と事前面談を終了した者を対象に，学力試験，面接試験，出身学
校の学業成績等により入学志願者の能力・適性等を総合して合否を判定する。
2）感染制御科学府博士後期課程
医学，歯学，獣医学，薬学，保健衛生学，農学，理学等の生命科学に関する分野を専攻
し，その分野の実務経験を 2 年以上有する者で，出願に先立ち，志望専門分野の指導教授
と事前面談を終了した者を対象に筆記試験，口述試験，面接試験及び出願書類等により入
学志願者の能力・適性等を総合して合否を判定する。
平成 14（2002）年度の学府開設以来，博士後期課程における社会人入学者は 9 名にのぼ
っているが，修士課程における社会人入学者はいない。
〔点検・評価〕
年度によって多少の違いはあるが，ここ数年は他大学からの受験者，入学者は一定のラ
イン（2 割程度）を維持している。
飛び入学については入学資格（修士のみ）として認めているが，これまで実績はない。
社会人特別選抜入試における志願状況の推移を見ると博士後期課程では一定のライン（5
割程度）を維持している。
科目等履修生・研究生等
任意：大学院研究科における科目等履修生，研究生,聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性

外国人留学生の受け入れ
任意：大学院研究科における外国人留学生の受け入れ状況
任意：留学生の本国地での大学教育，大学院教育の内容・質の認定の上に立った，大学院における学生受
け入れ・単位認定の適切性

〔現状の説明〕
科目等履修生，研究生，聴講生等の受け入れについては，北里大学大学院学則に基づき
実施している。
科目等履修生に対しては毎年，博士前期（修士）課程の開講科目約 15 科目（隔年のため
2 年間合計）を公開している。
外国人留学生の受け入れについては，特別に入試制度は設けていないが，一般選抜の入
学資格の範囲で募集している。
〔点検・評価〕
科目等履修生の受け入れ数は平成 14（2002）年度の学府開設以来 1 名のみであった。学
府は学部を持たない大学院であるため，科目等履修生受け入れについても広報等の
対策を講じることが必要である。
研究生は平成 18（2006）
・19（2007）年度と 20 名を超えている。聴講生の実績，外国
人留学生の受け入れは本学府開設以来ない。
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定員管理
必須：大学院研究科における収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性

〔現状の説明〕
本学府は，ここ数年博士前期（修士）課程・博士後期課程ともに概ね順調に入学者を確
保しており，平成 20 年度（5 月 1 日現在）における収容定員に対する在籍学生数の比率は，
博士前期（修士）課程 1.14，博士後期課程 1.00 となっている。
〔点検・評価〕
平成 20 年度（5 月 1 日現在）における収容定員に対する在籍学生数の比率は，修士課程，
博士後期課程とも目標値を概ね達成している。また修士課程はわずかに定員を超過してい
るが教育研究上の弊害は生じていない。
定員管理
必須：著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている大学院研究科における対応策とその有効性

該当しない
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇学生募集方法，入学者選抜方法
1 広報委員会が中心となり，学内外への広報の仕方を全般的に見直し，特に以下について
改善・改革を図る。
①学府ホームページでの広報内容を見直す。
②オ−プン・ラボ（本学府独自の進学説明会）の参加者を増やす工夫と説明会の内容
について見直す。
③広報ポスターの内容や，配布先について再検討する。
2 入試委員会が中心となり，時代に沿った選抜方法について検討し，見直しを図る。
◇外国人留学生の受け入れ
1 外国人留学希望者が事前来日することなく，指導教授と電子メール等を利用して事前相
談できるような体制を整備する。入学後の外国人留学生を対象としたカリキュラムにつ
いても全学的な検討に参画する。
◇定員管理
1 定員超過による教育研究上の弊害が生じないよう修士課程の入学定員・収容定員の設定
と教育環境の整備とのバランスを常に保つ努力をしていく。
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第５章

学生生活

必須：奨学金その他学生への経済的支援を図るための措置の有効性，適切性
任意：各種奨学金へのアクセスを容易にするような学生への情報提供の状況とその適切性
任意：学生に対し，研究プロジェクトへの参加を促すための配慮の適切性
任意：学生に対し，各種論文集及びその他の公的刊行物への執筆を促すための方途の適切性
必須：学生の心身の健康保持・増進及び安全・衛生への配慮の適切性
必須：ハラスメント防止のための措置の適切性
任意：生活相談担当部署の活動の有効性
任意：生活相談，進路相談を行う専門のカウンセラーやアドバイザーなどの配置状況
任意：不登校の学生への対応状況
任意：学生生活に関する満足度アンケートの実施と活用の状況
必須：学生の進路選択に関わる指導の適切性
必須：就職担当部署の活動上の有効性
任意：学生への就職ガイダンスの実施状況とその適切性
任意：就職統計データの整備と活用の状況
必須：学生の課外活動に対して大学として組織的に行っている指導，支援の有効性
任意：資格取得を目的とする課外授業の開設状況とその有効性
任意：学生代表と定期的に意見交換を行うシステムの確立状況

〔到達目標〕
本学は，学生の心身の健康保持と生活上の問題の解決に最善を尽くし，学習・生活環境
をととのえ，充実した正課外のプログラムなどにより，豊かな学生生活を保証するととも
に，学生の学業の達成を実現させねばならない。このために奨学金等による経済的支援，
健康・生活相談の充実，ハラスメントの防止，進路・就職支援，課外活動の支援，アメニ
ティーの整備充実などに傾注する必要がある。そのために次の目標を設定した。（平成 12
（2000）年度大学相互評価時及び平成 15（2003）年第 16 期理事会発足時，平成 18（2006）
年第 17 期理事会発足時に設定）
◇学生への経済的支援
1 家計の急変などにより経済的に困難な学生が安心して学業を継続できるよう，奨学金制
度を充実する。
2 成績優秀者の表彰奨学制度を検討し，表彰と奨学の両面から意義のある制度に改める。
3 大学院生が安心して専攻分野の研究活動に専念できるよう，経済的支援策を充実する。
4 各種の奨学金情報を大学 HP に的確に掲載し，学生が自らに適した奨学金を選べるよう
に配慮する。
◇学生の研究活動への支援
1 学部生の提案型研究プロジェクト支援制度の導入を目指す。
2 大学院生公募型研究プロジェクトを拡充し，大学院生の研究能力を向上させる。
3 大学院生のリサーチ・アシスタント（RA）への採用拡大を目指す。
4 大学院生の外国語コミュニケーション能力を向上させるために，
「実践的外国語能力育成
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プログラム」の導入を目指す。
5 大学院生の海外での研究発表に対する経済的支援策を確立する。
◇生活相談等
1 学生の心身の健康保持に関わる相談体制を整備する。大学附属健康管理センター（保健
室，学生相談室）の組織体制を見直すとともに，相模原中心の組織編制を他の地区も含
めた形に拡充する。
2 人権侵害（ハラスメント）防止活動により一層取組む。
3 クラス主任，チューター教員，学生生活担当部署，学生相談室の連携を強化し，学生の
生活上の問題や進路相談に対処する。不登校学生のケアも厚くする。
4 5 年ごとに実施してきた学生生活満足度調査を速やかに実施し，調査結果を修学環境，生
活環境の改善に反映する。
◇就職指導
1 就職率 100％を目標に支援してきた実績を下に，
低学年における職業意識の動機付けに注
力し，職業観と職業意識をより一層醸成する。
2 Web カメラを利用した個人指導や遠隔会議システムを利用した各種講座の実施や個別相
談を実施し，遠隔地キャンパスの就職支援活動を強化する。
◇課外活動
1 総合体育館，部室棟の整備に伴い，クラブ活動の充実を指導，支援する。
2 学生・教員間の懇和会（親睦会）を充実し，特に初年次教育として取組まれる一年次生
の大学への適応を側面から支援する。
3 学生自習室，食堂，カフェテリア，憩いの場，駐輪場等の学習・生活環境を拡充し，学
生が充実した学生生活をすごせるように配慮する。
学生への経済的支援
必須：奨学金その他学生への経済的支援を図るための措置の有効性，適切性
任意：各種奨学金へのアクセスを容易にするような学生への情報提供の状況とその適切性

〔現状の説明〕
【学内奨学金】
学内奨学金は，1) 北里大学学生表彰による奨学金（北島賞）
，2) 北里大学貸与奨学金，
3) 北里大学医療衛生学部こまくさ給付奨学金，4) 北里大学特別待遇奨学生（特待生）
，5) 北
里大学 PPA 貸与奨学金（父母会奨学金）
，6) 北里大学災害時特例奨学金の 6 種がある。
奨学生候補者の選考は，「北島賞」は各学部教授会，
「貸与奨学生」は北里大学貸与奨学
生選考委員会，
「特別待遇奨学生」は各学部教授会がそれぞれ行う。奨学生の決定は，北里
大学学部長会の議を経て学長が行う。
「PPA 貸与奨学生」の選考も貸与奨学生選考委員会が
扱う。
「こまくさ給付奨学生」は，医療衛生学部の学生を対象としているために，教授会の
議を経て学部長が奨学生を決定する。その状況は次のとおりである。
1) 北里大学学生表彰による奨学金（北島賞）：
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学祖北里柴三郎の高弟，北島多一博士の偉業にちなんで制定。前年度の学業成績，人物
優秀者（各学年各学科 2 名程度）に奨学金 10 万円を給付。毎年 100 名が受賞している。 （下
表 5-1）
表 5-1 平成 19（2007）年度北島賞奨学金受賞者の状況
薬学部

獣医学部

医学部

水産学部

看護学部

理学部

医療衛生
学部

計

2年

5

6

2

3

2

4

9

31

3年

5

6

2

3

2

4

9

31

4年

4

6

2

3

2

4

9

30

5年

2

2

4

6年

2

2

4

22

10

14

計

9

6

12

27

100

2) 北里大学貸与奨学金：
主たる家計支持者の失職，死亡又は災害による家計急変，その他の経済的理由により，
学費の支弁に支障を生じた学生が対象である。第一種（年額 60 万円）10 名程度，第二種（学
費の 1/2 相当額）10 名程度，第三種（学費相当額）若干名，計 25〜30 名程度が毎年貸与を
受けている。
（下表 5-2）
表 5-2 平成 19（2007）年度北里大学貸与奨学生の状況
大学院
第一種
第二種
第三種
計

薬学部

獣医学部

医学部

水産学部

看護学部

1
1
2

2

1

0

3
4
7

2

1

1
1

理学部
4
1
3
8

医療衛生
学部
1
2
1
4

計
5
11
9
25

3) 北里大学医療衛生学部こまくさ給付奨学金：
医療衛生学部学生が，家計状況の急変又は経済的理由等により学費の支弁に支障を来た
し，
学業の継続が困難と認められるときに，
学費の一部に充てるために年額 60 万円を給付。
平成 20（2008）年度より開始し，4 名が給付を受けている。
4) 北里大学特別待遇奨学生（特待生）
：
選抜入学試験合格者の中から成績上位者又は人物・成績共に優秀な者を選考し，特別待
遇奨学生（特待生）として，学費の一部又は全額を免除。医学部・薬学部・理学部で実施
している。
5) 北里大学 PPA 貸与奨学金：
北里大学 PPA（Parents & Professors Association）が募集する奨学金。家計の急変など
不測の事態により学費の支弁が困難になった学生を対象に，学業を継続させることを目的
として，年間 5 名以内が年額 60 万円貸与を受けている。
（下表 5-3）
表 5-3 平成 19（2007）年度北里大学 PPA 貸与奨学生の状況
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薬学部

獣医学部

医学部

水産学部

2

奨学生数

看護学部

理学部

1

2

医療衛生
学部

計
5

6) 北里大学災害時特例奨学金：
阪神淡路大震災以来，災害時の災禍により学費等の支弁が困難な学生及び入学予定者に
対し，奨学金の給付，学費の全部（一部）の免除又は貸与を行い，学業が円滑に継続でき
るように経済的な支援をしている。選考は被災学生等奨学生審査委員会が行う。
（下表 5-4）
表 5-4 新潟県中越地震（平成 16（2004）年 10 月）
災害見舞金

奨学金給付
3
0
0

獣医畜産学部
看護学部
医療衛生学部

（）
：入学者内数
学費免除

見舞金＋奨学金

0
1
1

1
0
2

学費貸与

1(1)
0
0

1(1)
0
0

能登半島地震（平成 19（2007）年 3 月）
災害見舞金

奨学金給付
1

医療衛生学部

見舞金＋奨学金
0

学費免除
0

新潟中越沖地震（平成 19（2007）年 7 月）
災害見舞金

（）
：入学予定者内数
奨学金給付

3
1
0
0

獣医畜産学部
看護学部
理学部
医療衛生学部

0

見舞金＋奨学金
0
0
0
0

学費免除
0
0
0
0

0
0
1(1)
1(1)

【学外奨学金】
1) 日本学生支援機構貸与奨学金：
日本学生支援機構貸与奨学金は，第一種（無利子）
・第二種（有利子）あわせて全学生 8,056
名のうち 2,383 名（29.6％）が貸与を受けており，経済支援の柱となっている。
（下表 5-5）
表 5-5 平成 19（2007）年度日本学生支援機構貸与奨学生の状況
大学学部
薬学部

獣医学部

医学部

水産学部

看護学部

医療衛生
学部

理学部

計

第一種

94

163

12

47

44

73

147

580

第二種

227

459

38

159

100

197

433

1,613

計

321

622

50

206

144

270

580

2,193

大学院博士課程
薬学
研究科

獣医畜産
学研究科
1

第一種

水産学
研究科

8

看護学
研究科
2

理学
研究科
1

医療系
研究科
7

14

2

第二種
1

計

感染制御
科学府
2

計
35

6

10

2

1

7

20

8
2

43

大学院修士課程
薬学

獣医畜産

水産学

看護学
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理学

医療系

感染制御

計
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研究科

学研究科

研究科

研究科

研究科

研究科

科学府

第一種

19

4

9

3

10

20

12

77

第二種

14

6

7

5

14

16

8

70

計

33

10

16

8

24

36

20

147

2) 地方公共団体，民間育英団体等奨学金：
地方公共団体や育英団体，民間企業が募集する奨学生は，49 団体に 161 名の学生が採用
されている。奨学金は給付と貸与があり，論文等の提出や面接試験が課される場合もある。
申し込み前に面接による聞き取り調査を行い，記載内容や本人の勉学意欲の確認などきめ
細かな指導を行うようにしている。
【学生の状況把握・奨学金情報の提供】
▼学生の状況把握： 学部学生 7,367 名に占める退学者は 118 名（1.6%）
，例年 120 名程
度（約 1.6〜1.7%）である。退学者 118 名の理由の第一は進路変更 83 名（70.3%）
，次いで
学業不振 12 名（10.2%）
，健康上の理由 12 名（10.2%）
，経済的理由 5 名（4.2%）である。
この割合は過去 5 年間変わらない。私立大学の退学者の平均割合は 2.9%（私立学校振興・
共済事業団 2005 年統計）であるから，本学の割合は低いものの，様々な経済的理由で修学
を断念する学生は少しずつ増えてきている。学生の状況把握は，各学年各学科のクラス主
任による面談のほか，教学センター，各学部学生係の窓口相談を通して行っている。貸与
奨学生選考委員会に提出された申請理由書も参考資料としている。
▼奨学金情報の提供：

学内学外奨学金の概要，募集時期など基本的な情報は，大学 HP

に掲出している。http://www.kitasato-u.ac.jp/nyuusi/shogaku.html
学生便覧，キャンパスガイドにも掲載し，オリエンテーション等で説明している。個々
の奨学金情報は，教学センター又は直接学部に届く情報を学生に周知している。日本学生
支援機構奨学金は説明会を 4 月に開催する。地方公共団体や育英団体，民間企業等の各種
奨学金はそのつど掲示し周知する。災害時特例奨学金は，被災地域出身学生に対して個別
に案内をする。クラス主任や学生係は，それらの奨学金情報を下に，本人の経済状況や家
庭の状況を考慮し，将来の生活設計も含めて適切な奨学金を選択できるようにきめ細かな
指導を行っている。
〔点検・評価〕
奨学金に応募する学生は年々増えている。貸与奨学金は応募者（採用者）が本年までの 5
年間，43（30）→54（27）→25（20）→29（25）→34（30）名と推移している。こまく
さ給付奨学金の応募者（採用者）は 22（4）名であった。日本学生支援機構貸与奨学金の学
部学生出願者・推薦枠・採用者は，510・393・393 名，出願者に占める採用者の割合は 77.1%
であった。このような状況を踏まえると，学内貸与奨学金は十分手厚い体制とは言えず，
目標を達成するためには貸与額を維持しつつ採用枠の拡大が望まれる。大学院生について
も同様である。
経済状況の悪化は家計を圧迫し，学費の支弁に難渋する学生も見られる。経済的理由か
ら退学を余儀なくされる学生も少しずつではあるが増えている。貸与奨学金が，卒業後の
負担増としてのしかかる現実を考えると，各種の貸与奨学金を複数受給することは好まし
くない。返還義務のない給付奨学金制度が望まれる。
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災害時特例奨学金は，被災学生への連絡・確認を迅速に行い，適切に学業継続の支援が
できていると評価している。北島賞奨学金は，制度が創設された昭和 42（1967）年当時は
授業料の半額に相当し奨学金として有効であった。伝統ある表彰奨学金だが，奨学金とし
ての意義を改めて検討する必要がある。奨学金情報の提供は目標に届いていない。学内学
外奨学金の概要など基本的な情報に加えて，個々の奨学金情報をそのつど大学 HP に掲出
し，タイムリーな情報提供を行うようすみやかに改善する必要がある。
目下，北里大学教育研究の振興に関する検討委員会を発足させ，給付奨学金制度の新設，
貸与奨学金の拡充，成績優秀者の表彰奨学制度の見直し，ティーチング・アシスタント（TA）
制度による大学院生への経済的支援の充実等の検討に乗り出しているところである。
学生の研究活動への支援
任意：学生に対し，研究プロジェクトへの参加を促すための配慮の適切性
任意：学生に対し，各種論文集及びその他の公的刊行物への執筆を促すための方途の適切性

〔現状の説明〕
学部生の研究プロジェクト： 正課では卒業研究に参加している。学生の提案による全学的
な研究プロジェクトなどを支援する仕組はできていない。
リサーチ・アシスタント（RA）制度： 本制度は，博士課程・博士後期課程の学生が，本
学で実施する研究プロジェクトに参画し必要な研究補助を行うことにより，研究活動の
効果的な推進，研究体制の充実，若手研究者の研究遂行能力の育成を目的とする。研究
指導教授の行う研究プロジェクトの RA に応募した者の中から，研究科委員会において候
補者を選考し，学長が承認する。RA の採用実績は，平成 18（2006）年度 35 名，平成
19（2007）年度 38 名，平成 20（2008）年度 47 名，支給額は年間 40 万円程度である。
http://www.kitasato-u.ac.jp/research/gakunai/ra.html
大学院生公募型研究プロジェクト：

医療系研究科では，博士課程学生を対象に，研究の

立案・実施過程を通して科学的な research mind の学習を目的とし，研究過程を重視す
る大学院生公募型研究プロジェクト（1 件 50 万円）を実施している。審査基準は，①独
自の研究アイデアの評価，②研究目的の明確性・具体性・主体性，③研究費使用の有効
性としている。研究科委員会，外部評価委員の書類選考及び公開発表により採用者を決
定する。採用実績は，平成 18（2006）年度 13 名（応募 35 名）
，平成 19（2007）年度
15 名（応募 40 名）
，平成 20（2006）年度 13 名（応募 37 名）である。
http://www.kitasato-u.ac.jp/daigakuin/iryoukei/project_neo_daigakuinsei.html
各種論文集・公的刊行物への発表：

大学院では，学位論文に関わる研究成果を各種論文

集及び公的刊行物に投稿し発表するよう指導教授が促している。学部では，優れた卒業
論文は学会等において発表するよう指導している。医学部では，卒業要件単位とはなら
ないが，学生が自主的にテーマを選び論文をまとめる「学生医学論文」プログラムを導
入し，優れた論文には発表や紀要への掲載の機会を与えている。
http://www.kitasato-u.ac.jp/daigaku/gakubu/igaku/index.html
〔点検・評価〕
学部生の研究プロジェクト： 学生の自主性を養うために学生提案型研究プロジェクトを促
進する仕組が望まれる。
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リサーチ・アシスタント（RA）制度： 本制度は，大学院生の研究プロジェクトへの積極
的な参加を促し，研究活動を通して実践的な研究能力を培うために有益である。しかし，
多数の大学院生を RA として採用できるほど原資が準備できておらず，目標は徐々に広げ
るよりほか術がない状況である。
大学院生公募型研究プロジェクト： 科学的な research mind を学ぶ本研究プロジェクト
は，競争的研究であること，研究過程を重視していること，独創的アイデアや研究目的
の要件が厳密に問われることなどから，将来自立した研究者としての研究能力の育成に
大いに効果を挙げている。他の研究科における取組が望まれる。
各種論文集・公的刊行物への発表：

大学院生が自らまとめた研究成果を発表できる機会

を与えられることは，研究者としての自主性，発表能力の育成に役立っている。研究成
果の水準も年々高くなっており，インパクトファクター（IF）の高い国際誌に投稿でき
る者も見られる。指導教授の英文添削指導の成果であると思われるが，一方で専門の外
国語教育の必要性も認められ，目標に掲げた組織的な「実践的外国語能力育成プログラ
ム」を構築することが望まれる。
大学院生への海外研究発表支援：

国際交流助成審査委員会の助成対象になっていたが，

教員と一緒の枠組みではなく，大学院生のための独立した支援体制を作ることが望まし
いとの考えから，国際化教育・研究支援委員会（仮称）を発足し，
「実践的外国語能力育
成プログラム」とともに，大学院生を対象とした海外研究発表支援制度について，検討
に入る。
生活相談等
必須：学生の心身の健康保持・増進及び安全・衛生への配慮の適切性
必須：ハラスメント防止のための措置の適切性

1) 大学全体
〔現状の説明〕
◇健康保持・増進
健康面の基本的配慮は平成 12（2000）年，全学共通の健康管理システムを導入し，学生
の健康状態を入学から卒業まで一貫して把握管理できるようにしている。全学部の一年次
生が集まる相模原キャンパスには，大学附属健康管理センター（保健室，学生相談室）を
設置し，共通健康管理システムの下に心身の健康保持・増進に努めている。
http://www.kitasato-u.ac.jp/gakusei/seikatu/kenkou/index.html。
二年次からは，各キャンパスの保健室・学生相談室（学生相談員）が担当する（後述）
。
（下
表 5-6，5-7）
表 5-6 平成 19（2007）年度大学附属健康管理センター・保健室利用状況
キャンパス
相模原

学生数 a
5,003

延利用者数 b
16,582

493

b/a
3.31

処置内容(上位）
書類再発行，保健指
導，身長・体重，検
尿，血圧測定

学部・研究科
医学部，看護学部，
理学部，医療衛生学
部，一般教育部，看
護学研究科，理学研
究科，医療系研究科
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白 金

1,080

2,513

2.33

十和田

1,425

4,856

3.41

三 陸

541

937

1.73

合 計

8,049

24,888

3.10

保健指導，医療機関
転送，書類再発行，
採血，投薬
保健指導，身長・体
重，予防接種指導，
書類再発行，血圧測
定
保健指導，合宿・体
育実技診察，外科的
処置，医療機関転送

薬学部，薬学研究
科，感染制御科学府
獣医学部，獣医畜産
学研究科

水産学部，水産学研
究科
7 学部・7 研究科

平成 19（2007）年度学生健康診断状況（上記の利用者数には含まれない）
キャンパス
相模原
白 金
十和田
三 陸
合 計

定期健診数
4,868
1,043
1,394
542
7,847

合宿検診数
2,050
124
91
170
2,435

特殊健診数
11,424
201
278
--11,903

合 計
18,342
1,368
1,763
712
22,185

備 考

表 5-7 平成 19（2007）年度大学附属健康管理センター・学生相談室利用状況
キャンパス
相模原

学生数 a
5,003

延利用者数 b
1,660

b/a
0.33

白 金
十和田
三 陸
合 計

1,080
1,425
541
8,049

298
257
--2,215

0.28
0.18
--0.30

学部・研究科
医学部，看護学部，理学部，医療衛生学部，
一般教育部，看護学研究科，理学研究科，
医療系研究科
薬学部，薬学研究科，感染制御科学府
獣医学部，獣医畜産学研究科
水産学部，水産学研究科
b/a=2,215/7,508 三陸を除く

◇安全・衛生面の配慮
▼安全面の基本的配慮： 全学生が学生教育研究災害障害保険に加入している。
▼防犯・防災対策，交通安全，生活上のマナー： 「キャンパスガイド」を始め大学 HP
を通して周知している。http://www.kitasato-u.ac.jp/gakusei/seikatu/bouhan.html
▼災害対策：

地震発生時などの「災害対策マニュアル」を周知し，災害対策安全防災活

動に取組んでいる。http://www.kitasato-u.ac.jp/gakusei/saigai_taisaku/index.html
▼禁煙措置：

全キャンパスで分煙化を措置しており，指定された喫煙場所以外は一切禁

煙としている。喫煙者には健康管理センターから「禁煙支援プログラム」を用意し，喫煙
離脱を支援している。http://www.kitasato-u.ac.jp/gakusei/seikatu/manner/kitsuen.html
◇ハラスメント防止
ハラスメント防止には大学を挙げて取組んでいる。平成 17（2005）年に「人権侵害防止
のためのガイドライン」を制定。ハラスメント全般の防止のために，人権侵害防止相談員
を各キャンパス各学部に配置し，人権侵害防止啓蒙活動を行い，人権侵害に関わる相談・
申し立ての対応にあたっている。相模原 10 名，白金 6 名，十和田 5 名，三陸 3 名，計 24
名の人権侵害防止相談員は，いつでも相談に応じられる体制となっている。全学共通の人
権侵害相談窓口（人権ホットライン）を設置し，電話・メールでの苦情も受け付けている。
http://www.kitasato-u.ac.jp/gakusei/harassment/index.html
新入生・在学生には毎年 4 月，ガイダンス時に，学生指導委員長と人権侵害防止相談員
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が，本制度について説明を行う。学生向け啓発パンフレットに具体的なハラスメントの事
例，言葉などを掲載し，人権意識の啓発に努めている。学生便覧には取組の内容や相談方
法を掲載し，人権侵害防止相談員と連絡先を記した名刺サイズの携帯用カードも全学生に
配布している。ハラスメント防止対策の一環として，教員の居室が密室にならないように，
外部から見えるガラス入りドアに改修するなど環境整備も行っている。
2) 各キャンパス
◇健康面の配慮
▼相模原： 適時機会を捉えて，自らの健康に留意し健康増進に努めるよう指導している。
入学時オリエンテーションでは，学生指導委員長から健康保持の留意点と健康管理センタ
ーの利用方法を説明する。１年次生対象の「栄養料理講習会」を開催し，一人暮らしの学
生を中心に健康管理に役立たせている。クラス主任やチューター教員，学生指導委員，授
業担当教員が学生相談にあたる。疾病や外傷，精神的な悩みなど専門的処置を要する事項
は，健康管理センターで健康相談を受けるよう指導する。健康管理センター（保健室，学
生相談室）は平成 10（1998）年，従来の保健室を発展的に改組し，大学病院新棟１階に設
置。医師 2 名・看護師 2 名が健康診断，健康相談，保健指導など保健予防活動に総合的に
取組む。学生相談室は臨床心理士 5 名（専任 2，非常勤 3）を配置し，精神的な悩みなどの
相談に応じている。
（下表 5-8）
表 5-8 大学附属健康管理センターの保健相談活動
定期健康診断（保健室）

全学生を対象に実施（4 月）
。

一般健診（保健室）
専門分野別健康相談（保健
室）

一般的な健康・保健相談。風邪など軽い症状には診察・治療を無料で実施。
相談時間：平日 8:30〜17:30，土曜日 8:30〜13:00。
学校医による専門分野別の疾病に関する相談。専門分野は内科（循環器，
呼吸器，膠原病・感染・内分泌・代謝）
，外科，精神科。曜日指定。

カウンセリング（学生相談
室）

臨床心理士による学生生活上の様々な悩み，問題についての相談。メンタ
ルケア室機能を兼備。相談時間：平日 9:00〜17:30，土曜日 9:00〜13:00。

▼白金： 保健室（保健師 1 名）
，学生相談室（臨床心理士 1 名，インテーカー2 名）を置
き，薬学部・薬学研究科・感染制御科学府学生の健康管理を担当する。定期健康診断（4 月）
の受診とフォローアップを徹底し，健康管理に万全を期している。薬学部 2 年次生ガイダ
ンスに UPI(大学生精神健康調査)を実施し，心身の健康管理に役立てている。保健室では日
常の食生活の指導も行う。疾病，外傷など学生の態様により敷地内の北里研究所病院で速
やかに受診できるようにしている。感染制御科学府では，入学時ガイダンスにカウンセラ
ーがセミナーを行い心の問題の相談に応じる。学生指導委員も相談に応じている。
▼十和田： 保健室（保健師 1 名）
，学生相談室（カウンセラー1 名=専任教員）を置き，獣
医学部，獣医畜産学研究科学生の健康管理を担当する。定期健康診断（4 月）を通して健康
状態を把握し，保健師によるアドバイスを行っている。学生指導委員や保健師から感染症
予防や食中毒の注意を促してもいる。校医は近隣の医師に担当してもらい，保健師と連携
して十分な健康管理に努めている。学生相談室に女性カウンセラーの配置が望まれている。
▼三陸： 保健室を置く。2 年次生のほとんどが下宿・アパートで一人暮らしを始めるため，
校医による「一人暮らしの健康管理」講演会を実施している。校医は町内診療所の医師が
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月１回来校し，直接学生・教職員の健康相談にあたる。看護師（非常勤）は週 3 回及び健
康診断日，体育祭，大学祭など必要に応じて保健室に勤務し，学生･教職員の応急治療や健
康相談に応じる。精神的な問題を抱える学生には，校医，看護師，相模原のカウンセラー
が連携して対応しているが，メンタルヘルスケアは行き届いていない。安全衛生面は平成
19（2007）年に教育研究安全管理委員会を設置し，研究教育安全管理マニュアルの作成や
安全教育，衛生管理システムを策定中である。
〔点検・評価〕
◇健康保持増進，安全・衛生面の配慮
1) 大学全体
大学附属健康管理センター（保健室，学生相談室）を置き，全学共通健康管理システム
を導入するなど，学生の健康管理のために適切な体制を整備していると考える。ただ健康
管理センターは，相模原中心の体制となっており，他の地区も含めた形に拡充することが
年来の目標であるが，北里大学病院の医療機能との絡みがあって実現できていない。組織
編制の拡充が課題である。安全・衛生面は，適切に配慮していると考える。
2) 各キャンパス
▼相模原：

組織体制，機能ともにととのっていると評価している。カウンセリングを希

望する学生が増加傾向にあるので，将来，学生相談室 5 名（常勤 2,非常勤 3）の体制は強化
する必要がなくはない。学生相談室の設置場所は，学生の頻繁に出入りするところに近い
ため，配慮が必要との意見もある。
▼白金：

保健室・学生相談室・教員間の連携は良好で，組織的機能的にも学生の健康管

理は十分なされていると評価している。カウンセラー（臨床心理士，専任教員）は薬学部
出身者であるので事情を熟知しており，得がたい人材が相談業務にあたっている。学府は
小人数のために，教職員と学生のコミュニケーションが密で，学生への配慮が行き届きや
すい反面，かえってストレスに感じられる場合もある。そうした面でも学生相談室は有効
であると受け止めている。
▼十和田：

健康診断受診率は年々向上しており，再検査が必要な学生には保健師から適

切な説明がなされており，再検査の受診率も良好である。保健室利用者は延べ 4,000 名超
と多いが，校医・保健師の連携がとれており健康管理は適切であると考える。学生相談室
は年間 236 日開室しており，延べ 300 件近くのカウンセリングに応じ，こちらも増えてい
る。学生相談室への女性カウンセラーの配置を検討する必要がある。
▼三陸：

健康相談に十分応じるためには看護師（非常勤）の勤務頻度を増す必要がでて

きている。メンタルヘルスケアに対応するためにカウンセラーの確保も望まれる。それ以
外については，健康面，安全衛生面とも相応の体制が整っていると考える。
◇ハラスメント防止
ハラスメント防止には大学を挙げて取組んでおり，組織体制は整い機能しており，現段
階の目標は達成していると考える。人権侵害防止相談員は適切に相談に応じている。その
証として，平成 19（2007）年度の相談件数は 35 件（＋8 件）
，前年度に比べて相談者が相
談員と話し合うことにより，大きな問題になる前に解決できたケースが増えた。セクシュ
アル・ハラスメントに限定せず，ハラスメント全般を対象としていることも評価できると
考える。

496

基準 5 学生生活

問題点としては，1) 相談員を委嘱された教職員の負担が重い，2）学生が被害者，教員が
加害者の場合，学生が相談窓口に出向くかどうかの問題がある，3) 相談窓口は人事部にお
いており，学生の事案も教職員の事案も一括して扱う。秘密厳守との兼ね合いで学生指導
組織との連携をどのようにとるかの問題がある，が挙げられる。しかし，よく訓練された
相談員が丁寧に話を聴くことで，問題の解決に結びつき，話を聴いてもらうことで，解決
の道筋が見えてきたとの感想も聞かれ，十分効果を発揮していると考える。
「人権侵害防止
宣言」に基づく防止活動は，理系総合大学の先駆けではなかろうかと受け止めている。
生活相談等
任意：生活相談担当部署の活動の有効性
任意：生活相談，進路相談を行う専門のカウンセラーやアドバイザーなどの配置状況
任意：不登校の学生への対応状況

〔現状の説明〕
◇生活相談担当部署の活動
学生からの多岐にわたる生活相談，進路相談には，クラス主任，チューター教員（薬学
部，理学部）
，各学部学生係，教学センターが連携をとりながら応じている。内容により，
専門的な知識や法的手段が必要な場合は，過去の事例の情報提供や公的機関へ照会するな
どを教学センターからしている。新入生には，事件・事故に関わるトラブルの解決事例を
「キャンパスガイド」に掲載，周知し，事前の防止に努めている。健康上の相談は，各地
区の保健室が応じる。内容・状況により医療機関を紹介する。生活相談，進路相談がメン
タルヘルスケアを含む場合も相当あり，そうした相談には，学生相談室のカウンセラーが，
学部，保健室と連絡をとりながら組織的に対応をしている。
◇カウンセラーやアドバイザーなどの配置状況
「学生の心身の健康保持・増進及び安全・衛生への配慮」の項を参照。
◇不登校の学生への対応状況
全般に教員は，講義・実習の出欠席には注意を払っている。欠席が続く学生は，科目担
当者から，クラス主任，チューター教員に報告される。クラス主任等から学生に連絡を取
り状況を把握する。必要に応じて保証人に連絡する。不登校を引き起こす原因は複雑化し
ており，学習面，対人関係，精神的な悩み，生活上のトラブル，家庭の問題などが絡まり
あっている場合もある。ハラスメントが原因と思われるときや，大学院指導教員との距離
の取り方が原因と見られるときは，対応にとくに慎重な配慮をしている。
〔点検・評価〕
クラス主任，チューター教員，各学部学生係を始めとする相談体制は，適切に整備され
ており，機能していると考える。保健室や学生相談室との横の連携もとれている。本学は，
開学以来クラス主任体制をとり，学生には丁寧な学習・生活指導を行ってきており，不登
校の学生があるときも適切な指導と助言を行い，大学生活への復帰を促すように配慮がで
きていると受け止めている。よって目標はおおむね達成していると考える。
生活相談等
任意：学生生活に関する満足度アンケートの実施と活用の状況
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〔現状の説明〕
学生生活に関する満足度アンケートは，全学部 2・3 年次生を対象とする「北里大学での
学習等に関するアンケート調査」
〔50 問〕を実施し，この中で，
「大学生活など大学全般の
満足度」
〔7 問〕を質問している。アンケートの目的は，大学への進学観や本学の教育，学
生生活の満足度についての意識調査を通して，教育上・学生生活の課題を把握し，今後の
カリキュラム改革，福利厚生の整備の手がかりとしている。調査は 5 年ごとに行う。最近
では平成 16（2004）年に実施した。調査結果は，学部長会に報告するとともに，学長から
各学部長・部門長に対して具体的な対応策の提出を求め，組織的な改善に取組んでいる。
調査結果は，学生・教職員に学生誌や学内広報誌などを通して公開している。次はアンケ
ートの調査項目である。
1) 一般的な事項について〔6 問〕
，2) 入学の目的とその達成度について〔3 問〕
，3) 入学
前と入学後のギャップについて〔2 問〕
，4) 授業について〔31 問〕
，5) 大学生活など大学全
般の満足度について〔7 問〕
，6) 大学に望みたいこと〔1 問〕
上述の全学アンケート調査のほかに全学学生指導委員会を中心に，学生食堂や福利厚生
施設に対するアンケートを適時実施している。
〔点検・評価〕
全学アンケート調査は，学生の意見や要望をつぶさに把握し，教育・学生生活の課題を
整理する上で重要なものとなっている。調査結果は，学生誌「Sophia kai Ergon」
（叡智と
実践）などを通して公開しており，適切に扱っていると受け止めている。学生生活の要望
のうちただちに改善できるものはすぐさま対応している。施設設備の整備が必要な要望は，
優先順位を検討し高いものから順に次年度の事業計画に盛り込んで解決をしている。ただ，
大掛かりな改修工事を必要とする要望などには対応できず，機会を得て行うよう努力して
いる。
全学学生指導委員会相模原地区委員会が平成 18（2006）年に実施した「相模原キャンパ
スにおける施設アンケート」には，コンビニエンスストア設置の要望が学生から多く寄せ
られた。委員会において計画書をとりまとめ，学部長会の協議を経て，平成 19（2007）年
8 月より学生ホール内にコンビニエンスストアを誘致し，開業に導くことができた。また調
査結果から，75％の学生が自転車通学をしている実態を把握したので，ただちに通学路の
安全確保に取組んだ。もう一つ把握した駐輪場の整備は今後の課題としている。
こういった状況を踏まえると，学生生活に関する満足度アンケートは，相応に実施，活
用できていると考えるが，5 年ごとのインターバルは間隔を短縮する必要があると受け止め
ている。質問項目も拡充したい。
就職指導
必須：学生の進路選択に関わる指導の適切性
必須：就職担当部署の活動上の有効性
任意：学生への就職ガイダンスの実施状況とその適切性
任意：就職統計データの整備と活用の状況

〔現状の説明〕
全学の協議機関は，北里大学就職委員会を置いている。全学委員会は，就職指導及び学
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生の就職活動を円滑に行うことを目的とする。全学委員会は，全学の就職指導方針及び職
業紹介方針などについて協議し，提案は学部長会において協議決定される。構成員は，就
職センター長，学生指導委員長，各学部・研究科の教員及び事務職員各 1 名，就職センタ
ー事務長である。全学委員会の下に各学部就職委員会を置き，学部の就職指導を担当する。
全学の実務組織は，北里大学就職センターを置いている。学生に対する就職活動を実務
面から支援する。就職センター長（教員）
，事務職員 6 名をもって実務を行う。各学部の実
務組織は，就職課・係（医学部を除く）を置き，学部学生の就職活動を直接支援する。
http://www.kitasato-u.ac.jp/syusyoku/index.html
◇進路選択指導
全学就職委員会・就職センター・各学部が一体となり，社会が求める人材を的確に捉え，
学生に最新の情報を発信している。学生がしっかりとした職業観を身に付け，主体的に自
己の将来を選択できるよう，低学年からのキャリア教育や各種就職支援講座などを通して
指導・支援を組織的に行っている。
◇就職担当部署の活動
就職センターの活動内容は，全学就職委員会において，年間スケジュールとともに計画
を決定し，実施している。実施にあたっては，各学部就職委員会や各就職課・係と連携を
とりながら，各学部の特性を踏まえた支援活動を行うように配慮している。次は全学共通
の就職支援内容である。
全学共通就職支援内容:
1 年次生＞目的意識の設定： キャリア形成の一環として一般教育部「人間形成の基礎科目」
に授業科目「仕事と人生」を開設し受講をすすめている。
2 年次生＞目的意識の持続： 今まで支援の空白であった 2 年次生を対象に「キャリア形成
特別講座」を全 4 回実施し，目的意識の持続に努めている。
3 年次生・４年次生＞実践編： 各種ガイダンス・講演・講座・研究会等の実際面で役立つ
プログラムを展開し，進路を明確にさせ，実際の就職に結びつけている。3 年次の秋までに
進路希望を提出させ，その後は学生個々の進路希望に沿った指導・支援を状況に応じてき
め細かく行っている。
◇就職ガイダンスの実施状況
就職関連ガイダンスを始め就職センターが実施する主な取組を次に示す（下表 5-9）
。 各
学部においても独自に低学年からのガイダンス，支援講座，適性試験等を実施し，進路に
対する意識付けを行う。自己の適性も自覚させるように支援している。
表 5-9 平成 19（2007）年度就職センターのおもな就職支援・ガイダンス等の概要
開催
4月
5月

6月

対象学年
3〜6 年生

タイトル
新年度ガイダンス

内 容
・就職概要説明等，年間スケジュール
説明等

備 考
各学部で実施
就職ｾﾝﾀｰ支援

全学生
2〜6 年生

TOEIC IP テスト
就職ガイダンス
就職支援講座

・各キャンパスで実施
・就職の心構え，就職手帳の活用法，各種
就職関連資料配布等，自己分析講座
就職活動マナー講座 他

就職センター
各学部で実施
就職ｾﾝﾀｰ支援

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟｶﾞｲﾀﾞﾝｽ

・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ概要説明，先輩体験報告

就職センター

(学部により
対象学年は
異なる)

3 年生
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・実践編，就職システム説明，進路登録等
各学部で実施
の説明，講演
就職ｾﾝﾀｰ支援
・ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ，履歴書の書き方，面接対策
10 月 主に 3 年生 就職支援講座
就職センター
講座，各種試験対策講座，自己分析講座
各学部で実施
等
全学生
TOEIC IP テスト
就職センター
・各キャンパスで実施
・自己分析講座，ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ講座，ｸﾞﾙｰﾌﾟ
就職センター
主に 3 年生
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ講座
11 月
就職支援講座
・各種試験対策講座，公務員試験対策，
各学部で実施
外部講師による講演等
3 年生
就職支援講座
・大学院入試説明，講演，各種就職試験
就職センター
各種ガイダンス
対策講座等，ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ講座，ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ
各学部で実施
12 月
講座，ﾅﾁｭﾗﾙﾒｲｸｱｯﾌﾟ講座，内定者による
就職活動報告会
主に 3 年生 相模原企業研究会
・相模原キャンパスで全学部生対象
就職センター
※これとは別に，各学部において独自の各種支援講座，対策試験，企業研究会を実施する。
主に 3 年生

就職ガイダンス

◇就職統計データの整備活用状況
就職統計データは，就職システムを活用し，進路状況一覧（就職内定率・進学率）をと
りまとめて各会議体に報告するとともに，卒業年度学生の進路指導に役立てている。個人
情報は，卒業後は卒業生情報に移行し，業種や企業ごとに統計を出し，次年度の学内企業
研究会に招聘する企業の選定や，在学生の OB・OG 訪問の際の情報として役立てている。
〔点検・評価〕
◇進路選択指導
進路指導の基本は，教職員が学生の考えを尊重し適切な助言を行うことである。学生が
主体的に考え，自己の将来を選択できるよう個々の学生の状況に応じた指導・支援は，適
切に行っていると考える。学生が求める支援内容の把握も面談やアンケートから把握でき
ている。低学年からのキャリア教育は，職業観や就職観を養い，将来進むべき道を明確に
する上である程度の効果が出ていると考える。体系化を目的として 2 年次生向けに始めた
支援が継続的な効果を生み，3 年次生の実際の就職活動に繋がることを期待している。
◇就職担当部署の活動
就職センターは，就職業務に特化した組織替えにより，平成 18（2006）年 10 月に発足
した。就職システムが全面稼動し，求人票登録や進路先登録，内定登録，活動報告等の情
報を一元管理し，情報アクセスを迅速化することができた。利用者は延べ 7,571 名，総ア
クセス数は 186,915 件，利用率は確実に増加している。在学生に留まらず広く卒業生にも
利用されている。各地区の学生への支援が可能となり，サービスの向上に繋がっている。
就職率は 99.0%で目標に掲げた 100%をほぼ達成できた。課題としては，相模原の各種支援
講座を各地区の学生へ拡充していくことである。遠隔地キャンパス学生への指導や相談の
ためには，平成 18（2006）年に導入された遠隔会議システムや平成 19（2007）年に整備
された Web カメラをより一層有効に利用することが求められる。
◇就職ガイダンスの実施状況
理系医療系大学では，専攻分野によりそれぞれの進路が異なるため，ガイダンス等は専
攻の特性に合ったきめ細かい指導・支援を行う必要がある。そうした面から考えると，全
学共通の就職支援内容と学部独自の支援活動は，協調がとれており，一定の相乗効果を生
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んでいると受け止めている。
◇就職統計データの整備活用状況
就職統計データの現状は，学生によるデータ入力と紙ベースでの報告と一部が二本立て
となっており，完全なシステム化が確立されていない。チェック作業に時間がとられ，統
計データの細かな分析，検証作業ができていないので工夫を要する。
課外活動
必須：学生の課外活動に対して大学として組織的に行っている指導，支援の有効性
任意：資格取得を目的とする課外授業の開設状況とその有効性
任意：学生代表と定期的に意見交換を行うシステムの確立状況

〔現状の説明〕
◇課外活動への組織的な指導，支援
【北里会】
北里大学北里会は，課外活動を通じて協力と連携の精神を学び，人間性を高めることを
目的とする，学生と教職員で構成する全学課外活動組織である。
全学北里会は会長を学長とし，体育会（28 団体）
，文化会（28 団体）
，及び支部としての
薬学部北里会（5 団体）
，獣医学部北里会（71 団体）
，医学部北里会（20 団体）
，海洋生命
科学部北里会（38 団体）
，看護学部北里会（2 団体）
，理学部北里会（1 団体）
，医療衛生学
部北里会（3 団体）
，一般教育部北里会（登録団体なし）から構成される。各学部北里会は
会長を学部長とし，それぞれ独自の活動を行っている。体育会，文化会，各学部北里会に
は，それぞれ体育系・文化系の部・クラブが所属する。
（
（）内の数字は団体数）
北里会の各所属団体には，部長（助教以上の専任教員）を置く。部長は，責任者として
学生の指導・監督にあたる。教学センター及び各学部学生係は，課外活動を実務面から支
援し，団体の活動を支える。課外活動に関わる費用については，各団体の活動実績に応じ
たクラブ援助金を配分する。決算報告書の提出を義務付け，予算の適正な管理を通して自
立性も育んでいる。また表彰制度（功労賞，優秀賞）を設け，課外活動の振興を側面から
支援している。http://www.kitasato-u.ac.jp/gakusei/kagai/index.html
【球技大会・大学祭・懇和会】
球技大会及び大学祭，学部祭は，全学生が参加する課外活動と位置付けられ，実行本部
長を教員として，学生が組織する実行委員会によって運営されている。さらに，各学部・
一般教育部では，教員と学生，学生同士の親睦を深めるための「懇和会」を設けている。
取組方はそれぞれ異なり，クラス主任・チューター教員が担当する学生を対象に行うとこ
ろもあれば，教員がそれぞれのテーマをたてて学生を募集し，それに対して学生が自由に
加入するところもある。懇和会ごとに年 2 回から数回程度の会合を行っている。
◇資格取得課外授業の開設状況
本学は，資格取得を目的とする課外授業は開設していない。
◇学生代表との意見交換システム
全学的な対応が必要な事項は，全学学生指導委員会において検討し，必要に応じて学部
長会において協議決定する。体育会及び文化会においては，会長・副会長（教員）と学生
委員会を構成員とする運営委員会（年 2 回）を開催し，クラブ活動に関する事項のみなら
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ず，大学への要望も含めて，学生生活全般にわたる意見交換を行っている。
獣医学部，海洋生命科学部，看護学部，医療衛生学部，一般教育部においては，教員と
学生代表が定期的に意見交換を行い，学生の要望については各学部教授会で検討される（薬
学部，医学部，理学部は定期的な意見交換会を実施していない）
。合宿形式で行われる北里
会合同リーダースキャンプ（年 2 回）は，体育会及び文化会，各北里会学生委員会の代表
者が一堂に会し，教学センターも参加して，全学的な意見交換と調整を行っている。
〔点検・評価〕
◇課外活動への組織的な指導，支援
北里会は，学生と教職員が課外活動を通して互いを尊重し，共同する場となっている。
カリキュラムがタイトな本学学生にとって，北里会はある意味で気分転換の機能も果たし
ていると思われる。社会性を身に付ける機会の少ない学生には有益な場でもある。
本学では運用上，課外活動は許可・報告制を採っている。各団体は，活動実施前と活動
終了後，部長（教員）に許可願・報告書を提出し，事務局にも報告する。その各段階で学
生の意見や要望が聴取される。平成 20（2008）年度には相模原に総合体育館，部室棟が新
築された。施設設備面が充実し，スポーツ，文化活動に打ち込めるようになったので，よ
り一層の振興策，支援策を学生との協議を通して策定する予定である。
懇和会活動は教員と学生，学年を越えた親睦，一般教育部での学部間を越えた学生の親
睦を図る機会を提供している。長らく取組まれてきたが，自主的参加の下では参加者が伸
び悩んでいるのが現状である。高学年では実習時間にとられ，一同に集まることが難しい
などの問題もある。
◇学生代表との意見交換システム
意見交換会は，獣医学部は 9 回，海洋生命科学部，看護学部，医療衛生学部はそれぞれ 1
回と回数は異なるものの，学生の率直な要望を聞く貴重な機会として有効であると受け止
めている。意見交換会を実施していない学部での取組が課題である。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇学生への経済的支援
1 経済的に困難な学生の学業継続を支援するために奨学金制度を拡充する。具体的には貸
与奨学金の採用枠の拡大，返還義務を伴わない給付奨学金制度の導入を目指す。
「北里大
学教育研究の振興に関する検討委員会」に検討を付託する。
2 表彰奨学制度を表彰と奨学の両面から意義のあるものとするために，奨学費の増額など
について上記の委員会に検討を付託する。
3 大学院生への経済的支援を拡充するためにティーチング・アシスタント（TA）の支給額
の見直しや特待生制度，新たな奨学金制度の導入を検討する。上記の委員会に検討を付
託する。研究科では学費特別分割納入制度や長期履修学生制度による学費年負担額の低
減も検討する。
4 個々の奨学金情報をその都度大学 HP に掲出し，タイムリーな情報提供により学生が自
らに適した奨学金を選べるように配慮する。教学センターと情報基盤センターが進める。
◇学生の研究活動への支援
1 学生の自主性を養うために学生提案型研究プロジェクト支援制度の導入を目指す。具体
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的には，地域貢献，大学の理念の高揚などについて企画実施するプロジェクトの設定の
可能性を議論する。
2 大学院生の外国語コミュニケーション能力を向上させるために，
「実践的外国語能力育成
プログラム」の導入を目指す。具体的にはプログラムの企画提案を学内に公募する。
3 大学院生の海外での研究発表などを経済的に支援するための助成制度を検討する。
◇生活相談等
1 大学附属健康管理センター（保健室，学生相談室）の組織を整備し，心身の健康保持・増
進に関わる相談体制を強化する。具体的には，北里大学病院の医療機能との調整，設置
規程改定による組織編制の整備，カウンセラーの連携策を強化する。相模原学生相談室
は時間延長と将来を見越した人員を，白金学生相談室は将来を見越した人員を検討する。
十和田学生相談室は，女性カウンセラーの配置と保健室と隣接した開設場所の可能性を
検討する。三陸保健室は，看護師（非常勤）の保健相談への関わりの強化とカウンセラ
ーの確保策を検討する。
2 人権侵害（ハラスメント）防止活動により一層取組む。具体的には人権侵害防止相談員
の拡充，相談員の活動に対する支援策の強化，講演会や討論会を充実する。学生への周
知も，気軽に日常的に利用するよう大学 HP などを通して呼びかける。
3 学生の生活上の問題や進路相談に対応するために，クラス主任，チューター教員，学生生
活担当部署，学生相談室の連携の強化に努める。不登校学生への対応は，これら関係者
に加えて授業担当教員，懇和会担当教員からの情報収集を適時行う。
4 学生生活満足度調査を平成 21（2009）年度に実施し，調査結果を修学環境，生活環境の
改善に反映する。具体的には，大学附属高等教育開発センターとの共同により教育，学
生生活の要望についてアンケートを実施し，学生自習室，学生食堂，カフェテリア，憩
いの場，駐輪場等の拡充の要望を把握，拡充計画書をとりまとめる。全学学生指導委員
会において計画書を策定する。
◇就職指導
1 低学年学生のキャリア教育への参加者を拡大し，早期化する就職活動に備えてしっかりと
した職業観と職業意識をもたせる。具体的には，キャリア教育プログラムに対するニー
ズ調査を行い，案内は学内機関紙，Web 広報，学生個々へのメールなどで周知する。キ
ャリア教育プログラムは全学就職委員会で検討する。
2 遠隔地キャンパスの就職支援活動を強化するために，Web カメラ利用による個人指導，
遠隔会議システム利用による各種ガイダンスや支援講座，企業研究会を開催する。
3 就職統計データを蓄積し，分析，検証に力を入れて就職支援や就職先開拓に役立てる。
そのために就職システムも整備する。
◇課外活動
1 総合体育館，部室棟の整備に伴い，施設設備面が充実し，スポーツ，文化活動に打ち込
めるようになった。クラブ活動の充実を指導，支援するために振興・支援策をとりまと
める。学生との協議を通して要望を汲み上げる。
2 学生・教員間の懇和会（親睦会）を充実する。特に初年次教育として取組まれる一年次
生の大学への適応を側面支援するために，懇和会補助費助成回数（2 回まで）の増加，宿
泊懇和会への支援，学生が作る懇和会の募集などの具体策を検討する。
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3 学生代表との意見交換会を拡充し，学生の率直な要望を収集する。意見交換会を実施し
ていない学部には取組を促す。
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第６章

研究環境

１．大学全体
必須：論文等研究成果の発表状況
任意：国内外の学会での活動状況
任意：当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況
任意：研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況
任意：研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況
任意：国際的な共同研究への参加状況
任意：海外研究拠点の設置状況
必須：附置研究所を設置している場合，当該研究所と大学・大学院との関係
任意：大学共同利用機関，学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係
必須：個人研究費，研究旅費の額の適切性
必須：教員個室等の教員研究室の整備状況
必須：教員の研究時間を確保させる方途の適切性
必須：研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性
必須：共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性
必須：科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況
任意：基般的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性
任意：研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性
任意：国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況
任意：研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性
任意：研究倫理に係る学内的審議機関の開設・運営状況の適切性

〔到達目標〕
本学の研究活動は次の 3 点を基本として掲げている。
1 研究活動の活性化
研究者の研究活動を活性化させるための取り組みとして，科学研究費補助金等の競争的
資金を獲得するための支援策，並びに若手研究者・大学院生の自由で闊達な，研究の実現
を図るための環境作り，独創的な研究が優遇されるような資金面の補助体制を実現するた
めの持続的な運営体制を構築する。
2 研究組織体制の構築
21 世紀 COE プログラムに代表されるような，大型競争的資金の獲得を目指す研究テー
マへの取り組みを推進するとともに，大学が掲げる本学の特色ある研究領域（課題）につ
いて共同研究組織を構築し，高度な段階にまで特定の研究領域を掘り下げた研究体制を創
出する。
3 研究成果の活用
本学の研究活動（共同研究を含む）に基づく研究成果を技術移転等（特許化，事業化等）
により社会に還元し，また，特許収入を研究者自身に還元するとともに，一部は大学・学
部に配分して新たな研究活動につなげる（知的創造サイクル）。
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これらを達成するために，以下に示す各項目について到達目標を設定し，全学的に取り
組む。
◇競争的な研究環境創出のための措置
1 学内助成制度の学術奨励研究助成（若手研究助成）を充実し，若手研究者の研究活動の
活性化と人材育成を図るとともに，科学研究費補助金等を代表とする競争的資金の申
請･獲得へのインセンティブとする。
2 All Kitasato Project Study 共同研究制度（以下「AKPS 共同研究」
）については，本学の
特色ある学部横断型の共同研究に対して重点的に資金を配分して研究の充実を図る。ま
た，ハイテク・リサーチ・センター整備事業，学術フロンティア推進事業等の支援によ
る研究基盤をもとに大型プロジェクト等を立ち上げ，大型競争的資金の獲得に結び付け
る。
3 文部科学省科学研究費補助金は，大学の研究活動を客観的に評価する指針となっている。
外部評価を向上させ，研究成果を教育の最前線に還元するために，科学研究費補助金を
はじめとする公的研究費の積極的な獲得のための支援及び各学部等の啓発のための方策
を検討する。
4 平成 14（2002）年度に選定された「21 世紀 COE プログラム」(天然素材による抗感染
症薬の創製と基盤研究）の成果を「北里大学感染制御研究機構」を中心に推し進め，感
染制御に特化したプロジェクトを立ち上げ，研究の推進と人材育成を行なっていく。さ
らに本プロジェクトでは基礎研究のみならず，ワクチン・創薬研究の成果を積極的に社
会に還元することで，本学の特色をさらに鮮明にしていく。
5 科学技術振興調整費，農林水産省事業，科学技術振興機構〔JST〕，新エネルギー・産業
技術振興機構〔NEDO〕等の研究事業は，産官学連携による事業化の促進を目的とした
ものが多い。本学では平成 16（2004）年度に知的財産センターが設置され，学内の「発
明取扱制度」が制定されている。このセンターを通じて，研究事業によって得られた成
果を，積極的に産業の創出，企業化に転換していく。また，本学の研究活動（共同研究，
受託研究を含む）から生まれた研究成果についても同様に，特許出願，特許化，事業化
等を推進する。
◇教育研究組織単位間の研究上の連携
1 本学の 4 つの付置研究所
（北里生命科学研究所，東洋医学総合研究所，臨床薬理研究所，
基礎研究所）を積極的に活用して本学の特色を活かした人材育成を図っていく。また，
これら付置研究所は，国外の大学・研究機関，WHO 等と密接な協力関係を有することか
ら国際的な視野に立った研究のさらなる推進を図るとともに，研究のグローバル化に対
応した人材育成の積極的支援を図っていく。
2 北里大学感染制御研究機構，再生医療・細胞デザイン研究施設，疾患プロテオミクス・
センター，遺伝子高次機能解析センター，バイオイメージングセンター等の大学共同研
究施設は，最先端の研究成果を国内外に発進するとともに，実践の場として，これら施
設を積極的に教育研究プログラムに組み込んでいく。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
1 本学では「研究年報」，「研究計画の概要」及び「北里大学研究者情報データベース」
を研究関連情報として学内外に向けて情報発信している。これらの情報をさらに充実さ
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せ，学外研究機関との共同研究や産学連携活動に資するための基盤整備を検討する。
◇倫理面からの研究条件の整備
1 本学では，国内外で頻発した科学者の不正行為の重大性を真摯に受け止め，北里大学研
究倫理基準，研究活動における不正行為に関する規則，臨床研究の利益相反ポリシーを
制定し，本学における研究の透明性，信頼性を維持することとしている。これらを適切
に運用するための体制や規則等をさらに整備していく。
2 動物実験，遺伝子組換え実験，病原体等を用いる実験については，国の法律，各省庁で
定める規則に従って学内規則等を整備し，これを遵守した適切な研究活動を行ってい
く。
研究活動
必須： 論文等研究成果の発表状況

〔現状の説明〕
本学の研究活動の状況は，「北里大学研究年報」，「研究計画の概要」，「研究情報デ
ータベース」に収録されている。
その主な概要は次のとおりである。
１．北里大学研究年報：

各年度の研究活動成果として学術論文，著書，学会発表等の状

況について学部・講座（研究室）単位で取りまとめた冊子体を作成し，国の関係機関や
関連大学等約 900 の機関に広く配布している。
２．研究計画の概要（講座・研究室の概要）：

学部・研究科の研究組織の概要（講座・

研究室の名称，職位別研究者数等）並びに，各講座（研究室）における担当教員名，研
究分野の概要及び当該年度の主な研究課題を掲載している。ホームページおよび冊子と
して公表している。
３．研究情報データベース： 本学に在籍する研究者個人の研究情報として専門分野，研
究のキーワード，研究テーマなどをデータベースとして保存し，ホームページ上で公開
している。
表１ 学部等の学術研究業績数（北里大学研究年報掲載分）
平成 18（2006）年度
学術論文

薬 学 部
獣 医 学 部
医 学 部
水産学部

※2

看 護 学 部
理 学 部
医療衛生学部
一般教育部
医療系研究科
感染制御科学府
合

計

著 書

学会発表

その他※1

平成 19（2007）年度
合 計

学術論文

著 書

学会発表

その他※1

合 計

191
182
851
87
57
51
251
17
30
135

47
32
428
6
17
7
50
22
33
6

402
294
2361
127
83
168
575
56
54
202

69
56
76
22
37
20
85
17
23
44

709
564
3716
242
194
246
961
112
140
387

176
184
835
73
48
36
225
37
45
93

39
15
220
7
23
6
53
18
15
14

461
269
1972
176
86
223
630
64
83
198

73
66
72
49
46
12
83
18
14
70

749
534
3099
305
203
277
991
137
157
375

1852

648

4322

449

7271

1752

410

4162

503

6827

※１： その他の内訳は，論評，調査報告，資料紹介，学術研究会での公開講座など
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※２： 平成 20 年 4 月１日から，海洋生命科学部に名称変更

〔点検・評価〕
本学の研究成果の発表状況（平成 18（2006）年度〜19（2007）年度）は上記表１のとお
りである。例年，ほぼ同様の傾向にあるが，平成 19 年度における学部単位での教員一人あ
たりの学術論文等（学術論文，著書，学会発表等）の発表件数は，薬学部 7 件，獣医学部
5.8 件，医学部 3 件，水産学部 10.2 件，看護学部 4.6 件，理学部 5.4 件，医療衛生学部 8.6
件，一般教育部 2.3 件，医療系研究科 31.4 件，感染制御科学府 13.4 件であった。本学の有
する研究資源等の状況については，毎年発行する「研究計画の概要」と「研究年報」によ
り大学及び各学部の研究活動の全容が掌握でき，教員の研究活動を検証するためのするた
めの有効な資料となっている。また，「研究者情報データベース」は研究者の氏名・所属・
キーワードなどの条件入力で検索が可能となっており，「研究計画の概要」とともに，学
外研究機関等や学内の共同研究にも資することができる。
教育研究組織単位間の研究上の連携
必須：附置研究所を設置している場合，当該研究所と大学・大学院との関係

本学は，生命現象の科学的解明，疾病の予防・診断・治療の向上，生物資源の探索と利
用，環境の保全と創造などを目標とし，これらの分野で活躍する優れた人材の育成に努め
るとともに，学術研究を推進して，21 世紀社会が直面する課題に積極的に応えるため，４
つの附置研究所を設置している。
１．北里大学北里生命科学研究所
２．北里大学東洋医学総合研究所
３．北里大学臨床薬理研究所
４．北里大学基礎研究所
〔現状の説明〕
１．北里生命科学研究所（以下「生命研」
）は平成 13（2001）年 4 月に開設され，感染制
御に関する基礎的研究，治療のためのワクチンや抗感染症薬の開発，サーベイランス，
臨床へのトランスレーショナルリサーチまでの実学を視野に入れた研究を推進している。
また，学内外との共同研究で種々のプロジェクトを進めている。平成 14（2002）年 4 月
には，感染制御・創薬に特化した研究者・技術者の養成を目的として，大学院感染制御
科学府（以下「学府」
）を開設し，生命研の教員が大学院教育にあたっている。
２．東洋医学総合研究所（以下「東医研」
）は，昭和 47（1972）年 6 月に，わが国初の東
洋医学の総合的な研究機関として東西両医学の長所を生かした治療と，東洋医学の科学
的解明の研究を目的に開設された。東医研における研究活動は，基礎研究と臨床研究及
び医史学研究を柱として展開している。教育では大学院医療系研究科の博士課程に東洋
医学専攻コースを開講し，臨床教育と東洋医学研究を融合した独自のカリキュラムで人
材育成を図っている。また，薬学部・理学部での漢方薬講義，医学部での臨床実習の教
育にもあたっている。
３．臨床薬理研究所（以下「臨薬研」
）は，（社）北里研究所（大正 3（1914）年設立）が
長年培ってきた医学，薬学等の多方面にわたる知識を集約し，国際的な活動をする新し
い事業部門として昭和 62（1987）年に設立され，臨床試験(第Ⅰ相試験)の実務と支援な
508

基準 6 研究環境

らびに免疫療法普及と研究開発等を行っている。また，臨床試験の高い信頼性と科学性
を確保するために，北里大学薬学研究科臨床統計学履修コースと提携しながらアカデミ
ックな観点から臨床試験を支援している。
４．基礎研究所（以下「基礎研」
）は，北里研究所の歴史のなかで研究活動の中心として今
日まで活発に研究を展開している。このなかで，熱帯病研究センターは発展途上国で大
きな問題となっている熱帯病のうち，マラリアなど特に治療薬の少ない寄生虫疾患に対
する治療薬の開発を行っている。天然物有機化学研究センターは有用な化合物を微生物
代謝産物から抽出し，抗感染症薬の有機合成研究による創成を行っている。抗感染症薬
研究センターは抗生物質等の化学療法剤に耐性となった細菌感染症について耐性菌サー
ベイランス調査の実施機関として学会より指定を受け，サーベイランス事業を展開して
いる。さらに基礎研は，生命研との密接な共同研究体制にてプロジェクトを進行させて
いる関係から，学府における教育・研究プロジェクトにも参画している。
〔点検・評価〕
１．生命研の教育研究は，生命研と学府が中核となり，学内研究科や学外研究機関が参画
して 21 世紀 COE プログラムを立ち上げ，感染制御と創薬の共同研究で多くの成果を上
げており，その緊密な連携は高く評価できる。また，平成 19（2007）年度より，本プロ
グラムを基盤として，全学的な組織である「北里大学感染制御研究機構」
（後述）が発足
し，全学的な感染制御と創薬の教育・研究拠点が形成されたことは，生命研・学府の開
設目的と合致しており評価できる。
２．東医研は，基礎研究部門，臨床研究部門，臨床試験管理室，医史学研究部門の 4 部門
で，それぞれの目的に沿った研究を実践し成果を挙げている。教育活動では，大学院医
療系研究科医学専攻博士課程に東洋医学専攻コースを開講し，現在 5 名の大学院生を受
け入れている。また，平成 21（2009）年度からは修士課程に特論科目［東洋医学］を開
講する予定であり，積極的に大学教育への参画を図っている。さらに，薬学部，医学部
など学内の学部教育のほかに，漢方レジデント 5 名，鍼灸レジデント 2 名，薬剤レジデ
ント 1 名，漢方・鍼灸研修生 15 名，無給研究員 27 名を受け入れており，学生教育だけ
ではなく，東洋医学における人材育成にも貢献している。このような研究・教育活動の
成果が認められ，わが国最初の WHO 伝統医学協力センターの指定を受けている。
３．臨薬研では，北里大学薬学研究科の臨床統計学履修コースと提携することでアカデミ
ックな観点から臨床試験を支援することができた。さらに，所内基準作成やクリニカ
ル・リサーチ・コーディネーター（CRC）の育成にも努めており，人材育成の観点から
も大きく貢献することができた。
４．基礎研は，抗寄生虫薬のエバーメクチンを始めとする有用な抗生物質の発見やワクチ
ン開発などで大きな成果を上げ，国際的にも多くの人が感染症から免れるなど，社会的
に大きな貢献をしている。また WHO との積極的な共同研究体制，国内外の共同研究プロ
ジェクトを積極的に展開し，大きな成果をあげることができた。またキャンパス全体の
共同利用施設としての役割も果たしている点で，その活動は極めて重要であり高く評価
できる。
任意：大学共同利用機関，学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係
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本学における専門領域の研究を共同で実施することのできる５つの大学共同施設が学部
等に設置されている。
1．医療衛生学部附属再生医療・細胞デザイン研究施設
2．理学部附属疾患プロテオミクス・センター
3．北里大学感染制御研究機構
4．医学部附属遺伝子高次機能解析センター
5．医学部附属バイオイメージング研究センター
〔現状の説明〕
１．再生医療・細胞デザイン研究施設は，医療衛生学部の付属施設として平成 18（2006）
年 4 月に設置された。学部内外の専門家による臓器再生および細胞治療を中核とした生
命科学領域の基礎研究・応用研究と高度専門教育に取り組み，本学部の教育目標とする
「人の健康を考え，人間性豊かな高度な専門知識と技術を実践する人材の養成」を図る
ことを目的としている。
２．疾患プロテオミクス・センターは，理学部物理学科生体分子動力学研究室が平成 6
（1994）年の理学部開設当初より疾患プロテオミクス研究を進め，学内・学外の医療系
研究者との共同研究を広げてきた。平成 17（2005）年 4 月に「北里大学理学部･付属疾
患プロテオミクス・センター」を発足させ，恒常的に共同研究を行なっている。
３．北里大学感染制御研究機構(以下「研究機構」)は，平成 14（2002）年度に採択された
21 世紀 COE プログラム「天然素材による抗感染症薬の創製と基盤研究」の成果をもと
に，全学的な連携による教育研究活動を推進するために，平成 19（2007）年 3 月に大学
の付置組織として設立された。研究機構の取り組みは，この機構の運営方針のもとに，
生命研・学府が中核となり，本学の各学部（研究科）等が参加して，感染症の予防・治
療薬開発から臨床まで総合的に対応できる我が国にはない研究・教育の活動拠点を形成
している。
４．遺伝子高次機能解析センターは，平成 14 (2002) 年度に設立され，動物を使用した実
験を高度な実験施設，技術を用いて各学部等が共有で使用することを目的に設置された。
その特徴として，①動物の管理（空調，清浄度，エリア分け，など）が完全にできるこ
と，②小動物のゲノム操作技術が日常的にできる機能を備えていること，③異なる遺伝
的特性を持つ小動物の系統を精子・受精卵凍結により保存し，必要に応じて使えこと，
④必要に応じて迅速に動物のクリーン化が可能なこと，があげられる。
５．バイオイメージング研究センターＲＩ部門は，平成 19 (2007) 年度に設立され，次に
掲げる事項を目的として設置，運営されている。①高精度･微細画像解析機器を用いた
細胞レベルの形態および機能解析，②分子プローブを用いた体内活性標的分子の挙動等
の解析を中核とした生命科学領域の基礎研究・応用研究，③高度専門教育に取り組み,疾
患の病態解析や治療の評価法を開発する。
〔点検・評価〕
１．再生医療・細胞デザイン研究施設の人工皮膚研究センターは，同種培養真皮を用いた
全国規模の多施設臨床研究（31 医療機関）を展開し，皮膚再生医療の主要拠点として位
置付けられており，学外からも高い評価を得ている。また，臓器再生研究開発センター
は，臓器再生の基盤技術の確立と臨床応用に関する研究を行なっている。細胞デザイン
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研究開発センターでは，細胞デザインの基礎および応用の研究により，臨床応用の確立
が期待できる。当該研究により採択された主な競争的資金は，厚生科学高度先端医療事
業採択（平成 10(1998)年度），厚生労働科学再生医療ミレニアムプロジェクト事業（平
成 12(2000)‑
16(2004)年度）などがあり，研究は順調に推移している。
２．疾患プロテオミクス・センターは，主に疾患モデル動物を使った疾患プロテオーム解
析により，平成 12（2000）年度から文部科学省科学研究費特定領域研究に採択され，
2004‑
2006 年度には AKPS 共同研究により診断マーカータンパク質・ペプチドを探索す
る方法を確立し，以下の業績につなげている。採択された主な競争的資金は，文部科学
省科学研究費基盤研究 B（平成 18(2006)‑
19(2007)年度），同基盤研究 B（平成
19‑
20(2008)年度）や科学技術振興機構産学共同シーズイノベーション化事業顕在化ステ
ージ（平成 18‑
19 年度），関東経産局地域新生コンソーシアム研究開発事業（平成 19‑
20
年度）など，具体的な産学共同事業に発展しつつある。
３．研究機構は設立して間もないこともあり，まだ点検・評価をする段階にない。生命科
学の総合大学である本学の各学部（研究科）及び付属施設等のそれぞれの特色を生かし
た感染症に関する教育研究活動が推進できる。具体的には，基礎研究からのトランスレ
ーショナルリサーチとワクチン開発を強化することで，迅速な感染症対策と抗感染症
薬・ワクチン開発を総合的な視点で展開できる教育研究拠点を形成し，国際的に通用す
る研究者や医療従事者を育成することで社会に貢献していく。
４．遺伝子高次機能解析センターは，各学部等が共有で使用することが可能な高度動物実
験施設である。多様な動物実験への対応や大学の研究体制に柔軟に適応できるようなシ
ステム構築の充実化を行なってきた。管理面では，カードシステムによるエリア出入り
の管理徹底により，動物間での感染等の事故を減少させるなど，管理・運営面において
もさらなる改善を図っている。
５．バイオイメージング研究センターRI 部門は，学内では RI プローブを用いた放射線測定
技術の開発と技術提供を行なっている。さらに，外部社団法人，財団法人等からの要請
により各種講習会への講師派遣を行うなど広く社会に貢献している。また，全学共通の
RI 問題に関して，RI 安全管理委員会への技術支援等や，危機管理に対しての基準作りな
どに積極的に貢献している。
競争的な研究環境創出のための措置
必須：科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況

（1）科学研究費補助金の申請と採択状況
〔現状の説明〕
本学における基本的な姿勢として，科学研究費補助金の獲得は当該研究の独創性や先進
性などが高く評価を受けたことであり，1）研究者としての研究能力，研究水準を客観的に
表わしている。2）大学・研究機関の研究活動全体の水準を表わす指標である。との認識の
もと，研究支援活動の中でも特に力を入れた姿勢で臨んでいる。しかしながら，本学にお
ける科学研究費補助金の交付内定状況は近年芳しくなく，平成 19（2007）年度の交付内定
数は 170 件（前年比▲9 件）で，平成 16（2004）年度を境に減少傾向にある。
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交付内定件数の順位は前年度から順位を下げ，国公私立大学中 55 位，私立大学中 7 位で
ある。科学研究費補助金は年々申請件数の増加がみられ，特に国立大学の増加が窺え，そ
れと比例して国立大学に大幅な採択件数の増加がみられる。私立大学においては，いくつ
かの大規模な総合大学が目立った増加を示している程度で，その他の多くの大学は全体的
に採択件数が減少傾向にある。国の国立大学への運営交付金の 1％削減（平成 19 年度），
競争的資金の重点配分傾向などからみて，国立大学への偏重傾向が加速されることが予測
され，本学における科学研究費補助金獲得に向けて厳しい状況にあることが窺える。
本学の平成 17（2005）年度以降の採択件数の減少は，このような科学研究費補助金を取
り巻く環境の変化によるものも一因と推測できるが，本学は申請者数が減少傾向にあるこ
と，採択率が低迷しているなどの解決すべき問題点が浮かび上がっている。
＜表
申請者数
申 請 率
交付内定数
採 択 率
順 国公私立大学
位 私立大学

北里大学における科学研究費補助金の申請及び内定状況＞
平成 15 年度
650
62.7%
182
26.2%
36
4

平成 16 年度
552
53.6%
206
33.7%
36
5

平成 17 年度
576
54.9%
189
30.2%
42
6

平成 18 年度
551
51.6%
179
30.3%
42
6

平成 19 年度
517
47.8%
170
30.7%
55
7

〔点検・評価〕
本学の平成年度以降の採択件数の減少は，このような競争的資金を取り巻く環境の変化
によるものも一因と推測できるが，本学は採択件数が私立大学中 7 位の位置にいるが，申
請率は私立大学の平均 33％を上回ってはいるものの，申請者数が減少傾向にあること，採
択率が低迷しているなどの解決すべき問題点が浮かび上がっており，将来に向けて大規模
な改善が必要である。

（2）大学教育改革プログラム等への申請と採択状況
〔現状の説明〕
国は，平成 14（2002）年度以降，国公私立大学を通じた優れた教育や世界最高水準の教
育研究拠点の形成，さらにはわが国の将来を担う若手研究者・医療人・高度人材の育成な
どに関する事業を次々と掲げ，様々な重点的な支援を行なっている。本学では平成 14
（2002）年度に 21 世紀 COE プログラムが採択されたのを皮切りに，平成 15（2003）年
度に特色ある大学教育支援プログラムとして「新時代の医療を担う薬剤師養成教育の実践」，
大学教育の国際化推進プログラムとして平成 16（2004）年度に「米国臨床獣医学教育シス
テム技術研究」，平成 17（2005）年度に「米国大学における獣医核医学の技術研修」が採
択されている。平成 18（2006）年度は 2 つのプログラムに申請し不採択であったが，平成
19（2007）年度は「がんプロフェッショナル養成プラン」，「地域医療等社会的ニーズに
対応した医療人教育支援プログラム（医療人 GP）
」及び「社会人の学び直しニーズ対応教育
推進プログラム（学び直し）
」の 3 つのプログラムが採択された。
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平成 14 年度以降の申請・採択状況は次のとおり。
年 度
14 年度

プログラム名（事業名）

申請部門
感染制御
科学府
薬学部・
薬学研究
科

課 題 名
天然素材による抗感染症薬の創
製と基盤研究
新時代の医療を担う薬剤師養成
教育の実践

共 同
(ｺﾝｿｰｼｱﾑ)

高大接続を目指した大学連合に
よる強要教育

×

快適医療システムの創成

×

大学院プロジェクト教育による
医療人の育成

×

共 同
(単位互換)

連携の輪を広げ，学ぶ意欲を喚
起する

◎

獣医学部

農学・獣医学実践教育による地
域ハブの形成

×

仮想現実空間技術の遠隔教育へ
の応用

×

獣医学部

米国臨床獣医学教育システム技
術研究

◎

医療系研
究科
医療衛生
学部

組織工学を用いた実践的救急再
生医療の構築
好適チーム医療コメディカルス
タッフの養成

医療衛生
学部

医療系４学部連携チーム医療育
成教育の実践

×

獣医学部

米国大学における獣医核医学の
技術研修

◎

医学部

神奈川県央・町田地域医療人教
育支援

×

医療系研
究科
一般教育
部

公募制研究費助成による早期の
自立能力養成
一般教育部・学部連携による全
人教育の実践

薬学部

チーム医療を指向した全人的薬
剤師養成

×

感染症制圧のための創薬とワク
チン開発拠点

×

「魅力ある大学院教育」イニシ
アティブ（大学院ＧＰ）

感染制御
科学府
医療系研
究科

チーム医療を中心とした高度専
門医療人養成

×

がんプロフェッショナル養成
プラン

医療系研
究科

南関東圏における先端的願専門
家の養成

◎

地域医療等社会的ニーズに対
応した医療人教育支援プログ
ラム（医療人ＧＰ）

医学部

臨床研究人材養成教育コンソー
シアム

◎

大学病院

地域連携に基づく女性医療人の
キャリア支援

×

21 世紀 COE プログラム

15 年度
特色ある大学教育支援プログ
ラム（特色ＧＰ）

21 世紀 COE プログラム
16 年度
特色ある大学教育支援プログ
ラム（特色ＧＰ）

現代的教育ニーズ取り組み支
援プログラム（現代ＧＰ）
国際化推進プログラム（海外先
進教育研究実践支援）ＯＰ
21 世紀 COE プログラム
17 年度

特色ある大学教育支援プログ
ラム（特色ＧＰ）
現代的教育ニーズ取り組み支
援プログラム（現代ＧＰ）
国際化推進プログラム（海外先
進教育実践支援）ＯＰ

18 年度

地域医療等社会的ニーズに対
応した医療人教育支援プログ
ラム
「魅力ある大学院教育」イニシ
アティブ（大学院ＧＰ）
特色ある大学教育支援プログ
ラム（特色ＧＰ）
地域医療等社会的ニーズに対
応した医療人教育支援プログ
ラム

19 年度

グローバル COE プログラム

医療系研
究科
医療系研
究科

医学部
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社会人の学び直しニーズ対応
教育推進プログラム（学び直
し）

看護学部

女性看護職・養護教諭のための
「ウィメンズヘルス・カウンセ
ラー」養成プログラム

◎

〔点検，評価〕
本学の 18（2006）年度までの大学教育改革プログラム等への申請は，各学部等の個性・
特色についての取り組みのこともあり学部等の主導で実施されてきた。そのため学部等間
の連携体制がとりにくい状況にあった。このような問題を克服して当該プログラムの獲得
を目指すために，平成 18 年 11 月に全学的な推進委員会（
「大学教育改革支援・教育研究拠
点形成・医療人材養成プログラム」対応推進委員会）を設置した。当該推進委員会では，
平成 19（2007）年度の当該推進プログラムの獲得を目指すため，各プログラムの支援目的
や対象となる事業内容等を確認するとともに，学部等から応募のあったプロジェクトテー
マの内容確認や必要な支援を行なっている。委員会は 11 月〜1 月に 3 回開催され，当該プ
ログラムの取り組みについて全学的に検討することが可能なった。
（3）私立大学学術研究高度化推進事業（文部科学省）への申請と採択状況
〔現状の説明〕
国は，私立大学学術研究高度化推進事業（文部科学省）により，研究機関で実施されて
いる先端的な研究を推進するための研究環境の整備や特定の研究分野のプロジェクト研究
を発展推進するための支援をしている。本学では平成 8（1996）年度以降，ハイテク・リ
サーチ・センター整備事業，学術フロンティア推進事業及びオープン・リサーチ・センタ
ー整備事業に応募し次のプログラムが採択されている。
1

イテク・リサーチ・センター整備事業

研究期間
平成 8 年度〜
平成 12 年度
平成 9 年度〜
平成 13 年度
平成 13 年度〜
平成 17 年度

区分

研究組織

研究事業名
抗ウイルス及び抗ガン薬の開発をめざした
総合ハイテク・リサーチプロジェクト
獣医畜産領域への先進バイオ技術還元に関
する基礎技術開発総合プロジェクト
遺伝子高次機能解析センター

新規

薬学研究科

新規

獣医畜産学研究科

新規

医療系研究科

平成 14 年度〜
平成 18 年度

新規

薬学研究科

新たな薬物創製と薬物療法開発のためのト
ランスレーショナル・リサーチ・センター

平成 14 年度〜
平成 18 年度

継続

獣医畜産学研究科

獣医畜産領域への先進バイオ技術還元に関す
る基礎技術開発総合プロジェクト

平成 18 年度〜
平成 20 年度

継続

医療系研究科

遺伝子高次機能解析センター

平成 19 年度〜
平成 23 年度

新規

薬学研究科

重要疾患に対するドラッガブル化合物ライブ
ラリの構築とリード化合物の創製・最適化の
ための戦略的創薬科学センター

平成 19 年度〜
平成 23 年度

新規

獣医畜産学研究科

比較生命科学を基盤とした獣医・畜産領域へ
の先進生命科学研究の応用プロジェクト
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②学術フロンティア推進事業
研究期間
平成 9 年度〜
平成 13 年度
平成 17 年度〜
平成 21 年度

区分

研究組織

新規

医学研究科

新規

医療系研究科

研究事業名
健康・長寿と環境医科学
難治がんの増殖の分子基盤に基づくテーラー
メイド多剤分子標的療法の開発

③オープン・リサーチ・センター整備事業
研究期間
平成 19 年度〜
平成 23 年度

区分

研究組織

新規

獣医畜産学研究科

研究事業名
動物医療応用高度画像解析オープン・リサー
チ・センター

〔点検・評価〕
本学では平成 8（1996）年度以降，ハイテク・リサーチ・センター整備事業，学術フロ
ンティア推進事業及びオープン・リサーチ・センター整備事業に新規として合計９回申請
し，そのすべてが採択されている。それらの研究組織は薬学研究科，獣医畜産学研究科及
び医療系研究科であり，それぞれの研究科は複数回の支援を受けたことにより，研究施設，
装置・設備等の整備並びに研究費の半額が補助され，大型プロジェクト研究の推進に多大
な成果をあげることができた。これにより将来，実施される先端的な研究事業や，特定の
研究分野のプロジェクト研究を推進するための研究環境が概ね整備された。
（4）その他の主な産官学共同・科学技術助成制度の採択状況（＊研究代表者採択分）
①科学技術振興調整費
②厚生労働科学研究費補助金
③農林水産省事業，科学技術振興機構〔JST〕，新エネルギー・産業技術振興機構
〔NEDO〕
①科学技術振興調整費
〔現状の説明〕
科学技術振興調整費は，総合科学技術会議の方針に沿って科学技術の振興に必要な重要
事項の総合推進調整を行うための経費である。平成 18 年度の重要課題解決型研究等推進事
業に医療系研究科の研究者の提案した「遺伝子診断の脱医療・市場化が来す倫理社会的課
題」が採択された。研究の柱は，1) 現在，遺伝子検査はどのように提供されているのか，
2) 現在，提供されている遺伝子検査，今後提供されるかもしれない遺伝子検査，特に直
接提供される DTC（Direct To Consumers：DTC）遺伝子検査を人々はどう考えるのか，
をテーマに展開している。
採択課題（平成 18〜19 年度）
学部名等
医療系研究科

事業名
重要課題解決型研究等推進事業
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遺伝子診断の脱医療・市場化が来
す倫理社会的課題
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〔点検・評価〕
科学技術振興調整費は，総合科学技術会議の方針に沿って各府省の施策の先鞭となるも
の，各府省の施策では対応できていない境界的なもの複数機関の協力により相乗効果が期
待されるもの等で，政府誘導効果の高いもの等に活用されるものである。このような国の
施策に関連した課題が採択されたことは，本学の当該分野の研究（者）レベルが認められ
たことである。
② 厚生労働科学研究費補助金
〔現状の説明〕
厚生労働科学研究費補助金は，国民の保健医療，福祉，生活衛生，労働安全衛生等に関
する，創造的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関連した研究に対して補助さ
れる。本学は，生命科学の総合大学である性格上，積極的な応募を推進するとともに，申
請・採択状況については学部長会で報告されるなど，本学における競争的資金の重要な位
置を占めている。
申請・採択状況（平成 15〜19 年度）
年
度
平成 15 年度 平成 16 年度
申請件数
25
18
（新規課題）
20
14
（継続課題）
5
4
採択件数
6
6
採 択 率
24.0%
33.3%

平成 17 年度
18
15
3
6
33.3%

平成 18 年度
20
16
4
6
30.0%

平成 19 年度
20
16
4
8
40.0%

〔点検・評価〕
本学における，過去 5 年間（平成 15〜19 年度）の申請件数は 18 件〜25 件であり，各年
度に公募される研究事業により若干異なるがほぼ一定した数値を維持している。申請する
学部も公募研究事業（保健医療，福祉，生活衛生，労働安全衛生等）にあわせて医学部，
医療衛生学部，薬学部が主である。採択件数も 6 件〜8 件，採択率も 24〜40％の高水準を
示しており,充分評価に値すると思われる。
③農林水産省〔AFFRC〕，科学技術振興機構〔JST〕，新エネルギー・産業技術振興機構
〔NEDO〕
〔現状の説明〕
「農林水産省」に関連した支援事業は，主に農林水産業・食品産業等の分野における産
官学共同による新しい産業の創出や企業化の促進につながる研究課題を対象としている。
平成 19（2007）年度においては，3 事業に 4 課題が採択されている。「科学技術振興機構」
の関連事業で，先端計測分析技術・機器開発事業の「生体計測用・超侵達度光断層撮影技
術」は，最先端の計測分析・機器等を開発する事業であり，国内外から注目されている。
産学共同シーズイノベーション化事業を含めた採択 3 事業については，大学における研
究成果（シーズ）を基に産官学連携による事業化の促進や起業及び事業展開に必要な研究
開発を推進することによる大学発ベンチャーの創出を目的としたものである。「新エネル
ギー・産業技術振興機構」の産業技術研究助成事業についても，産業応用を意図した研究
開発への支援により，産業界及び社会への貢献を目的にしたものである。
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採択課題（平成 19 年度 ＊継続分を含む）
学部等名

省庁等

獣医学部

AFFRC

獣医学部

AFFRC

獣医学部

AFFRC

生命科学研
究所

AFFRC

一般教育部

JST

理学部

JST

理学部

JST

医療衛生学部

JST

理学部

NEDO

事 業 名
生物系産業創出のための
異分野融合研究支援事業
先端技術を活用した農林
水産研究高度化事業
先端技術を活用した農林
水産研究高度化事業
アグリバイオ実用化・産
業化研究

研 究 課 題 名
動物性タンパク質分解物を利用した機
能性ペットフード素材の開発
鳥インフルエンザワクチンのための株
選定法の開発
食品媒介性病原菌の動態と排除法に関
する研究
ゲノム健康科学の産業化に資するブタ
を用いた次世代実験動物の開発

先端計測分析技術・機器
開発事業

生体計測用・超侵達度光断層撮影技術

産学共同シーズイノベー
ション化事業
地域新生コンソーシアム
研究開発事業
大学発ベンチャー創出推
進事業
産業技術研究助成事業

トップダウンスクリーニング法による
翻訳後修飾タンパク質ならびに立体構
造異常タンパク質をも検出する疾患診
断用プローブの獲得と診断法の開発
尿プロテオーム解析による泌尿器系疾
患マーカー群の探索
羊膜由来幹細胞を用いた遺伝子治療の
細胞ベクターの研究開発
膜貫通型受容体蛋白質の生体膜内在性
ウイルスキャプシドを用いた一般的Ｘ
線結晶解析法の確立

〔点検・評価〕
近年，本学においては，平成 16（2004）年度の知的資産センターの設置による「発明取
扱制度」の制定を機に，生命科学分野における産業の創出や企業化に関連する支援事業へ
の申請が増加している。さらに，研究成果を産業界や社会への貢献を視野に入れた特許出
願へと繋げている。本学が平成 19（2007）年度に採択（継続を含む）された上記 9 課題は，
すべての課題において特許の出願が行われており，その総数は 20 数件にまで及んでいる。
また，当該研究を基盤とした北里大学発ベンチャーが 2 件立ち上がっており，研究の成
果が充分反映されていると評価できる。
競争的な研究環境創出のための措置
任意：基般的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性

〔現状の説明〕
１）基盤(経常)的研究資金
平成 19（2007）年度の本学における研究費は，研究費総額として年間 25.7 億円であり，
総額から換算した教員一人当たりの平均は 168 万円である（大学基礎データ表 32）
。学部
別で比較すると 65 万円（医学部）から 1,564 万円（生命科学研究所）と大きな開きがある
（＊医療系研究科，北里大学健康管理センターを除く）。本学の経常的研究費の割合は，研究費総
額の約 37.5％である（表 32）
。教員個人に支給される研究費（経常的研究費）は，21.5 万
円（医学部）〜230 万円（生命科学研究所）であり，平均 56 万円が支給されている（大学
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基礎データ表 29）。
表 北里大学の研究費の割合
研究費の内訳
研 究 費 総 額
学

100.0%

2,570,896,187

100.0%

886,192,506

30.4%

964,761,368

37.5%

28,637,000

1.0%

50,988,000

2.0%

471,503,956

16.2%

377,300,000

14.7%

774,189,000

26.6%

317,730,555

12.4%

140,795,129

4.8%

139,674,085

5.4%

奨学寄附金

268,922,616

9.2%

320,599,200

12.5%

受託研究費

239,154,805

8.2%

298,334,136

11.6%

共同研究費

101,942,102

3.5%

100,446,125

3.9%

経常研究費（教員当り積
算校費総額）

科学研究費補助金

外

2007 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合

2,912,109,244

内 学内共同研究費

学

2006 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合

政府もしくは政府関連
法人からの研究助成金
民間の研究助成財団
等からの研究助成金

２）学内研究助成制度
①学術奨励研究助成
本学に在職する若手研究者の研究活動を奨励するために，必要な助成を行っている。申
請要件として当該年度の科学研究費補助金に応募した者とし，申請へのインセンティブと
なっている。具体的には若手研究者（40 歳未満の准教授・講師・助教）の研究活動に対し
助成を行うもので，新しい研究分野の発展につながるような成果又はその契機になること
が期待できる「萌芽的研究」，その研究が学術的又は社会的要請に応えることが期待でき
る「一般研究」の 2 区分の募集，審査により研究費を助成し，研究活動の向上・活性化を
図っている。予算 800 万円/年，一件当たり 50 万円を上限としている。申請数は平均 50 件
/年，採択数は 20〜25 件/年である。
②AKPS 共同研究助成
建学理念にふさわしい学際的な共同研究を促進するため，生命科学分野の学際的総合的
共同研究に対し助成を行うもので，北里グループ内の共同研究，関連研究分野の興隆を図
っている。AKPS 共同研究は平成 18（2006）年度までは毎年 2 件の課題に対して助成して
きたが，平成 19（2007）年度からは毎年新規課題 1 件（3 年間継続）に重点配分すること
にした。全学的な研究戦略にもとづく学内の研究拠点になりうるプロジェクトに発展させ，
国の大型助成金の獲得を目指す。予算は 2,000 万円/年，1 件当たり平均 666 万円である。
大学が掲げる大型プロジェクトを推進するには少ない金額であるが，本研究助成を受けて
実施された基礎研究が大型競争的資金の採択につながった研究課題が 2 件ある。
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平成 12 年度以降の採択課題は次のとおり｡
年 度

学部等

研究者数

12 年度
〜
14 年度

北里研究所

４名

医 学 部

５名

16 年度
〜
17 年度

理 学 部

７名

医療衛生学部

９名

感染症防止対策に係わる新教育システムの体制化と拠点化に
向けた組織的研究

医療衛生学部

５名

パーキンソン病発症機構の解明と新たな治療法の開発

北里研究所

５名

医療系研究科

５名

18 年度
〜
20 年度
19 年度
〜

研 究 課 題
病原性大腸菌の病原性発揮に関与する因子の解析とその制御
に関する研究
北里大学における人の疾病研究のための組織バンクシステム
の確立
抗体を基盤とした疾患プロテオミクスの展開と疾患診断，治
療に最適化した抗体群と抗原群の作出

天然物由来の各種抗原虫剤の探索及び抗マラリア剤
borrelidin の創薬研究
ヒト皮膚毛包幹細胞を用いた末梢神経・脊髄損傷の修復と
再生

〔点検，評価〕
１．平成 19（2007）年度の本学における研究費の割合は，研究費総額から換算した教員一
人当たりの平均は 168 万円である。学部別で比較すると 65 万円（医学部）から 1,564 万
円（生命科学研究所）と大きな開きがある（医療系研究科を除く）。そのうち経常的経
費から支給される教員一人当たりの研究費は，21.5 万円（医学部）〜230 万円（生命科
学研究所）であり，平均 56 万円が支給されている。他大学と比較して潤沢であると思わ
れるが，学部によっては研究費総額に対する経常経費の割合（大学平均 37.5％）が高い
学部（薬学部，獣医学部，医療衛生学部）があり，外部資金の獲得が望まれる。さらに，
選定補助事業の取組を実施するための経費を支援するデュアルサポートシステムの構築
も検討課題である。
２．学術奨励研究助成は，若手研究者の研究活動を奨励するため，必要な助成を行ってい
る。本制度は申請者のプレゼンテーション能力を評価項目に加え，評価結果をフィード
バックするなど，若手研究者の育成を目的とした本学独自の制度である。本助成金に採
択された研究課題の科学研究費補助金の採択率は高い結果を示しており，本助成金の有
効性が確認されている。
３．AKPS 共同研究は，本学の特色である感染制御に関する研究，医療に関する研究及び
生命現象に関する研究などに対して重点配分することにより，全学的な研究戦略にもと
づく学内の研究拠点になりうるプロジェクトに発展させ，国の大型助成金の獲得を目指
す足がかりができたと思われる。
研究上の成果の公表，発信・受信等
任意：国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況

〔現状の説明〕
国の第 3 期科学技術基本計画（平成 18（2006）〜22（2010）年度）では，「科学の発展
を図り知的・文化的価値を創出するとともに，研究の成果を社会・国民に還元する努力を

519

基準 6 研究環境

強化する。」と述べている。近年は特に産学官の連携や知的財産の観点からも，個々の研
究者や研究内容等の最新情報の公表を積極的に行うことが必要である。本学における研究
成果，研究情報の公表については次の 4 点が挙げられる。
1）講座・研究室の研究分野の紹介及び当該年度に計画している研究テーマ・研究内容等を
とりまとめた「研究計画の概要」を毎年度作成し，ホームページおよび冊子として公表
している。
2）学術研究業績については，「研究年報」を発行し，研究成果（学術賞，学術論文，著書，
学会発表など）を関係機関等（900 機関）に発送し広く公表している。
3）研究者個人の研究情報は，専門分野，研究テーマ，産学連携情報等をデータベースとし
て保存し提供するもので，「北里大学研究者情報データベース」としてホームページ上
で公開している。
4）本学の大型研究助成制度（AKPS）の研究成果を，ホームページにより学内助成制度の
研究成果として公表している。
〔点検・評価〕
「研究計画の概要」は，研究室・講座の研究分野がわかりやすく説明されており，産学
協同研究を希望する企業等にとって利用しやすい情報媒体にしたことは，評価できる。
「北里大学研究者情報データベース」は研究者の氏名・所属・キーワードなどの条件入
力で検索が可能なシステムを構築した。また，本システムの特徴は研究者自身が随時ウエ
ブを利用して研究情報を更新することができる点である。これらの情報を利用することで，
学内外との共同研究等に資することが可能であり，新しい研究成果や事業の創出が期待で
きる。
倫理面からの研究条件の整備
任意：研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性

〔現状の説明〕
日本学術会議は，最近国内外で続発した科学者の不正行為の重大性に鑑み，平成 18
（2006）年 10 月，科学者が社会の信頼と付託を得，主体的かつ自立的に科学研究を進め，
科学の健全な発展を促すため，すべての学術分野に共通する「科学者の行動規範について」
を示した。その「行動規範」では，各研究機関は，規範の制定された趣旨を含め，各研究
機関が責任を有する学術領域の特色と，置かれた社会環境に相応しい行動規範を策定し，
不正行為に厳正に対処する制度の早期導入と実効的運用が求められている。本学において
も本行動規範を踏まえた「北里大学研究倫理規準」及び「北里大学における研究活動の不
正行為に関する規則」を平成 19（2007）年 7 月に制定し，研究活動における倫理の徹底と
不正防止への厳正な対処を進め，もって研究の公正性を確保することとした。
１）北里大学研究倫理規準
本大学の学術研究が科学的及び社会的にみて適切な方法で進められ，社会からの信
頼を確保するために，研究者として遵守すべき倫理規準を定めた
２）北里大学における研究活動の不正行為に関する規則
北里大学研究倫理規準の趣旨に則り，本学における研究上の不正行為が行われた際
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の調査方法等について必要な事項を定め，もって本学における研究の公正性を確保す
る。
〔点検・評価〕
当該取り組みについては，｢北里大学の研究活動における行動規範について（声明）｣と
して，本学ホームページで学内外に公表している。その具体的内容や不正行為に対する申
し立てや調査方法などについては，｢北里大学研究倫理規準｣及び｢北里大学における研究
活動の不正行為に関する規則｣等により，学内広報誌（学園報）並びに本学ホームページで
学内外に周知している。当該システムを導入してから当該事項に関する申し立ては特にな
いが，実際に不正行為等の告発あった場合を想定しての予備調査，本調査，措置などのシ
ミュレーションなどが必要であると認識している。
倫理面からの研究条件の整備
任意：研究倫理に係る学内的審議機関の開設・運営状況の適切性

〔現状の説明〕
本学は生命科学の総合大学である特性から，生命倫理やライフサイエンスに関連する研
究が非常に多いのが特徴としてあげられる。遺伝子組換え実験及び病原対等を用いる実験
等については法令によりその実験等の取扱が規制されており，本学では，それに基づく規
則等を制定して対応している。主な関連研究等は次のとおり。
１．生命倫理関連研究
２．臨床研究の利益相反ポリシー
３．動物を用いる実験
４．遺伝子組換え実験
５．病原体等を用いる実験
１．生命倫理関連研究について：

ヒトを対象とした基礎研究・臨床研究は，医学部・病

院にある倫理委員会（Ａ委員，Ｂ委員会，Ｃ委員会）において審査され，適切な実施を
担保している。また，全学的な審査委員会として｢ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審
査委員会｣が設置されているが，未だ審査体制が整わず専らＢ委員会に審査を委託して
いる状況にある。
２．臨床研究の利益相反ポリシーについて：

産官学連携活動等により実施される臨床研

究における利益相反は，大学等の研究機関がそれを適切に判断・管理し，不適切な臨床
研究が実施されないための仕組みを構築することが重要である。そのためには，適正な
利益相反マネージメントのもとに，臨床研究が透明性，信頼性，高度な専門性を担保と
して実施されていることが求められている。本学では，利益相反マネージメントのため
の基本的なシステムの枠組み等を定めた「北里大学利益相反マネージメント・ポリシー」
を制定し，利益相反マネージメントおよび医学研究等の在り方に関する取り組みを推進
することとした（平成 20（2008）年 9 月 1 日制定）。
３．動物を用いる実験について：

「北里大学における動物実験等に関する規程」を制定

（平成 20 年 7 月）し，動物実験を計画し実施する際に，科学的観点，動物愛護の観点及
び環境保全の観点並びに動物実験等を行う職員等の安全確保の観点から遵守すべき基準

521

基準 6 研究環境

を示し，もって動物実験等の適切な実施を図ることとしている。本学で実施する動物実
験等は，所定の申請書等により申請し，学部動物実験委員会で審査を受け，承認を受け
る必要がある。また，本学における動物実験の情報は，本学のホームページに「北里大
学動物実験関連情報」のページを設けて学内外への公開を準備中である。
４．遺伝子組換え実験について： 遺伝子組換え実験の実施は，「研究開発等に係る第二
種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令：文部科学省」等により，遺
伝子組換え実験の安全を確保するために必要な基本要件等が示されている。本学では，
「北里大学遺伝子組換え実験安全管理規程」により，遺伝子組換え実験を実施する際に
遵守すべき安全確保に関する基準等を示している。本学で実施する遺伝子組換え実験等
は，所定の申請書等により申請し，学部遺伝子組換え実験安全委員会で審査を受けた後，
北里大学遺伝子組換え実験安全委員会の議を経て学長の承認を受ける必要がある。また，
本学における遺伝子組換え実験の情報は，本学のホームページに「北里大学遺伝子組換
え実験関連情報」のページを設けて学内外に公開している。
５．病原体等を用いる実験等：

病原体等を用いる実験や実習は，厚生労働省の「感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき作成された「北里大学バ
イオセイフティ管理規程（平成 20 年 4 月）
」により，病原体等を用いた実験の安全を確
保するために必要な基本要件等を示した。病原体等を用いる実験等は，所定の申請書等
により申請し，学部バイオセイフティ委員会（以下「学部委員会」という）で審査を受
けた後，北里大学バイオセイフティ委員会の議を経て学長の承認等を受ける必要がある。
また，本学のホームページに「北里大学バイオセイフティ関連情報」のページを設けて
学内外に公開している。学内向けには申請手続き方法等について周知している。
〔点検・評価〕
１．生命倫理関連研究について：

倫理審査体制の適正化は，患者・被験者の保護はもと

より，研究者支援・研究促進にもつながってくる。全学的な委員会の設置が急務である
が，学部及び病院が県地域に分散している事，審査件数などにより委員会の形態（全学
委員会，部局委員会，地区委員会）や研究形態別委員会の設置などについて，全学的に
検討する。
２．臨床研究の利益相反ポリシーについて： 制定したばかりで現段階での点検・評価を
行うことはできないが，北里大学利益相反マネージメント・ポリシーに基づき，利益相
反に関する自己申告書の提出を受け，その内容を利益相反委員会および関連倫理委員会
で審査し，必要な措置を取るまでの一連の業務（手続き・審査等）に必要な事項につい
て検討する。そのために必要な検討事項として
①利益相反委員会規程の作成
②委員会委員の選出（利害関係の排除）
③自己申告書様式の作成，および審査項目（審査基準）等の検討
④審査方法の検討（関連倫理審査委員会と連携，部局（小委員会設置）対応など）
⑤利益相反相談員の任命，任務の明確化
３．動物実験について： 本学は生命科学の総合大学であり，動物実験を実施する件数が
多く，全学委員会で全学部の案件を詳細に審査することは不可能に近い。そのため，学
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部委員会で承認するための全学統一の審査基準を設けることとした。その結果，審査す
べき項目，審査すべき着目点などを設定することで審査の統一化を図ることが出来た。
４．遺伝子組換え実験について：

近年，生命科学の分野では遺伝子組換え実験が特殊な

実験というより一般的な手法となっていることもあり，本学における遺伝子組換えの実
験計画の申請が非常に多くなっている。これまでは全学委員会での審査が遅延し，研究
者が申請してから承認されるまでにかなりの時間を要していた。そこで，学部委員会で
の審査（学部規則の定め）により実験を開始できるよう取扱の一部を改正し，円滑化を
図ることとした。
５．病原体等を用いる実験等：

本学では，予防規程（本学では，北里大学バイオセイフ

ティ管理規程）の制定のみならず，病原体等を用いた実験等の具体的な取扱いを示した
「北里大学における病原体等取扱要領」を作成し，1）病原体等の取扱い・利用手続き，
2）病原体等の滅菌・消毒について，3）事故の対応について，4）教育訓練について，5）
病原体等の分譲・移動への対応などを盛込んだ冊子体を作成して教員，学生に配布し，
全学共通の取扱を示すこととした。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
本学の研究環境をさらに充実したものにするために，下記に示す改善・改革を積極的に
行ない研究環境の整備を図る。特に改善が必要な項目について，以下に記す。
◇競争的な研究環境創出のための措置
1 学術奨励研究助成制度（若手研究助成）を充実し，若手研究者の研究活動の活性化と人
材育成を図るとともに，科学研究費補助金等を代表とする競争的資金の申請･獲得への
インセンティブとする。このためより多くの若手研究者に対して助成金を配分できるよ
う，平成 21 年度以降の資金増額を検討している。
2 AKPS 共同研究は，全学的な研究プロジェクトを積極に展開することで，学部間におけ
る研究活動資金等の較差を「研究の活性化」を軸にして解消することが可能であり，学
内の競争的な研究環境を創出する目的としても重要である。今後も学部横断的なプロジ
ェクト研究をさらに推進する。そのための資金の増額と応募要件を明確に設定して，特
色ある学部横断型の共同研究に対して重点的に資金を配分する（平成 22（2010）年度ま
でに）。
3 文部科学省科学研究費補助金の積極的な獲得のための支援及び各学部等への啓発のため
の方策として①科学研究費補助金の獲得が研究者個人としてのステータスのみならず，
本学の研究活動全体の水準を表わす指標であることの認識を持たせる。②教員向けの申
請マニュアル（制度理解，審査の仕組み，研究計画立案，申請書作成ポイントなど）を
作成し，申請に必要な情報提供を積極的に図る。③科学研究費補助金申請に係る留意事
項を作成し，研究計画書の内容確認について徹底するよう，全学的な指導を行なう（平
成 21 年度中）。また，科研費の獲得に関する学外者による研修会やアドバイザーの配置
及び相談窓口の設置を計画している（平成 22 年度までに）。
4 平成 14（2002）年度に選定された「21 世紀 COE プログラム」(天然素材による抗感染
症薬の創製と基盤研究）の成果を「北里大学感染制御研究機構」を中心に推し進め，感
染制御に特化した研究プロジェクトを立ち上げ，それに即した人材育成を行う。さらに
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本プロジェクトでは基礎研究のみならず，ワクチン・創薬研究の成果を積極的に社会に
還元することで，本学の特色をさらに鮮明にしていく。
5 平成 16（2004）年度に設置された知的財産センターを通じ，研究助成によって得られた
成果を，積極的に産業の創出，企業化に転換していく。また，本学の研究活動（共同研
究を含む）から生まれた研究成果についても，特許出願，特許化，事業化等を推進す
る。
6 さらに加えて，本学の学術研究をより一層振興するために，学部内及び全学的な視野に
立って特定研究領域を定め重点的・優先的に推進することや若手研究者の育成は重要で
あるとの考えのもと，研究資源の効果的な運用を積極的に展開していく。
◇教育研究組織単位間の研究上の連携
付置研究所は，各々の目的達成に向けて順調に推移しているが，次に掲げる点について
はさらに改善を図っていく。生命研は，他学部との共同研究や卒研生・研究生のさらなる
受け入れを図り，教育連携の充実化を図る。東医研は専任教員が配属されていないため，
私立大学等経常費補助金の対象となる研究施設の要件を満たしていない。大学の附属研究
施設として認定される組織として検討するとともに，長年培ってきた研究と漢方・鍼灸の
医療技術を，本学の特色ある教育研究として活かせるよう検討する。基礎研はこれまで生
命研と一体となって研究活動を展開しており，学府の教育にも深く関与してきた。その運
営については，生命研を始めとする他部門との融合を含む改組を至急検討していく。大学
共同利用機関の人工皮膚研究センターは，今後も皮膚再生医療のトップランナーとして，
さらなる研究開発の充実を図る。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
1「研究年報」は冊子体のみでの公開であるため，ホームページ上での論文検索ができない
のが難点である。これについては「研究年報」をホームページ上から検索できるシステ
ムを構築し，研究論文等の検索を容易にすることを検討中である。
2 学外研究機関が本学との共同研究を容易に組めるよう，研究課題ごとに整備した研究情
報をＤＢ化して提供する事を検討している（平成 22 年度までに）。
◇倫理面からの研究条件の整備
1 不正行為等に関する申立て窓口を学内に設けているが，通報者のプライバシー等を考慮
するために中立・公正な第三者機関として窓口業務を外部機関にも平成 21 年度中に開設
する。
2 研究倫理や公的研究費の使用に関する意識調査を実施し，コンプライアンス意識の浸透
度の確認，潜在リスクの把握等を調査し不正防止策へつなげていく（平成 21 年度）。
3 医学研究の利益相反に関する適切な実施を確保するための全学的な審査組織（委員会等）
を平成 21 年度中に設置する。
4 動物実験，遺伝子組換え実験，病原体等を用いる実験等については，学内規則等を整備
して適切な研究の実施を推進するとともに，教員･学生向けの実験手引書の作成やホー
ムページ上に必要な情報を掲載するなど適宜改善する。病原体等の情報についてはバイ
オテロの危険性から情報公開については，慎重に検討取り扱う。また，これらの情報の
管理方法や管理体制についても十分な検討を重ねて対応していく。
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２．学部・大学院
２−１．薬学部・薬学研究科
〔到達目標〕
本学部では，建学の理念である「実学の精神」に基づく「基礎研究重視」の姿勢に従い，
各教員が薬学の広い学問領域で活躍し得る薬学研究者及び高度な能力を持った薬剤師の育
成に努めるとともに，生命科学に関する最先端の基礎研究を遂行して各々の分野で実績を
残し，生命科学の発展に貢献する。以上のことを着実に実現するために，次に記す到達目
標を設定した。
◇研究活動
1 毎年作成する『研究計画の概要』，『研究年報』及び『事業業績』を点検し，より充実
した掲載内容とする。
（昭和 39（1964）年，本学部開設時。）
2 投稿論文雑誌のインパクトファクターの掲載を検討する。
3 科学研究費補助金の申請を教員全員が行うよう督励する。（平成 20（2008）年 7 月教授
会）
4 薬学部の 6 年制移行による各教員の教育面での負担増加が，研究水準の低下に繋がらな
いよう適切に調整する。（平成 20 年 7 月教授会）
◇研究における国際連携
1 国際的な共同研究プロジェクト積極的に参加することを検討する。
◇経常的な研究条件の整備
1 産官学連携による共同研究等への参画を推進する。
2 6 年制薬学教育・研究に必要な，病院内での教員研究室を確保する。（平成 18（2006）
年 7 月教授会）
3 多元的評価等の教育に関する項目のデータを用いて，教員間の講義・実習等の負担の格
差を是正する。
4 各教員が一定の研究時間を確保するため，教育担当時間等を見直すなどの方策を検討す
る。
◇競争的な研究環境創出のための措置
1 科学研究費補助金，受託研究費，研究助成金等学外資金の積極的導入のための方策を検
討する。（平成 20 年 7 月教授会）
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
1 薬学部ホームページを通じて各研究室の研究内容・研究成果を公開する。
2 ホームページの更新を定期的に行い，常に新しい情報を発信する。（平成 20 年 12 月教
授会）
3 研究者の研究論文・研究成果を公表し，研究活動の活性化と研究レベルの向上を目的と
して開催されている，「薬学セミナー」の内容をより充実させる。（平成 20 年 7 月教授
会）
◇倫理面からの研究条件の整備
1 「薬学部倫理委員会」を活用して，ヒトに関わる研究に対する倫理的意識などの理解を
深めるための広報活動を行う。
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研究活動
必須：論文等研究成果の発表状況
任意：国内外の学会での活動状況
任意：当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況

〔現状の説明〕
①論文等研究成果の発表状況
研究成果の発表のうち学術論文に よる公表は， 平成 15(2003)年度 165 報 ，平成
16(2004)年度 169 報，平成 17(2005)年度 166 報，平成 18(2006)年度 191 報である，平
成 19(2007)年度 176 報である。
大学全体の研究関連の状況を収録したものとして，『研究計画の概要』，『北里大学研
究年報』及び『北里学園に於ける自己点検・評価報告書』などがある。教員の研究活動の
活性度は，これらに掲載されている情報を利用して検証している。『研究計画の概要』は，
その年度に計画している研究室毎の講座重点研究などの主な研究テーマならびに科学研究
費補助金採択課題等を掲載している。『北里大学研究年報』では，研究室毎に各教員の学
術論文，著書，学会発表，学術賞などの実績を掲載している。また，『北里学園に於ける
自己点検・評価報告書』では，科学研究費補助金をはじめとする補助金・助成金の交付状
況，国内外留学・出張実績等を掲載している。特に，科学研究費補助金は，大学（学部）
の研究活動，研究レベルを客観的に評価する指標になっていることから，申請状況及び採
択状況と併せて本学部の課題などを薬学部拡大教授会（構成員：講師以上の教員）に報告
している。
②国内外の学会での活動状況
本学部・研究科の研究活動と関連が深い国内の学会等は，日本薬学会，日本医療薬学会，
日本化学会などを始め多数あり，本学部の教員は学会理事，評議員，代議員，部会幹事な
どを担当し，学会等の活動に大きく貢献している。
これらの国内学会への参加は，平成 15(2003)年度 408 件，平成 16(2004)年度 453 件，
平成 17(2005)年度 515 件，平成 18(2006)年度 402 件である。
国外学会等への参加は，平成 15(2003)年度 28 件，平成 16(2004)年度 34 件，平成
17(2005)年度 39 件，平成 18(2006)年度 32 件，平成 19(2007)年度 37 件であった。
③当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況
本学部のユニークな創薬研究が認められ，平成 14(2002)年度に採択されたハイテク・リ
サーチ・センター整備事業「新たな薬物創製と薬物療法のためのトランスレーショナル・
リサーチ・センター」
（792,966 千円／5 年）及び 21 世紀 COE プログラム「天然素材によ
る抗感染症薬の創製と基礎研究」
（102,000 千円／5 年）
が平成 18(2006)年度まで継続され，
本学部（研究科）は，複合研究組織の一員として研究の一翼を担った。また，新たに平成
19(2007)年度より，ハイテク・リサーチ・センター整備事業「重篤疾患に対するドラッガ
ブル化合物ライブラリの構築とリード化合物の創製・最適化のための戦略的創薬科学セン
ター」
（515,060 千円／5 年）が採択され，現在プロジェクトが継続中である。
〔点検・評価〕
建学の理念である「実学の精神」に基づき，「基礎研究」は非常に重視している。その
ため『研究計画の概要』，『研究年報』及び『事業業績』の発行は，各教員の研究活動状
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況をオープンにし個々の教員に良い刺激となっているだけでなく，その内容から研究活動
の活性度を十分に検証することができる。科学研究費補助金は，学外からの評価を受ける
指標となるため，『研究計画の概要』ならびに『事業業績』への掲載だけではなく，薬学
部拡大教授会に報告等を行うなど，各研究室及び各教員の研究活動状況を点検・評価して
いる。これらは，研究活動に関する点検・評価の有効なシステムとなっており，当大学の
理念を押し進めていくためにも適正に機能していると言える。
また学術論文による研究成果の発表件数は例年 160 報ほどであり，専任教員数及び薬学
教育活動の状況からみて妥当な数字であり，基礎研究重視の姿勢は保たれていると言え
る。
研究活動を把握するために，学術論文などによる研究活動の活性度の検証を行う場合，
単に学術論文の数だけではなく，研究の質の検証も可能なシステムが必要である。また，
現在薬学部は６年制が開始し，教育システムの大きな変革期にあるため，各教員の教育面
での負担が増加していることから，現状の研究活動の維持が難しい状況にある。
ハイテク・リサーチ・センター整備事業と 21 世紀 COE プログラムは，各研究室の垣根
を越えて，創薬研究に共同参画する研究姿勢や構成員としての適正が認められたことであ
る。特にハイテク・リサーチ・センター整備事業は，平成 8〜12(1996〜2000)年度，平成
14〜18(2002〜2006)年度，そして新たに平成 19〜23 (2007〜2011)年度にも採択された
ことは，継続的に高水準の研究が遂行されていることが実証されたことを示すものであり，
高く評価されるところである。これは，平成 14〜18(2002〜2006)年度ハイテク・リサー
チ・センター整備事業の文部科学省による中間及び事後（最終）評価はともに「A」ランク
であることからも窺え，当該事業が本学部において適正に機能し，高度な研究レベルが保
たれていることを証明するものである。
研究活動
任意：研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況

〔現状の説明〕
研究助成を得て行われる研究プログラムの主な採択状況は以下の通りである。
【平成 17(2005)年度】
１．厚生労働省： がん臨床研究事業（3 件），厚生労働科学特別研究（2 件），医薬品・
医療機器等レギュラトリーサイエンス総合研究事業（1 件），他（4 件）
２．文部科学省：

科学研究費補助金（22 件）

３．財団法人等： （財）上原記念生命科学財団（1 件），臨床薬理研究振興財団（1 件），
三越厚生事業団（1 件），医学応用研究財団（1 件）
【平成 18(2006)年度】
１．厚生労働省：

臨床研究基盤整備推進研究事業（１件），地域健康危機管理研究事

業（1 件）
２．文部科学省：

科学研究費補助金（24 件）

【平成 19 (2007)年度】
１．厚生労働省： 地域健康危機管理研究事業（1 件），医薬品・医療機器等レギュラト
リーサイエンス総合研究事業（2 件），がん臨床研究事業（4 件），難治性疾患克服研
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究事業（1 件），医療技術実用化総合研究事業（2 件），厚生労働科学特別研究事業（1
件）
２．文部科学省：

科学研究費補助金（23 件）

３．財団法人等： （財）山崎香辛料振興財団（1 件），（社）北里研究所（1 件）
〔点検・評価〕
研究助成を得て行われる研究プログラムは，例年 10〜15 件ほどが展開されており，こ
れらは個々の教員の研究活動レベルが認められたことであり高く評価できる。
科学研究費等公的研究費以外の研究助成金の獲得は，高度な基礎研究を押し進める上
でも必要な資金である。これらの研究費を基盤として高度な研究実績を生み出しており
学術的，社会的にも大きな貢献を果たしている。
研究における国際連携
任意：国際的な共同研究への参加状況
任意：海外研究拠点の設置状況

〔現状の説明〕
海外研究機関との主な共同研究は次の通りである。
①ウェイク・フォリスト大学（米国）の研究者との共同研究
研究テーマ： ACAT2 選択的阻害剤 pyripyropen A に関する共同研究
②中国医科学アカデミー（中国）の研究者との共同研究
研究テーマ： 脂質代謝を制御する天然物化合物の開拓
③ジョンズ・ホプキンス大学（米国）の研究者との共同研究
研究テーマ： 糖鎖による分子認識機構の解明
④メリーランド大学（米国）
，ミシガン大学（米国）等の研究者との共同研究
研究テーマ： Critical Assessment of GPCR Structure Modeling and Docking
⑤メリーランド大学（米国）
，カリフォルニア大学（米国）
，ローマ大学（イタリア）等
の研究者との共同研究
研究テーマ： CASP（Critical Assessment of Techniques for Protein Structure
Prediction）
⑥メリーランド大学（米国）
，ボストン大学（米国）
，カンサス大学（米国）等の研究者
との共同研究
研究テーマ： CAPRI（Community wide experiment on the comparative evaluation of
protein‑
protein docking for structure prediction）
〔点検・評価〕
各共同研究の推進により，多くの論文を共同で発表した他，国際会議やシンポジウムを
開催し各国の研究者による特別講演を行う等，積極的な学術交流が行われた。今後も，こ
の共同研究を通じて研究の一層の促進，国際化，若手研究者の育成に繋げていく。
これらの共同研究は学部全体で組織的に推進しているものではなく，個々の研究室によ
るものであるため当該研究室の負担は大きい。また，研究推進のための研究資金が十分に
確保される必要があるなどの制約もある。
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教育研究組織単位間の研究上の連携
必須：附置研究所を設置している場合，当該研究所と大学・大学院との関係
任意：大学共同利用機関，学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係

大学全体のみ記載
経常的な研究条件の整備
必須：個人研究費，研究旅費の額の適切性

〔現状の説明〕
各研究室（4 名体制）に年間 405 万円の研究費を配分している。国内学会出張費は教員全
員を対象に年１回まで，国外学会出張は，毎年，教授 3 名に対して一人 30 万円，学会発表
を条件に教授以外の教員 10 名に対して一人 20 万円を上限額として学部で負担している。
平成 19 年度における専任教員数は 105 名で，研究費総額 18,600 万円，一人当たり平均
177 万円の配分であった（大学基礎データ表 29）
。
学部負担以外の国内外学会出張を希望する場合は，各研究室（教授）の判断により研究
費で負担している。また，私立大学等経常費補助金特別補助等を獲得した研究室には，翌
年度に学部研究奨励補助として獲得した補助金額の半額相当を追加研究費として配分して
いる。
大学の大型研究費助成制度としては，平成 5(1993)年度から，生命科学分野における学
部横断型の学際的共同研究（AKPS 共同研究）に対して研究費を助成する制度（1,000 万円
以下/1 件：研究費総額 2,300 万円）
がある。また，若手研究者
（40 歳未満の助教授，講師，
助手）に対する助成制度として，北里大学学術奨励研究助成制度が本学部では例年この助
成対象者が数名おり，一人当たり 30〜35 万円／年の助成を得ている。
〔点検・評価〕
各研究室への研究費配分とは別に，教員全員に対して国内外への学会出張費が学部負担
で支給されることは，研究成果の発表など研究活動の推進に有効な方法であるが，配分額
が少ない点が問題である。しかし，将来の学部の状況等を考慮すると研究費の増額は厳し
い状況にあり，据え置くこととしている。
経常的な研究条件の整備
必須：教員個室等の教員研究室の整備状況

〔現状の説明〕
研究室の広さは１研究室あたり個室で平均約 24.93 ㎡，共同スペースで平均約 67.36 ㎡
であり，研究室には，教授室，教員居室，実験室，セミナー室などが含まれる。教員が実
際に使用している面積は一人当たり平均約 59.35 ㎡である（大学基礎データ表 35）。教授
は個室を有し，全体の個室率は 21.90％である。
〔点検・評価〕
全体人数の約 20％を占める臨床系教員は，主として関連病院薬剤部に居室をかまえてい
るため，薬学部校舎に研究室のある教員とは研究環境が異なり，一般研究室も病院内にあ
り病院職員と共有することが多い。各研究室に所属する教員数，研究室に配属される学生
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数・大学院生により，一人あたりの占有面積は研究室間で格差が生じている。
経常的な研究条件の整備
必須：教員の研究時間を確保させる方途の適切性
必須：研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性

〔現状の説明〕
平成 18(2006)年度の教員一人当たりの学部授業時間数は，教授が年平均 203.6 時間，准
教授が年平均 195.4 時間，講師が年平均 177.9 時間である。その他，実習時間は教授が年
間平均 90.4 時間，准教授が年間平均 82.7 時間，専任講師が年間平均 78.1 時間，助手が
75.9 時間あり，教育に費やす時間が多いために，研究時間の確保が難しい状況にある。ま
た，学生数が多いことから必然的に教育に費やす時間は国公立大学教員のそれに比べて多
い。
学会をはじめとして，各種研究会や専門技能習得のための研修会等への参加は，教育研
究活動に必要な自己開発活動であるため，教員の教育・研究活動に支障の無い限り，特に
制限は設けておらず，研修の機会は十分に確保されていると言える。また，若手教員の育
成，国際的視野の涵養のために，国内・国外留学を積極的に行なうことを奨励している。
〔点検・評価〕
平成 18 年度から，薬学部 6 年制教育が開始し，現在 4 年制教育との並行での教育が行わ
れている。また，6 年制教育においては新たに他学部の協力が必要なカリキュラムや体験
実習が開始されたことから，教員の教育に費やす時間が増加しており，しばらくはその状
況は継続することになる。特に臨床系教員は，上記の学部内で行う実習以外に実務実習や
体験実習を担当しているため，基礎系教員に比べると教育に費やす時間が多く，6 年制教
育が進行するにつれてさらにその傾向は強くなると思われる。
経常的な研究条件の整備
必須：共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性

該当しない
競争的な研究環境創出のための措置
必須：科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況

〔現状の説明〕
１）科学研究費補助金の申請・採択状況
本学部教員における科学研究費補助金の申請・採択状況（継続分を含む）は下記のとお
りである。
＜平成 17 年度〜19 年度申請・採択件数＞
申請件数
採択件数
採 択 率

平成 17 年度
88
23
26.1%

平成 18 年度
87
25
28.7%

530

平成 19 年度
79
23
29.1%

基準 6 研究環境

２）その他の競争的資金の採択状況
①産官学共同研究・科学技術関係助成金等
省庁関連の競争的資金採択状況では，文部科学省の「21 世紀 COE プログラム」拠点形
成計画（平成 14(2002)〜平成 18(2006)年度），「ハイテク・リサーチ・センター整備事
業計画」
（平成 14〜18 年度及び平成 19 (2007) 〜23 (2011)年度）が採択されている。厚
生労働省の科学研究費補助金では，主任研究者及び分担者として採択された件数及び交付
金額は，平成 15(2003)年度 10 件（32,850 千円）, 平成 16(2004)年度 13 件（39,500 千
円）, 平成 17(2005)年度 10 件（27,860 千円），平成 18（2006）年度 2 件（20,000 千円）
及び平成 19（2007）年度 11 件（24,600 千円）となっている。
②その他の助成金等
民間等助成団体助成金等の採択件数及び交付金額は，平成 15 年度 3 件（10,300 千円），
平成 16 年度 5 件（5,000 千円），平成 17 年度 4 件（10,000 千円），平成 18 年度 1 件（2,000
千円）及び平成 19 年度 2 件（1,200 千円）であり，年平均 3 件，1 件あたりの交付金額は
1,900 千円である。
〔点検・評価〕
１）科学研究費補助金の申請数と採択数の状況では，過去 10 年間を 5 年単位で比較すると，
申請数は平成 10（1998）〜14 年度は 77〜86 件（平均 82 件），平成 15〜19 年度は 76
〜88 件（平均 83 件）であり，年度ごとで若干の増減があるものほとんど変化が見られな
い。しかし，採択数ではそれぞれ 21 件〜31 件（平均 25.8 件）と 19 件〜24 件（平均 22.0
件）であり，明らかに採択数の減少が見られる。一方，補助金額では，平成 10〜14 年度
は年平均 47,800 千円（１件平均 1,850 千円），平成 15〜19 年度は年平均 67,100 千円（1
件平均 3,050 千円）であり，1 件当たり 1,200 千円程度の補助金額の増加が見られたこと
になる。今後は，申請数を増加させるとともに採択率の向上に向けた取り組みが必要で
ある。
２）その他の競争的資金
①「ハイテク・リサーチ・センター整備事業」の補助金は，共通的に使用する高額研究
機器の導入や各研究室で使用する研究機器備品購入に当てられ，高度な研究を遂行す
る上で有効に活用されている。
②民間等助成団体助成金等の採択状況は若干低調であるため，公募に関する情報提供や
積極的な応募を推進していく必要がある。
競争的な研究環境創出のための措置
任意：基般的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性

〔現状の説明〕
①学内資金と競争的資金のバランス
研究費の内訳
研究費総額
学内資金

2006 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合
395,414,365
100.0%
48.7%

192,384,790
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2007 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合
373,375,098
100.0%
193,396,548

51.8%
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競争的資金等

51.3%

203,029,575

179,978,550

48.2%

②資金配分（運用）方法について
教員の研究費としては，各研究室(部門)の教員数に応じて一定額を配分している経常費
の他，教員個々が獲得した学外の競争的資金である。本学部には独自の競争的研究資金の
制度は無く，学部内でのデュアルサポートシステムの仕組みは無い。
〔点検・評価〕
本学部は研究費総額に対する学内資金の割合が他学部と比べ高いことから，外部資金の
積極的な獲得が必要である。学部内の研究の活性化を促す支援策の一つとして，外部資金
の採択を受けた若手研究者に対して研究奨励資金の配分等が必要であると考えられる。
今後，関係委員会において，実現に向けた検討を行う予定である。
研究上の成果の公表，発信・受信等
任意：研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性
任意：国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況

〔現状の説明〕
本学部においては，薬学部ホームページ上に各研究室単位ごとに研究業績の公開等を積
極的に行っている他，学内図書館を介して電子ジャーナルが閲覧でき，ダウンロードも可
能である。教員は，各種ジャーナルへの電子投稿も行っている。
また，薬学セミナー委員会が主体となって，年度毎にテーマを設定し，学内外からの講
演者による「薬学セミナー」を開催している。本セミナーは，学会機関誌による掲載，関
東地域の大学，研究所及び企業等へポスターを配布し周知している。
〔点検・評価〕
本学部では研究論文・研究成果の公表のための一連の活動に対し，十分な支援を行って
おり，適切であると考えている。しかし，国内外の大学や研究機関の研究成果を受信する
条件の整備状況は，十分とはいえない。各研究室の研究成果については，薬学部ホームペ
ージ，から学内外へ発信している。「薬学セミナー」では，毎年多くの参加者があり，研
究成果の公表と討論等を通して研究活動の活性化と研究レベルの向上が図られている。研
究成果の発表内容は，研究者の自主性に委ねており，審査制度のある学術雑誌や国内外学
会での発表内容等が中心になっている。
電子ジャーナルについては，学部図書館において自由に閲覧することが可能ではあるが，
ジャーナル数は必ずしも十分であるとは言えない。
倫理面からの研究条件の整備
任意：研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性

〔現状の説明〕
人を対象とした実験の適切性については，「薬学部倫理委員会」を設置して管理･運営さ
れている。同委員会は，委員長 1 名，委員 6 名（うち，学部長 1 名，外部学識経験者とし
て弁護士 1 名）からなる。対象となる実験計画は「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する
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倫理指針」等の規則にしたがって審査される。実験計画は，当該委員会で審査され，承認
を得た後でなければ実験を行なうことができない。
本学部では，動物実験の適切な実施運用の為，「動物の愛護及び管理に関する法律」お
よび「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」の観点から，「北里大学
における動物実験等に関する規程」
（以下，規程）が制定されている。この規程に基づき薬
学部実験動物利用内規（以下，利用内規）が策定されいる。実験動物施設は，薬学部実験
動物施設利用委員会（以下，委員会）により適切に管理･運営されている。委員会は，委員
長 1 名，委員 14 名（うち学部長 1 名）の委員で構成され，適正な動物実験実施のための協
議や動物実験を予定する利用者に対し，年 1 回講習会を開催し，規程，利用内規及び利用
マニュアルの解説等を行い適切な動物実験実施について指導している。利用初心者には，
講習に加えて利用実習も実施している。
〔点検・評価〕
動物実験は，平成 15(2003)年度〜平成 18(2006)年度まで年 2〜3 件の申請があったがい
ずれも承認されている。現在までに，倫理的及び法的に問題となるような事案はなく，
同委員会が，基礎研究及び臨床研究の専門家，弁護士等の学外委員で構成されているこ
とで，倫理面からの学内規制システムとして十分に機能していると考えられる。しかし，
動物実験終了後の検証や適正性については諮問していないことが問題点である。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇研究活動
今後も，『研究計画の概要』，『研究年報』及び『事業業績』の作成を継続するが，掲
載内容を毎年点検・検討する。また，研究内容の検証の一つとして，国内外統一の指標で
ある投稿論文雑誌のインパクトファクターを明示するなど検討する。
薬学部の 6 年制移行による各教員に対する教育面での負担増加に対しては，全教員が参
加協力することにより，担当の交替・分割等の対策を毎年行い適正に調整することで，研
究の水準が低下しないように努める。
◇研究における国際連携
国際的な共同研究プロジェクトが発足されるような機会があれば，積極的に学部として
の参加を検討する。
◇経常的な研究条件の整備
研究活動の活性化には，充分な研究費を確保することが重要であるため，学外資金獲得
を積極的に進めると同時に，研究アクティビティに応じた学内研究費の傾斜配分等を検討
する。現在の 4 年制教育が終了する平成 21(2009)年度までは，教育制度変更の過渡期であ
り，全教員が教育に費やす時間の増加はやむを得ないことであるが，このような状況が一
段落した段階で，多元的評価等のデータに基づく教員間の負担格差の是正や，各教員に一
定の研究時間が確保できる方策を検討し，教員の知的生産活動の向上に向けて対応してい
く。
◇競争的な研究環境創出のための措置
各研究者が科学研究費補助金等の学外資金を積極的に導入する。また，産官学連携によ
る共同研究等への参画を推進し，研究費の獲得を図る。特に，科学研究費補助金の採択状
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況等は，国内の大学における点検・評価などの統一的な指標であるので，教員全員が申請
するよう奨励し，研究者の申請状況・獲得状況を多元的に評価する。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
研究論文・研究成果の公表に関しては，薬学部ホームページを通じて行い，内容を適宜
更新し，常に新しいものを発信するように努める。また，「薬学セミナー」の内容を充実
させ，参加者が増えるように努める。
◇倫理面からの研究条件の整備
倫理面からの研究条件の整備としては，設置している「薬学部倫理委員会」が中心とな
って，ヒトに関わる研究に対する倫理的意識などについての理解等について，各研究者に
十分に理解してもらうよう広報的な活動も行っていく。新たに制定された動物実験規程に
よ り ， 委 員 会 で は ， 国 際 的 に 広 く 普 及 し て い る 3R (Replacement ， Reduction ，
Refinement) の原則，及び動物愛護，動物福祉の観点を尊重しつつ，実験動物の飼養及び
保管，並びに動物実験を実施するよう常に指導していく。
２−２．獣医学部・獣医畜産学研究科
〔到達目標〕
獣医学部は，動物，動物資源・生物資源とそれらを取り巻く環境を研究対象とした学部
として，「叡智と実践」の理念のもとに獣医学，動物資源科学，生物環境科学及び生命科
学に関して幅広い知識と応用可能な技術を備えた人材の育成に貢献してきた。これまでの
実績を踏まえて，さらに社会の要請と科学技術の進歩・発展に応えるべく，幅広い生命科
学の知識と技術を習得し，人間性豊かで国際的感覚を身につけた獣医師と動物・生物環境
科学の技術者を養成することを教育の目標としており，これを実現するための教育・研究
環境の整備と充実を目指す。以上のプロセスを効果的に遂行するために，次に記す到達目
標を設定した。（2007 年 9 月獣医学部定例教授会において，事業計画（案）として，「研
究活動（研究の高度化に向けた取り組み）
」の項において研究推進の体制を総合的に審議・
承認。）
◇研究活動
1 教員の多元的業績評価制度項目の研究活動内容を評価・点検する。
2 教育・診療・管理運営などを適正に調整し，研究活動の活性化と維持を図る。
3 獣医学部の立地条件を活かした 3 学科連携による研究活動を推進する。
◇研究における国際連携
1 国際交流協定校（米国：パデュー大学，ジョージア大学，テネシー大学，中国・吉林大
学）との国際的な共同研究を推進する。
（経常的な研究条件の整備）
1 研究活性化の基礎となる研究環境整備のために研究室研究費・個人研究費・旅費を適切
に配分する。
2 研究の活性化のために学内外の競争的資金の獲得のための支援方策を検討する。
3 研究室・教員居室の面積の研究室間格差を是正する。
4 研究時間の確保のため，教育科目の調整等により負担の衡平化を図る。
◇競争的な研究環境創出のための措置
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1 科学研究費補助金の採択数を向上させるために，獲得の必要性を認識させ積極的な応募
を促す。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
1 研究論文の公表・学会発表などの支援体制を強化する。
◇倫理面からの研究条件の整備
1 学部内の各種委員会を整備し，研究倫理を支えるシステムを強化する。
研究活動
必須：論文等研究成果の発表状況
任意：国内外の学会での活動状況
任意：当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況

〔現状の説明〕
①論文等研究成果の発表状況
本学部・研究科教員の過去 5 年間の研究活動は，「専任教員の研究業績」
（大学基礎デー
タ表 24）のとおりである。本学部教員の毎年の研究活動は，『研究年報』
（学部，学科，研
究室毎の北里大学学術研究基準により分類された研究業績一覧）によっても確認できる。
それは，毎年度に各教員から提出される業績リストにもとづいて作成され，各教員の当該
年度における研究・業績の全リストが公開される。この他に『北里学園に於ける自己点
検・評価報告書（事業業績）
』
（年刊）によって各教員の学術賞の受賞状況，国外留学，国
外出張，補助金・助成金等交付状況等が公開されている。過去 5 年間の学術論文数は平成
15（2003）年度 192 報，16（2004）年度 209 報，17（2005）年度 210 報，18（2006）年
度 182 報，19（2007）年度 184 報であった。学会賞は平成 15・16 年度に各 2 件，17 年度
に 4 件，18 年度 1 件，19 年度 5 件の合計 14 である。また，特許出願数が 11 件である。
②国内外の学会での活動状況
本学部・研究科の研究活動と関連の深い国内の学会等としては日本獣医学会，日本畜産
学会，農業農村工学会を始め多数あり，本学部の専任教員は，学会理事，評議員，分科会
監事，東北支部評議員，編集委員会委員，シンポジウム企画委員会委員などを担当し，学
会等の活動に大きく貢献している。これらの過去 5 年間の発表演題数は 15 年度 231，16
年度 315，17 年度 298，18 年度 293，19 年度 269 演題に上る。
③当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況
獣医畜産学研究科では，ハイテク・リサーチ・センター整備事業及びオープン・リサー
チ・センター整備事業において，先端的研究における理論と実践の成果と還元が，適宜行
われている。（
「１０ 施設・設備」の項において詳述）
さらに，平成 11（1999）年度から 3 年間実施した「物質循環を考慮した畜産資源有効利
用システムの開発」が本学部の 3 学科，附属動物病院及びフィールドサイエンスセンター
（FSC）の研究者で構成される循環型畜産研究会の共同研究として展開されてきた。平成
15 年度からは，青森県の七戸畜産農業共同組合の横浜牧場において総合的な有機牛肉生産
販売に関する，展開方法とその課題について検討を行っている。21 世紀の世界的な環境問
題，食料の安全保障が懸念される昨今の状況に対し，食料自給率を高めつつ，持続可能な
農業の展開という課題の解決策を探り，活動している。
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〔点検・評価〕
本学部は約 90 名の教員が在籍し，過去 5 年間に発表した学術論文は平均 2.5 報/年，学
会発表は 3.5 報/年と研究活動と教育活動が両立した数字として表れている。教員の多くは
学外研究活動においても意欲的に参画するとともに，国内関連学会の重要な任務を担う者
も多く，学会活動への貢献度も高いと思われる。
研究活動
任意：研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況

〔現状の説明〕
本学部において民間等からの研究助成により実施している研究は，平成 17（2005）年度
は 15,200 千円，平成 18（2006）年度は 15,650 千円，平成 19（2007）年度は 16,000 千円
と堅調な推移をしている。助成先は，食品メーカーや生命科学系の研究所・財団である。
平成 19 年度実績では，1 件あたりの平均契約額は 941,176 円，契約の最高額は 2,500,000
円で生命科学系研究所との契約によるものである。
〔点検・評価〕
平成 19 年度は全教員（89 人）内，研究助成を受けた教員が 17 人（19.1%）であり，他
の学部と比較すると，外部資金の導入が低調である。
科研費やその他の公的研究費の応募は増加傾向にあるため，採択数の増加が期待できる。
これまで学部内で認知されていなかった助成金情報や，採択にとって有用な情報の掘り起
こしなど，研究対象となる分野への助成金獲得への取り組みを継続する。
研究における国際連携
任意：国際的な共同研究への参加状況
任意：海外研究拠点の設置状況

〔現状の説明〕
獣医学部では個人・研究室レベルでの共同研究がアメリカ，ヨーロッパ，アジアの大学
と実施されている。過去 3 年間に海外から受け入れた研究者は 17 名となっている（大学基
礎データ表 12）。
主な共同研究は次のとおり。
① ペンシルベニヤ大学モネル化学感覚研究所（米国）
，マハナコーン大学（タイ）との
共同研究
研究テーマ：嗅覚器，味覚器の機能形態学的研究
② 吉林大学（中国）との共同研究
研究テーマ：各種動物の筋紡錘の分布と形状に関する形態学的研究
③ モンゴル農業大学（モンゴル国）との共同研究
研究テーマ：植物由来物質の獣医薬理学への利用の研究
④ モンゴル獣医学研究所（モンゴル国）
，吉林大学獣医学院（中国）
，済州大学（韓国）
，
ハノーバ大学（ドイツ）
，セントイストバン大学（ハンガリー）
，ユトレヒト大学（オ
ランダ）との共同研究
研究テーマ：ロドコッカス・エクイ強毒株の海外における分子疫学調査
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⑤ チェンマイ大学医学部・獣医学部（タイ王国）
，カセサート大学獣医学部（タイ王国）
研究テーマ：ロドコッカス・エクイ中等度毒力株のヒトへの感染経路に関する研究
⑥ チェンマイ大学医学部（タイ王国）
研究テーマ：ストレプトコッカス・スイスの病原性と疫学に関する研究
⑦ ハーバード大学（米国）
研究テーマ：住血病原微生物病の臨床病理学的研究
⑧ 吉林大学（中国）
研究テーマ：原虫の地域特異性に関する研究
〔点検・評価〕
食の安全，新興感染症などの分野で日本の獣医学研究者の果たす役割は大きく，本学の
教員がアジア諸国で進めている共同研究はその一端である。
その目的を果たすため，
〔現状の説明〕に掲げた共同研究は本学部の特色を生かしながら，
獣医学研究者としての果たすべき役割を示す契機となっている。今後はより広範な分野で
の研究を推し進めつつ，共同研究へと内容を昇華させるための基盤を整備することを具現
化させる。なお，研究成果については「北里大学研究年報」において報告している。
教育研究組織単位間の研究上の連携
必須：附置研究所を設置している場合，当該研究所と大学・大学院との関係
任意：大学共同利用機関，学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係

大学全体のみ記載
経常的な研究条件の整備
必須：個人研究費，研究旅費の額の適切性

〔現状の説明〕
本学部では各研究室に一般研究費（研究旅費を含む）を支給している。一般研究費は年
間 200 万円，個人研究費は教員一人当たり年間 20〜25 万円が支給されている。その他，研
究室には受け入れ卒論学生数，大学院生数に応じた実験・実習費が配分されている。一般
研究費は，各研究室において必要に応じて研究費を分配している。平成 19 年度における専
任教員数は 89 名で，研究費総額 17,900 万円，一人当たり平均 201 万円の配分であった（大
学基礎データ表 29）
。
また，私立大学等経常費補助金特別補助等への申請を推奨し，獲得した補助金額の半額
を翌年度に追加研究費として配分している。また，本学の北里大学学術奨励研究助成制度
により，若手研究者に対する助成を行っている。学部では，学部特別研究費制度により，
一般研究（准教授まで年齢不問）と萌芽研究（37 才未満）として年間 30〜50 万円を 10 数
名に助成し，研究の活性化を図っている。
国外の学会等出張費については全ての教員に対して 4 年に 1 度の割合で学部補助金を支
給するされるシステムがある。その他の国内外の学会出張は各研究室の研究費で賄ってい
る。
〔点検・評価〕
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研究室への研究費・個人研究費配分額は長い間据え置かれた状態であるが，学内外の各
種助成金の獲得により一定の研究費を確保し，他大学の同系列学部に比較しても遜色がな
いと思われる。学部の補助制度により海外出張費が支給されることは，海外発表の励みに
もなっている。
経常的な研究条件の整備
必須：教員個室等の教員研究室の整備状況

〔現状の説明〕
本学部・研究科の研究室の面積は 180 ㎡から 230 ㎡となっており，これには教授室，教
員居室，実験室，セミナー室（学生居室）などが含まれる。3 学科の研究室が 8 つの建物に
配置されており，建物ごとに実験室などの面積が若干異なっているが，水道，ガス，電気，
電話等の研究遂行上必要な環境が整備されている。教員一人当たりの研究室平均面積は約
94.40m2 である（大学基礎データ表 35）。2012（平成 24）年度（予定）に新しく建てられ
る教育・研究棟ではより広い研究室面積を確保するように心懸けている。
〔点検・評価〕
教員室として教授には居室が割り当てられているが，准教授・講師・助教については研
究室によってその処遇が様々である。特に教授以外の教員がクラス主任となった場合には
学生面談を行う場所に支障をきたしている。専攻学生数からみても研究室は手狭な状態に
ある。
経常的な研究条件の整備
必須：教員の研究時間を確保させる方途の適切性
必須：研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性

〔現状の説明〕
獣医学部における教員一人当たりの授業時間数（年平均）は，教授 114.49 時間，准教授
48.60 時間，講師 36.20 時間，助教 6.25 時間である。実習時間（年平均）は教授 580.71 時
間，准教授 604.75 時間，講師 640.15 時間，助教 678.15 時間となっている。その他，卒論
生（獣医学科：4 年後期から，動物資源科学科と生物環境科学科：3 年後期から）の指導と
して，獣医学科では教員一人当たり 3 名，他 2 学科では 7〜8 名を受け入れている。教員は
教育と研究活動をともに進めるという姿勢で臨んでいるが，研究時間の確保は教員個人に
委ねられている（獣医学科の臨床系教員は週 1 回の付属動物病院での診療担当がある）。
さらに，学内外の委員会，広報活動など業務は多岐に渡り，研究時間を確保することに苦
心している。
研修機会の場としては，教員が所属する学会等の開催する講演会・講習会を受講する機
会が与えられており，それに関わる旅費及び参加費なども個人に割り当てられる研究費予
算の範囲内で支出できる。また，海外での研修，学会出張については 4 年に 1 回の割合で
学部補助によって参加できる。教員の海外留学も所属研究室・教育系において講義・実習
などの担当を代替できる場合は，最大 2 年間の留学・研修が可能となっている。
〔点検・評価〕
教員の研究時間確保の問題点として，担当科目や診療による負担のアンバランスが一部
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の教員間に存在しており，さらに各種委員会，広報活動などの負担などにより，研究時間
の確保が難しい状況の教員が存在する。
研究活動に必要な研修や留学の機会がどの教員にも均等に図られるべきであるが，研究
室の人員配置数や担当科目数などの要因によって，その機会が適切に確保されない問題も
ある。
経常的な研究条件の整備
必須：共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
本学部では，学外研究機関や学科間での共同研究が活発に行われており，その研究計画
は研究費の効率化を図るため経常費補助金特別補助（共同研究）に申請されている。これ
には多くの研究室が参画し，共同研究を通じて研究の活性化と高度化を目指している。平
成 19（2007）年度の実績は，3 件 1,128 万円である。
〔点検・評価〕
経常費補助金特別補助による共同研究は学部・研究科の研究内容に沿ったものであり，
適切に運用されていると評価する。学内資金への取り組みとして，一定の成果を出してい
ると判断する。
競争的な研究環境創出のための措置
必須：科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況

〔現状の説明〕
１）科学研究費補助金の申請・採択状況
本学部教員における科学研究費補助金の申請・採択状況（継続分を含む）は下記のとお
りである。
＜平成 17 年度〜19 年度申請・採択件数＞
申請件数

平成 17 年度
67

平成 18 年度
65

平成 19 年度
56

採択件数

18

16

13

採 択 率

26.9%

24.6%

23.2%

２）その他の競争的資金の採択状況
平成 19 年度における科学研究費以外の研究助成金は総額約 183,361 万円で，教員一人当
たり約 2,060 万円であった（大学基礎データ表 34）。
「研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況」の項でも記載した研究助成先は，
下記の通りである。
【平成 17(2005)年度】
（社）北里研究所，
（株）アルビス，三共ライフテック（株）他の研究助成（16 件）
【平成 18(2006)年度】
（社）北里研究所，バイオベット（株）
，共立製薬（株）他の研究助成（14 件）
【平成 19 (2007)年度】
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明治製菓（株）
，
（社）北里研究所，
（財）上原記念生命科学財団他の研究助成（17 件）
〔点検・評価〕
科学研究費補助金の採択率が全国平均に比べると低い点について，教員組織と事務組織
での改善方法を検討することが今後の課題と認識している。
本学部では受託研究，研究助成をほとんどの研究室単位で受け入れていることから，採
択率にするとほぼ 10 割に近い数となる。本学部で競争的資金の中核をなすのは科学研究費
補助金となるため，その採択率は平成 17,18,19 年度でそれぞれ 26.9%,24.6%,23.2％となり，
年次の推移が低調である点が改善の具体的な箇所となる。
競争的な研究環境創出のための措置
任意：基般的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性

〔現状の説明〕
①学内資金と競争的資金のバランス
研究費の内訳
研究費総額

2006 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合
476,219,345
100.0%

2007 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合
419,297,387
100.0%

学内資金

195,281,265

41.0%

207,726,697

49.5%

競争的資金等

280,938,080

59.0%

211,570,690

50.5%

他学部と比較すると，研究費総額に対する学内資金の割合が高く競争的資金への依存率
は高くない。これはデュアルサポートシステムによる研究支援が機能していることを示し，
学内資金を有効に生かしつつ新たな競争的資金の掘り起こしができる可能性を有している
ともいえる。
②資金配分（運用）方法について
大学内においても若手研究者を支援する学術奨励研究助成金制度があり，科学研究費等
の申請を要件に応募できる仕組みとなっている。また，本学部にも研究奨励資金制度があ
り，新任教員がスタートアップするための研究資金を援助している。
〔点検・評価〕
大学と学部に確立されている競争的な研究奨励助成は，若手研究者の研究の活性化にな
っている。助成金額の少ない点が問題であるが，若手教員にとっては申請書作成などのト
レーニングは外部資金獲得のインセンティブとして有効な学内システムである。基盤的研
究資金と競争的研究資金のバランスは適正な範囲にあると考える。また，公的研究資金の
運用に関する管理も適正かつ厳正に行われていると評価する。
研究上の成果の公表，発信・受信等
任意：研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性
任意：国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況

〔現状の説明〕
研究論文については，研究費から英文校閲料，投稿料などとして支払うことができる。
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また，研究結果の公表については国内外の学会・研究会への参加が国内は年 2 回程度が経
常経費からの支出可能である。海外の学会についても学部補助が 4 年に一度受けられる仕
組みがあり，多くの教員が利用している。
研究成果の公表は，国内外での学会発表及び国際誌での論文発表等で広く行われている。
また学部ホームページ上で，附属フィールドサイエンスセンター八雲牧場や附属小動物診
療センターの情報を発信しており，直接的にも間接的にも研究に関わる成果を外部に伝え
ている。
〔点検・評価〕
研究論文・研究成果の公表を支援する費用は項目化されていないが，研究費の中から計
上でき，適切に運用されている。しかし，学部の立地条件から旅費の負担が重く，国内の
学会などへの参加を制限せざるを得ない場合もある。獣医学，畜産学，農業工学などの国
内外の学会誌・商業誌があり，研究論文・研究成果を公表・発信する手段に利用してい
る。
研究論文・研究成果の公表は，「北里大学研究年報」で大きな役割を果たしている。
「北
里大学研究年報」により，同じ研究分野に属する研究者にも情報を発信することができて
いる。
倫理面からの研究条件の整備
任意：研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性

〔現状の説明〕
科学技術が社会に与える影響を十分認識し，適正な研究活動を行っていくために，ライ
フサイエンス，生命倫理・安全に関する取り組みとして各種実験に適用される法令を教職
員に明確に示すとともに，遵守しなければならない事項を定めた「動物実験等に関する規
程」，「遺伝子組換え実験安全管理規程」，「バイオセイフティ管理規程」等が制定され
ている。北里大学実験動物委員会，北里大学遺伝子組換え実験安全委員会，北里大学バイ
オセイフティ委員会等の専門委員会は，学部長・学長に対し，研究者・実験室の承認から，
研究計画の承認・変更，中止，その他必要と認める意見を述べることができる。
〔点検・評価〕
専門委員会は学部内で行われる動物実験，遺伝子組換え実験，感染実験などにおいて，
それぞれの法令を遵守し，生命倫理と安全が担保できるよう実験計画申請書の審議を行い，
また運営状況を適切に把握している。動物実験では複数の専門委員会に跨る実験計画があ
り，委員会間でのスムーズな連絡・調整や審議ができるような仕組みを構築する必要があ
る。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇研究活動
研究計画の概要，研究年報及び事業業績などと併せて多元的業績評価を利用した，教員
の研究活動の評価を行い研究の活性化に繋げる。また，学科・教育系において教員の教
育・診療・管理運営などに関与する時間と役割を適正に調整し，研究活動の維持を図る。
◇研究における国際連携
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毎年実施している，国際交流協定校（米国：パデュー大学，ジョージア大学，テネシー
大学，中国・吉林大学）との教育研究交流を基軸とした国際的な共同研究プロジェクトへ
の進展を図る。
◇経常的な研究条件の整備
より効率的な学外研究助成金を獲得するため，有用な情報を学部内で共有し，適切な研
究費配分のあり方を検討する。また，教育科目の分担による教員間の教育時間負担の平衡
化などを図る。教員の研究活性化としてサバティカル制度など長期研究時間の確保の方策
を創設する。施設・設備面では，研究室面積と教員居室の見直しなど，研究環境の基本的
条件の整備を推進する。全教員が競争的資金獲得の意識を向上させ採択数を増加させる方
策を図る。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
特に若手教員の投稿論文作成への支援体制，研究成果発表の活性化などの方策を検討す
る。
◇倫理面からの研究条件の整備
各種委員会を整備し研究倫理を支えるシステムを保有しているが，獣医学部は動物を科
学的に探求する学部の特質から動物を利用する研究が多い。動物実験のあり方と動物愛護
法の精神に則り，動物を適切に利用することに配慮する。
２−３．医学部
〔到達目標〕
本学部では，一般教養課程と専門課程の区分をなくし，体系的に学ぶ「器官系別総合教
育」を全国に先駆けて実践してきたように，研究面においても「医工連携」
「農医連携」な
ど，分野を超えた学際的な視点を重視した研究活動の展開を目指している。
また地域社会への貢献という観点から，地元企業や行政との産学官連携による共同研究
を推進するとともに若手研究者の育成とイノベーションの創出を通した地域の活性化を目
指している。以上のことを実現するため，次のとおり到達目標を設定した。（平成 12
（2000）年度大学相互評価時及び平成 14（2002）年／前医学部長就任時，平成 18（2006）
年／現医学部長就任時に設定）
◇研究活動
研究活動を通して得た成果を，学会や学術雑誌等への発表や積極的な公開を促進するた
め，研究費の配分や学会等出張費及び学会開催費の補助などを更に充実させるとともに，
研究成果の社会還元，研究業績等の質・量を向上させる。
◇研究における国際連携
本学部における国際連携研究は，研究者個々の努力によりここ数年間で飛躍的に実績を
伸ばしている。本学では，全学的な視野に立った連携を促進するため，若手研究者を含め
た海外からの研究者招聘等の積極的な交流を推進することとしている。そのために本学の
特色を生かした魅力ある研究の推進はもとより，充実した受入れ施設の確保と支援体制を
構築する。
◇経常的な研究条件の整備
研究条件には主に「研究費」
「環境」
「時間」の 3 つの要素が確保されて質の高い研究を
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遂行することが出来る。
1 画一的な研究費の配分を改め，研究者の意欲と実績を充分考慮した配分方法をの確立す
る。
2 共同利用機器や研究室スペースの効率的運用方法を検討する。
3 研究者の学部経営等に関する各種委員会など研究以外の業務負担の軽減を図る。
◇競争的な研究環境創出のための措置
インセンティブと強制力の両面からの措置により，競争的研究環境の創出を計ることと
している。
1 研究費の配分に関係する項目
1）論文等の業績
2）外資獲得支援経費（外資獲得貢献者への研究費還元）の状況
3）科学研究費補助金の申請・採択状況
2 多元的業績評価
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
成果公表に係る費用の一部負担などの制度を創設することなどにより，より多くの成果
を社会に還元する。
◇倫理面からの研究条件の整備
本学部では，中央審査体制を確立し，複数の指針に対応できる専門家を有した委員会を
設置し，コンプライアンスとその啓発活動をより強力に推進する。また中央審査委員会に
は利益相反委員会の設置も視野にいれ，研究審査に関連する全てを一元的に実施すること
としている。
研究活動
必須：論文等研究成果の発表状況
任意：国内外の学会での活動状況
任意：当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況

〔現状の説明〕
①論文等研究成果の発表状況
研究活動の成果は国内外の各学会や研究会の場で発表され，学術論文として学会誌など
に発表している。平成 15(2003)年度は 940 報，
平成 16(2004)年度は 927 報告，
平成 17(2005)
年度は 914 報，平成 18(2006)年度は 851 報，平成 19（2007）年度は 835 報である。
また，研究活動の活性度の検証として，1 年間の研究成果として，著書，論文，学会発
表等の目録を単位ごとに取りまとめた研究年報（北里大学医学部・大学病院研究業績集）
として発行すると共に，学部専用ホームページに掲載することにより研究活動の状況を明
らかにしている。
②国内外の学会での活動状況
H15（2003）

H16（2004）

H17（2005）

H18（2006）

国際学会講演等

175

238

192

207

全国学会講演等

1114

1144

1171

1298
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地方学会講演等

747

717

673
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本学部の研究活動関連の深い国内の学会としては，日本産業衛生学会，日本リウマチ学
会，日本小児科学会，日本循環器学会，日本骨折治療学会，日本形成外科学会，日本産科
婦人科学会，日本耳鼻咽喉科学会，日本病理学会，日本胸部外科学会，日本皮膚科学会，
日本解剖学会，日本生理学会，日本法医学会，日本消化器病学会，日本癌学会，日本免疫
学会，日本眼科学会，日本救急医学会，日本生化学会，日本泌尿器科学会，日本医学放射
線学会，日本内科学会，日本脳神経外科学会，日本糖尿病学会，日本麻酔科学会，日本薬
理学会，日本呼吸器学会，日本細菌学会，日本精神神経学会，日本外科学会などがある。
各学会で本学部の教員は，副理事長，評議員，代議員，理事，学術委員などを担当し，各
学会活動にも大きく貢献している。他の学会も同様である。
③当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況
本学部における特筆すべき研究分野の研究活動の主なものは，以下のとおりである。
○治験・臨床研究： 平成 19 年度から，厚生労働省科学研究費により，「多施設共同臨床
研究を推進するための戦略的国内外ネットワークとそれを担う人材の育成」をテーマに
米国・ハーバード大学，韓国・ソウル国立大学，台湾・国防医学院，中国・北京協和医
院等との共同事業として，国際共同臨床試験・研究を実施するためのネットワーク構築
等の作業を開始している。なお，本件に関連した実績等により厚生労働省から治験中核
病院としての認定を受けている。
○医工連携によるイノベーション研究：

青山学院大学理工学部及び相模原市との学術交

流協定に基づき複数の共同プロジェクトが活発に推進されている。中でも「SSG‑
DBR レー
ザを用いた機能学的 3 次元 OCT の開発と臨床への応用に関する研究」は，文部科学省の
科学研究振興調整費に採択されており，眼科領域等での臨床応用が高く期待できる。な
お，平成 20（2008）年度からは，大学間での協定を締結し，本学の医療分野と青山学院
大学の社会系・情報系・人文系分野の学際的・多角的連携による最先端の医療経営及び
医療イノベーションの専門的教育に発展させる予定である。
〔点検・評価〕
厚生労働省から治験・臨床研究に関するテーマで科学研究費の採択を受けたことで，念
願の臨床研究に関する推進事業を海外機関と共同で実施できることは，医学部のみならず
大学全体としても大きな前進であると評価できる。
また，「医工連携研究」では，前述以外では地域企業との共同研究によるオゾン水の皮
膚科学的研究による有効利用の可能性に関する研究や地域病院との医療情報の相互共有等
を目的とした双方向高速転送技術の開発研究が進展している点は高く評価できる。
しかし，これらは一部の研究者等による実績に過ぎず，教員数に比較して学会等での活
動状況からも明白である。本学部全体としての研究のグレードを上げ，高度な研究活動を
推進していくためには，研究者個人の努力のみに頼らず，学部レベルでの方策が必要であ
ると考える。
研究活動
任意： 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況
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〔現状の説明〕
本学部において研究助成を得て実施している研究は，平成 17（2005）年度は 71,076 千
円（研究費総額の 13.8％），平成 18（2006）年度は 123,771 千円（20.5％），平成 19（2007）
年度は 98,492 千円（15％）と毎年高い割合を示していることから，本学部において，研究
助成は非常に重要な研究費財源であることを表している。
〔点検・評価〕
助成団体等からの募集要項を掲示や研究委員会での連絡などにより徹底周知した。また，
経常研究費の削減と研究単位への研究費配分により，個々の教員が自身の研究目的のみに
使用できる研究費の獲得を目指し，積極的に応募していることは高く評価できる。
また，科研費等の競争的研究費による研究も年々増加しており，特に国外研究機関との
共同研究の増加が顕著となっていることは評価できる。
研究における国際連携
任意：国際的な共同研究への参加状況
任意：海外研究拠点の設置状況

〔現状の説明〕
平成 19 年度より厚生労働省科学研究費の補助により，「多施設共同臨床研究を推進する
ための戦略的国内外ネットワークとそれを担う人材の育成」をテーマに国際共同臨床試
験・研究を実施すべくネットワーク構築等を開始している。
また，独）日本学術振興会の委託事業により，「日本とカナダにおける高年齢労働者の
健康の比較と改善策の検討」をカナダ・マクギル大学との共同研究で推進している。
〔点検・評価〕
両プロジェクトともに競争的資金により推進されていることから，それぞれのプロジェ
クトの重要性が評価されていることが伺え，また，活発な交流（渡航および招聘）を実施
しいる点からも順調に研究が推進されていると評価できる。しかし，これらは一部の研究
者による取り組みであり，組織として充分にサポートする体制が取られていない。
経常的な研究条件の整備
必須：個人研究費，研究旅費の額の適切性

〔現状の説明〕
○研究経常費： 平成 19 年度における専任教員数は 1,003 名で，
研究費総額 21,500 万円，
一人当たり平均 21 万円の配分であった（大学基礎データ表 29）
。なお，研究単位への研
究経常費の総額は 1 億 4 千万円であり，教員一人当たりに換算すると約 300 千円である。
平成 19（2007）年度の配分は，研究単位の規模等により配分する基本配分は約 47,000
千円
（1 研究単位平均 1,146 千円）
。人員による配分が一人当たり 30 千円で合計約 11,400
千円。主任教授兼務単位配分が一人当たり 300 千円で 600 千円。論文が掲載された欧文
誌の IF により配分する業績配分は 41,500 千円となっている。また，系・センターの共
同利用施設等への配分が 54,000 千円。附属研究施設へ 15,500 千円を配分した。
さらには平成 17（2005）年度より実施された「外資獲得支援経費」として経常費補助
金を採択された研究グループ等に対して 7,495 千円を配分した。本制度は医学部におけ
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る研究活動の活性化を図るべく優れた研究活動等を支援することを目的として科学研究
費補助金への申請・採択状況，医工連携研究の推進チーム等に対し配分される研究費で，
学部内の競争的研究費に位置付けられている。
○研究旅費： 国内は年間 2 回まで全額，国外は 3 年に 1 回半額が支給される。
〔点検・評価〕
本学部における研究経常費および研究旅費の配分額は，他学部と比較すると少額である。
しかし，学部競争的研究費である「業績配分」
「外資獲得支援経費」が全体の 35％を占め，
経常費補助金同様，在籍しているだけで配分される時代からの脱却を図ってきた。その結
果，外部資金獲得への動機付けとなり，科学研究費補助金（厚生労働省含む）等の競争的
資金への積極的な申請・採択につながっていると推測される。
経常的な研究条件の整備
必須：教員個室等の教員研究室の整備状況

〔現状の説明〕
本学部主任教授の居室はデスクワークに必要な個人研究室(居室：床面積 19.17 ㎡)が
与えられており，外線直通可能な電話回線が引かれ，インターネット接続ができるように
イーサネット配線が引かれている。教授（正教授）・准教授は 2 人の相部屋（床面積 18.31
㎡ ）で，設備的には主任教授に準ずる。講師・助教は大部屋をパーテンションで区切った
１人部屋(床面積 6.7 ㎡〜6.9 ㎡)で，インターネット接続に関しては整備されているが，
電話は共有である。助教（研究員）・助教（病棟医）の居室は床面積 40.6 ㎡〜52.98 ㎡の
各単位数人の相部屋となっている。
〔点検・評価〕
教員居室は教授（主任教授）に居室が割り当てられているが，教授（正教授）は居室が
不足しているため准教授の部屋に同居し，講師・助教については，常時数名が部屋の空き
待ちをしているのが実情である。各居室の電話回線については，外線通話は可能であるが，
全て交換台を介した接続になっているため直通回線は交換器の都合で増設できない状況に
あり，一部国際電話等で FAX を送る際不都合が生じている。
経常的な研究条件の整備
必須：教員の研究時間を確保させる方途の適切性
必須：研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性

〔現状の説明〕
医学部における教員一人当たりの学部授業時間数（年間平均）は，教授が 36.82 時間，
准教授が 33.06 時間，講師が 24.17 時間である。実習時間は教授が 84.43 時間，准教授が
64.44 時間，講師が 57.71 時間となっている。
教員は，教育研究活動の他，学内外の各種委員会等（学内外）への出席が多岐にわたり，
1 人の教員が複数の委員会等委員を受け持つ事例も珍しくない。また，臨床系教員（一部基
礎系教員）は，さらに診療行為も加味されるため，研究時間を確保するのが困難な状況に
ある。
〔点検・評価〕
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基礎系教員は，各種委員会業務の一部教員への偏重，臨床系教員については，昨今の医
師不足から診療に費やす時間が増大しており，研究時間の確保が十分に得ているとは言い
難い状況である。
経常的な研究条件の整備
必須：共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
平成 17（2005）年度より学部内競争的資金として「外資獲得支援経費」制度を導入し，
優れた研究活動および意欲的な研究活動に対して，研究経常費の増額配分を実施している。
（前述）
配分項目の一つに「学術交流協定を締結している大学等との共同研究の奨励配分」とし
て，申請された計画を研究委員会で審議し採択された計画に対して 600 千円を配分するも
のであり，2,000 千円を毎年度配分している。
〔点検・評価〕
本制度はプロジェクトの完了までを全面的にバックアップするものではなく，後に外部
資金獲得につながることが期待できる揺籃期の研究に対して支援するもので，研究費単価
は決して高額ではない。しかし通常の研究経常費とは異なり個人研究費として配分される
ため，研究意欲の高い研究者が有意義に活用されていると思われる。それは，「特筆すべ
き研究活動」でも記述したように，本制度に関連した研究が現在イノベーション化に近い
段階まで進展していることからもその効果は大きいと推測できる。
競争的な研究環境創出のための措置
必須：科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況

〔現状の説明〕
１）科学研究費補助金申請・採択状況

本学部教員における科学研究費補助金の申請・採択状況（継続分を含む）は下記のとお
りである。
毎年「科学研究費獲得フォーラム」を開催して申請を促す取り組みを行っているが，申
請件数・採択件数共に思わしい結果が見られていない。
＜平成 17 年度〜19 年度申請・採択件数＞
申請件数
採択件数
採 択 率

平成 17 年度

平成 18 年度

平成 19 年度

204
60
29.4%

195
67
34.4%

170
57
33.5%

２）厚生労働科学研究費交付状況
厚生労働科学研究費補助金の申請・採択状況は下記のとおりである（分担研究を含む）。

年々交付額が増加する傾向にある。
交付件数
交 付 額

H17(2005)
27
56,726 千円

H18(2006)
39
107,088 千円
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37
203,954 千円
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３）その他の競争的資金の採択状況

その他の競争的資金の採択状況は下記のとおりである。主に文部科学省のハイテク
リサーチセンター経費および学術フロンティア経費である。
交付件数
交 付 額

H17(2005)
5
74,100 千円

H18(2006)
9
73,700 千円

H19(2007)
6
62,600 千円

〔点検・評価〕

文部科学省科学研究費の申請採択については，研究委員会及び教授会にその状況を
報告するとともに，学内報，医学部ニューズで公表している。申請，採択に応じて研
究費を「外資獲得支援経費」として配分し，競争的資金の獲得に努めている。
申請数は，基礎系教員についてはほぼ全員が申請している。しかし，臨床系教員に
ついては診療業務の多忙と，出向している教員が多いため，研究時間が取れない等に
より申請率が低い。また，電子申請操作に手間取る等の原因で申請数が減少している
ことも考えられる。
任意： 基般的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性

〔現状の説明〕
①学内資金と競争的資金のバランス
研究費の内訳

2006 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合

2007 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合

研究費総額

604,387,155

100.0%

656,447,525

100.0%

学内資金

191,417,397

31.7%

257,299,564

39.2%

競争的資金等

412,970,758

68.3%

399,147,961

60.8%

②資金配分（運用）方法について
現在，本学部におけるデュアルサポートシステムは，研究経常費（一般研究費）と競争
的資金（一般研究費および特別研究費）の二本立てによる支援を基本としている。
研究経常費は，研究単位，系・センター，附属研究施設毎に所属する教員の人数等に応
じた配分（
「個人研究費，研究旅費の額の適切性」参照）であるのに対し，競争的資金は，
教員の努力と成果に応じ次の２種類の配分により競争原理を導入している。
③業績配分（成果配分）
欧文誌に掲載された論文と論文掲載報告書により， IF に準拠した点数が付され過去 3
年間の総点数により翌年度の研究経常費の予算配分が決定される。全教員の点数は単位毎
にまとめて教授会で公表される｡
④外部資金獲得支援経費（努力配分）
1）科研費申請・採択増進配分
（科研申請件数×30 千円×調整率）＋採択件数×20 千円
2）学術交流協定機関との共同研究配分
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共同研究申請書に基づき研究委員会で審査。600 千円/１件
3）経常費補助金特別補助等申請者配分
経常費補助金特別補助に採択された研究者（グループ）に対し配分
300 千円/１件
4）重点的支援研究配分
研究委員会で承認された特色ある研究計画に対し，研究委員会で承認さ等れた特色あ
る研究計画に対し，研究内容等を勘案し配分額を決定する。
〔点検・評価〕
学部財源でのデュアルサポートシステムを導入することにより，研究単位を越えたグ
ループ等の個々の研究（特に揺籃期）の研究環境確保への支援にも対応している点は評価
できる。また，成果配分についても教員のインセンティブとして一定の機能を果たしてい
ると評価できる。
研究上の成果の公表，発信・受信等
任意：研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性
任意：国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況

〔現状の説明〕
本学部においては，経常的研究費の配分基準の一つとして「業績配分」という制度があ
る。配分額は 41,500 千円である。配分方法は，欧文誌に掲載された論文の別冊と研究に使
用した中大型機器の名の記載された論文掲載報告書を教員が提出し，研究委員会で掲載誌
の IF に準拠した点数を付して毎月教授会に提出し，過去 3 年間の総点数により翌年度の研
究経常費の予算配分を実施することにより，研究論文・研究成果の公表を支援している。
また，国内外学会等での公表を支援するため，全教員年 1 回の旅費及び宿泊費を学部が
支援している。
研究成果の発信・受信する条件の整備としては，図書館を介して電子ジャーナルがを閲
覧でき，ダウンロードも可能である。各教員は，各種ジャーナルへの電子投稿も行ってい
る。
〔点検・評価〕
業績配分および学会発表に係る旅費等の支給は，積極的な研究成果の公表促す上で，十
分な動機付けとなっている。
また，電子ジャーナルについても，図書館毋で自由に閲覧できる環境を提供しているこ
とから，十分に整備されていると評価できる。
倫理面からの研究条件の整備
任意：研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性

〔現状の説明〕
北里大学医学部並びに病院には，「北里大学医学部・病院倫理委員会規程」に基づき，
Ａ，Ｂ，Ｃの 3 つの倫理委員会を組織して，医学研究が適正に遂行されるための管理・運
営を行い，医の倫理を遵守することとしている。
Ａ倫理委員会：
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１）医倫理に関する基本的事項を調査・検討し，理念的なものを考究・討議する。
２）Ｂ・Ｃ委員会からすべての報告を受ける。
３）Ｂ・Ｃ委員会から判断を求められた件を審議する。
４）２），３）につき，Ｂ・Ｃ委員会の決定に対し意見を述べ，修正を勧告できる。
５）その他医学部・病院ですでに実施中のマニュアル等につき中止・修正を勧告でき
る。
６）医学部・病院の全職員に対し，また，必要に応じて学生・地域住民等に対し，医倫
理に関する教育を企画指導する。
７）その他倫理委員会の目的達成に必要な事項を審議する。
Ｂ倫理委員会：
医学部および病院におけるヒトを対象とする研究が，倫理的配慮のもとに行われるこ
とを確保するために必要な事項を審議し，研究者に対して指示・勧告を与えるとともに，
必要に応じて基準・指針等を作成する。
Ｃ倫理委員会：
北里大学病院・東病院において行う医療行為が，倫理的配慮のもとに行われることを
確保するために必要な事項を審議し，申請者に対し指示，勧告を与える。
倫理基準遵守のために，以下の規程が制定されている。
１）北里大学医学部・病院研究倫理規程
２）北里大学医学部・病院研究倫理基準
３）北里大学医学部・病院ヒトゲノム倫理審査小委員会細則
４）北里大学医学部・病院遺伝子治療審査小委員会細則
５）北里大学医学部・病院遺伝子治療「安全・効果評価・適応判定」専門小委員会細則
一方，実験動物については，医学部動物実験・倫理委員会規程が整備されており，「北
里大学における動物実験等に関する規程」に基づき，動物実験が科学的かつ動物の福祉
の面で適切に行われるよう指導，助言，審査，承認および実験遂行の監視について協議
している。その他，遺伝子組換え実験，感染実験においても，各委員会での審査と法
令・学内規則に基づき実施されている。
〔点検・評価〕
医学研究については，各委員会が有機的に機能し，適切に審査業務に対応している。因
みに，Ｂ倫理委員会の平成 15（2003）年から平成 18（2007）年までの案件数は 212 件，
Ｃ倫理委員会の案件数は 234 件であった。何れも特段の支障を来たす事無く進行されてい
る。
しかしながら，コンプライアンスという意味では，如何に監視の目を行き届かせるか，
各案件についての進捗状況を確認することが大変重要である。現在定期的な報告は義務付
けているが，全案件に対して，整然とチェックが行われているとは言えないのが現状であ
る。その他のライフサイエンス関連研究は，それぞれの法令，規則を遵守するとともに，
各専門委員会で実験計画の審査を行うことで，安全が確保されている。

B 倫理委員会
C 倫理委員会

15 年度
（2003）
29
46

16 年度
（2004）
58
44

17 年度
（2005）
58
51

550

18 年度
（2006）
67
93

19 年度
（2007）
66
79

合 計
278
313
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〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇研究活動
現在，学部内で行われているシステムでは研究活動の活性度を十分に検証できないため
新たなシステムの構築について検討する必要がある。また，研究業績の乏しい教員に対し
ては，所属単位の教授を通じて研究活動の活性化を呼びかけるとともに，外部資金の獲得
についても科学研究費説明会の開催などにより，研究者一人一人の意識改革を促すための
環境作りを図っていく。
また，学内助成制度をさらに充実し，特に若手研究者に対する資金面での支援により，
ポテンシャルを引き出し，自立性を確保することが学部全体の底上げとなる。ひいては研
究成果の社会還元，研究業績等の質・量の充実に繋がると期待できる。
教員が申請し獲得した研究費等の報告を義務付け，実態の把握を図ることにより，より
適正な評価に基づく研究費還元システムの構築が可能となる。
◇研究における国際連携
教員が積極的に国外へ進出できる環境作りとして，直接的な研究の推進以外の業務の負
担軽減を図るべく支援体制の構築を実現させたい。また，研究者個人の努力で開拓された
海外研究機関との繋がりを一つのきっかけに，学部レベル，更には大学レベルの学術交流
事業として発展させる。そのためには国際学会等での発表に対するサポートや優秀な論文
に対する研究費を増額配分などによるインセンティブの付与は不可欠であると考える。
◇経常的な研究条件の整備
○経常的研究費配分は，熟成された配分基準に基づき適正に配分されており，研究意欲
の高い教員にとってはインセンティブとなっている。しかし，研究意欲の低い教員に
対する対応は十分ではない状況にある。学部内での競争的研究費の割合を増加させる
などの色彩を強めたい。また，研究活動の実績を研究旅費や研究スペース等に反映す
ることも検討していく。
○学内の各種委員会等の委員の委嘱については，一部の教員に集中して教育研究活動に
支障が生じないよう適切に選出する。さらに，非常勤講師の増員，ＴＡ等の積極的な
登用を促進し，教員の教育面での負担を軽減して研究活動および研修機会の確保に努
める。
○ 配分した研究費を有効に活用できなかった事例も見受けられることから，研究期間
終了後に実績報告書の提出を義務付け，評価･監査することを検討する。
◇競争的な研究環境創出のための措置
大学にとって外部資金獲得は必要不可欠である。その中でも科学研究補助金は大学の研
究活動を客観的に評価する指針にもなっているとともに，重要な研究資金にもなっている
ため，平成 17（2005）年度から説明会を実施して申請を促している。また，平成 19（2007）
年度には科学研究費獲得フォーラムを開催して具体的な申請書の作成に関する解説がなさ
れた。今後は競争的資金等の獲得に向けて，研究計画の早期発案・作成，研究意識の向上
など教員の自覚を促す努力が必要である。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
研究分野等により専門誌のＩＦが異なるので，不公平が生じざるを得ない。社会医学系
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では社会貢献についても評価するなど，分野毎の特徴を考慮し評価できる体制が将来的に
は必要である。また，この業績評価（IF による評価）基準を参考として，研究費とは別に
論文印刷・投稿・学会発表等に係る経費の学部負担制度を導入し，より多くの成果が公表
される仕組みを取り入れる。
◇倫理面からの研究条件の整備
学部，病院のそれぞれに設置されている倫理委員会を統合し中央審査委員会の設置が必
要である。中央審査委員会は，いわゆる各指針等との整合性，社会的合意，利益相反など，
研究者のポリシーを審査するという受身的機能だけではなく，啓発活動の実施・相談窓口
の設置による研究者の自発的な知識と思慮の向上を目指す。
２−４．海洋生命科学部・水産学研究科
〔到達目標〕
海洋の生命現象を明らかにし，その知見に基づいて海洋生物の有効かつ永続的な利用を
目指す海洋生命科学の重要性は，今後ますます大きくなると期待される。三陸キャンパス
の地域特性を活かしながら，国際的にも高い評価が得られる幅広い研究活動を行なうとと
もに，研究成果を社会へ還元する。以上のことを実現するため，以下の到達目標を設定し
た。（平成 12（2000）年度学科及び研究科改組時，平成 14（2002）年度日本技術者教育
認定機構(JABEE)試行審査受審時及び平成 20（2008）年度学部名称変更時に設定）
◇研究活動
1 有力国際学術誌に積極的に研究成果を発表する．
2 国内外の関連学会において積極的に活動する．
◇研究における国際連携
1 海外の研究者を積極的に受け入れ，外国人研究者との交流を通して研究の活性化を図
る。
◇経常的な研究条件の整備
1 研究機器や設備の充実により研究活動を活性化する。
2 研究室と共通機器室を増設して研究環境の充実を行う。
◇競争的な研究環境創出のための措置
1 科学研究費補助金をはじめとする公的研究費の積極的な獲得のための支援を引き続き推
進する．
2 科学研究費補助金獲得の必要性についての意識付けを行なうとともに，申請書作成等の
サポート体制を確立して採択数の増加を目指す。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
1 研究成果の公表を支援するために准教授以下の教員を対象として，査読付き英文論文の
投稿の成果に応じて研究費の特別配分を行なう。
◇倫理面からの研究条件の整備
1 学校法人北里研究所研究倫理基準の周知・徹底を進める。
2 動物実験，遺伝子組換え実験，病原体等を使用する実験，放射線同位元素を用いた実験
等が適切に行なわれるための学内規則等の理解と周知の支援活動を行っていく。
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研究活動
必須：論文等研究成果の発表状況
任意：国内外の学会での活動状況
任意：当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況
任意：研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況

〔現状の説明〕
①論文等研究成果の発表状況
本学部・研究科教員の過去 5 年間の研究活動は，「専任教員の研究業績」
（大学基礎デー
タ表 24）のとおりである。本学部教員の毎年の研究活動は，『研究年報』
（学部，学科，講
座毎の北里大学学術研究基準により分類された研究業績一覧）によっても確認できる。そ
れは，各教員から提出される業績リストにもとづいて作成され，当該年度における研究・
業績が公開される。この他に『事業業績』
（年刊）によって各教員の学術賞の受賞状況，国
外留学，国外出張，補助金・助成金等交付状況等も公開されている。これらにより，本学
部教員の研究活動が明らかになり，検証可能になっている。学術論文数は平成 15（2003）
年度 54 件，16（2004）年度 62 件，17（2005）年度 76 件，18（2006）年度 87 件，19（2007）
年度 73 件であった。また平成 15 年度から 19 年度までの 5 年間に本学部教員が受けた学術
賞は計 6 件であった。
②国内外の学会での活動状況
本学部・研究科の研究活動と関連の深い国内の学会として日本水産学会，日本水産増殖
学会，魚類学会，日本魚病学会，日本藻類学会，日本付着生物学会などがある。本学部に
もっとも関係の深い日本水産学会では，本学部の専任教員は，評議員，東北支部評議員，
編集委員会委員，学会賞選考委員会委員，学会賞推薦委員，水産学教育推進委員会委員，
シンポジウム企画委員会委員，水産増殖懇話会委員会委員などを担当し，学会活動にも大
きく貢献している。他の関連学会においても同様である。これらの学会での研究発表は，
平成 18 年度 90 件，平成 19 年度は 154 件である。国際学会での発表も活発に行っており，
平成 18 年度 32 件，平成 19 年度は 20 件に上る。また，文部省学術審議会専門委員や日本
学術振興会特別研究員等審査委員として当該研究分野の委員会等運営に寄与している。
③当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況
海洋生命科学部は 1 学科 3 大講座（増殖生物学講座，環境生物学講座，応用生物化学講
座）からなる。増殖生物学講座では，水生動物の増殖，生理，成長，生殖，内分泌，生体
防御機構など水産増養殖の基礎を総合的に研究している。環境生物学講座では，水生動植
物・微生物の生態，形態，分類，系統関係などを研究し，水産生物資源の持続的および再
生産的利用を目指している。応用生物化学講座では，水産生物の諸成分の生物活性や構造
を解明し，水産生物の安全かつ高度な有効利用に関する研究を展開している。
④研究助成を得て行なわれる研究プログラムの展開状況
平成 19 年度における学外からの研究助成の実績を以下にまとめる。本学部では学部教員
による共同研究を推進している。平成 18 年度からは学部教員による共同研究「魚介類生産
における有用生体内情報伝達物質の機能解析」，「水棲動植物の環境応答の解明と生物生
産・環境保全への応用」，「特殊生体成分から探る沿岸性海洋生物の特異な生命現象と生
物間ネットワークおよびその作用」が実施されている。さらに一部の教員であるが，文部
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科学省科学研究費基盤研究Ａ「東南アジアにおける有毒渦鞭毛藻類の発生と広域化機構」
の共同研究者として研究を進めている．
この他，研究助成を得て行われる研究の主な実施状況は以下の通りである。
【平成 17(2005)年度】
１．科学研究費補助金：文部科学省 18 件
２．受託研究：自治体 3 件（岩手県 2 件，大船渡市 1 件）
，法人 5 件（
（財）岩手産業振興
センター，
（独）水産総合研究センター2 件，
（独）科学技術振興機構，
（社）岩手県さけ・
ます増殖協会 1 件）企業 3 件（マリーン開発（株）
，日産化学工業（株）
，日本水産（株）
）
３．助成研究：企業 1 件（
（株）加島屋）法人 1 件（
（財）港湾航空建設技術サービス）
【平成 18(2006)年度】
１．科学研究費補助金：文部科学省 16 件
２．受託研究：自治体 6 件（岩手県 5 件，大船渡市 1 件）
，法人 6 件（
（財）さんりく基金
１件，
（独）水産総合研究センター1 件，
（独）科学技術振興機構 3 件，
（社）岩手県さけ・
ます増殖協会 1 件）企業 2 件（
（株）三陸とれたて市場，
（株）日産化学工業）
３．助成研究：企業 2 件 （第一化学薬品）
，法人 1 件（
（財）港湾航空建設技術サービス）
【平成 19 (2007)年度】
１．科学研究費補助金：文部科学省 15 件
２．受託研究：自治体 4 件（岩手県 2 件，大船渡市 2 件）
，法人 7 件（
（財）さんりく基金 2
件，
（独）水産総合研究センター1 件，
（独）科学技術振興機構 2 件，
（社）岩手県さけ・
ます増殖協会 1 件，
（財）いわて産業振興センター1 件）企業 3 件（
（株）日産化学工業，
（有）三陸とれたて市場，
（株）丸辰カマスイ）
３．助成研究：企業 4 件 （Phama Mar S.A，第一化学薬品（株）
，協和発酵工業（株）
）
，法
人 1 件（
（財）杉山産業化学工業）
〔点検・評価〕
研究助成を得て行われる研究プログラムは，例年 35 件前後が展開されており，教員の研
究活動やその成果が社会的に広く認知，評価されていることを示す。また，助成を受ける
機関も省庁から自治体，企業に至るまで多岐にわたっており，個々の教員が機会をとらえ
積極的に外部資金の導入に努めていることが窺われる。これらのサポートは高度な基礎研
究を展開する上でも必要な資金であり，これらの研究費を基盤として高度な研究実績が生
まれている。また，研究助成を受けて展開される研究の成果は直接応用や実用化に結びつ
くことも多く，地域，社会貢献の側面からもその貢献度は大きい。これらの点から，より
組織的な取り組みを強化しながら，今後とも積極的に外部資金の導入を図る必要がある。
研究助成を得て行われる研究プログラムの展開については大きな問題はないと考えてい
る。
研究における国際連携
任意：国際的な共同研究への参加状況
任意：海外研究拠点の設置状況

〔現状の説明〕
本学部では，共同研究や研修を目的として来日する研究者を平成 17 年度 11 名，平成 18
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年度 8 名，平成 19 年度 16 名を受け入れた（大学基礎データ表 12）。主な出身国はタイ，
ベトナム，フィリピンなどである。また，海洋生物の自然毒に関わる国際的研究協力を推
進するため，ベトナム国立海洋研究所との間で共同研究に関する覚書（2007 年 8 月〜2010
年 3 月）を交わした。さらに，「日本学術振興会科学研究費基盤研究Ａ海外学術調査」，
学術振興会多国間ならびに二国間研究協力事業，JICA プロジェクトなどに積極的に参画
しており，東南アジア諸国を中心として活発な国際共同研究が行われている。
〔点検・評価〕
海洋生命科学分野の学問的特性も相俟って活発な国際共同研究が展開されている。これ
ら共同研究の成果は学術論文（原著論文のうち 39％）として公表されており，フィリピン
における麻痺性貝毒モニタリング体制の構築，ベトナムにおける有害生物リストの作成，
タイにおける有用海藻・海草群落の調査など，当該諸国の水産業振興や食の安全性確保に
具体的貢献を行っている。これらの点は高く評価できる。
教育研究組織単位間の研究上の連携
必須：附置研究所を設置している場合，当該研究所と大学・大学院との関係
任意：大学共同利用機関，学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係

大学全体のみ記載
経常的な研究条件の整備
必須：個人研究費，研究旅費の額の適切性
必須：教員個室等の教員研究室の整備状況
必須：教員の研究時間を確保させる方途の適切性
必須：研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性
必須：共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
本学部では各研究室に一般研究費（研究旅費を含む）を支給している。一般研究費は１
研究室当り年間 250 万円である。また，研究室ごとに受け入れ卒論学生数，大学院生数に
応じた実験・実習費が配分され，学生の研究遂行に使用されている。平成 19 年度における
専任教員数は 30 名で，研究費総額 3,600 万円，一人当たり平均 122 万円の配分であった（大
学基礎データ表 29）。この他，学部内競争的資金として一定の基準を設け英文原著論文発
表数に応じた研究費（１報につき 20 万円）を配分している。
本学部・研究科の教員研究室は個室（9 室）および共同研究室（65 室）から構成されて
おり，1 室あたりの平均面積はそれぞれ 28.37 m2，40.07 m2，教員一人当たりの研究室平均
面積は約 96.78m2 である（大学基礎データ表 35）。各研究室には水道，ガス，電気，電話
等の研究遂行上必要最低限の環境が整備されている。
本学部教員の年間の授業担当は，基本的に教授 4 単位，准教授 2 単位，講師 1〜2 単位で
ある。その他に，全教員が専門英語 2 単位と実習科目 7 単位
（5 研究室で分担）
を担当する。
学部授業時間数(年間平均）は，教授が 531 時間，准教授が 515 時間，講師が 505 時間で
あり，実習時間は教授が 63 時間，准教授が 68 時間，講師が 63 時間である。これは研究に
差し障るほどの負担ではないと考えている。教員一人当たり 6〜8 名の卒論生（4 年次生 ）
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の研究指導を行う必要があるが，教員は研究活動をともに進めるという姿勢で臨んでおり，
研究時間の確保という点では大きな問題はない。また，三陸キャンパスでは公共交通機関
の利用が困難なため，教員は自家用車で通勤しており，是非は別として夜間まで研究の遂
行が可能である。
国内の学会等出張旅費は，平成 19（2007）年度は教員一人当たり平均約 22 万円であっ
た。また，海外の国際学会で研究発表をする場合には，年間 5 件程度，学部から旅費・滞
在費が支給される。平成 19 年度の国外の学会出張旅費は，約 89 万円（9 件）で一件あた
り約 10 万円であった（大学基礎データ表 30）。この他に長期国外留学に対して学部から研
究旅費の支給制度がある。
経常費補助金特別補助（共同研究）の継続的獲得を目指した共同研究体制が敷かれてお
り，これには教員全員が参画している。
〔点検・評価〕
各研究室には十分な一般研究費（研究旅費を含む）を支給しており，科学研究費補助金
の採択率が高いこともあり，教員一人当たりの研究費は 122 万円で，他大学の同系列学部
に比較しても遜色がないと考えられる。
教員一人当たり研究室面積は一応確保されているものの，各研究室における受け入れ卒
論生が 15〜20 名と多いこと，先端的な大型の機器を研究室に導入していることなどから，
研究室は手狭な状態にある。また，准教授以下は個室を持たないので，学生との面談など
において支障が生ずる場合もある。
上述のように教員の研究時間は確保されていると評価しているが，一方，相模原キャン
パスや白金キャンパスで実施される各種の全学委員会・会議等への出席は実質２日間の出
張を要するので該当する教員にとっては負担となっている。また，学部内には様々な委員
会や会議体が設置されているが，これらに要する時間も無視できないものがあり，加えて
一部の教員に負担が偏る傾向にあることも問題と認識している研究活動に必要な研修機会
確保のための資金，制度は整備されており，特に問題はない。講座研究費を出張旅費に使
用できる点は柔軟な研究費運用を可能にしている。
経常費補助金特別補助による共同研究は学部・研究科の研究目標の 3 つの柱に沿ったも
のであり，適切に運用されていると評価する。最近，教員の研究内容は多様化しており，
研究室を越えた共同研究も展開されているので，一般研究費の配分方法についてもこの点
に配慮する必要がある。
競争的な研究環境創出のための措置
必須：科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況

〔現状の説明〕
１）科学研究費補助金の申請・採択状況
科学研究費補助金には教員全員が申請している。複数申請も奨励している。本学部教員
における科学研究費補助金の申請・採択状況（継続分を含む）は下記のとおりである。
＜平成 17 年度〜19 年度申請・採択件数＞
申請件数

平成 17 年度
30

平成 18 年度
29
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採択件数
採 択 率

18
60.0%

15
51.7%

14
50.0%

平成 19 年度における科学研究費補助金獲得金額は約 4,862 万円であり，研究費総額に対
する比率は約 42％に上る。
２）その他の競争的資金の採択状況
平成 19 年度における科学研究費以外の研究助成金は総額約 2,047 万円で，教員一人当た
り約 68 万円であった（大学基礎データ表 34）。
競争的な研究環境創出のための措置
任意：基盤的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性

〔現状の説明〕
①学内資金と競争的資金のバランス
研究費の内訳
研究費総額

2006 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合
130,239,259
100.0%

2007 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合
113,917,848
100.0%

学内資金

50,496,846

38.8%

44,824,686

39.3%

競争的資金等

79,742,413

61.2%

69,093,162

60.7%

平成 19 年度の経常研究費は学部全体で約 4,450 万円，競争的研究費（学内共同研究費，
科学研究費，政府もしくは政府関連法人からの研究助成金，民間の研究助成財団等からの
研究助成金，受託研究費など）は 6,909 万円であった。研究費総額に対する割合は基盤的
研究資金が 39.3％，競争的研究資金は 60.7％であった。基盤的研究資金はもちろんのこと，
科学研究費補助金など公的研究資金は学部事務室総務課が大学の取扱要領に則って一括し
てその支出・会計を管理している。
〔点検・評価〕
科学研究費補助金の採択率が全国平均よりも高いこと，申請可能な教員の全てが申請し
ている点は高く評価できる。また，多様な外部研究資金を獲得しており，教員の研究活動
の活性化につながっている。一方，より先端的な研究を推進するためには学部全体で関わ
る大型の研究費の獲得が必要であろう。
基盤的研究資金と競争的研究資金のバランスは適正な範囲にあると考える。また，公的
研究資金の管理も適正かつ厳正に行われていると評価する。
研究上の成果の公表，発信・受信等
任意：研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性
任意：国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況

〔現状の説明〕
研究成果の公表を支援する措置として平成 13（2001）年度から准教授以下の教員を対象
として，査読付き英文論文のファーストオーサーとセカンドオーサーに対して１報あたり
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20 万円の研究費の特別配分を行なっている。平成 20（2008）年度からは，コレスポンディ
ングオーサーも対象とすることにしている。
〔点検・評価〕
研究成果の公表を支援する措置として准教授以下の教員を対象として，査読付き英文論
文のファーストオーサーとセカンドオーサーに研究費の特別配分を行なう制度は主として
若手教員の研究の活性化に有効に機能していると評価できる。
研究上の成果を発信する手段は本学部の立地条件から限られる傾向にあるが，可能な限
りの取り組みを行っていると評価する。特に， 学部便り ，ホームページ，新聞紙上での
研究活動紹介は，地元住民を含む各方面からの反響も大きく，本研究分野に関わる研究者
ばかりでなく，広く一般に向けた情報発信手段として有効に機能していると判断される。
倫理面からの研究条件の整備
任意：研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性

〔現状の説明〕
本学では声明「研究活動における研究規範について」を発するとともに，研究倫理基準
を制定している。本学部もこの基準ならびに「不正行為の申し立てに関する規則」に従っ
た対応を図ることとしている。また，学部内には動物実験委員会，遺伝子組換え実験安全
委員会，バイオセイフティ委員会，放射線障害防止委員会を設置し，各分野の研究におけ
る安全管理等の徹底を指導している。
〔点検・評価〕
学部内の該当委員会は有効に機能しており，問題はないと考えている。教員および学生
が扱う実験材料は海洋生物が中心であるので，ヒトや哺乳類を対象とする他学部に比較し
て，生命倫理的な問題は比較的少ない状況にある。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇研究活動
三陸沿岸というフィールド特性を活かしながら東北太平洋岸の海洋生命科学の研究拠点
としての成果を国内外に向けて発信する。そのためには，COE 等の大型助成金の獲得を目
指して，学部内の大型研究プロジェクトを立ち上げる。また，論文執筆の経験豊富な教員
による論文の添削指導など，若手教員の論文投稿に際しての支援体制を強化する。平成 20
（2008）年度には学生実験実習新棟が完成するので，研究設備およびスペースの拡充を図
る。
◇研究における国際連携
現在実施している東南アジア諸国を中心とした国際協同研究をさらに発展させるととも
に，新たに資金的に可能な規模での共同研究を推進する。
◇経常的な研究条件の整備
今後も科学研究費補助金をはもちろんのこと多様な外部資金獲得のため，申請を促し採
択数の増加を図ることで，十分な個人研究費を得られるようにする。
学生実験新棟の完成（平成 20 年度）により，現在の校舎の一部を研究室や共通機器室と
して活用することで，研究環境の充実が図られる。また，現在の学生実験室スペース，研
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究学生との個人面談，少人数での授業・セミナーに利用できる小教室・個室を整備する。
インターネットを利用した「テレビ会議システム」が整備されたので，相模原・白金キ
ャンパス等の遠方で開催される各種会議への出席が軽減された。これは，研究時間等の確
保につながることが期待される。
学部・研究科の研究目標に沿った共同研究を今後も展開するために，経常的研究費につ
いては実情に配慮しながら，適正な配分方法を検討していく。
◇競争的な研究環境創出のための措置
科学研究費補助金および研究助成財団など研究助成金獲得のための支援を引き続き推進
する。また，大学の研究支援センターの協力を得ながら申請書作成のサポート体制を確立
して採択数の増加を目指す。また，研究費の管理・運用については現状のシステムを厳正
に運用する。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
研究成果の公表を支援する措置として，准教授以下の教員を対象として，査読付き英文
論文のファーストオーサーとセカンドオーサーに研究費の特別配分を行なう制度を今後も
継続していく。
◇倫理面からの研究条件の整備
学校法人北里研究所研究倫理基準は制定されて間もないこともあり，教員，大学院生等
への周知・徹底を進める。
２−５．看護学部・看護学研究科
〔到達目標〕
本学部では，看護臨地実習における教員の負担が大きいため，研究活動に充てる時間が
制限され，必ずしも活発な研究活動が行われているとは言えないのが現状であるが，医療
の高度化，少子高齢化に伴う諸課題に対応できる広い視点を併せ持った看護教育を行うた
めに研究の充実は不可欠である。教員に対する研究支援として，1)教員の研究時間を確保
し，2)スムーズな研究を推進できる環境を整備し，3)｢研究主題登録｣による研究をより実
質的なものとする体制を整え，4)外部研究費の獲得を支援し，5)学部における恊働的ある
いは継続的な研究体制を維持するために，以下の到達目標を設定した。
◇研究活動
1 看護実践能力の育成を図るための臨地実習により，制限されがちな研究時間を確保する
ため，臨地実習指導を円滑に行うためのシステムを構築する。
2 看護学部での「研究主題登録制」による研究や「看護学部重点共同研究」以外に， 領域
の異なる複数教員による共通の問題をテーマとする多数の共同研究が実施できる体制を
整える。
3 大学院教育の充実・改善につながる研究の実施を推進する。
◇研究における国際連携
1 学部開設当初から交流のある米国 UCLA との国際交流協定の締結（平成 20(2008)年 5 月）
をもとに，学生の派遣や教育交流にとどまらず，実質的な研究交流を行う。
2 モンゴル国立保健科学大学を中心としたモンゴル国の 4 大学への看護継続教育支援と研究
交流を本格的に開始する。
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◇競争的な研究環境創出のための措置
1 科学研究費補助金をはじめとする外部研究費の積極的な獲得のための支援及び啓発活動
を行なう。
2 看護学部重点共同研究について，領域を越えた教員の自発的参加による共通テーマの研
究であるとの意識付けを行い，その充実を目指す。
3 専門領域にとらわれず，民間の研究奨励基金等に応用研究として積極的に応募する。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
1 研究主題登録による個人研究については，学内報告書の提出で終わることなく，ホーム
ページ等で学外に公開するシステムを検討する。
2 論文作成に不慣れな若い教員に対する支援システムを検討する。
3 国内の研究成果のみでなく海外の研究成果についても習慣的に検索させ，海外に向けて
の英文による論文発表の増加を目指す。
◇倫理面からの研究条件の整備
1 研究倫理審査を公正かつ迅速に実施するとともに，審査の公正性をより高めるため，外
部審査委員の導入を検討する。
2 研究実施における倫理的配慮の必要性を周知徹底し，審査基準や申請書作成要領を公表
する。
研究活動
必須：論文等研究成果の発表状況
任意：国内外の学会での活動状況
任意：当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況

〔現状の説明〕
①論文等研究成果の発表状況
看護実践能力を重視した看護専門職者を育成し，持続的な問題解決能力を育成するとい
う本学部の目標を達成するため，教員は継続的な研究活動を通じて，看護に関わる新しい
知見を得，自身の看護実践・教育の質の向上を図ることが求められる。教員の研究成果に
ついては，報告書の提出が義務づけられ，論文や学会発表の詳細は学部で集積されるとと
もに各年度の『研究年報』に掲載される。
学術論文の発表状況は，平成 17（2005）年度 39 報，平成 18（2006）年度 57 報，平成
19（2007）年度 48 報であった。
②国内外の学会での活動状況
看護に関わる研究領域は多岐にわたり，教員は各自が所属する学会で理事，評議員，各
種委員などの役職につく者も多く（大学基礎データ表 24 参照）
，また，それぞれの学会の
年次大会で会長等を務める者も多い。主な学会における役職として，日本母性看護学会（理
事長）
，日本看護研究学会，日本家族看護学会（以上，理事）
，日本看護科学学会，日本人
間工学会，日本民族衛生学会（以上，評議員）ほか多数を挙げることができる。
③当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況
看護学部として推進する重点共同研究を設定し，研究分担者として付属病院職員を含め
た上で毎年 1，2 件程度の研究計画が認められ助成を受けている。また，文部科学省による
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がんプロフェッショナル養成プランに参画し，先端的がん専門家の育成に関する教育研究
活動を展開している。
〔点検・評価〕
本学で毎年刊行される「研究年報」，「研究計画の概要」及び「事業業績」の研究活動
実績により当該年度の教員の研究活動が検証できる。一教員あたり平均 2 回程度の研究発
表が行われており，その約半数は論文として公表されている。研究活動は，学部内公募に
よる「研究主題登録制」により保証されており，ほとんどの教員が毎年研究費獲得の機会
を得ている。また，学部全体に共通する重要課題については，「学部重点共同研究」とし
て重点的に推進している。以上のように研究活動の機会は保証されているが，看護系の教
員は，臨地実習における学生の実習指導に多くの時間を費やし，研究時間を確保できない
状況にある者が多い。学会等への参加については，経済的な支援システムが整っているが，
実習等のために参加できないなど，発表の機会，役員等の業務に支障をきたす場合がある。
また，学会等の役員活動においてはプライベートの時間を当てざるを得ないことも多い。
研究活動
任意：研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況

〔現状の説明〕
本学部の重点共同研究，科学研究費等の研究助成を得て行う研究については，各研究プ
ログラムにおいて定められた主任・分担者が責任を持って推進しているが，研究費の執行
については，学部事務が適正に管理している。平成 19(2007)年度から，文部科学省の大学
教育改革支援プログラムの中で，がんプロフェッショナル養成プランとして『南関東圏に
おける先端的がん専門家の育成』
（8 大学・12 研究科で実施）を分担するとともに，社会人
の学び直しニーズ対応教育推進プログラムとして『女性看護職・養護教諭のための「ウィ
メンズヘルス・カウンセラー」養成プログラム』が採択され，順調に活動を展開している。
学部の重点共同研究では，平成 18(2006)年度から 3 年の予定で「臨床･学部協働による看
護生涯教育のイノベーション−PDSA サイクルによる新たな実践モデルの開発」が実施され
ている。
『南関東圏における先端的がん専門家の育成』プログラムでの本研究科の取り組みとし
て，平成 20(2008)年度に「がん専門看護師」の資格取得を支援するインテンシブコースを
開設した。『ウィメンズヘルス・カウンセラー養成プログラム』では，「思春期・更年期
ウィメンズヘルスコース」と「周産期メンタルヘルスコース」の 2 つのコースを展開して
いる。学部の重点共同研究プログラムについては，北里大学病院・東病院との連携による
新たな看護生涯教育実践モデルの開発に取り組み，「看護キャリア開発・研究センター」
の活動を通じて実践モデルの構築を実証的に検討することを目的としている。具体的には
キャリア支援に関するニーズ調査・国際的な連携の検討，「産業・情報技術者等指導者養
成研修会」
（文部科学省委託事業）の立案・実施，「認定看護師（感染管理）教育課程」の
開設，キャリアカウンセリングの導入等である。
〔点検・評価〕
外部助成による研究活動は順調に進んでいる。学部の重点共同研究は，平成 18 年度から
順次，キャリア開発・リサーチ支援プログラムの検討，平成 19 年度にはプログラム実施機
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関（看護キャリア開発・研究センター）が設立され，学部・臨床との協働のもとで各コー
スの検討・実施・評価が展開されている。これまでのところ，計画に沿って活動が進めら
れており評価できる。
研究における国際連携
任意：国際的な共同研究への参加状況
任意：海外研究拠点の設置状況

〔現状の説明〕
昭和 61(1986)年の学部開設当初から，米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）
との交流を深めてきたが，平成 20(2008)年 5 月には同校と MOU（国際交流協定）を締結し，
今後 5 年間における両大学看護学部の学生交流，共同研究，教員派遣等の発展が確約され
た。また，平成 19(2007)年度にモンゴル国立保健科学大学を中心としたモンゴル国の 4 大
学への看護教育支援と交流が開始され，具体化を図るとともに，豪州の看護生涯教育・研
究センターや看護大学の視察訪問を機に，今後の教育，研究の交流を緊密化させる計画も
検討中である。
〔点検・評価〕
国際的な共同研究までには至っていないが，UCLA との協定締結により諸事項の検討が進
んでおり，平成 20 年度後期に教員 1 名が半年間の留学を予定している。他の国との交流活
動については，モンゴルに対する衛星放送を用いた看護教育支援など一部具体化している
ものもあるが，なお検討を継続中である。
教育研究組織単位間の研究上の連携
必須：附置研究所を設置している場合，当該研究所と大学・大学院との関係
任意：大学共同利用機関，学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係

大学全体のみ記載
経常的な研究条件の整備
必須：個人研究費，研究旅費の額の適切性

〔現状の説明〕
本学部では，各教員が各種補助金等の学外研究費を得ることを勧めているが，経常的研
究費として，総額 1,500 万円の個人研究費（一般研究費）が予算計上され，その利用は「研
究主題登録」の制度により実行される。これは，助教（平成 18 年度までは講師）以上の者
が研究代表者となって，個人研究あるいは共同研究（学外者も可能）として年度毎に申請
するもので，1 人 2 題まで申請できる。研究実施に直接必要な備品，消耗品の他，研究のた
めの交通費や一部の研究実施準備に係る費用（書籍代，資料収集費用，対象者や関係者へ
の謝金）の使用が認められている。
平成 19 年度における助教以上の専任教員総数は 43 名で，個人研究費（一般研究費）は，
総額 1,500 万円，一人当たり平均 34.1 万円の配分となったが，年度末の実績では，総額
930 万円，1 人平均 21.6 万円であった（大学基礎データ表 29）。国内外の学会出張に関す
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る費用は，研究主題登録とは別に規定している。国内の学会出張については，年 1 回は旅
費等が支給される。ただし，学会での発表者（共同研究者を含む）は，年度内 3 回まで支
給される。国外への学会出張費は申請に応じて隔年で認められる。
科学研究費補助金などの外部研究費を獲得した教員は，研究主題登録による研究費の使
用が少ない，あるいは主題登録を行わない傾向がある。これは，臨地実習等もあり，複数
の研究課題を行うだけの研究時間が確保できないためと思われる。
〔点検・評価〕
教員の研究活動に必要な研究費は研究主題登録制による研究で活用され，学部全体とし
て不足は生じていない。研究主題登録制により個々の教員の自由意思が尊重され，主体的
に研究に取り組むことができ，また，外部の研究資金を得られない場合でも研究費が使用
できる点で評価できる。しかし，保証される額は大きくはなく研究規模が小さくなりやす
い。また，学部全体で考えるべき課題については，学部重点共同研究で行われるが，この
制度のもとでは各領域内あるいは近接領域での小・中規模の共同研究が育ちにくく，それ
は同時に若手教員への研究指導体制の問題点として浮かびあがっている。
経常的な研究条件の整備
必須：教員個室等の教員研究室の整備状況

〔現状の説明〕
教員研究室は，教授は個室，准教授は 2 名に 1 室，講師は 3〜4 名に 1 室が配置されてい
る。このほかに，領域ごとに 1〜2 の研究室が配置され，助教・助手の研究室（居室）とな
っている。また，基礎医学系には実験室が確保されている。
〔点検・評価〕
教員研究室は充足されている。教授以外の教員にも個室整備の希望がない訳ではないが，
校舎のスペースの問題もあり，また複数制による情報共有等のメリットも大きい。
経常的な研究条件の整備
必須：教員の研究時間を確保させる方途の適切性
必須：研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性

〔現状の説明〕
本学部では教育活動を優先させているため，年間の大部分にわたって行われる臨地実習
を抱える看護系教員は，研究のための時間を定常的にまとめて取ることが難しい。助教以
上の教員一人当たりの年間平均授業時間数は 658 時間であり，講師以上ではそれに大学院
の授業時間として平均 125 時間が加わる。実習期間には関連学会への参加も難しい場合が
多い。臨地実習指導について非常勤の実習指導者を採用するための予算を確保している。
長期の留学としては，休職して博士課程への進学を認める制度が確立されており，本学
大学院及び国内の看護系大学院への進学者が毎年 1，2 名いる。海外への留学については，
ここ数年希望する者がなかったが，平成 20 年度後期に 1 名の予定がある。
〔点検・評価〕
研究時間の確保のための方策については，種々検討されているが，大きな改善には至っ
ていない。看護の実践を重視するという本学部の目標に沿って臨地実習指導が行われてお
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り，それは設置目的にも関わる問題である。補助的に非常勤の実習指導者を採用するため
の予算は確保されているが，指導に当たるのに相応しい人材は限られ，その確保は厳しい
状況にある。研究活動のための費用面の支援システムは確立され，円滑な研究実施，情報
収集，成果発表等の機会が得られるが，それらに係る時間の確保ができないという課題が
残る。国外の学会参加や国外での研修等を行う教員の数も限られている。休職による博士
課程への進学制度は順調に活用され，すでに学位を取得した者もいる。
経常的な研究条件の整備
必須：共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
領域を越えて，共通の課題に取り組む共同研究の支援のため，平成 9(1997)年度より
「重
点共同研究」を設定し，200 万円を確保した。本制度は，学部内で公募の形を取り「研究主
題登録制」に準じる申請書を提出し，研究委員会の審議を経た後，教授会の承認を得て開
始される。同様に，年次報告の義務がある。
平成 15〜17(2003〜2005)年度には，両病院の看護師も多く参加した 2 つの研究が実施
され，平成 18(2006)年度からは「臨床・学部協働による看護生涯教育のイノベーション−
PDSA サイクルによる新たな実践モデルの開発」が実施されている。平成 20 年度現在，本学
部と北里大学病院・東病院との協働で開設された「看護キャリア開発・研究センター」で
の活動を通じて，看護生涯教育実践モデルの構築を実証的に検討する研究が行なわれてい
る。
〔点検・評価〕
学部全体にかかわる課題研究が，多数の教員や北里大学病院・東病院の臨床スタッフの
参加を得て，毎年 1〜2 件実施されている。これまでに，効果的な教育方法の検討や学部・
臨床の協働のあり方が明らかになり，教育や実践に活かされている点で高く評価できる。
個人あるいはグループによる研究主題登録による研究では取り組みにくい学部全体にかか
わる共同研究の機会と，大きなテーマを領域・所属を超えて議論する場が得られたことは
意義が大きい。問題点としては，テーマが大きく一つの研究としての目標を定めにくいこ
とが挙げられる。
競争的な研究環境創出のための措置
必須：科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況

〔現状の説明〕
本学部教員における科学研究費補助金の申請・採択状況（継続分を含む）は下記のとお
りである。
１）科学研究費補助金申請・採択状況
＜平成 17 年度〜19 年度申請・採択件数＞
申請件数
採択件数
採 択 率

平成 17 年度
28
14
50.0%

平成 18 年度
19
9
47.4%
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２）その他の競争的資金の採択状況
科学研究費補助金を除くその他の競争的資金については，独立行政法人科学技術振興機
構，ほかの団体助成に関して，平成 15〜17 年度に，それぞれ 2 件，4 件，2 件が採択され
ている。
競争的研究資金の導入については，以上のような状況であるが，学部では全教員に対し
て積極的に申請するよう強く勧奨している。
〔点検・評価〕
科学研究費補助金については，近年，新規・継続を含め 50％程度の採択率があり，この
他にも 2 件以上の研究助成を受けていることから，成果として評価できる内容といえる。
看護学研究においては，通常共同研究が主体であり，教員数と比しての申請率は高いとは
言えないが，臨地実習指導に多くの時間を拘束される本学部としては，その努力を評価で
きると考えている。
競争的な研究環境創出のための措置
任意：基般的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性

〔現状の説明〕
①学内資金と競争的資金のバランス
研究費の内訳
研究費総額

2006 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合
40,269,062
100.0%

2007 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合
30,896,424
100.0%

学内資金

17,691,106

43.9%

14,897,424

48.2%

競争的資金等

22,577,956

56.1%

15,999,000

51.8%

②資金配分（運用）方法について
経常的(基盤的)な研究資金としては，研究主題登録制に基づく個人研究費として 1,500
万円と，他に重点共同研究費が予算化されている。科学研究費補助金等の競争的研究資金
は，当該教員の経常的研究資金の代替，不足を埋める形で運用されている。学部全体とし
ては，個人研究費の決算が予算を上回ることは稀である。
〔点検・評価〕
看護学研究が本質的に共同研究の形をとらざるを得ないため，競争的研究資金は教員数
と比較して多くはないが，その運用でみると経常的な研究資金とのバランスはとれている。
経常的な研究資金（個人研究費）の使用が，科学研究費補助金，その他の競争的研究資金
の獲得により抑えられている面もある。
個人研究費が予算化されていることには功罪があり，研究時間を確保しにくい看護系の
教員も比較的自由に研究活動を進めることが可能であるが，そのため，外部の研究資金獲
得には消極的になる面がある。一方，個人研究費の範囲内では実施できない多額の研究費
を要する教員は，外部研究資金の導入を積極的に行っている。
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研究上の成果の公表，発信・受信等
任意：研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性
任意：国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況

〔現状の説明〕
研究成果公表に関する独自の支援システムはない。本学部・研究科の研究成果の発信は，
学部ホームページによる公開を，研究者個人サイトの開設を含め検討中である。外部の研
究成果の受信については，図書館及びインターネット環境が整備されている。
〔点検・評価〕
学会発表に関しての経済的支援はあるが，論文発表については各自に委ねられている。
また，論文作成・成果公表のプロセスを進めやすくする配慮は特にない。研究主題登録の
際に，論文作成まで見込んだ申請が行われていないのが現状で，特に研究に不慣れな若手
教員では，成果の発表がされないことも散見される。現在，研究主題登録による研究結果
報告のあり方について研究委員会において検討中である。
学部ホームページに連動する教員個人の web 公開については，申請に応じて対応するこ
ととしている。
倫理面からの研究条件の整備
任意：研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性

〔現状の説明〕
現在，本学部で行われる人を対象とする研究について，「ヘルシンキ宣言」
「看護者の倫
理綱領」
「臨床研究に関する倫理指針」の趣旨に沿った倫理的配慮を図ることを目的に，研
究倫理委員会が申請に基づいて審査を行っている。審査対象となるのは，教員及び大学院
生による研究で，委員会は倫理基準に従って審査を行い，必要に応じて倫理的配慮につい
ての指導を行っている。現在の委員は，学部教授・准教授の計 7 名で，毎週委員会が開催
されている。
また，研究主題登録の際には，研究実施に関しての「倫理面での配慮（予定も含む）
」を
申請書に記入することになっており，研究委員会では，その配慮に無理がないかどうかを
審査事項の一項目としている（ただし，この審査は前述の倫理審査とは別のものである）。
〔点検・評価〕
本学部で行われる，人を対象とする研究については，倫理審査のシステムが確立されて
いる。教員・大学院生に，倫理的配慮及びその審査を受ける必要性は十分周知された。し
かし，審査申請書の記載方法や審査基準の周知が不十分のため，申請時や審査後の書類の
修正に多大な労力を必要とする場合がある。また，委員は学部内教員のみで組織されてい
るため，外部委員を加えたオープンなシステムが望まれる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇研究活動
本学部における主たる研究体制である，研究主題登録，重点共同研究の実施は維持しつ
つ，領域共通の課題に関する教育・研究や，大学院生への研究指導を領域内の教員全体の
協力体制で実施する。この取り組みを契機に，領域間による共同研究の推進や教育改善等
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への足がかりとする。大学院生への研究指導体制等については，現在実施されている大学
院 FD 研修会において継続的に検討する。
◇経常的な研究条件の整備
研究活動のための時間確保対策として，臨地実習指導に多くの時間を費やされている現
状を考慮し，これを円滑に実施するためのシステムを検討する。
また，学会活動は，本学部の役割や活動状況を社会に伝える一つの手段であり，教員の
社会貢献の機会でもあることから，教育・研究と併せて多くの教員が活動に参加できる体
制を整える。
◇研究における国際連携
本学部では，昭和 63(1988)年度から米国 UCLA 看護学部との国際交流活動
（学生の派遣，
教員の招聘）が実施されてきたが，平成 20(2008)年度に国際交流協定が締結されたことを
機に，教育研究交流が本格的に開始される。今後の組織的な教育・研究交流について双方
による具体的な検討会議が平成 21(2009)年 3 月に行なわれる予定である。
また，看護キャリア開発・研究センターを中心としてモンゴル国の大学との看護継続教
育支援などの国際共同事業を行う。
◇競争的な研究環境創出のための措置
研究主題登録により実施されている研究の評価をもとにした，科学研究費補助金や民間
の奨励助成金などの外部研究資金や，学外機関との共同研究などによる研究費導入の必要
性を周知してその獲得に努める。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
教員の研究活動の状況について，ホームページ等により成果の公表を積極的に進める。
さらに，論文発表，特に海外誌への投稿や外部資金獲得のための支援システムの検討を行
う。
◇倫理面からの研究条件の整備
研究倫理審査を公正かつ迅速に実施するために，審査基準と審査申請書の作成要領の公
表と，平成 21 年度から倫理委員会への外部委員の導入を検討する。
２−６．理学部・理学研究科
〔到達目標〕
本学部は，理学，とりわけ基礎生命科学の研究を推進し，物理学・化学・生物科学の有
機的統合による学際分野に対応した研究を展開する。このため，学内の研究費および研究
施設・設備を整備して研究環境を整えるとともに，学外からの積極的な研究費獲得を目指
す。また，研究活動の活性化のためには若手研究者の成長が不可欠であり，そのためには
活気ある研究グループの存在が重要であることから，研究費配分制度を整え，このような
研究グループを育成・維持できる研究環境を整備する。以上の観点を踏まえ，次のとおり
到達目標を設定した。
◇研究活動
1 生命科学の基礎的研究と実学的研究の両者のバランスを維持する。
2 共同研究の拠点である附属疾患プロテオミクス・センターにおいて，産学連携を推進す
る。（平成 17（2005）年度〜平成 20（2008）年度事業計画において設定）
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3 研究のアクティビティを活発に保つため，大学院進学者数を確保するとともに，院生の
研究を経済的にサポートし研究を活性化するための方策を確立する。
◇経常的な研究条件の整備
研究機器や設備の計画的更新及び効率的運用とその機能維持を図っていく。（平成 17 年
度〜平成 20 年度事業計画において設定）
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
理学図書館においては，基幹ジャーナルの購読を継続する。
研究活動
必須：論文等研究成果の発表状況
任意：国内外の学会での活動状況
任意：当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況

〔現状の説明〕
本学部は，学問的基盤である基礎生命科学の研究と学生教育を行うために設立され，理
学部基本規程において，①「生命科学」の基礎を支える原理的な教育・研究を実施する，
②物理学・化学・生物科学の有機的結合による研究を推進し，学際分野に対応することを
基本理念として定め，次の研究方針に基づき研究を進めている。
(1) 生命科学の基礎研究と研究交流を推進する。
(2) 研究分野を次のとおり区分する。
①生命現象を分子動力学的に明らかにする研究
②生命現象を発現する分子の化学を明らかにする研究
③生命現象の発現を分子的情報と分子的機構から明らかにする研究
①論文等研究成果の発表状況
教員の研究成果は，国内外の学会や研究会の場で発表されるとともに，学術論文として
学会誌等に発表されており，平成 17（2005）年度 41 報，平成 18（2006）年度 51 報，平
成 19（2007）年度 36 報であった。過去 3 年間の平均は，学術論文が 42.7 件，学会発表が
171 件である。これらは北里大学研究年報としてまとめられる他，ホームページに掲載さ
れることにより検証可能となっている。
②国内外の学会での活動状況
教員は，研究成果を発表するために国内外の学会に積極的に参加している。学会におけ
る業績としては，平成 16（2004）年度に第 39 回日本油化学会賞，平成 18（2006）年度に
第 27 回日本光医学・光生物学会奨励賞，平成 19（2007）年度に 46 回日本電気泳動学会児
玉賞を受賞している。教員は各自が所属する学会等の理事，評議員，各種委員などの役職
につく者も多い。主なものとして，日本結晶学会評議員，日本ヒトプロテオーム機構理事，
日本油化学会理事，日本化学会生命化学研究会理事，日本細菌学会評議員などがある。
③当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況
本学部では「社会に役立つ研究」を進める拠点として附属疾患プロテオミクス・センタ
ーを 2005 年 4 月に設置した。本センターは，理学部，医学部，医療衛生学部の教員を部門
長とし，疾患診断に有用なモノクローナル抗体獲得とプロテオミクス基礎技術開発を進め，
学内共同研究推進の拠点として機能しているばかりでなく，千葉大学，慈恵会医科大学，
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久留米医科大学，東京農業大学との共同研究を行う他，産業界との連携をも推進してい
る。
〔点検・評価〕
教員の研究業績の中には，研究論文の発表された学術雑誌に国際的に権威のある学会誌
が多く含まれていることから，研究分野によっては国際レベルと遜色のない水準である。
学会活動においては，学会理事 3 名（5 件），会長，学会年会長等を輩出しており，教員の
学会等での活動状況は比較的高いと評価できる。
附属疾患プロテオミクス・センターの研究プロジェクトは，経産省の「平成 19 年度地域
新生コンソーシアム研究開発事業」及び「平成 20 年度地域イノベーション創出研究開発事
業」に採択された。このプロジェクトは，公的機関として（財）木原記念横浜生命科学振
興財団と（独）産業技術総合研究所(バイオメディシナル情報研究センター)が参加し，産業
界からは 3 社が参加するものであり，産官学連携を強めている。
研究活動
任意：研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況

〔現状の説明〕
附属疾患プロテオミクス・センターの地域新生コンソーシアム研究開発事業プロジェク
トおよび地域イノベーション創出研究開発事業以外に次のものがある。
１）
（独）農業・食品産業技術総合研究機構「生物系産業創出のための異分野融合研究支援
事業」において平成 17（2005）年度に採択された「初乳成分の高度利用技術の開発」コ
ンソーシアムが 5 年間の予定で進行しており，平成 18（2006）年度 12,000 千円，平成
19（2007）年度 12,000 千円，平成 20（2008）年度 12,200 千円の研究資金を受けてい
る。
２）NEDO「産業技術研究助成事業（若手研究者助成）
」において平成 17 年度第 2 回目の
公募で採択された「膜貫通型受容体蛋白質の生体膜内在性ウイルスキャプシドを用いた
一般的Ｘ線結晶解析法の確立」が平成 18 年 1 月から平成 20 年 12 月までの 2 年間，合計
40,300 千円の研究助成資金を受けて進行している。
〔点検・評価〕
上記のプロジェクトには大学院生も加わっているが，その中で学生が成長していること
は高く評価できる。 理学部では「役に立つ研究」と「基礎研究」がバランス良く進められ
ている。
研究における国際連携
任意：国際的な共同研究への参加状況
任意：海外研究拠点の設置状況

〔現状の説明〕
附属疾患プロテオミクス・センターの尿プロテオーム解析グループがヒトプロテオーム
機構（Human Proteome Organization, HUPO）の下部組織の「Human Kidney & Urine
Proteome Project (HKUPP)」に参加し，尿プロテオーム解析手法の国際標準策定に寄与し
ている。
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〔点検・評価〕
附属疾患プロテオミクス・センターの活発な研究活動と研究成果が国際的にも認められ
つつある。
教育研究組織単位間の研究上の連携
必須：附置研究所を設置している場合，当該研究所と大学・大学院との関係
任意：大学共同利用機関，学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係

大学全体のみ記載
経常的な研究条件の整備
必須：個人研究費，研究旅費の額の適切性

〔現状の説明〕
教員の研究活動を活性化させるため，下記の方針で研究費を配分している。
○理学部
（１）講座研究費（生命科学を基調とした研究を推進するために，各講座に配分する。）
（２）基調研究費（生命科学を基調とする高度な研究で，学部の研究方針に沿った研究に
対して研究委員会が審査の上配分する。）
（３）主題研究費（生命科学の基礎を支える原理的な研究で，准教授以下から申請された
テーマに対し，研究委員会ならびに教授が審査の上配分する。）
○理学研究科
大学院研究費： 生命科学を基調とした研究を推進するために，各分野に配分する。
（１）個人研究費，研究旅費，共同研究費等の配分方法
講座
（教員 4 名）
を例にとると，講座研究費として年間 200 万円を配分し，その他に｢基
調研究費｣として年間 80 万円及び｢主題研究費｣として年間 50 万円を上限に，准教授以下
に個人研究費として配分している。本学部の研究費は他学部や他の私立大学に比較して
も恵まれた環境にある。また，教員の研究活動を活性化させる為，論文掲載費補助・研
究旅費（学会・近県）・機器修繕費・教育研究用機器備品等も学部予算から支出し，研
究者の負担を軽減する措置を講じている。
平成 19 年度における専任教員総数は 50 名で，研究費総額 6,350 万円，一人当たり平
均 127 万円の配分であった（大学基礎データ表 29）
。
（２）国内外の学会出張や留学などの状況
国内の学会出張は教員一人あたり年間 2 回まで出張費が支給される（研究発表等以外 1
回）国外の学会出張の旅費支給は原則として 1 講座 1 名までとなっており，過去 2 ヶ年
に外国旅費による出張のない者が資格を有する。学部の研究費総額から講座・研究室等
の共同研究費を除いた，教員個人が専らその研究の用に充てるために支給される経常的
研究費の平成 18 年度の金額は，一人当たり 882,837 円となっている。また，平成 19 年
度の研究旅費は，国外が 1,540,000 円（6 件），国内が 3,713,280 円（147 件）で，1 件
当りの平均は国外が 256,666 円，国内が 25,260 円である。教員一人当たりでは国外は
30,196 円，国内は 72,809 円となっている。
〔点検・評価〕
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比較的研究費（講座費）に恵まれていることから，外部資金の導入や研究助成金の申請
に消極的な教員が多いことが懸念される。
経常的な研究条件の整備
必須：教員個室等の教員研究室の整備状況

〔現状の説明〕
本学部の教員研究室は，個室 12 室と共同 20 室の合計 32 室があり，総面積は 4795.94
㎡である。個室率は 24%であり，教員一人あたりの平均面積は 95.92 ㎡である。
〔点検・評価〕
施設，設備は適切な状態にあり，このような環境の中で研究は順調に展開されている。
しかし，設備・機器等の使用が同一時期に集中することが多く，機器等の補修，買い替え
時期が集中することが懸念される。
経常的な研究条件の整備
必須：教員の研究時間を確保させる方途の適切性
必須：研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性

〔現状の説明〕
講師以上の教育（授業・演習・実験）に従事している年間の平均時間は約 600 時（週あ
たり平均 21.8 時間）であり，特に教授の場合は，学部内及び全学の各種委員会業務や，学
部の管理運営業務にも多くの時間を割かれている。
国内の学会出張は，教員一人あたり年間 2 回まで出張費が支給される（研究発表等以外
１回）。国外の学会出張の旅費支給は原則として 1 講座 1 名までとなっており，過去 2 ヶ
年に外国旅費による出張のない者が資格を有する。
〔点検・評価〕
教員は，学生からの個別の相談にも対応ている。教育機関としては，学生本位のスタン
スをもつのが当然であるが，これが研究時間を削っていることも事実であり，研究時間の
確保に苦慮している。
旅費の支給については，国内が年間 2 回，国外は各講座 1 名で過去 2 年間旅費の支給が
ないものという条件となっているが，学外助成金や科学研究費補助金により出張する者も
いることから，過去 3 年間の平均では一人当たり 3 回以上学会発表等で出張している。そ
の他，発表を行わない学会にも参加しており，研修機会については充分確保されている。
経常的な研究条件の整備
必須：共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
本学部には共同研究費の制度はない。学科間や研究室間での共同研究は個別に進められ
ている。
〔点検・評価〕
研究費の予算項目を細分化しすぎると，予算運用の弾力性が損なわれる可能性がある。
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競争的な研究環境創出のための措置
必須：科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況

〔現状の説明〕
本学部教員における科学研究費補助金の申請・採択状況（継続分を含む）は下記のとお
りである。
１）科学研究費補助金の申請・採択状況
＜平成 17 年度〜19 年度申請・採択件数＞
申請件数
採択件数
採 択 率

平成 17 年度
59
11
18.6%

平成 18 年度
53
10
18.9%

平成 19 年度
56
16
28.6%

補助金額は，直接経費で平成 17 年度 16,000 千円，平成 18 年度 26,910 千円，平成 19
年度 47,500 千円である。
２）その他の競争的資金の採択状況
科研費以外の政府もしくは政府関連法人からの研究助成金としては，以下のとおり採択
され，研究が進行している。
①附属疾患プロテオミクス・センター提案の研究プロジェクト「平成 19 年度地域新生コ
ンソーシアム研究開発事業」及び「平成 20 年度地域イノベーション創出研究開発事業」
（経済産業省）
②（独）農業・食品産業技術総合研究機構 生物系特定産業技術研究支援センターの「生
物系産業創出のための異分野融合研究支援事業」における「初乳成分の高度利用技術
の開発」コンソーシアム（平成 17 年度から 5 年間）
③NEDO「産業技術研究助成事業（若手研究者助成）
」
（平成 18 年 1 月〜平成 20 年 12 月）
〔点検・評価〕
科学研究費補助金の採択率は平成 19 年度は例年と比べると高いが，全国平均と比較する
と相対的に低い結果である。本学部は開設からまだ日が浅いため，受託研究が一部の教員
に限られ，学部として十分な受け入れ状況にない。また，教員によっては外部資金の導入
に関心のない教員もおり，外部資金導入の実績を反映させた学内研究費配分方式を今後は
工夫する必要がある。
競争的な研究環境創出のための措置
任意：基般的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性

〔現状の説明〕
①学内資金と競争的資金のバランス
研究費の内訳
研究費総額
学内資金

2006 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合
217,551,502
100.0%
32.0%

69,560,480
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2007 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合
174,849,050
100.0%
70,522,950

40.3%
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競争的資金等

147,991,022

68.0%

104,326,100

59.7%

②資金配分（運用）方法について
基盤的研究資金は，各講座に一定額が講座研究費として配分されている。教員個々人に
配分される主題研究費の額は，当該教員の獲得した競争的研究資金の有無も加味して決定
される。
〔点検・評価〕
平成 20 年度講座均等配分研究費と個人別配分研究費はそれぞれ総額 43,150 千円と
11,990 千円であり，後者についてのみ研究業績評価に基づいた傾斜配分を行っている。本
学部における研究費の傾斜配分の割合は高くないが，基礎研究をサポートする研究費シス
テムとして適切であり，問題点はない。現状では，理学部の研究費総額の 6 割が競争的資
金となっているが，現在導入されている競争的研究資金はすべて理学部における基礎的研
究のあるべき姿と整合性がとれており，研究テーマの選択，研究成果の発表等について大
学研究者の自主性を確保したものとなっている。この基準が満たされる限りにおいて競争
的研究資金の導入を進める。
研究上の成果の公表，発信・受信等
任意：研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性
任意：国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況

〔現状の説明〕
理学部では，本学部で行われた研究の成果を発表する論文で，本学部に所属する教員・
大学院生が第一著者となっているもののうち，(1)国際誌（日本国内で発行されるものも含
む）への掲載論文であり，投稿規程に「欧文であること」，「審査を経て掲載されること」
が明記されているもの，(2)欧文の学会記録（Proceedings）については，著者が予め選定
されている場合や，その発表が審査のうえ採択される場合，を対象として論文掲載費を補
助している。なお，第一著者が他施設に異動した場合でも，著者記載欄の研究施設（脚注
等に記載されている Present Address ではない）が本学部の場合は対象とする。
研究成果を発信・受信する環境の整備状況については，(1)図書館での学術文献の充実，
(2)インターネットを介しての学術情報の収集・発信，(3)国際学会への教員・大学院生の
参加・発表がなされている。
〔点検・評価〕
国内紙のみならず国際誌への投稿が多く認められ活発な研究活動が遂行されている。ま
た，国内，国際学会，シンポジウムについても１年に最低でも数件は招待講演，基調講演
に招聘されている。本学部教員の研究業績は，量的・質的に比較的高水準である。その背
景には，研究テーマ選定および展開について研究者の自主的判断が尊重される研究的雰囲
気の存在がある。
図書館の学術文献については，購読料の高騰，学生用図書の充実等のため，専門的学術
文献の購読がままならず最低限必要な基幹ジャーナルの購読にとどまっているが，対外的
に研究成果を発信・受信する条件は整備されている。
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倫理面からの研究条件の整備
任意：研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性

〔現状の説明〕
倫理委員会が可否を検討するような研究テーマは理学部では行われていない。一般的な
遺伝子組換え実験についてはその都度，遺伝子組換え実験安全委員会に研究計画を提出し，
承認を得てから研究を進めている。医学部・医療衛生学部との共同研究でヒト試料を使っ
てのプロテオーム解析が行われているが，医学部倫理委員会でその都度承認された研究計
画にもとづいて進められている。
〔点検・評価〕
倫理面での研究のコントロールは十分行われており，問題点は存在しない。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇研究活動
今後，国家財政の赤字と経済界の不況が深刻化するとともに，アカデミアに対しては
「役に立つ研究」が要求され，基礎研究軽視の近視眼的傾向が強まるだろう。しかし，本
学部においては「役に立つ研究」と基礎研究の両者をバランス良く進めていく。
附属疾患プロテオミクス・センターは，学内共同研究推進の拠点として機能しているば
かりでなく，官産学連携のコアとしても研究成果を挙げつつあるが，現在の高いアクティ
ビティを維持するために，「理学部附属」という設置形態がベストのものであるかどうか，
他の関係学部を含めて柔軟に検討していく。
◇経常的な研究条件の整備
本学部の基礎的研究活動を活発にすることは，優れた大学院生を入学させ，彼らを若手
研究者へ成長させることと表裏一体のものである。教員の現状は学部学生への講義・実習
時間が多く，また学生個々人への個別的指導にあてる時間も無視できない。教員各人は研
究・教育・学生指導の共立問題に日常的に悩んでいる。これは教員個々の問題であると同
時に，より優れた研究成果を期待される本学部全体の問題でもある。これらの課題を高い
レベルで解決するための方策は，各研究グループが優秀な大学院生を確保し，若手研究者
が活発に研究活動を進めている状況を作り出すことである。学部学生の進学意欲と大学院
生の研究意欲を高めるため，カリキュラム改善，経済的支援体制等の方策を実施する。
限られた枠の研究費を有効に使い，今後予想される機器等の補修や新規大型機器の購入
を可能にする財政的措置を考えていく必要がある。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
学術資料情報（データベース）や学術論文情報（電子ジャーナル）については，北里大
学図書館が大学全体の購入に関する役割を担っており，理学部図書館の機能については北
里大学図書館との役割分担を考えて重点化し，購読する学術雑誌についても最低限必要な
基幹ジャーナルの購読を継続していく。
２−７．医療衛生学部
〔到達目標〕
本学部では，教育研究活動を通して医療分野における学術的貢献を果たし社会に還元す
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るとともに，研究を通して得られる最新の知識・技術に基づく教育を行う。さらに，研究
活動で培われる探求心を学生に示すことで研究の各過程（課題設定・問題解決・成果発
表・被評価）を教授する。これらの目標を達成するため次の到達目標を設定した。
◇研究活動
1 教員が研究成果を論文・学会等で発表するための支援体制を整備する。
◇研究における国際連携
1 国際的な共同研究の遂行のため，IT を活用した敏速な情報交換のシステムの構築を検討
する。
◇経常的な研究条件の整備
1 学部内研究活動の活性化のため，教員研究交流会等を通じて相互理解と共同研究の推
進を図る。第 1 回教員研究交流会を平成 17（2005）年度に開催し，その後隔年開催とす
る。
2 若手研究者の研究支援ため，学部研究費配分方法の見直しや若手教員のための競争的特
別研究費枠を設けるなどの方策を検討する。
◇競争的な研究環境創出のための措置
1 必要な研究費確保のため，科学研究費補助金等の公的研究費の積極的な応募を促すため
の方策を検討する。そのため，平成 17 年度に第 1 回教員研究交流会を開催し，科学研究
費申請に関する講演会を行う。平成 18（2006）年度以降の学部特別研究費への申請にあ
たっては公的研究費への応募を義務をづける。
◇倫理面からの研究条件の整備
1 倫理面で配慮が必要な研究実施のための判定基準及び審査基準について研究倫理審査委
員会を中心に整備する。そのために，平成 19（2007）年度より規程および申請様式等の
整備を開始し，平成 20（2008）年度に研究倫理審査委員会を発足させることを目標とし
た。
研究活動
必須：論文等研究成果の発表状況
任意：国内外の学会での活動状況
任意：当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況

〔現状の説明〕
①論文等研究成果の発表状況
年度によって論文数，著書数に多少の変動はあるが，それらの数はほぼ横ばいである。
学術論文として平成 17（2005）年度 265 報，平成 18（2006）年度 251 報，平成 19（2007）
年度 225 報が発表され，教員一人当たりの年間平均数は約 2.1 報（うち原著論文約 1.6 報），
著書は約 0.5 件である。
②国内外の学会での活動状況
本学部教員が所属する学会（国内）は，基礎および臨床医学関連，リハビリテーション
関連，医療工学・放射線関連と多岐にわたる。各種専門員・評議員・理事を務める教員も
多く，また学会主催経験のある教員も少数ながら存在する。
主な学会は次のとおりである。日本病理学会，日本理学療法学会，日本生体医工学会，
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日本放射線技術学会，日本産業衛生学会，日本再生医療学会。
③当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況
本学部として特筆すべき研究として，人工皮膚研究開発センターの研究活動がある。本
センターは，皮膚再生医療製品研究開発のトップランナーとして，培養真皮を用いた先端
医療の確立と普及活動を推進してきた。開発・製造された同種培養真皮は全国の医療機関
に配布され熱傷治療に使用されている。当センターは学部附属「再生医療・細胞デザイン
研究施設」の中核として活動しており，同施設が毎年開催する最先端医療シンポジウムを
通して学部内外への啓発・広報にも努めている。
〔点検・評価〕
論文等研究成果の発表状況に関しては，教育に重点を置く本学部の研究活動実績として
は十分な量と思われる。但し，教員によって業績に差があるので，全教員が十分な研究業
績をあげているか，研究者個々の研究業績の質はどうか，などについては把握されていな
い。学会活動に関しては，それぞれの専門分野での積極的な活動が伺える。学部として特
筆すべき研究については，人工皮膚研究開発センターを始めとして，学部附属「再生医
療・細胞デザイン研究施設」を基盤とした先端研究が展開されている。
研究活動
任意：研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況

〔現状の説明〕
学外研究費の受け入れ状況（平成 17 年度〜19 年度）は，以下の通りである。
研究費の内訳
平成 17 年度
平成 18 年度
平成 19 年度

件数
6
4
4

受託研究費
研究費（円）
39,877,045
22,959,000
5,050,000

件数
51
40
47

助成研究費
研究費（円）
46,352,000
43,276,000
86,105,000

〔点検・評価〕
受託研究費と助成研究費は平成 12（2000）年度から毎年減少傾向にあったが，17（2005）
年度から受託研究費と助成研究費の著しい増額が認められた。この多くは寄附講座「再生
医学」による受託研究費と助成研究費の補助金の影響によるものである。また，平成 19
（2007）年度はこの寄付講座が閉鎖したが，新たに開設された寄附講座「酵素・紅豆杉補
完医学」からの高額な研究費により，受け入れ額が過去最高となった。
一方で，研究費補助金や民間の助成団体等からの助成金のごく一部には，研究者が直接
応募したために直接研究者に交付されている補助金が存在する場合があり，採択状況を充
分に把握することができないという問題点がある。この場合に適切に研究費が使用されて
いるかなど，コンプライアンスの面で問題がある。
研究における国際連携
任意：国際的な共同研究への参加状況
任意：海外研究拠点の設置状況

〔現状の説明〕

576

基準 6 研究環境

本学部では今日まで，北里大学学術国際交流助成により国際的な教育・研究交流を積極
的に推進してきた。主な交流先は，米国トーマス・ジェファーソン大学および英国シェフ
ィールド大学である。
トーマス・ジェファーソン大学との交流は，平成 6（1994）年度に本学部医療検査学科
教員がトーマス・ジェファーソン大学を訪問し，その後，先方の保健学部長が平成 10
（1998）年度に本学部を訪問した際に，両学部間の学術交流協定書が締結された。以来今
日まで，本学部の医療検査学科・理学療法学専攻・作業療法学専攻・診療放射線技術科学
専攻が継続的に教育交流を継続している。主な交流内容は，教員・学生の相互派遣による
教育研修や教育研究に関する情報交換である。
シェフィールド大学とは，平成 8（1996）年度に，2 名のシェフィールド大学医用物理学
科教授が本学部を訪問して以来，今日まで「電気インピーダンス法を用いた医用診断装置
開発」に関する共同研究交流を継続しており，様々な研究成果を上げている。
〔点検・評価〕
トーマス・ジェファーソン大学との交流では，これまで，毎年 2〜6 名程度の学生および
1 名の教員が相互に 3 週間滞在し，両大学の教育・研究紹介や共同研究についての意見交換
ならびに講義・実習体験を行っている。訪問できる学生が少数であるため，学生主催によ
る意見交換会や懇親会を開催することで，多くの学生に国際感覚を身につけさせる教育を
推進してきた。しかしながら共同研究が具体化されていないという問題がある。
シェフィールド大学とは，平成 8 年度以降，本学部の臨床工学専攻の教員 1〜2 名が毎年
2〜3 回シェフィールド大学を訪問し，技術・意見交換を通じて特定の研究領域について共
同研究を推進させてきた。また，先方の教授が本学部を訪問した際には，学部特別講義を
開催するだけでなく，特別講演会を開催して本学以外の国内研究者を対象とした研究交流
の機会を設けた。共同研究成果として，国際学術論文 5 報，国際学術会議発表 10 件，国内
学術会議発表 11 件の成果が得られた。
教育研究組織単位間の研究上の連携
必須：附置研究所を設置している場合，当該研究所と大学・大学院との関係
任意：大学共同利用機関，学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係

大学全体のみ記載
経常的な研究条件の整備
必須：個人研究費，研究旅費の額の適切性

〔現状の説明〕
毎年 10〜11 月に次年度事業計画作成の基礎資料となる教員から提出される各計画申請書
には，①学会出張・留学（国内），②学会出張・留学（国外），③教育研究用機器・備品
購入，④施設・設備の改修・増設等に関する経費が盛り込まれている。研究活動に関する
経費の概要は以下の通りである。
１．個人研究費の配分方法：経常研究費は，①基準額（教授在籍学科目に 50 万円），②員
数額（講師以上の教員 2 名までに 1 名あたり 50 万円），③初動経費として着任年度に限
り，本学以外から着任した教授に 200 万円，本学他学部から着任した教授に 100 万円が
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専攻または学科目に配分される。
平成 19 年度における専任教員数は 117 名で，研究費総額 8,480 万円，一人当たり平均
72 万円の配分であった（大学基礎データ表 29）
。
２．機器・備品費の配分方法：20 万円以上の教育・研究に必要な機器・備品の購入費とし
て学部全体で 7,500 万円が予算化されている。各学科目からの購入申請は，事業計画申
請書にて行う。機器・備品の購入に関する申請は，各学科専攻内での協議に基づき，順
位を付した上で提出される。それを研究委員会で審議し決定する。
〔点検・評価〕
配分された経常研究費は，年度内にほぼ 100％消化されている。機器・備品費も同様で
ある。各学科目単位における研究業績は毎年，研究年報に報告されている。但し，医療衛
生学部の特質上，各学科目における研究手法は多様である。即ち，研究試薬・器具・機器
や実験動物を用いた実験を主体とした研究手法から，臨床データを交えた疫学的手法まで
さまざまである。従って，経常研究費および特別研究費（後出）の配分額の多寡を一律に
論ずることは難しい。
経常的な研究条件の整備
必須：教員個室等の教員研究室の整備状況

〔現状の説明〕
専任教員数 117 名に対し，居室 34，共同研究室 54 が割り当てられている。居室が割り
当てられているのは教授 33 名のみである（一人当たりの居室面積:平均 21.07 ｍ2)。その
他の教員（助手を含む）87 名の居室は共同研究室内にあり，一人当たりの平均面積は教授
居室より広い（一人当たりの面積: 71 ｍ2）。ただし，共同研究室には，居室以外にも共用
スペースがあり（会議，接客，書庫，OA 機器など），教員個人のスペースは実際には上述
より狭いのが実情である。
〔点検・評価〕
教授に居室が確保されているのは良好な状況である。共同研究室の配置，配分，利用形
態については各専攻に一任されている。共同研究室の使用に関しては，各専攻が異なった
事情を持つため，その判断が専攻に委ねられるのは妥当と考えられる。
経常的な研究条件の整備
必須：教員の研究時間を確保させる方途の適切性
必須：研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性

〔現状の説明〕
教員一人当たりの年間平均授業時間数は，教授が 292.0 時間，准教授が 252.6 時間，講
師が 238.7 時間，助教が 141.3 時間であり，その他実習時間は，教授が 84.9 時間，准教授
が 111.1 時間，講師が 177.5 時間，助教が 191.1 時間，助手が 283.3 時間となり，教育に費
やす時間が多く，研究時間の確保に苦慮している。
（１）国内学会出張に際しては学内規定に基づき，交通費・宿泊費および日当が支給され
る。支給は年度内に１人 1 回とするが，講演者・発表者に限り 2 回認められている。こ
の他に学部から支給される経常研究費や特別研究費，各教員が外部から獲得した研究費
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からの支出も認められている。さらに，近隣の都県への出張については，本来業務に支
障がない範囲内でほぼ無制限に認められ，請求により交通費の実費が支給される。
（２）国外出張に際しては上限を 30 万円として航空運賃を支給する。支給対象となるのは，
学部在籍年数が 2 年以上で，国外での学術集会において講演・発表を予定していること
を前年度の事業計画書に記載し，過去 2 年間に国外出張旅費の支給を受けていない者と
なっている。なお，国外出張旅費は，この他に学部から支給される経常研究費や特別研
究費，各教員が外部から獲得した研究費からの支出も認められている。この場合も概ね
上限は 30 万円である。
（３）国外留学に際しては，学部長が必要と認めた場合に過去 3 カ年に国外出張していな
い者に渡航費が補助される。滞在中は休職扱いとし最長 2 カ年を限度としている。
（４）教員の研究時間の確保は，年々難しくなってきている。特に受験生確保のための広
報活動や入試関連業務など諸行事に一部の教員が多くの時間を費やさざるを得ない状況
にある。近年，改善される傾向にはあるが，講義・実習等の担当コマ数には依然として
教員間での偏りが認められる。
〔点検・評価〕
教員の学会出張等は，業務に支障がない範囲内では特に制約がない。配分される研究費
及び教育・研究・診療に割く時間等を考慮すると，国内外への学会出張等は現行の制度は
概ね妥当と考えられる。一方，長期の国外留学に関しては，近年その例が極めて少ない。
その理由としては留学に伴う経済的負担などさまざまな要因が考えられるが，若い教員の
留学への興味が薄れてきていること，教員が恒常的に不足していることなどが考えられ
る。
教員の研究時間の確保については，教員個々に対する動機付けの問題もあるが，諸行事
の費用対効果を検証し，効率性を高めて行くことも必要である。
経常的な研究条件の整備
必須：共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
学部特別研究費（後述）への応募を通して，学部内外の共同研究の推進を図っている。
また私立大学等経常費補助金（共同研究）についても，学部内外の共同研究による積極的
な応募を促し，毎年 1〜2 件の申請を行っている。経常経費による研究や外部競争的資金
（文科省，厚労省等の科研費など）への申請においても，学部内や学外機関との共同研究
組織を構築して対応している。
〔点検・評価〕
学科・専攻単位内や学部を跨ぐ共同研究は大部分の教員が実施している。学部内研究セ
ミナーおよび教員研究交流会など，お互いの研究交流を深めて，学部内共同研究の推進が
図れるような取り組みも行われている。
競争的な研究環境創出のための措置
必須：科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況

〔現状の説明〕
579

基準 6 研究環境

本学部教員における科学研究費補助金の申請・採択状況（継続分を含む）は下記のとお
りである。
①科学研究費補助金の申請・採択状況
＜平成 17 年度〜19 年度申請・採択件数＞
申請件数
採択件数

平成 17 年度
96
23

平成 18 年度
90
17

平成 19 年度
93
17

採 択 率

24.0%

18.9%

18.3%

平成 17 年度〜19 年度の申請率は 80％以上を示しているが，採択率が 18％台の低水準に
ある。また，平成 19（2007）年度に採択された科研費の研究種目の内訳は，基盤研究 C が
10 件，萌芽研究が 2 件，若手研究 B が 4 件であった。
②その他の競争的資金の採択状況
平成 18（2007）年度厚生労働省科研費採択件数は 5 件（うち 4 件は分担者）であった。
〔点検・評価〕
文部科学省の科学研究費の申請件数は近年順調に増加しており，学部内での啓発努力が
功を奏したと言える。一方採択率に関しては，新規継続をあわせて 18％台と低水準であり，
特に新規課題の採択率 6.1％（平成 19 年度採択分）は全国平均 24〜25％に較べきわめて低
調である。
学部内では外部資金獲得のインセンティブを増すために，文部科学省の科学研究費を申
請することを学部内の競争的研究費に応募する際の必要条件にしている。採択率が全国平
均に較べて低いのは，申請書の作成は各人に任せられており，よいものに学ぶというノウ
ハウの伝授がなされていないのも要因のひとつと推測される。
競争的な研究環境創出のための措置
任意：基般的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性

〔現状の説明〕
①学内資金と競争的資金のバランス
研究費の内訳
研究費総額
学内資金
競争的資金等

2006 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合

2007 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合

212,525,973

100.0%

223,489,988

100.0%

88,357,973

41.6%

108,454,988

48.5%

124,168,000

58.4%

115,035,000

51.5%

研究費総額は前年度に比して約 4％の増加，学内資金も約 23％の増加であったが，競争
的資金等は約 8％程度の減少となった。学内資金と競争的資金等の比率バランスは，約 5：
5 程度であり，適当であると判断している。
②資金配分（運用）方法について
学部内での基盤（経常）的研究費は，研究室単位の額と教員の数や職位によって決めら
れている。また，これ以外の競争的研究費として，学部特別研究費（総額約 20,000 千円）
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が活用され，学部内外との共同研究に利用されている。特別研究費には，一般研究費と若
手を対象とした奨励研究費を用意し，毎年約 80 名以上（全体の約 7 割程度）の教員から申
請があり，審査委員会による申請書類選考により約 40 件の課題を採択している。研究費も
選考結果による傾斜配分によりできるだけ多くの教員への補助を行っている（最高 1,100
千円から奨励研究の 200 千円）。研究資金の運用に当たっては，経常的な基盤資金とそれ
以外の競争的資金のデュアルサポートシステムを用意して，一定の研究継続が可能な配慮
がなされている。
〔点検・評価〕
学部の経常的研究資金は，研究室の人員数や職位により若干異なるが，従来の講座制の
様な規模ではなくなったため，研究資金は十分な額とはいえない。その一方で，比較的人
数の少ない研究室単位のため，若手等の個人研究費は少額であるが活用しやすい環境とも
言える。活用状況の評価も，学部事務職や学園の担当理事の点検を受けて適切に行われて
いる。学部内競争的研究資金としての特別研究費については，研究成果等の報告書の提出
を義務化し，次年度への申請条件としている。これらの研究結果は学部内のセミナー等に
より報告を行って，点検・評価の一部としている。
研究上の成果の公表，発信・受信等
任意：研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性
任意：国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況

〔現状の説明〕
本学部研究委員会では，研究論文が学術雑誌に掲載された場合は，その掲載費や別刷代
を学部の研究費として支出することが可能である。
研究成果リストは，大学全体で発行する「研究年報」として公表している。学部独自の
冊子体発行はないが，各研究室の研究内容はホームページで公開しており，特に最先端の
研究については，年 4 回発行する学部新聞で紹介している。また，学部付属「再生医療・
細胞デザイン研究施設」の活動は市民講座や紀要（2009 年 3 月第 1 号発刊予定）として公
開する。一方，学外からの研究成果の受信は，医学部図書館および電子ジャーナルによっ
て行っている。
〔点検・評価〕
本学部から発信される学術研究の件数は毎年増えており，研究論文・研究成果を公表す
るための適切な支援体制が整いつつある。すなわち，次年度の研究計画申請書を事前に評
価し，早い時期に研究費の配分額を決定するため，各教員はその額を考慮しながら研究計
画を実施することが可能である。
研究成果の発信に関しては，ホームページや学部が発行する新聞の内容をさらに充実す
るなどの努力が必要である。学外からの研究成果の受信環境については，ほぼ十分に整備
されていると言える。
倫理面からの研究条件の整備
任意：研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性

〔現状の説明〕
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平成 20（2008）年 5 月に医療衛生学部研究倫理審査委員会を発足させた。本学部教員や
学生が人を対象とした研究を行う場合は，倫理を配慮した研究計画書を提出して，本委員
会で審査，承認された後でなければ研究を開始することができない。また北里大学病院・
北里大学東病院の患者を対象とした研究を行う場合は，北里大学医学部・病院倫理委員会
で審査，承認された後に研究を開始している。
〔点検・評価〕
医療衛生学部研究倫理審査委員会は発足後間もないので，十分な評価はできないが，本
学部独自の委員会を設立したことにより，倫理に対する配慮が教員間に浸透することが期
待される。この委員会の特徴としては，審査に必要な項目を網羅した申請様式を使用して
いること，予備審査制度を設けているため，緻密かつ効率的な審査が可能となっている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇研究活動
大学全体で実施しつつある専任教員の多元的業績評価制度では教員個々の研究活動を把
握することが可能となる。その制度を有効に生かし，学部全教員が研究マインドを維持し
教育に生かす方策をとる必要がある。本学部が実施する評価システムでは，研究成果の質
に関しては細分化して評価する方法をとっていない。研究成果を，社会に発信できる質の
高い研究を推進するためにも改善が望まれる。
一方，現在学部の教育研究活動を支え，また将来的にも学部を担う人材として育成され
るべき若手研究者のための研究環境整備を図る必要がある。
◇研究における国際連携
トーマス・ジェファーソン大学との交流では学部支援金額枠拡大などにより，共同研究
の推進と交流活動をさらに発展させる予定である。シェフィールド大学との交流では，共
同研究活動を中心に実施するとともに，学生の派遣による国際的視野の涵養効果をも視野
に入れている。
◇経常的な研究条件の整備
高額な機器・備品の購入に関しては，複数年度に渡る購入計画を策定するなどのルール
化が必要である。共同研究室の使用状況については，①使用状況などについての点検・評
価を行い，②教員一人当たりの最低面積を提示する，などの基準の設置を検討する必要が
ある。
教員の研究活動に関わる研修について，若手教員が積極的に海外で研鑽を積むために，
国外留学が恒常的に可能となるシステム等の確立が求められる。
隔年開催される「医療衛生学部教員研究交流会」において，学部内で展開されている研
究内容の相互理解と共同研究を推進する。一方，学外機関との共同研究について，学部と
しての啓発や推進のための何らかの援助等も望まれる。さらに，大型の競争的外部資金獲
得への予備的研究としての共同研究推進のための何らかの支援を系統的に考える必要があ
る。
外部資金獲得のインセンティブを増すために，採択の有無を問わず，申請件数に応じた
一般研究費の配分などの方策も考えられる。
◇競争的な研究環境創出のための措置
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学部内の経常経費を増額し，研究活動をより推進できるシステムが望まれる。特に若手
教員の研究支援のため，研究費が支給されない助教でも，科学研究費の申請を行った場合
には研究費を支給すること，および若手教員のための競争的研究振興枠を設けて研究費を
配分するなどの方策を検討する。学部内の競争的資金も，比較的小規模な奨励研究や萌芽
的な研究に活用できる利点はあるが，大・中規模な研究には予算的に不十分である。大型
外部資金獲得への足がかりとなるような研究をサポートするための配慮・工夫が必要と考
える。
研究成果の学会発表は学術論文の執筆につながることから，学会出張費の支給は，学術
論文としての成果が認められる教員に対してより重点的な配慮がなされるべきである。
◇倫理面からの研究条件の整備
倫理面で配慮が必要な研究実施のための審査基準や判定基準についての整備が必要であ
る。また，判定に苦慮する事例につき，政府の関連部署および学識経験者に意見を求めつ
つ，研究倫理審査委員会が中心となって審査基準等を整備していく。
２−８．一般教育部
〔到達目標〕
一般教育部では教育に重点を置かざるを得ず，研究活動が軽視されがちである。しかし
ながら，良い教育を行うためには，各教員が自らの専門分野に対し研究のモチベーション
をもち続け，その成果や熱意を学生教育に生かすことが必要である。このための研究活動
活性化を目指し次の諸点を具体的目標として設定する。（平成 19 年 9 月 21 日一般教育連
合教授会にて研究委員会の設置及び同規程の承認）
◇研究活動
学会および学術誌への発表件数の増加を目指す。このために，学部との連携により卒研
生などの受け入れを促進し，研究の進展を図る。また教員人事においては，教育能力と共
に研究能力にも今まで以上に重点を置いた選考を行い，研究活動の活性化を図る。
◇経常的な研究条件の整備
教員の研究時間確保のために，例年，一部教員の業務過多となっている入試関係業務に
ついて，グループ化などにより業務を効率化，もって研究時間の確保を図る。
◇競争的な研究環境創出のための措置
研究委員会が中心となり，科学研究費補助金申請に関する講習会を開くことなどにより，
申請率を上げ，採択数の増加を図る。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
研究情報の発信を促進するため，すべての教員の研究内容や研究成果をホームページで
公開する。
◇倫理面からの研究条件の整備
教員の研究倫理についての意識向上のためのセミナーなどを開催する。
研究活動
必須：論文等研究成果の発表状況
任意：国内外の学会での活動状況
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任意：当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況

〔現状の説明〕
①論文等研究成果の発表状況
一般教育部（3 センター）における学術論文として平成 17（2005）年度 28 報，平成 18
（2006）年度 17 報，平成 19（2007）年度 37 報が発表され，3 年間の発表数は，年平均
27 件（原著論文として 26 件）である。自然科学センターの各単位では，ほとんどの教員が
国際学会を含む各学会で毎年発表を行い，年平均 11 件の原著論文を発表している。人間科
学教育センターでは，年平均 6 件の原著論文に加え，著書が年平均 8 件刊行されており，
主要な業績となっている。基礎教育センターでは，年平均 5 件の原著論文が発表されてお
り，翻訳書（年平均 7 件）や著書もコンスタントに刊行されている。教員の研究活動にお
ける活性度の検証は，「北里大学研究年報」と「教育・研究計画の概要」及び「教員の多
元的業績評価制度」により行われている。また，各センター主催のセミナーが年に 4〜5 回
開かれており，教員相互の理解と研究の活性化に一定の役割を果たしている。
②国内外の学会での活動状況
現在約 10 名の教員が，国内学会の理事，幹事，評議員等を勤め，各学会で主導的な役割
を担っている。主な，学会は次のとおりである。日本栄養改善学会，日本医史学会，日本
神経化学会，日本脂質生化学会，日本睡眠学会，日本医学英語教育学会など。
③当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況
物理学単位の赤外光を用いた世界最先端の生体断層画像撮像法の開発は，独立行政法
人・科学技術振興機構（JST）の平成 17 年度「先端計測分析技術・機器開発事業の要素技
術プログラム」に採択された。開発期間は 3 年半で，委託研究費総額は 3 億 900 万円であ
る。
〔点検・評価〕
１）一般教育部教員の教育業務は 1 年生に対する基礎教育が主体であり，教育活動の中に
研究活動を併存させることが困難である。このような研究条件を考慮すると，総体とし
てみた研究活動とその成果発表には，それなりの評価が与えられるべきである。
一般教育部の研究状況における長所をあえて挙げれば，研究課題に対する自由度が高
いことであろう。特に自然科学系では近年，専門学部の研究課題が社会的状況に影響さ
れる度合いが強まり，組織的な取り組みが増加する傾向にあるが，一般教育部では，研
究者個人の研究を進めることへの障害が少ない。また人間科学教育センターでは他セン
ターとは異なり教育と研究領域の乖離が比較的少ないことが長所である。一般教育部内
には，同一分野の研究者が少なく，研究に対する刺激が弱いことは問題である。
２）教員数から見ると役員として学会で活動している人の割合は少なくないと評価される。
しかし，一般教育部では教育のための職務が多く，また交代要員も限られているので，
国内であっても学会活動への参加に制約が大きい点が問題である。
３）生体断層画像撮像法の開発は，当初の計画の通りの研究成果をあげることができた。
特に，医用画像診断への応用にとって重要な計測速度で，現在の市販品の 1000 倍の速度
で測定する方法を着想し，JST の中間審査で最高の S 査定を受け，予算の増額が認めら
れた。
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研究活動
任意：研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況

〔現状の説明〕
独立行政法人・科学技術振興機構（JST）の先端計測分析技術・機器開発事業の要素技術
プログラムに採択された物理学単位の大型研究は順調に進捗し，JST から S 査定を受けた。
また，米国ナショナル・インスツルメンツ社の LabVIEW により，優れた業績を挙げた開
発者（グループ）に与えられる，Biotechnology/Life Sciences の部門賞および最優秀賞
（Allover Winner）を受賞した。
〔点検・評価〕
平成 17 年から始まった当プログラムは平成 20 年度で終了する。その間，特許出願 8 件
（登録 1 件）や複数の関連企業からの共同開発提案による研究が着々と進めれれており，
技術開発による産業界への貢献が大いに期待できる。
研究における国際連携
任意：国際的な共同研究への参加状況
任意：海外研究拠点の設置状況

該当しない
教育研究組織単位間の研究上の連携
必須：附置研究所を設置している場合，当該研究所と大学・大学院との関係
任意：大学共同利用機関，学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係

大学全体のみ記載
経常的な研究条件の整備
必須：個人研究費，研究旅費の額の適切性

〔現状の説明〕
自然科学教育センターでは個人研究費として，講師以上は一律一人 30 万円，助手・助教
は一人 15 万円である。また人間科学教育センターおよび基礎教育センターの個人研究費は
講師以上一律一人 25 万円である。なお，新任教員には初年度に 20 万円の特別研究費が配
分される。平成 19 年度における専任教員数は 60 名で，研究費総額 1,734 万円，一人当た
り平均 288 万円の配分であった（大学基礎データ表 29）
。
研究旅費は，国外は 3 年に 1 回を限度として 30 万円を上限に支給される。国内は年 2 回
まで旅費が支給される（ただし，2 回目は学会において研究発表または講演する場合の
み）。
〔点検・評価〕
個人研究費は必ずしも十分とは言えない。平成 12（2000）年度の(財)大学基準協会の助
言でも，専任教員一人当たりの研究費が少ないという指摘がなされた。自然科学系では当
時は単位ごとに共通の研究費が支給されており，一人当たりに換算すると約 25 万円から
28 万円であった（当時の教員構成として）。文科系・数理系の教員は一人当たり一律 25
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万円であった。
平成 14（2002）年度からは，自然科学系では講師以上一人当たり 30 万円，助手は 15 万
円に設定されたが，教員組織の変更（助教制度の導入）にともない今後再検討が必要であ
る。多くの単位では，基本的にこの研究費を単位全体でまとめて使用し，研究費利用の効
率化を図っており，これは若手教員の研究活動の活性化の点からも適切であろう。講師以
上の研究費が一律なのは，公平に支給するという点では評価できるが，他学部で実施され
ている業績に基づいた研究費支給などが一般教育部では適切な方法であるかについては検
討していく必要がある。
経常的な研究条件の整備
必須：教員個室等の教員研究室の整備状況

〔現状の説明〕
教員の研究室は，教員 60 名に対して，個室 50（平均 11.02 ㎡），共同研究室 6（平均
37.45 ㎡）が割り当てられている。教員一人当たりの研究室平均面積は 16.05 ㎡である。文
科系と数理系の全教員には個室が確保されている。自然科学系では，ほとんどの教授，准
教授には個室が確保されているが，専任講師と助教・助手は，多くの場合，2〜3 名が共同
研究室に同居している。
〔点検・評価〕
ほとんどの教授には個室が確保されている点は，その職務の必要性から評価される。現
在，文科系，数理系教員（全員講師以上），すべてに個室が与えられている点は評価でき
る。自然科学系の教授個室は研究室内に設けられている場合が多いが，特に支障はない。
経常的な研究条件の整備
必須：教員の研究時間を確保させる方途の適切性
必須：研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性

〔現状の説明〕
１）教員当たりの授業担当コマ数は妥当と考えられるが，一部の教育研究単位を除いては
教育業務が研究的内容に関わる要素を含まない部分が多く，教育に要する時間が直接的
に研究時間を削減することから，研究時間について不足感を持つ教員が多い。また，入
学試験問題の作成に関わる教員は，その業務に相当の時間を費やさなければならず，研
究時間の不足感が一層強い。健康科学系教員は体育会クラブの顧問として，休日も拘束
されることがある。基礎教育センターでは語学用教室や情報演習室の管理業務が加わる。
このような状況から，研究時間が十分確保されているとは言えない。自然科学系につい
ては，週のほとんどの日に授業や学生実験があり，研究意欲のある若手教員の研究時間
を確保にするために苦慮している。
２）国内学会出張旅費は全教員に年 1 回分が保証されており，研究発表を行う場合には，
さらに 1 回の出張旅費が支給される。また，公的な技術研修会などで講演する場合には
その費用の支給が可能である。留学は同じ科目担当の教員の教育負担増が障害となり困
難が伴うので，最近では講義負担のない助手の留学が実現したにとどまる。
〔点検・評価〕
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１）自然科学系単位によっては，授業担当日を集中させることにより研究を集中的に持続
できる環境を整えようとしている点が評価される。しかし時間割作成の制約から，必ず
しも十分であるとは言えない。教育業務の負担及び入学試験関連業務の負担が，研究時
間を圧迫していることが充分認識されていないことが問題である。また，最近では入学
者の多様化，学力格差の拡大が著しくなっており，これらに対応するために，高大接続
教育（要習）の導入が実施されたこと，さらに新たに初年時導入教育の実施が試行段階
に入ったことで，教員の負担が一層増加することになる。また，生活指導を含めたきめ
細かな学生指導のために平成 20（2008）年度より少人数クラス編成に伴うクラス主任数
が増員されたので，さらに研究時間の減少に結びつくことが懸念される。
２）国内外の学会出張の機会は，回数や時間的な制約はあるが，比較的よく確保されてい
る。教員の研究活動を促進する条件の整備は，各研究単位の努力に任されている。各単
位では特に若手教員の研究促進に配慮しており，単位の実情に応じて，研究費や研究時
間確保などの努力をしていることは評価できる。留学については，教員のクラス主任業
務・入試出題業務などが増加していることから以前より困難になってきている。
経常的な研究条件の整備
必須：共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
自然科学教育センターでは，共通研究費として各研究単位に 50 万円ずつ配分されている。
この他に，教育研究用機器備品費が，自然科学教育センターの物理学，化学，生物学の各
単位に毎年 150 万円，自然科学系を除く各単位にあっては単年度の要求により予算が立て
られるが，平成 19 年度を例に取ると，40 万円から 100 万円程度が配分されている。
〔点検・評価〕
各研究教育単位とも，教育研究に資する設備等の整備に教育研究用機器備品予算を有効
活用している点は評価される。また共通研究費が単位内各教員の研究に有効に利用されて
いることも評価される。しかし，研究用施設・設備の整備は，特に自然科学系では予算が
定額配分（150 万円）方法をとっているため，大型機器購入ができない状況となっているこ
とが問題となっている。今後，大型機器の購入計画について，研究委員会を中心に検討し
ていく必要があると考えられる。
競争的な研究環境創出のための措置
必須：科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況

〔現状の説明〕
一般教育部教員における科学研究費補助金の申請・採択状況（継続分を含む）は下記の
とおりである。
１）科学研究費補助金の申請・採択状況
＜平成 17 年度〜19 年度申請・採択件数＞
申請件数
採択件数

平成 17 年度
15
2

平成 18 年度
18
3
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採 択 率

13.3%

16.7%

22.2%

平成 19 年度の文部科学省および日本学術振興会の科学研究費補助金には 18 件の申請が
行われ，4 件の採択であった。
２）その他の競争的資金の採択状況
独立行政法人・科学技術振興機構（JST）の先端計測分析技術・機器開発事業の要素技術
プログラムに応募し，平成 17 年度に採択された。研究期間は 3 年半で，委託研究費総額は
3 億 900 万円である。
〔点検・評価〕
最近の文部科学省の科学研究費補助金の審査では，従来の研究成果と当該研究の成果の
確実性が特に重視されているため，教育業務が多く，大学院生のような研究分担者をもつ
ことが困難な状況であるため採択は難しくなってきている。このような状況の中でも採択
数を増加させるためには，申請率を向上させることが必要であると考えられる。この点に
ついては平成 19 年度の申請率の 27.6%から，平成 20 年度には 59.6％と大幅な改善をみた
ことは評価できる。
また，物理学単位の大型予算獲得と，十分な成果の達成は大いに評価できる。
競争的な研究環境創出のための措置
任意：基般的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性

〔現状の説明〕
①学内資金と競争的資金のバランス
研究費の内訳
研究費総額
学内資金
競争的資金等

2006 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合
195,920,453
100.0%

2007 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合
73,428,705
100.0%

19,555,453

10.0%

21,238,705

28.9%

176,365,000

90.0%

52,190,000

71.1%

平成 17 年度から平成 20 年度まで独立行政法人・科学技術振興機構の先端計測分析技
術・機器開発事業の要素技術プログラムに物理学単位の課題が採用されたため，競争的資
金が突出している。それを除くと競争的資金の割合は低い。
②資金分配（運用）方法について
各単位には教員の職位と人数に応じた経常研究費の配分を行っている。教員によっては
学外の競争的資金を得ているものもあるが，一般教育部内での競争的研究資金の制度はな
く，デュアルサポートシステムも行われていない。
〔点検・評価〕
すべての研究資金の運用は適切に行われていると評価できる。基盤的研究資金の額は限
られているものの，教員の研究に公平に分配され，有効に利用されている点は適切な運用
と考えられる。上記 JST を除くと，そのほかの競争的外部資金の導入が少ない点は問題で
ある。
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研究上の成果の公表，発信・受信等
任意：研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性
任意：国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況

〔現状の説明〕
「一般教育紀要」の発行が，特に文科系教員の研究成果公表に有効に利用されている。
また研究年報の発行により，一般教育部を含む大学全体の研究業績が公にされている。さ
らにいくつかの単位では，各センターのホームページ上で研究業績を公表している。
教養図書館および学内の各図書館所蔵のジャーナルを利用することができ，電子ジャー
ナルの閲覧，情報のダウンロードに利用されている。また学内 LAN により，ジャーナルな
どへの電子投稿が日常的に可能である。
〔点検・評価〕
一般教育紀要は，最近，投稿規定や審査について整備された点が評価できる。図書館で
は紙を媒体とした専門雑誌の蔵書は減少しているが，代わって電子ジャーナルの充実が図
られていることは評価できる。本学にないものについては，図書館間の相互貸借制度によ
り入手が可能である。理系に比べ，文科系の文献や図書は少ないので多くの文科系教員が
他大学の図書館に依存している点は問題といえる。
倫理面からの研究条件の整備
任意：研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性

〔現状の説明〕
一般教育部としての独自のシステムはないが，ライフサイエンス関連の実験を行うため
には，動物実験委員会，遺伝子組換え実験安全委員会等の当該実験に関する学内委員会に
よる必要な審査を受けて実施されている。
〔点検・評価〕
当該研究の専門委員会が審査や管理業務を担っており，特に問題はない。しかし，教員
によっては研究の倫理についての認識に差があることが考えられる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇研究活動
一般教育部には，平成 19（2007）年度に研究委員会が設置された。それにより，科学研
究費補助金の申請件数の増加など，積極的な研究活動が開始されつつあることは，研究の
活性化のみならずその研究成果が教育にも還元されることが期待できる。今後は，学内の
学部等との施設・設備の共用を進め，研究交流を深めることも必要である。
◇経常的な研究条件の整備
一般教育部には，大学院医療系研究科を兼担している専任教員が 6 名在籍している。今
後の大学院生の指導を考えたとき，教育能力はもちろんのこと，研究能力に優れた教員の
採用・昇任人事により研究環境を整えると共に，大学院生の指導を積極的に行うことを検
討する。
文科系教員の場合，研究の性格上学外の研究会，学会などへの参加が必要となることが
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多い。そうした時間を確保し，教育等に支障が起きない体制の確立，研究成果の発表に対
する支援として，出版物助成金の創設などについても検討する。
また，教育研究用機器備品費の弾力的運用により，大型機器の購入が可能となるように
検討する。
業務過多となっている入試関係業務については，グループ化などにより人員構成や人数
を再検討し，教員の負担解消に努める。
◇競争的な研究環境創出のための措置
研究委員会を核とし，平成 20 年度に著増した科学研究費補助金の申請率を今後も維持・
向上の啓蒙活動を推進するとともに申請書作成のノウハウを伝授するなどして，採択率の
向上を目指す。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
研究成果の発信については，学術論文の発表が第一であることは論をまたないが，教員
の意識を高めるためにも，各教員の研究情報をホームページで公開することを推進してい
く。
◇倫理面からの研究条件の整備
研究倫理を支えるシステムは，当該研究倫理システム等に準じて行われているが，研究
者により解釈の仕方や意識の持ち方に相違等があることを考慮し，研究委員会が中心とな
って広報活動，セミナーなどを企画する。
２−９．医療系研究科
〔到達目標〕
医療系研究科は，学祖の実学を重んじる精神を受け継ぎ，生命科学分野の先端研究を進
め，人間性と社会的視点を備えた研究者を育成し，その研究を発展とともに，その基盤と
なる研究環境の整備を行うために，次の到達目標を設定した。
◇研究活動
競争的原理に基づいた，大学院教員による「教員プロジェクト研究」及び大学院生自身
が主体となって立案・実行する「院生プロジェクト研究」を基盤に，科学研究費補助金等
をはじめとする公的研究費や企業研究助成金等の外部研究資金を獲得する。（平成 20
（2008）年第 129 回研究科委員会・研究科長所信表明で設定）
◇研究における国際連携
教育・研究・診療の発展に寄与することを目的に，海外研究機関との学術交流協定に基
づいた共同研究を実施する。
◇経常的な研究条件の整備
研究科の教員個室を含めた研究室などの専用スペースを確保し，最新の研究機器の導入
及び専属技術員の配置による研究環境を整備する。（平成 18（2006）年第 105 回研究科委
員会で設定）
◇競争的な研究環境創出のための措置
ホームページに科学研究費補助金等をはじめとする公的研究費，企業研究助成金等の公
募情報を掲載して申請を促すとともに，申請書類の記入方法等を解説するフォーラムを開
催する。（平成 20（2008）年第 129 回研究科委員会・研究科長所信表明で設定）
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◇研究上の成果の公表，発信・受信等
本研究科独自のサイエンストピックスや教員プロジェクトの研究成果などについて，常
に最新の情報をホームページにより公表する。（平成 18（2006）年第 102 回研究科委員会
で設定）
◇倫理面からの研究条件の整備
人を対象とした研究については，本研究科の基礎学部に設置されている医学部・病院倫
理審査委員会又は医療衛生学部研究倫理審査委員会による倫理審査が円滑に実施されるよ
う，組織運営体制を整備していく。（平成 17（2005）年第 90 回研究科委員会で設定）
研究活動
必須：論文等研究成果の発表状況
任意：国内外の学会での活動状況
任意：当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況

〔現状の説明〕
①本研究科における論文等研究成果の発表状況
本研究科のみを本務とする専任教員（以下「教員」
）5 名の平成 19（2007）年度における
論文等研究成果の発表状況は，学術論文 45 件（うち原著論文 33 件），著書 15 件，その他
14 件である。
②国内外の学会での活動状況
平成 19（2007）年度における国内外の学会での活動状況は，学会発表 83 件となってお
り，積極的に研究成果を発表している。
また，本研究科教員は，国内学会の理事，運営委員，評議員等を勤め，各学会で主導的
な役割を担っており，主な学会等は次のとおりである。
日本解剖学会，日本組織工学会，日本精神分析学会，日本社会精神医学会，日本ストレ
ス学会，日本心理学会，日本遺伝カウンセリング学会，日本産業精神保健学会 等
③本研究科における特筆すべき研究分野での研究活動状況
従来型の医学系大学院の講座制を廃し，科学領域「学群」制を導入し，学際性に富んだ
大学院研究ドメインを維持する工夫をしている。大学院教員による「教員プロジェクト研
究」に加え，大学院生自身が主体となって立案・実行する「院生プロジェクト研究」を競
争的原理に基づいて，推進している。
また，修士課程及び博士課程の専攻する分野に関わらず，「医療人間科学分野」を共通
教育研究単位として設定しており，人間とは何かを体系的に考察するとともに，医療系の
諸分野の全体像を理解し，広い社会的視野を持つ研究者を育成している。
昨今の特段に拡充された研究分野における活動状況は次のとおりである。
１）遺伝子高次機能解析センターを利用した遺伝子改変動物の医学研究への活用
平成 14（2002）年度から，文部科学省ハイテク・リサーチ・センターに選定された本
センターは，医学部の附置研究所として平成 17（2005）年 4 月に設置され，動物を用い
た遺伝子高次機能解析を中核とした生命科学領域の基礎研究・応用研究と高度専門教育
に取り組み，学際領域を含む研究を推進しており，現在は第 2 期のプロジェクト研究が
進行中である。
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２）北里臨床研究センター（KCRC：Kitasato Clinical Research Center）主導の臨床研
究
平成 19（2007）年度厚生労働科学研究費補助金の臨床研究基盤整備推進研究事業に採
択され，全国 10 ヶ所の「治験中核病院」の一つとなっており，全国でも有数の治験・臨
床研究の実績を有している。海外医療機関との国際共同治験や臨床研究の実施も進め，
グローバルに活躍する人材を輩出するとともに，研究デザインやエビデンスの検証方法
を提供し，日本の臨床試験・研究の基盤向上と国際的競争力の強化に寄与している。
３）医工連携によるイノベーション研究の推進
青山学院大学理工学部及び社会情報学部並びに相模原市との学術交流協定を基に，複
数のプロジェクトを活発に推進している。特に「SSG‑
DBR レーザを用いた機能学的 3 次元
OCT の開発と臨床への応用に関する研究」は，独立行政法人科学技術振興機構から補助を
受け，眼科や内視鏡検査等での臨床応用が高く期待できる。また，地域企業との共同研
究により，オゾン水の皮膚科学的研究による有効利用の可能性や地域病院との医療情報
の相互共有等を目的とした双方向高速転送技術の開発も進めている。
４）バイオイメージング研究センターの創出と医学研究
平成 18（2006）年 4 月に設置された本センターは，画像部門，RI 部門の 2 部門から
構成されている。現在行われている生命科学研究は，遺伝子操作動物を用いた細胞，組
織，器官，個体レベルの現象を，遺伝子レベルから演繹的に解析する広範な研究を行う
方向に来ている。特定の分子が生体の中で働く場に着目し，組織細胞の形態の変化から
機能解析することが試みられている。画像部門では高性能の電子顕微鏡の整備並びに蛍
光顕微鏡，位相差顕微鏡，共焦点顕微鏡や走査プローブ顕微鏡等の各種関連顕微鏡の機
器の環境整備が進められている。RI 部門では RI を分子イメージングプローブとして用い，
生体内活性物質の時間，空間的な動態の解析，情報収集，新実験システムの確立を行っ
ている。
５）医療工学的研究領域
生体から得られる情報を分析し，診断・治療に生かすとともに，より良い医療機器・
医療システムを開発するための研究を展開している。機械工学分野では，基礎・応用研
究（人工関節の力学，熱工学技術による細胞・組織・臓器の保存），病態解析，診断・
治療機器開発，信頼性工学の確立，生命維持装置と生体との相互作用のメカニズムの解
明及び生体適合性のある装置開発，携帯型人工腎臓開発，網羅的遺伝子発現解析のため
の情報処理手法開発と解析結果に基づく病態研究手法の確立等を推進している。医療放
射線工学分野では，炭素イオン線癌治療における高度な放射線治療計画法の研究を推進
している。また，シミュレーションプログラムを用いた高精度・高信頼性の放射線治療
計画法を開発し，平成 15（2003）〜20（2008）年度独立行政法人科学技術振興機構戦略
的創造研究推進事業（CREST タイプ）
「高度放射線医療のためのシミュレーション基盤の
開発」として共同研究が進められている。
６）リハビリテーション領域
低出生体重児や遺伝子疾患の乳幼児の運動障害や呼吸管理を行うための臨床研究，幼
児や学童における骨関節形成不全や神経筋疾患による発達障害に関する研究，スポーツ
障害の発生予防の研究を行っている。地域のセンターや家庭において運動機能の回復・
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向上のための介入研究を行い，身体障害の研究では，重度四肢麻痺者の机上動作を中心
として，日常生活活動を助ける腕保持用装具の開発を継続的に行っている。音声言語の
生成と受容，言語認知の発達と脳機能，摂食嚥下に関する基礎研究及び臨床研究を生理
学的，音響学的，聴覚・発達・神経心理学的手法を用いて行っている。視科学や神経科
学分野の境界領域を含めた基礎及び臨床研究を行っている。
７）人工皮膚研究開発センターにおける研究開発
皮膚再生医療の研究開発のトップランナーとして，培養真皮を用いた先端医療の確立
及び普及活動を推進してきた。平成 18（2006）年度からは，再生医療・細胞デザイン研
究施設に発展させ，羊膜間葉系幹細胞を利用した再生医療や細胞治療関係の活動も開始
している。
８）医療人間科学分野の研究成果
医療人間科学群の特論教員は医療心理学，臨床遺伝医学，発達精神医学，産業精神保
健学，保健医療政策学（医療社会学）の特論科目を担当し，かつ研究を行っている。本
学群の研究のキーワードはメンタルケアで，各教員の研究テーマは「医療場面での精神
的健康に向けた心理的援助方法の研究」
「遺伝子診断の市場化・脱市場化によってもたら
される倫理社会的課題」
「前青年期と青年期における自傷行為の頻度と背景要因に関する
研究」
「児童福祉施設における精神保健と心理ケアに関する研究」
「医療における心理士
の役割に関する研究」
「うつ病および労働者の自殺の予防のための介入研究」
「災害ボラ
ンティアのストレスに関する研究」等である。このように各研究は，人の健康に関連す
る心理社会的要因やそのメカニズムを解明し，社会に貢献することを目的としている。
〔点検・評価〕
本研究科における論文等研究成果の発表状況及び国内外の学会での活動状況は，本学で
毎年度刊行している各教員の業績リストを分類別に取りまとめた「研究年報」及びホーム
ページ等によって公表され，教員の研究活動の検証に役立っている。
また，本研究科では独自の教員評価を実施しており，論文等研究成果の発表や国内外の
学会での活動状況は評価の対象となり，全教員が精力的に活動している。また，年度毎に
教員個々が入力している研究業績と大学院生が教員を評価する教育業績のデータを継続利
用し，より一層の研究活動に期待したい。
本研究科は，医学部及び医療衛生学部を基礎学部としていることから，科学領域を網羅
するために必要な基本科目で構成する学群をもって組織され，学群内，学群間の学際性に
富んだネットワーク型共同研究（プロジェクト研究）による研究活動が特徴である。また，
人間性に対する深い洞察力の涵養を目的に，医学･医療に関連の深い人文学，社会科学の医
療人間科学分野は，全人的医療を指向する人材養成に焦点を合わせている。
研究活動
任意：研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況

〔現状の説明〕
本研究科では，平成 10（1998）年度から本研究科内共同研究である教員プロジェクト研
究に総額 3,000 万円を予算計上し，研究委員会の審査を経て，上位 6〜8 申請の採択につい
て，運営委員会及び研究科委員会において承認し，ホームページで公開している。教員プ
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ロジェクト研究は原則として 2 年間で成果を出し，報告書の提出と翌年度中に研究発表
（報
告会）を行うことを義務付けており，大学院生の特別講義として認定している。発表の要
約は，ホームページにサイエンストピックとして掲載している。
また，本学の教育研究振興基金を果実とした生命科学分野の学際的総合的共同研究
（AKPS 共同研究）助成により，平成 19（2007）年度は「ヒト皮膚毛包幹細胞を用いた末
梢神経・脊髄損傷の修復と再生（研究代表者：勝岡憲生教授，助成金 900 万円）
」，平成 20
（2008）年度には「遺伝子改変動物を用いた脈管新生・線維化を制御する炎症性メディエ
ーターの解析と分子標的治療への応用（研究代表者：馬嶋正隆教授，助成金 900 万円）
」が
採択されている。
なお，学外の競争的資金による研究助成では，独立行政法人科学技術振興機構の平成 18
（2006）年度科学技術振興調整費に「重要課題解決型研究等の推進 遺伝子診断の脱医療・
市場化が来す倫理社会的課題（研究代表者：高田史男准教授，平成 18 年度委託費 23,690
千円，平成 19 年度委託費 25,052 千円，委託費合計 48,742 千円）
」が採択されている。
〔点検・評価〕
本研究科は，基礎学部である医学部及び医療衛生学部を本務とする専任教員と医療系研
究科のみを本務とする専任教員（教授 2 名，准教授 3 名）から構成されており，発展的共
同研究推進に適した組織形態であることから，研究プログラムは多岐にわたって活発に展
開されており，積極的に学内外の研究助成の獲得に向けて取り組んでいる。
研究における国際連携
任意：国際的な共同研究への参加状況
任意：海外研究拠点の設置状況

〔現状の説明〕
本研究科では，がんプロフェッショナル養成プラン（文部科学省大学改革支援事業）の
ような外部資金導入にともない，Texas，MD Anderson Cancer Center 等の海外施設との積
極的な共同研究を展開している。加えて，北里大学学術国際交流助成により，国際的な教
育・研究交流を積極的に推進している。
基礎学部等に準じた主な交流先及び協定等名は，次のとおりである。
１）吉林大学：

日本国北里大学と中華人民共和国吉林大学との学術交流（教職員・研

究者の相互派遣，共同研究の推進，学術資料の相互交換など。）
２）ハーバード大学： 北里大学医学部及びハーバード大学医学部間の学術交流（NO 吸
入についての共同研究，施設機材及び人員の派遣，学術資料の相互交換など。）
３）ケンブリッジ大学医学部：

北里大学医学部及びケンブリッジ大学医学部学術交流

（角膜移植の長期生存に関する共同研究，学術資料の相互交換など。）
４）カルガリー大学：

北里大学医学部とカルガリー大学医学部との学術交流（教育・

研究目的で教職員・学生を相互派遣，教職員・学生の来訪にかかる相互便宜，出版刊
行物・研究論文等の相互交換及び学術交流など。）
５）マーブルグ大学：

北里大学医学部とマーブルグ大学医学部との学術交流（教育研

究のための学生・教職員の交流，学生・教職員の訪問に際してのサポート，出版刊行
物，研究論文，その他学術情報の交換など。）
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６）復旦(Fudan)大学医学院： 日本国北里大学病院と中華人民共和国復旦大学医学院附
属華山医院との学術交流，教職員の相互派遣，学術資料の相互交換など。）
７）カナダ・マクギル大学： 独立行政法人日本学術振興会の委託事業（
「日本とカナダ
における高年齢労働者の健康の比較と改善策の検討」。）
８）米国・ハーバード大学，韓国・ソウル国立大学，台湾・国防医学院，中国・北京協
和医院等： 多施設共同臨床研究を推進するための戦略的国内外ネットワークとそれ
を担う人材の育成。
９）トーマス・ジェファーソン大学：

学術交流協定書に基づいた，毎年，教員・学生

の相互派遣による教育研修や意見交換など。
10）英国シェフィールド大学：

電気インピーダンス法を用いた医用診断装置開発に関

する共同研究。北里大学病院救命救急センターで実用化に向けて検討中。
〔点検・評価〕
本研究科では，国際的視野から教員及び大学院生の留学及び国際的な共同研究を推奨し
ている。学術交流協定締結先以外にも，平成 15（2003）年に国立感染症研究所ハンセン病
研究センターを介して，ハサヌディン大学医学部からのインドネシア共和国におけるハン
セン病増加の原因究明に関する協力要請があり，現在も継続して現地調査を行うなど，積
極的に国際的な共同研究に取り組んでいる。
教育研究組織単位間の研究上の連携
必須：附置研究所を設置している場合，当該研究所と大学・大学院との関係
任意：大学共同利用機関，学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係

大学全体のみ記載
経常的な研究条件の整備
必須：個人研究費，研究旅費の額の適切性

〔現状の説明〕
本研究科のみを本務とする専任教員一人当たりの研究費配分額は約 172 万円である（大
学基礎データ表 29）
。
国内学会出張に関しては，基礎学部に準じた規定に基づき，最大年 2 回の出張旅費が支
給されている。また，国外出張に関しては，本学に 2 年以上在籍している教員は，3 年に 1
回のみ渡航旅費（エコノミークラス）の 50％が支給されている。その他については各教員
に配分された一般研究費又は獲得した学外資金により捻出している。
若手研究者の育成に重要な個人研究費の確保については，基本的に職位に拘らず一律に
支給するとともに，競争的学内共同研究費による支援を行っている。
〔点検・評価〕
本研究科の研究活動は，個人研究費及び公的研究費並びに受託研究費により賄われてい
るが，研究費の総額のうち，公的機関あるいはその関連機関からの研究助成の占める割合
が高い。また，受託研究費の獲得により研究活動を支えているが，今後の研究活動をより
活性化するためには個人研究費の確保が不可欠であり，競争的研究費として学内共同研究
に 3,000 万円を予算計上し，研究活動の活性化を図っている。
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経常的な研究条件の整備
必須：教員個室等の教員研究室の整備状況

〔現状の説明〕
本研究科は，医学部及び医療衛生学部を基礎学部として開設された経緯から，本研究科
独自の施設を有しておらず，基礎学部を本務とする専任教員は所属する学部の施設を使用
しており，本研究科のみを本務とする専任教員は，基礎学部が有する施設の一部を占有又
は共有スペースとして使用している。なお，本研究科のみを本務とする専任教員 5 名のう
ち，4 名が非実験系であるため，主に教員個室のみの使用となっている。
＜本研究科を本務とする専任教員の教員個室等の整備状況＞
場所
居室及び研究室等
教 授A
①A2‑
2F 分 子 形 態 科 学 ①39.72 ㎡②18.60 ㎡（共同研究室
②M2‑
6F‑
No.622
121.58 ㎡）
教 授B
A2‑
2F 発達精神医学
43.26 ㎡（共同研究室 10.96 ㎡）
准教授 C
A2‑
2F 臨床遺伝医学
45.31 ㎡（共同研究室 64.86 ㎡）
准教授 D
A1‑
1F 産業精神保健学
37.20 ㎡
准教授 E
A1‑
1F 医療心理学
37.20 ㎡
〔点検・評価〕
本研究科のみを本務とする専任教員の教員個室は確保され，概ね整備されているが，基
礎学部である医学部及び医療衛生学部の各棟に研究科事務室，講義室，演習室，実験実習
室が分散しており，不便さを感じている。
経常的な研究条件の整備
必須：教員の研究時間を確保させる方途の適切性
必須：研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性

〔現状の説明〕
本研究科のみを本務とする専任教員の平成 20（2008）年度における教員一人当たりの授
業時間数は，教授が年平均 132.5 時間，准教授が年平均 169.3 時間となっている。専任教
員は，基本的に学部における教育研究等が無いため，基礎学部である医学部及び医療衛生
学部，大学病院の講義・実習・診療等への兼担状況によっては，研究に専念できる良好な
環境であるとも言える。一方で，基礎学部を本務とする専任教員は，本研究科の任用基準
に定めた業績を有する助教以上の教員からなるため，学内での教育・診療等の専門業務の
他に，本研究科及び所属学部における多数の委員会への出席及び打ち合わせ等，極めて多
忙であり，研究時間の確保は各自の努力によって行われている。
研修機会については，国内外の著名研究者を招聘し，特別講演会及び国際シンポジウム
を開催しているとともに，研究フォーラムとして本研究科における教員プロジェクト研究
の研究成果発表を年 4 回開催し，教職員及び大学院生に最先端の学術情報や本研究科で進
められている研究情報を提供している。
長期（1 年以上）の海外留学については，基礎系は教員数の減少によって，教育負担が増
加しており，長期の不在が困難となり留学者は減少しているが，臨床系においてはかなり
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の若手研究者が長期留学を経験している。
大学院生に対しては，研究活動に必要な様々な技法を学ぶことを可能にするために，所
属する学群の演習科目だけでなく，他の学群の演習科目についても履修することができる。
院生プロジェクト研究費では，研究計画書及び報告書の作成並びに研究成果発表の機会が
与えられ，発表・討議能力が培われている。
〔点検・評価〕
基礎系では，教員の減少が著しく，各自が受け持たねばならない講義・実習のコマ数が
顕著に増加している。臨床系においても医師不足によって診療に費やす時間が増加してい
ることから，研究時間を確保するための環境は悪化の傾向にある。現状では研究時間の確
保は，各教員の努力により行われており，有能な人材は多忙な中でも多くの論文を発表す
るなどの活動を行っている。
また，国内外の学会への参加及び研修のための出張は，本来の業務に支障を来たさない
範囲で可能な限り認められ，国内であれば概ね確保されており，教員が獲得した研究費か
らの支出も認められていることから現行の制度は評価できる。
経常的な研究条件の整備
必須：共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
本研究科では研究環境を整備するため，平成 10（1998）年度に教員プロジェクト研究（総
額 3,000 万円），平成 11（1999）年度には院生プロジェクト研究（総額 750 万円）の学内・
学外短期共同研究制度を導入するとともに，共同機器整備の一貫として，平成 18（2006）
年度から共通（共有）小・中型機器（総額 200 万円）購入制度を導入し，推進している。
＜教員プロジェクト研究及び院生プロジェクト研究の推進状況＞

17 年度
18 年度
19 年度
20 年度

申請件数（件）
教員
院生
20
42
9
35
9
40
13
37

採択件数（件）
教員
院生
6
13
9
13
6
15
7
13

配分総額（万円）
教員
院生
1,950
650
2,000
650
2,000
750
2,000
650

＜共通（共有）小・中型機器購入の推進状況＞
18 年度
19 年度
20 年度

申請件数（件）

採択件数（件）

配分総額（円）

3

3

4,469,900

3

3

1,999,200

〔点検・評価〕
教員プロジェクト研究及び院生プロジェクト研究並びに共通（共有）小・中型機器購入
制度は，研究科委員会の下部組織である研究委員会の所管とし，プロジェクト研究終了後
は研究成果報告書の提出と研究発表会の開催を義務付けており，教員プロジェクト研究の
研究発表会は翌年度 4 回開催され，大学院生の特別講義として認定されている。また，共
通（共有）小・中型機器は単年度総額 200 万円と少額なため，研究者間で汎用性の高い実
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験装置（遠心機，顕微画像取込み装置等）を複数購入するよう奨励している。
本研究科の特徴は，基礎学部である医学部及び医療衛生学部に跨る広領域的な研究テー
マについて，同一の研究科内で推進可能な事である。
競争的な研究環境創出のための措置
必須：科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況

〔現状の説明〕
１）科学研究費補助金の申請・採択状況
本研究科では，積極的な科学研究費補助金への申請を奨励しており，既に交付を受けて
いる場合を除いては，ほぼ全員が申請している。科学研究費補助金における本研究科教員
5 名の採択件数は，毎年度 3〜4 件である。
＜平成 17（2005）年度〜19（2007）年度申請・採択件数（継続分を含む）＞
申請件数

平成 17 年度

平成 18 年度

平成 19 年度

7

7

4

採択件数

3

3

3

採 択 率

42.9%

42.9%

75.0%

２）その他の競争的資金の採択状況
平成 18（2006）年度科学技術振興調整費（重要課題解決型研究等の推進 遺伝子診断の
脱医療・市場化が来す倫理社会的課題）及び平成 19（2007）年度文部科学省大学改革支援
事業（がんプロフェッショナル養成プラン）が採択されている。
〔点検・評価〕
科学研究費補助金の採択状況は，専任教員数が少ないため１件の採択数で採択率が大き
く変動するが，平成 17 年度〜19 年度の 3 年間の採択率は 40％を上回り良好な結果であっ
た。
競争的な研究環境創出のための措置
任意：基般的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性

〔現状の説明〕
①学内資金と競争的資金のバランス
本研究科における学内資金と競争的資金のバランスは次のとおりである。
2006 年度
2007 年度
研究費の内訳
研究費総額に
研究費総額に
研究費（円）
研究費（円）
対する割合
対する割合
研究費総額
163,790,675
100.0%
112,084,135
100.0%
学内資金
競争的資金等

8,109,675

5.0%

27,980,000

25.0%

155,681,000

95.0%

84,103,755

75.0%

②資金配分（運用）方法について
本研究科では，教員数及び特論に所属する大学院生数を基に基盤的研究費を配分してい
るが，競争的原理に基づき，科学研究費補助金等をはじめとする公的研究費や企業研究助
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成金等の外部研究資金の獲得による研究の遂行を基本方針としている。
研究費の運用について，学内資金は「学校法人北里研究所経理規程」に則り，科学研究
費補助金などの公的研究費については，さらに適正な運営及び管理をするために，「最高
管理責任者」
「統括管理責任者」
「統括事務管理責任者」及び「部局責任者」を置いている。
各学部等においては，部局責任者（事務長及び事務部長）の下に「発注担当」
「納品担当」
「経理担当」の事務職員を配置して，物品等の発注・検収及び公的研究費の使用に関する
業務体系と責任体系を明確にし，公的研究費の経理事務については，「北里大学における
公的研究費取扱規則」を定め，研究費の使用ルール等を具体的に示す「公的研究費取扱要
領」に基づき，厳正な執行・管理の下に適切に運用されている。
〔点検・評価〕
本研究科の教員一人当たりの基盤的研究費は決して潤沢な額ではないことから，学内共
同研究費や特別研究費を設定し，研究活動を支援しているが，研究の進展を図る努力が必
要であることから，積極的に科学研究費補助金等の公的研究資金，企業研究助成金等の外
部研究資金の獲得を目指すとともに，採択率を高めていかなければならない。
本研究科の教員の学外資金獲得状況は研究費総額の 75％が政府又は政府関連法人からの
研究助成金であるが，科学研究費補助金の獲得状況は横ばい状態であり，外部資金獲得の
継続的な努力が必要である。
研究上の成果の公表，発信・受信等
任意：研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性
任意：国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況

〔現状の説明〕
本研究科では，教員の研究論文・研究成果の公表は，ホームページを介してサイエンス
トピックスや教員プロジェクト研究結果報告等を積極的に公開している。また，各研究室
及び居室には LAN 環境が整備されており，教員及び大学院生は，図書館又は情報を提供し
ている各 Web にアクセスでき，研究を発展させるために必要な最新情報を容易かつ速やか
に送受信し，国内外の研究者との交流が可能である。
研究成果の発信は，国内外での学会発表及び国際誌での論文発表等により行われており，
それに係る校正料及び掲載費並びに別刷代等に関しては，一般研究費及び各教員の獲得し
た研究費から支出できる。
〔点検・評価〕
研究論文・研究成果の公表を継続して推進する。また，研究論文数は毎年増加しており，
多くの論文が国際誌に掲載されている。研究成果は，年度毎に北里大学研究年報等が編纂
され，学内外に公表されている。また，自らホームページを開設し，研究情報を発信して
いる研究室も多い。
倫理面からの研究条件の整備
任意：研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性

〔現状の説明〕
本研究科は，基礎学部に医学部及び医療衛生学部を置き，その性質から本研究科独自の
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研究倫理に係るシステムの整備及び審議機関の開設・運営が難しいことから，医学部に準
じて実施されている。本研究科のみを本務とする専任教員の研究倫理に係る審査は，医学
部・病院倫理委員会において行われ，研究の適切性が担保されている。また，平成 20
（2008）年度から設置された医療衛生学部研究倫理審査委員会においても，研究倫理に係
る審査が可能となった。
〔点検・評価〕
基礎学部における研究倫理に係るシステム及び倫理審査委員会は適切に管理・運営され
ていると判断している。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇研究活動
本研究科における研究活動の発展には，萌芽的ではあるが独自性の高い研究テーマを手
厚く育てる工夫が必要であり，国際レベルでの研究者の育成と活性化を図るために，研究
活動の支援及び環境整備を強力に推し進め，共同研究の奨励及び共同研究費制度の適切な
運営を通して，外部研究資金の獲得を目指していく。
◇研究における国際連携
国際レベルで活躍できる人材の育成に向けて，国際的に活躍している海外の研究者との
交流の機会を設けることが肝要である。若手研究者に対しては，特に海外での研鑽が必要
であることから，積極的に国際学会に多く参加し，国際感覚を培うよう教員及び大学院生
の留学及び国際的な共同研究を実施しやすいシステムを検討する。
◇経常的な研究条件の整備
相模原キャンパスマスタープランにおける新病院建設及び医学部基礎棟新築計画に，教
員個室を含めた研究室などの本研究科専用スペースの確保に向けて，関連部門との連携及
び調整を行い，研究環境の整備に努める。
また，研究時間及び研修機会を確保する方策として，最新機器の導入による労力及び時
間の削減，専属技術員の適切な配置による研究補助体制の整備等によりそれを改善してい
く。
◇競争的な研究環境創出のための措置
科学研究費補助金の採択率向上に向けた施策として，基礎学部である医学部で実施して
いる科学研究費獲得フォーラムへの参加を奨励し，科学研究費補助金及び研究助成金の獲
得に努めていく。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
サイエンストピックスや教員プロジェクト研究の研究成果報告は，本研究科独自の公表
の機会であることから，その情報を全ての教員に伝達できるよう工夫する。さらに国際雑
誌を充実させて，最新の研究情報が閲覧できる方法を検討する。
◇倫理面からの研究条件の整備
基礎学部の医学部・病院倫理審査委員会と医療衛生学部研究倫理審査委員会の役割分担
を明確にした組織運営体制を早急に確立する。等については，今後検討を重ねていく。
２−１０．感染制御科学府
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〔到達目標〕
本学府は，微生物代謝産物や和漢薬などの天然素材から抗感染症薬を始めとする各種生
物活性物質の探索研究や，感染症の疫学研究，病原微生物の病原因子の解明や感染機序な
どに関する基盤研究を中心に展開し，新しい概念に基づく抗感染症薬やワクチンの開発と，
感染制御と関連分野における人材の養成や国際貢献を行う。問題発見能力，問題解決能力
を有し，世界的視野に立ち独創的な研究ができる自立した研究者の養成と高度な技術と豊
かな学識を持った専門技術者の養成を達成するため，専任教員の活発な研究活動を維持発
展させることが具体的な目標となる。
◇研究活動
1 教職員の論文発表や学会発表を積極的に勧奨し，活発な研究活動を展開する。
2 微生物の基礎研究，分子疫学等の感染症関連研究，ワクチン開発研究及び抗感染症薬探
索研究等の特色ある研究を推進するため,公的研究費を含む外部資金の獲得を図る。
◇研究における国際連携
1 海外拠点を形成し，国際共同研究を積極的に推進する。
2 感染症や抗感染症薬等に特化した特色ある国際拠点の形成と国際交流を推進する。
◇経常的な研究条件の整備
1 若手研究者の育成を目的として，基礎研究経費による支援を行う。
2 共同利用機器や共用実験スペースの効率的運用とその機能維持を図る。
◇競争的な研究環境創出のための措置
1 公的研究費，民間研究助成や企業等からの外部資金の獲得を積極的に推進する。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
1 研究論文・研究成果の公表に係る支援を行うと共に，ホームページ等を通じ情報発信を
推進する。
2 ネットワークの整備を充実し，情報の受発信を円滑に行える体制を整える。
◇倫理面からの研究条件の整備
1 倫理面について，当該委員会が機能する体制を構築する。
研究活動
必須：論文等研究成果の発表状況
任意：国内外の学会での活動状況
任意：当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況

〔現状の説明〕
① 論文等研究成果の発表状況
感染制御科学府（以下「学府」
）の学術論文数は，平成 14（2002）年度の開設当時の 82
報から，順調に増加し，平成 17（2005）年度 137 報，平成 18（2006）年度 135 報，平成
19（2007）年度 93 報である。
原著論文の質に関しては，発表目的により和文・英文の区分や投稿雑誌を選定する必要
があるが，英文誌では IF(Impact Factor)5.0 以上の雑誌での発表が毎年数報以上あり，ほ
ぼ到達目標に沿った研究活動が展開されている。
専任教員１名あたりの学会発表数は，平成 17 年度 8.7 件，平成 18 年度 6.7 件，平成 19
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年度 7.3 件である。
なお，平成 19 年度に論文数等に減少が認められるが，これは平成 18 年度から平成 19 年
度にかけ，計 5 名の教員が転出した影響によるものである。
② 国内外の学会での活動状況
専任教員の学会発表に関しては前項に記した。国内外の学会等における理事や評議員と
して活動している。平成 19 年度は 17 学会に 26 が活動している。
主な学会等は次のとおりである。
日本薬学会，細菌学会，感染症学会，日本化学療法学会，日本分子生物学会
③ 当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況
学府の研究活動は，感染症の疫学と病原微生物等の感染制御機構等に関する基盤研究，
微生物や植物素材由来の天然素材からの抗感染症薬の創製研究並びにこれらの関連領域研
究が中心である。平成 14 年度〜平成 18 年度に 21 世紀 COE プログラム「天然素材による
抗感染症薬の創製と基盤研究」
（以下「21 世紀 COE プログラム」という。）の中核として
事業を推進し多くの研究成果をあげることができた。これらの分野を総合的に研究してい
る大学・研究機関は国内では極めて少なく，国際的にもユニークな存在として認知されて
いる。21 世紀 COE プログラムの成果は，平成 19 年度に開設された学内横断型の組織であ
る「北里大学感染制御研究機構」に引き継がれ，本プログラムで構築した感染制御と創薬
やワクチン開発の可能な研究・教育拠点として全学的な研究活動が開始された。
〔点検・評価〕
21 世紀 COE プログラム採択の平成 14 年度より学術論文数が増加し，博士後期課程の開
設年度である平成 17 年度以降，専任教員１名あたりの年間平均原著論文数は約 4 報/人で，
IF(Impact Factor)5.0 以上の英文誌に掲載されている論文も毎年数報以上ある。また，研
究発表も同様に平成 14 年度より増加し平成 17 年度以降，専任教員１名あたり年平均 7 件
以上であること等から，活発な学術活動を行っていると評価できる。
研究活動は，21 世紀 COE プログラムの採択，学府博士前期課程の完成と博士後期課程
の開設（平成 16 年度）が転機となり発展しており，今後もこの状態を維持・発展させて行
くことが重要である。特に感染制御の基盤研究と天然物からの創薬研究，和漢薬の作用メ
カニズムの研究などの特色ある研究は，国内外からの評価も極めて高く，各種学会・講演
会・シンポジウム等におけるゲストスピーカーとしての依頼だけでなく，設立以来,平成
19 年度までに計 22 名が学会賞等の学術賞を受け，研究生や学生も 7 名が学術賞を受賞し
たことは高く評価できる。
研究活動
任意：研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況

〔現状の説明〕
学府は平成 14（2002）年度から平成 18（2006）年度まで，21 世紀 COE プログラムの
中核拠点として，抗感染症薬候補物質の探索・合成・評価，ワクチン開発等を推進した。
学府からは，事業推進担当者 21 名中 13 名（客員教授 3 名を含む）が参画し，5 年間に研
究協力者として学府の教員 20 名以上， 21 名の COE 研究員
（ポスドク 14 名）
が参加した。
本プログラムの成果として，抗感染症薬候補物質として新規物質 20 種類 65 成分が発見さ
602

基準 6 研究環境

れた。さらに，感染症に関する基盤研究，ワクチン開発研究，サーベイランス等の研究が
展開された。
文部科学省科学研究費補助金，その他の公的研究費，民間研究助成機関等からの研究助
成金は半数以上の教員が獲得している。
〔点検・評価〕
21 世紀 COE プログラムにおいて，抗細菌，抗ウイルス，抗真菌，抗原虫・寄生虫等の
抗感染症薬候補化合物として構造多様性のある新規化合物 20 種類 65 成分の発見，迅速診
断法の開発とサーベイランスの成果や弱毒麻疹ワクチン株を利用したキメラウイルスワク
チンの開発等，当初の研究計画の目標をほぼ達成できた。
文部科学省科学研究費補助金および厚生労働省等からの公的研究費は，教員のほぼ半数
が獲得しており，民間研究助成の獲得を含め生命研・学府の開設趣旨と到達目標に添って，
外部資金の積極的な獲得と研究の推進が図られている。
研究における国際連携
任意：国際的な共同研究への参加状況
任意：海外研究拠点の設置状況

〔現状の説明〕
① 国際的な共同研究
感染症の基礎研究，感染症の疫学等の感染制御関係，抗感染症薬の探索・創薬研究，和
漢薬等の生物活性物質の薬効解析などについて，海外の学術研究機関と活発な共同研究を
実施している。概要は以下のとおり。
１）マヒドン大学（タイ）やカサスート大学（タイ）との微生物素材や植物素材に関する
共同研究
２）スクリプス研究所（米国）やペンシルバニア大学（米国）との有機化学合成に関する
共同研究
３）カイロ大学（エジプト）やキングアブズラジィズ大学（サウジアラビア）等と植物素
材を用いた共同研究
４）オスロ大学（ノルウェー）との伝統薬物の免疫調整物質に関する共同研究
５）WHO や DNDi との，マラリヤやトリパノソーマなどの熱帯病に対する治療薬探索の
共同研究
６）中国 CDC との麻疹撲滅に関する共同研究と技術指導
７）ベトナムの国立研究機関（ポリオバック）との麻疹撲滅と麻疹ワクチン等に関する共
同研究
８）ペンシルバニア大学，オスロ大学との，若手教員の派遣，学生やポストドクターの受
け入れ，感染症に関する細菌学や免疫学的な研究，抗感染症薬の有機化学合成研究等の
共同研究
この他，抗感染症薬の開発研究のための米国やヨーロッパの企業との共同研究や麻疹，
百日咳等の再興感染症並びにこれらのワクチン開発や臨床研究に関する共同研究を実施
している。
② 国際交流
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１）マヒドン大学との共同研究や教員の相互派遣。学術交流協定が平成 19 年度に締結
２）ローベルト・コッホ研究所（ドイツ）との，2 年ごとの相互ジョイントシンポジウムの
開催
また，当該研究所との共同研究の実施や学府の保有する技術取得のため，海外研究者・
技術者の受入れを行うと共に，要請に応じて学府教員の海外機関への派遣も行っている。
〔点検・評価〕
国際的な共同研究は極めて活発に行われている。これは学府が①他に例をみないユニー
クな研究を実施していること，②抗感染症薬開発の実績があげられていること，③国際的
視点から重要と考えられている研究をテーマとしていること等から，海外の機関からの共
同研究の申し入れが多いなど，国際的な活動として高く評価できる。
海外研究拠点の形成を目的として，共同研究や人的交流の実施，合同シンポジウムの開
催等を通じた国際連携を活発に推進している点で評価できる。
教育研究組織単位間の研究上の連携
必須：附置研究所を設置している場合，当該研究所と大学・大学院との関係
任意：大学共同利用機関，学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係

大学全体のみ記載
経常的な研究条件の整備
必須：個人研究費，研究旅費の額の適切性

〔現状の説明〕
平成 19 年度における専任教員数は 25 名で，研究費総額 5,770 万円，一人当たり平均 230
万円の配分であった（大学基礎データ表 29）
。なお，教員一人あたり 100 万円の研究費を
一般研究費として支給している他，プロジェクト研究費が支給されている。
研究旅費については，年 1 人 1 回につき旅費が支給され，その他の出張については個人
に配分された一般研究費より支出している。国外学会の出張旅費については，一般研究費
または公的研究費等の外部資金等により賄われている。
〔点検・評価〕
研究活動は，一般研究費と公的科学研究費や研究助成金，受託研究費等によって賄われ
ているが，外部資金による研究費の比重が高い。しかし，科学研究費等は使用に制限もあ
るため，一般研究経費の確保は研究活動を支えるため不可欠である。個人研究費，研究旅
費とも一定の予算は確保されており，特に若手研究者の育成の観点からも評価できる。
経常的な研究条件の整備
必須：教員個室等の教員研究室の整備状況

〔現状の説明〕
所属する全ての教授には個室（11 室，14 ㎡〜27 ㎡，平均約 21 ㎡）が確保されている。
准教授・講師・助教・助手は教員居室（11 室，12 ㎡〜62 ㎡）があり，個室を用意してい
ない。生命研・学府の研究活動が病原微生物や有機溶媒等を取扱うことから，実験室と居
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室部分の分離を行っているため，研究員や学生と同居しているのが現状である。
各研究室の実験室（13 実験区域，27.1 ㎡〜263 ㎡）は，各研究室の学生や研究員等の在
籍数で人数当たりの面積が変動するが，研究に必要な面積を確保している。また，共同利
用機器室（44 ㎡），電子顕微鏡室（46.9 ㎡），ＮＭＲ室（28.2 ㎡），Ｐ２実験室（49.6.
㎡），暗室（6 ㎡），低温実験室・冷凍室（44.2 ㎡），低温実験室・フリーザー室（44.2
㎡）や少量危険物倉庫（6 ㎡）等の共用実験スペース，サーバー室（14.2 ㎡），講義室（2
室，47.6 ㎡，48.5 ㎡），セミナー室（3 室，25.2〜26.8 ㎡）の共有スペースを各フロアー
に確保している。
〔点検・評価〕
教授の個室が整備されていることは，学生や研究員等に対する指導上有益である。一方，
准教授・講師クラスの居住空間については，試験問題や学事関係書類の作成等の観点から，
学生等と分離できればより望ましい環境になる。また，学生等の居室空間に加え，セミナ
ー室や講義室が確保されていることから，研究室におけるゼミや輪講等の教育活動には支
障ないスペースを確保している。研究スペースに関しては，学府学生や研究員の外，他研
究科や他大学の学生，卒研生など，横断的な人的交流を考えると将来的には充分なスペー
スを確保することが困難になることが予想される。また，共同利用機器の設置スペースに
関しては，今後大型機器の導入・買換等を考慮すると手狭である。
経常的な研究条件の整備
必須：教員の研究時間を確保させる方途の適切性
必須：研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性

〔現状の説明〕
助教以上の専任教員は講義，入試等の学事業務に加え，生命研・学府の委員会および全
学の委員会のいずれかの委員を務めており，複数の委員会の委員を務めている教員も多い
のが現状である。特に，一部の教員に委員会活動が集中する傾向があり，できるだけ負担
を均等化するよう努力をしている。なお，若手教員については，研究時間をできるだけ確
保できるよう，委員会は教授クラスを中心とした構成になっている。
国内外からノーベル賞級の学者を含む一流の研究者を招聘して，毎年 1〜2 回国際シンポ
ジウムやＫＭＣセミナー（毎年度平均 10 数回開催），特別講演会（毎年度 2〜3 回開催）
を開催することで，教職員や学生等に最先端の学術情報を提供するとともに，討論や情報
交換を通じて国際感覚の育成を図っている。また，各教員の所属学会等における学術発表
や，学会等の聴講に関しては，生命研・学府の予算の範囲内で年 1 回発表について経費負
担し，その他については各自の研究費の支出による参加には制限を設けていない。また，
教員の海外留学については，毎年複数名が共同研究のため許可されている。
〔点検・評価〕
教学系委員会を含めた委員会活動に携わる教員負担は大きい。しかし，教員の負担を減
らすべく事務局機能を強化することも重要であるが，事務職員の増員も困難であり，現状
はやむを得ない状況と考える。一方，委員会の運営管理，当該事項に関する法規制や情報
等に関する若手教員の研鑽の機会が求められ，後継者育成の観点から委員会への関与は必
要である。
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教職員の研究活動に必要な研修機会は，ほぼ確保されていると考えているが，近年の関
連法規等の改正に対応する説明会・研修会の実施も今後検討が必要と考えている。一方，
セミナー・講演会開催等には事務支援も必要であるが，人員の確保・増員も充分でなく，
教職員の負担により実施しているのが現状である。
経常的な研究条件の整備
必須：共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
共同研究費制度は設けていない。しかし，安全キャビネットの保守費用および共同利用
機器の維持・管理経費は，並びに実験動物管理センターの施設維持経費については，生命
研の共通経費として確保している。
〔点検・評価〕
共同研究費の制度化はない。しかし共同利用機器の維持・管理に関する共通経費は充分
ではないが，現状での支障はない。
競争的な研究環境創出のための措置
必須：科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況

〔現状の説明〕
学府教員における科学研究費補助金の申請・採択状況（継続分を含む）は下記のとおり
である。
１）科学研究費補助金の申請・採択状況
＜平成 17 年度〜19 年度申請・新規採択件数＞
平成 17 年度

平成 18 年度

平成 19 年度

申請件数

31

26

27

採択件数

17

14

10

採 択 率

54.8%

53.8%

37.0%

文部科学省科学研究費補助金の採択率は，年度による変動はあるが応募数の平均 50％程
度の採択で推移している。しかし，平成 19（2007）年度は採択率が 37％程度まで低下して
いる。平成 19 年度の採択件数の減少は，科学研究費補助金の全国的な採択率の変化に加え，
平成 18（2006）年度から平成 19 年度にかけ，計 5 名の教員が転出した影響が大きいと推
測している。
２）その他の競争的資金の採択状況
① 厚生労働省科学研究費補助金
厚生労働省科学研究費補助金の採択状況は，平成 18（2006）年度までは 3〜5 件ですべ
て研究分担者であり，総額も 10,000 千円程度であった。平成 19（2007）年度は研究代表
者 1 件を含む 7 件となり，総額も 16,900 千円となった。なお，厚生労働省科学研究費補助
金を獲得した教員は，文部科学省科学研究費補助金を応募しないことが多く，同一研究分
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野による公的研究費の棲み分けがなされている。
② 農林水産省研究事業
農林水産省の研究費補助金の採択状況は，平成 17（2005）年度から 1 件総額 34,000 千
円前後の「アグリバイオ実用化・産業化研究事業」が採択されている。なお，厚生労働省
科学研究費補助金と同様に，研究分野による公的研究費の棲み分けがなされている。
〔点検・評価〕
学府では，研究に係る基盤的研究経費である一般研究費に対し，科学研究費補助金を含
む公的研究費や企業からの受託研究費等の外部資金の比率が 3 倍以上と高く，科学研究費
補助金等の採択の有無が研究の実施に大きな影響を及ぼしている。特に若手教員・研究者
の場合，研究費の増減が研究推進や論文発表に及ぼす影響が大きく，不足しがちの研究費
を教授が研究費の中から一部補なうこともある。
科学研究費補助金の採択に関しては，重複応募制限等の関係から各年度の継続課題数と
新規応募数には相対する相関性が認められる。近年，私学における文部科学省科学研究費
補助金の新規採択率は低下の傾向を示しており，応募件数と採択件数はある程度の正比例
関係があることからも，より積極的な応募を推進していく必要がある。しかし，科学研究
費補助金以外の公的科学研究費や財団等助成金の申請や採択課題の関係から，全教員が科
学研究費補助金の申請を行うことにはならない。
競争的な研究環境創出のための措置
任意：基般的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性

〔現状の説明〕
①学内資金と競争的資金のバランス
研究費の内訳
研究費総額

2006 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合
474,954,665
100.0%

2007 年度
研究費総額に
研究費（円）
対する割合
391,178,341
100.0%

学内資金

81,138,731

17.1%

67,475,740

17.2%

競争的資金等

393,815,934

82.9%

323,702,601

82.8%

②資金配分（運用）方法について
教員１人あたり 100 万円を一般研究費として支給し，不足する研究費は公的研究費，民
間研究助成や企業との共同研究等による外部資金で確保する方針としている。そのため，
各教員には積極的な公的研究費の応募や，企業等からの外部資金獲得努力を推奨してい
る。
〔点検・評価〕
学部を持たない学府では，一般研究費として教員１人につき 100 万円の支給が限度であ
る。そのため，文部科学省科学研究費補助金を初めとする公的研究費や企業等からの外部
資金獲得が不可欠である。近年の基盤的研究資金と競争的研究資金の比率は 2:8 である。
しかし，平成 19（2007）年度からは公的研究費の新規採択率がやや低下しており，研究の
進行により新たな研究段階に移行していることも関係している可能性もあるが，積極的な
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応募に加え，応募内容の精査等の工夫が必要と考えている。
研究上の成果の公表，発信・受信等
任意：研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性
任意：国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況

〔現状の説明〕
学府では，教員の研究論文・研究成果の公表を積極的に推奨しており，一般研究費等で
の国内外の学会出張の外，論文投稿料の支出を認めるなど，研究論文・研究成果公表に係
る支援を行っている。
各研究室からの研究成果の発信は，各研究室のホームページやアニュアルレポートを通
じて行なわれており，メール等により外部からの問い合わせも受けている。また公開シン
ポジウムの開催を通じた研究成果の発信も行なっている。なお，生命研棟には，有線と無
線 LAN 回線を有しており，教員および研究員・学生等が研究室だけでなく，講義室，セミ
ナー室や共有スペース等からも図書館や外部にアクセスが可能であり，情報の受発信を行
える体制が整備されている。
〔点検・評価〕
今後も教員の研究論文・研究成果の積極的な公表を推奨するとともに，可能な範囲内で
経費的な支援を行っていく。また，各種セミナー・国際シンポジウム等の開催，教員によ
るゲストスピーカーとしての講演活動，研究室のホームページ等による情報の受送信につ
いては，所期の目的を達成できたと考えている。しかし，各種セミナー・国際シンポジウ
ムの開催やホームページ開設等に関し，準備等のため教員や事務職員の負担も大きいなど
の問題点もある。なお，研究室のホームページやアニュアルレポートを通じた研究情報の
受発信は，有効な方法であるが，ホームページを開設していない研究室も残されている。
倫理面からの研究条件の整備
任意：研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性

〔現状の説明〕
公的研究費や共同研究の申請に際し，生命倫理の議を経ることが要求され，さらに近年
は研究における社会倫理面の整合性も求められつつある。生命研・学府には，遺伝子組換
え実験や動物実験等に関する委員会はあるが，実験・研究の生命倫理・社会倫理面からの
審議を行う委員会はない。
〔点検・評価〕
本学の遺伝子組換え実験，病原体等の取扱実験，動物実験は，学部委員会の議を経て，
全学委員会での審議，学長の承認を受ける方式となっている。また，研究倫理面での倫理
規制が求められている現状を鑑みると，倫理面に係る審議が必要と認識している。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇研究活動
1 学府における学術研究は，他研究科や学外の大学・学術研究機関，企業等との共同研究
も多い。また，感染制御に関する基盤研究，抗感染症薬候補物質の薬効機序や産生微生
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物についての基礎研究等は２年以上の研究期間を要するのが普通である。そのため，論
文作成も共同執筆となる場合が多く，研究と論文作成のサイクルが存在する。この問題
は，教員の研究時間確保との関係もあり，現状ではやむを得ないと考えている。また，
現状の論文発表や学会発表のレベルを維持し，さらに発展させることは，教員のみなら
ず学生や若手研究者の育成にとって極めて重要なことである。今後も論文発表や学会発
表を積極的に勧奨するとともに，必要に応じた経済的・学術的な支援を含め，より良い
研究環境を整えることが必要と考える。
2 感染制御の基盤研究と天然物からの創薬研究は多岐にわたる研究テーマがある。本学に
は医学，薬学，理学，獣医学等を始めとする生命科学の広い分野をカバーする学部や研
究科，病院等を有しておりこれらの人的･研究資源を活用した感染制御研究機構を通じ
た全学的な共同研究を積極的に展開する。また，学外の教育・研究機関や企業との産官
学連携による共同研究や受託研究もさらに推進していく。
3 21 世紀 COE プログラムによる拠点形成は，感染制御の分野における学内の共同研究を
実現させ，これを教育にも反映させることができた。また，その成果として，「北里大
学感染制御研究機構」を開設したことは，抗感染症薬や新規ワクチンの開発拠点として
だけでなく，感染制御に関する教育・研究の国内外に類を見ない特色ある拠点として，
優れた人材を育成することを可能としている。今後，これらの分野における更なる社会
貢献ができるよう，特色ある研究体制を全学的に構築していく。
◇研究における国際連携
1 常に国際的視点で研究テーマを選択して研究を展開し，具体的な成果を上げている。国
際共同研究においては，国際的に問題となっているマラリヤ等の熱帯病，再興感染症の
研究費導入が当面の問題である。さらに研究を進めるため，外部資金の確保を目的とし
た公的研究費の申請などを積極的に進めていく。
2 共同研究やジョイントシンポジウム等を通じて培ってきた海外研究機関等との国際交流
協定等の締結を進めておりこれを実現させる。
◇経常的な研究条件の整備
1 一般研究経費の確保は，職位にかかわらず一律に支給していることは若手研究者の育成
には重要と考えている。今後とも，一般研究経費を確保することに加え，成果に伴う傾
写配分等について検討する。また共同研究の推進のために，プロジェクト毎の支援につ
いても検討を行う。一律に支給のため，教員数の少ない研究室は研究費総額が少なくな
る問題があるため，是正するためのルール作りを進める。
2 教員個室や教員研究室に関しては拡張が困難なため，共有機器や共有機器室の，より効
率的な運用に改めることで研究スペースの確保を図っていく。
3 委員会活動に関しては，各教員の力量に依存し，限られた時間を有効に活用して実績を
上げているのが現状であるが，各種委員会の業務を見直して効率化を図っていく。なお，
同様にシンポジウム・セミナー等に関しても，学府で開催するものと本学全体で開催す
るもの等に区分する必要があり，教員の研究時間を削らないよう配慮していきたい。
4 動物実験等，化学物質の保管・取扱，科学研究費補助金等について，関連法規の改正や
取扱条件の変更等が多いことから，教職員を対象とした説明会・研修会を適時開催する
等の方策を検討する。教職員の学会参加や海外留学に関しては，現状の維持を行う。

609

基準 6 研究環境

5 共同研究費の制度化を行なうための原資の確保が必要である。研究実施に必要な共同利
用機器の管理経費についても確保を行っていく。なお，機器の経年変化等で維持・保守
に係る経費が嵩んでくるため，保守内容の点検等，年間保守に係る経費の見直しを行い，
維持・管理経費の効率化を図っていく。
◇競争的な研究環境創出のための措置
学府では，学部を有する研究科のような基盤的研究費の確保は困難であり，必然的に公
的研究費，民間研究助成や企業等からの外部資金の獲得が必須であるため，公的研究費の
応募・申請を今後も積極的に行っていきたい。特に若手教員・研究者の育成に係る研究費
確保の重要性が高まっており，今後も大型プロジェクトへの応募を含め，若手教員・研究
者にも配分できる外部資金の獲得を図っていく。
◇研究上の成果の公表，発信・受信等
各種セミナー・講演会・シンポジウム等の開催に関しては，学府のホームページにこれ
らの開催情報を迅速に掲載できるシステムを作り他大学等からの聴講・参加が可能な情報
発信方法を検討する。またホームページなどを開設していない研究室については，その開
設を推進する。
◇倫理面からの研究条件の整備
研究活動に係る倫理面の審議等は，各担当委員会で行っている。しかし，統一した倫理
基準で審議する必要性もあり，研究委員会の中に研究倫理委員会（仮称）を設ける方向で
検討を始めている。なお，全学委員会や学部等の他委員会との関係を含めどのような位置
づけとするか等については，今後検討を重ねていく。
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第７章

社会貢献

必須：社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度
必須：公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況
必須：大学の施設・設備の社会への開放や社会との共同利用の状況とその有効性
必須：教育研究の成果の社会への還元状況
必須：国や地方自治体等の政策形成への寄与の状況
任意：大学附属病院の地域医療機関としての貢献度
任意：企業と連携して社会人向けの教育プログラムを運用している大学・学部における，そうした教育
プログラムの内容とその運用の適切性
任意：寄附講座，寄附研究部門の開設状況
任意：大学と大学以外の社会的組織体との教育研究上の連携策
任意：企業等との共同研究，受託研究の規模・体制・推進の状況
任意：特許・技術移転を促進する体制の整備・推進状況
任意：
「産学連携に伴う利害関係の衝突」に備えた産学連携にかかるルールの明確化の状況
任意：発明取り扱い規程，著作権規程等，知的財産に関わる権利規程の明文化の状況

〔到達目標〕
本学の社会貢献活動は，大学の理念第 4 項「本学は，生命科学の最新の知見を，学生，
教育者，研究者のすべてに望みどおりに提供する」
，第 5 項「本学は，教育・研究，医療の
諸活動を通じて社会貢献を目指す」を基とし，教育・文化活動，医療活動などを通して地
域との連携を促進する。また大学は，教育研究の成果を適切に社会に還元し普及すること
が求められる。本学では，産学官連携事業や民間事業所との連携事業を教員・研究者が個々
に進めてきたが，組織的な取組には至っておらず，これらの制度の確立と戦略的な一定の
規準に基づく取組が望まれる。このために次の到達目標を設定した。
◇社会への貢献
1 地域の様々な組織との連携を強化し，教育・研究・医療の成果を普及し又地域の要望を
汲み上げる。
2 地域に根ざす大学を目指し各キャンパスの所在する地方自治体と連携協力する。
3 大学地域コンソーシアムに加盟し，活動を通して学生の社会適応力を育む。
4 高大連携活動を活発にする。
5 公開講座を充実し，地域市民の生涯学習の要望に応える。
6 開かれた大学を目指し施設設備を広く地域に開放し，社会活用をはかる。
7 大学附属病院は，医師・看護師等の教育機関の役割を担い，地域の信頼される医療機関と
して機能を一層充実する。
8 地域の医療職の生涯教育を促進する。
◇企業等との連携
1 寄附講座・寄附研究部門の設立を推進する。
2 様々な社会的組織体との教育研究上の連携を深め，教育研究成果を普及・発信する。
3 共同研究・受託研究のより一層の受け入れに努め，教育研究の多様な取組を促進する。
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4 発明等の発掘，知的資産相談，技術移転を専門的に扱う知的資産センターを発足する。
5 特許出願，特許登録，技術移転を促進する。
6 利益相反に関する制度，相談体制を整備する。
7 発明取扱制度を確立する。
8 研究倫理に関するルールを明確にし，適正な研究費管理体制を整備する。
折しも平成 18（2006）年 12 月，教育基本法が改正され，教育研究の成果を広く社会に
提供し社会の発展に寄与することが大学の役割として明記(第 7 条)された。
「本学の役割」
も本条に依拠しており，社会貢献活動は従来にも増して重点的に取り組む必要がある。
社会への貢献
必須：社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度

〔現状の説明〕
本学は，社会との文化交流等を目的とした教育システムとして，特色ある教育・研究の
社会への普及を目的とする地方自治体との連携協定，学生参加による地域の活性化を目指
す大学地域コンソーシアムへの加盟，高校生の知へのいざないと進路選択に資するための
高大連携協定の締結，地域医療問題解決のための地方自治体，医師会を交えた医療協議会
など，それぞれ目的に沿った取組を行っている。
（下表 7-1，7-2，7-3，7-4）
表 7-1 地域連携協定
名 称

締結年

目 的

1

相模原市との新都
市農業推進協定書

平成 17
（2005）年

2

相模原市との地域
産業活性化に関す
る協定書
十和田市との連携
協力に関する協定
書
大船渡市との連携
協力に関する協定
書
岩手県ならびに釜
石市との包括連携
協定書

平成 18
（2006）年

①薬用植物の普及・啓発事業，②薬用植物の栽培
体験・講習・相談事業，③薬用植物利用のアグリ
ビジネス創出事業
①地域企業との連携による新製品・新技術開発，
②地域企業が抱える技術的課題の解決③産業の
支援，活性化
①産業振興，②教育・文化・スポーツの振興・発
展，③人材育成，④まちづくり，⑤その他協議し
て必要と認める事項
①人材育成，②教育・文化・スポーツの振興・発
展，③まちづくり，④産業振興，⑤環境保全，⑥
その他協議して必要と認める事項
①海洋微生物の応用技術の発展，②科学技術・教
育・文化の振興，③地域振興，④その他協議によ
る事項

3

4

5

平成 18
（2006）年
平成 20
（2008）年
平成 20
（2008）年

備 考

表 7-2 大学地域コンソーシアム
1

2

名 称
相模原・町田大学
地域コンソーシ
アム協定書

締結年
平成 19
（2007）年

青森地域大学間
連携協定書

平成 20
（2008）年

構 成
16 大学，5 企
業・経済団体，
4NPO，2 地方
自治体
8 大学
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目 的
学生・市民の参
加による活力
ある地域社会
の創造
青森地域の高
等教育の向上

事
業
①多彩な学びの場の提供，②ま
ちづくりの担い手の育成，③新
たな文化・福祉・産業の発展
①学部・大学院の教育・研究，
②図書館等の教育・研究施設の
利用，③連携校共同の事業の企
画実施，地域貢献，④学生・教
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職員の定期的交流，⑤その他必
要と認める事項

表 7-3 高大連携協定
1

名 称

締結年

目 的

神奈 川県立麻 溝
台高 等学校と の
教育交流協定書

平成 11
（1999）年

①聴講生徒受け入れ，②病院ボランティア受け入
れ，③教養講座の開講，④教育実習生受け入れ，⑤
サマースクールの開講，⑥教育情報交換・交流，⑦
その他協議し同意した事項
①聴講生徒受け入れ，②教育実習生受け入れ，③教
育情報交換・交流，④その他協議し同意した事項

2

備 考

神奈 川県立弥 栄 平成 13
東・弥栄西高等学 （2001）年
校と の教育交 流
協定書
3 神奈 川県立相 模 平成 16
①教養講座等の開講，②教育実習生受け入れ，③教
原高 等学校と の （2004）年 育情報交換・交流，④その他協議し同意した事項
教育交流協定書
4 神奈 川県立二 俣 平成 17
①高校の聴講生徒受け入れ，②大学の総合実習学生
川看 護福祉高 等 （2005）年 受け入れ，③教養講座等の開講（高校生・保護者向
学校 との教育 交
け），④教育情報交換・交流，⑤その他協議し同意
流協定書
した事項
高大連携の取組は，相模原キャンパスのほか，青森県立三本木高等学校，岩手県立大船渡高等学校など
十和田・三陸・白金キャンパスとも 10 校を超える高等学校からの要請を受けて，地域の高校生を対象に模
擬授業を行っている。

表 7-4 地域医療協議会
1

2

名 称
相模原市医療対
策協議会

開設年
平成 18
（2006）年

相模原市医療懇
話会

平成 19
（2007）年

構 成
相模原市，相模原市医師
会，相模原地区病院協会，
北里大学病院
相模原市，相模原市医師
会，相模原地区病院協会，
北里大学病院

目 的
備 考
地域の救急医療体制， 医学部，
産科医療体制の整備
大学病院
相模 原市の医 療問題
の解決

医学部，
大学病院

教育システムの推進体制：
これらの社会普及活動，学生の社会活動支援，高大連携を専門に扱う「社会連携室」や，
地域市民向けの教養講座や小中高校生向け体験学習などを業務とする「生涯学習センター」
といった専従組織は未整備であるが，大学全体では「北里大学生涯学習委員会」と「教学
センター」
「学長室」が，各学部等においては，4 キャンパスに分かれていることもあり，
事業ごとに教育委員会，教務課，総務課が対応している。
〔点検・評価〕
地方自治体との連携協定を拡大し，人材育成，教育・文化・スポーツ，産業振興に力を
入れていると考える。連携協定は，白金地区を除いて全キャンパスに広げることができた。
相模原・町田大学地域コンソーシアムに加盟し，役員となり事業の推進役を果たしている。
コンソーシアム大学に講師を派遣，学生は CATV 紹介番組の作製などに関わり社会性を養
っており，徐々に実績を挙げていると考える。高大連携活動は，各キャンパスとも 10 校を
超える高校で模擬授業を行っており，高校生の大学教育への関心を深め進路選択に役立っ
ていると評価している。しかし，高大連携協定は相模原キャンパスに限られるため，他の
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キャンパスにおいても実績のある高校とは協定の締結が望まれる。地域の要望を汲み上げ
るシステムは，2 つの地域医療協議会を発足させ，困難に直面する救急医療や産科医療体制
の整備を行政や医師会と進めており，着実に機能していると受け止めている。教育・研究
についても地域の要望を汲み上げるシステムを構築するべきであると考える。
教育システムのビジョン及び推進体制：
社会連携活動が拡大しており，文化交流等を目的とした教育システム全体のビジョンを
構築する必要が生じている。また推進体制は，委員会組織や既存の部門による従来の方法
では対応が難しくなっている。
「社会連携室」や「生涯学習センター」といった専従組織の
設置が望まれる。
社会への貢献
必須：公開講座の開設状況とこれへの市民の参加状況

〔現状の説明〕
地域市民向けの市民大学は，相模原キャンパスにおける相模原市・座間市市民大学北里
大学コース（表 7-5 №1）と十和田キャンパスにおける北里大学公開講座（下表 7-5 №7）
を開催している。前者は，9 大学・2 専門学校等 32 コースの一部として平成 7（1995）年
から開講し 13 年目となる。
「暮らしに役立つ医療の知識」
「健康に過ごすための日常生活と
疾病予防」の 2 コースは，市民の関心の高い医療面，健康面，介護保険，がんの予防と治
療，女性の健康と更年期などへの要望にこたえ，北里大学生涯学習委員会が企画し，相模
原市・座間市教育委員会主催の下に本学を会場として行っている。毎年定員 100 名を 1.2
〜1.5 倍上回る市民が参加し好評である。
後者は，本学主催・十和田市教育委員会共催により，平成 9（1997）年から開講し 11 年
目となる。テーマは「生命の誕生から豊かな人生への基礎知識」
，全 10 回のコースである。
講義は週 1 回土曜日に獣医学部にて行い，多くの市民が参加できるような環境作りに努め
ている。講師は主として獣医学部教員が務め，生命科学に関する得意分野を分かりやすく
紹介するとともに，講義内容を補完するために実験を組込んでいる。講師は他学部及び学
外からも招き特別講演（無料）とし，特別講演の会場は市民の利便を考え十和田市民文化
センターをあてている。実験を交えた個性的な講義内容は受講生から高い評価を得ている。
（大学基礎データ 表 10「公開講座の開設状況」p.29）
表 7-5 公開講座と小中高校生・市民対象の体験授業等の取組
名 称
1

対 象

時期

回数

延参加数

秋季

8*2 コ

1976

備考

市民

2

相模原市・座間市市民大学北里
大学コース
薬用植物セミナー

全学

市民

夏季

1

120

薬学部

3

薬用植物シンポジウム

市民

冬季

１

150

薬学部

4

薬用植物栽培・加工体験講座

市民

年間

10

200

薬学部

5

小中学生

夏季

１

40

獣医学部

6

短期入学体験「動物と自然を科
学しよう」
夏休み研究室体験学習

高校生

夏季

１

13

獣医学部

7

北里大学公開講座

市民

秋季

10

811

獣医学部

ース
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8

八雲牧場循環型畜産視察研修

9

公開講座｢高校生のための海洋
生物科学シンポジウム−海洋
生物の回遊〜その不思議｣
学部施設見学・研究内容紹介

10
11
12
13
14
15
16

17

十和田市・相模原市・
八雲町市民
高校生

夏季

１

30

獣医学部

夏季

１

250

海洋生命
科学部

小中高校生

夏季

１

100

「海フェスタいわて 〜海の祭
典 2008 三陸」
オープンレクチャー「物理学へ
の招待」
「化学への招待」
夏休み環境学校「相模原市の酸
性雨の現状を調べてみよう」
微生物実験講座

市民

夏季

2008 年

500

海洋生命
科学部
海洋生命
科学部
理学部

「ひとと動物のかかわり」シン
ポジウム
公開シンポジウム「遺伝子検査
が街にやってきた−医療とビ
ジネスのはざまで」
施設見学・研究紹介

度のみ

高校生・市民

夏季

3

68

小中高校生

夏季

１

30

市民

夏季

3

60

市民

2

450

市民

夏季
秋季
春季

1

168

高校生

年間

2

79

医療衛生
学部
医療衛生
学部
医療系研
究科
医療系研
究科
感染制御
科学府

データは平成 19（2007）年度を中心にまとめた。

〔点検・評価〕
各市民大学は多数の市民が受講しており，実験や八雲牧場視察研修を取り入れたプログ
ラムは好評を博し，市民の要望に応えていると考える。相模原の市民大学は平成 20（2008）
年度，
「芸術創造の世界」コース（定員 200 名）を新たに開設し，講座の充実にも努めてい
る。ただ，各市民大学とも受講年齢層は 60 代を中心に高齢者に偏っており，リピーターも
かなり見られる。幅広い年齢層の参加と新規受講生の拡大に向けた PR の工夫が必要である。
小中高校生や市民を対象とする体験授業等の取組も，多彩に取り組まれていると考える。
獣医学部では特色性を一層鮮明にするために，ヒューマン・アニマル・ボンド（人と動物
の絆）を啓蒙する行事を議論している。
社会への貢献
必須：大学の施設・設備の社会への開放や社会との共同利用の状況とその有効性

〔現状の説明〕
全学で７館を有する附属図書館は，相模原キャンパスにおいては相模原市内の 7 大学・1
大学校・相模原市と協定を締結し，地域市民に開放し一般の利用に供している。看護学部
図書館は夜 9 時まで開館しており，勤務を終えた地域の看護師や資料の少ない専門学校の
学生・関係者が訪れ，図書の閲覧やコピー等に利用している。三陸キャンパスにおいては，
協定によらないものの，大船渡市立 2 図書館と連携して一般開放している。白金キャンパ
スにおいては学外の研究者や医療人の求めに応じて，十和田キャンパスにおいては研究者
や獣医師，農業者，技術者に対して開放している。
（下表 7-6）
表 7-6 図書館の開放状況
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相 模 原キ
ャンパス

白金キャ
ンパス
十和田キ
ャンパス

三陸キャ
ンパス

名 称
相 模 原 市 内 大学 図
書 館 等 と 相 模原 市
立 図 書 館 と の相 互
協力協定書
白金図書館

締結年
平成 6
（1994）年

−

構 成
7 大学 10 館，1
大学校 1 館，相
模原市立 3 館
計 14 館
単独

−

単独

−

単独

獣医学部図書館

海 洋 生 命 科 学部 図
書館

内 容
市民の資料閲覧，貸
借，複写等に関する
相互協力

備 考
医学図書館，看
護学部図書館，
理学部図書館，
教養図書館
学外の研究者，医療 約 20 年前より
人の資料閲覧，複写 実施中
学外の研究者，技術 約 30 年前より
者，獣医師，農業者， 実施中
高 校 教 員 の 資料 閲
覧，複写
市民の資料閲覧，貸
出，複写

大 船 渡市 立 図
書館，三陸公民
館と連携

施設開放の基本的姿勢は，教育・研究及び学生活動に支障のない限り，講義室，実習室，
運動場，附属施設等を学外に積極的に開放し，利用者に提供する考えで対応している。
▼相模原：学協会の学会やシンポジウムのために，講義室を常時貸し出している。運動場
は，体育協会やスポーツクラブの要請に応じて大会，競技会等に提供している。薬用植物
園は，市民向け「薬用植物シンポジウム」に合わせて見学会を行っている。高校生の大学
訪問の際は見学コースとなっている。その他，地域の医療団体のセミナーや研究会等へ日
常的に開放している。医学部は，教育・研究の必要上施設の開放は行っていない。
▼白金：薬学部コンベンションホール（白金，344 席）は，交通至便なことから学会や研究
集会等で頻繁に利用されている（平成 19 年度 15 回）
。大講義室（322 名）や中講義室（160
名）等も学会・協会等のセミナーやシンポジウムに頻繁に利用されている（大講義室 28 回，
中講義室 14 回）
。
▼十和田：北里大学公開講座（獣医学部主催，十和田市教育委員会共催）
，獣医解剖学実習
講座・家禽疾病学公開講座・動物病院セミナー（獣医学部主催）
，食肉衛生技術研修会（十
和田食肉衛生検査所）
，狂犬病予防注射（十和田市）
，献血事業（青森県赤十字血液センタ
ー）
，市内小学生ギョウ虫卵検査（十和田市学校薬剤師会），河合塾全統センター試験プレ
テスト，自衛官採用試験説明会・採用試験（自衛隊青森地方協力本部）などに講義室，実
習室，視聴覚ホール，学生ホール，動物病院，農場，運動場等の施設設備を貸し出し，ま
た相手方と共同利用し，地域の中核施設として機能している。
▼三陸：市街地から 25 ㎞離れており多数の市民が来学できる状況ではないが，小中学生の
教育のために施設見学会・研究内容の紹介を行っている。大学受験期を控えた大船渡高校
生のために講義室を貸し出している。
▼北海道八雲：循環型畜産視察研修（市民大学の一環）
，牧場施設・作業実態見学（日本大
学生物資源科学部）
，飼料自給型肉牛一貫生産技術視察研修（秋田県立大学生物資源科学部）
，
資源循環型牛肉生産実践研究視察（青森県上北地域県民局）など多くの来訪者に牧場施設，
八雲研修所（宿泊施設）を提供している。
〔点検・評価〕
7 つの図書館を含む施設設備は，社会に広く開放され適切に利用されていると考える。
年々施設設備を利用する地元や近隣地域の機関・団体が増えていることは，社会から見て
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本学の敷居が低くなり，社会に開かれた大学というイメージが定着してきた証といえる。
施設設備の貸し出しの要望が多くなるに従い，管理面も負担になってきている。効率的な
貸し出しができるように，適切な基準が必要である。獣医学部図書館では，学外の研究者，
獣医師，農業者等の要望に専門書の館内閲覧をもって対応しているが，貸出はできず課題
とされてきた。相模原・三陸各館のように，市民も含めた貸出が検討課題となっている。
社会への貢献
必須：教育研究の成果の社会への還元状況

〔現状の説明〕
教育研究の成果の社会への還元は，科学者・専門技術者等を対象とする専門的な講座・セ
ミナー・シンポジウム等を以下のとおり開催している（下表 7−7。体験授業等の取組（表
7-5）との重複を除く）
。表中の看護キャリア開発・研究センター（看護 CDR センター）は，
看護職を中心とする専門職業人の生涯教育と看護研究を目的として平成 19（2007）年に開
設した大学附属機関である。
表 7-7 科学者・専門技術者等を対象とする専門的な講座・シンポジウム等の取組
名 称

対 象

時期

回数

延参

備考

加数

1

329

全学

3

380

薬学部

年間

3

419

獣医師

後期

1

30

薬学部共
催
獣医学部

研究者・獣医師・養鶏
業者
獣医師
獣医師・検査技師・畜
産業者
研究者・酪農家・獣医
師・行政職員

年間

3

50

獣医学部

年間
年間

2
1

80
100

獣医学部
獣医学部

年間

推進会議
2 回，
勉強会 3
回
234
時間
7*2 コー

400

獣医学部

40

看護学部

62

看護 CDR
センター
看護 CDR
センター

科学者・技術者・市民

年間

2

北里大学農医連携シンポジウ
ム
薬学部卒後教育セミナー

薬剤師

年間

3

北里大学薬友会生涯教育講座

薬剤師

4
5

小動物臨床獣医師のための獣
医学解剖実習講座
家禽疾病学教室公開講座

6
7

動物病院セミナー
食肉衛生技術研修会

8

循環型畜産研究会

9

実習指導者研修会

看護師

10

ウイメンズヘルス・カウンセラ
ー養成プログラム
感染管理認定看護師養成プロ
グラム

女性看護職・養護教諭

11

6 ヶ月
年間

2

ス

看護師

後期

−

30

データは平成 19
（2007）
年度を中心にまとめた.。

〔点検・評価〕
北里大学農医連携シンポジウムは，本学の提唱による「農医連携の科学」を促進するた
めの学術活動として取り組んでいる。現代社会が直面する食の安全の確保，地球温暖化防
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止，鳥インフルエンザに代表される感染症対策など農学と医学の密接な連携なくしては解
決できない重要課題を考究するために毎年 2 回開催し，6 回を数える。参加者のアンケート
には，新たな学問領域の必要性に賛同する意見，その都度のテーマに現代社会がかかえる
問題の複雑な関係性を指摘する声が多い。
「農医連携教育研究」は，
「チーム医療教育」
「感
染制御教育研究」自校教育「北里の世界」と並ぶ全学横断型の特色ある教育の一つと位置
付けており，教育・研究・社会普及の成果は適切に発信していると受け止めている。
各学部・研究科が実施する科学者・専門技術者向けの専門的な講座・セミナー・シンポ
ジウム等も積極的に開催しており，専門職業人からは最新の知識や技能が修得できると好
評である。
看護職者等の生涯教育と看護研究に取り組む看護キャリア開発・研究センター
（看護 CDR
センター）は，ウイメンズヘルス・カウンセラー養成プログラムや感染管理認定看護師養
成プログラム，潜在ナースの就業支援研修会，モンゴル国の看護師教育支援（国際プログ
ラム）など教育研究活動を急速に拡大し，これらには定員を上回る社会人から申し込みを
受けており，関心は着実に高まっていると評価している。看護分野のみならず薬学，医学，
医療技術学などの分野において，広く医療人を対象とする卒前卒後教育機関の設立が今後
の課題である。獣医学・農学分野においても同様の「生涯教育・学習センター」の必要性
が認められる。
社会への貢献
必須：国や地方自治体等の政策形成への寄与の状況

〔現状の説明〕
国や地方自治体，学協会等から，下表 7‑
8 のように多数の委員委嘱を受けている。委嘱
された教員は委員会，審議会等の会議に出席し，それぞれの分野の専門家としての立場か
ら意見を述べ，政策形成に大きく寄与している。
表 7-8 国や地方自治体等の委員委嘱の状況
薬学部

獣医学部

件数

委嘱機関 委員会・審議会等

119

文部科学省臨床研究人材養成部会，文部科学省橋渡し研究支援推進
プログラム評価委員会，文部科学省研究振興局，厚生労働省臨床研
究推進委員会，厚生労働省薬事・食品衛生審議会，厚生労働省事前
評価委員会，厚生労働省医薬食品局，厚生労働省社会保障審議会，
日本学術振興会，人事院，産業技術総合研究所研究ユニット評価委
員会，理化学研究所，建築環境・省エネルギー機構，残留農薬研究
所，医薬品医療機器総合機構，新エネルギー・産業技術総合開発機
構，国立環境研究所，環境省総合環境政策局，科学技術振興機構，
バイオテクノロジー開発技術組合，日本病院薬剤師会，日本女性薬
剤師会，日本薬剤師研修センターほか
内閣府食品安全委員会，文部科学省科学技術政策研究所科学技術動
向研究センター，八戸地域高度技術振興センター，農林水産省政策
評価会林野庁専門部会，農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草
地研究所，環境科学技術研究所 生物圏物質循環総合実験調査検討
委員会委員，畜産生物科学安全研究所 動物用医薬品等安全使用普
及委員会委員，農業共催組合連合会家畜診療所運営委員会，２１あ
おもり産業総合支援センターグローカル産業創出・集積支援プロジ

87
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委嘱率
113.3%
(助教以上
105 名)

97.8%
(助教以上
89 名)
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医学部

海 洋生命 科
学部

看護学部

理学部

医 療衛生 学
部

一般教育部

117

33

22

6

73

5

ェクト運営会議委員，青森県研究開発評価の実施に係る専門評価委
員，食品衛生監視指導計画に関する検討委員会，東北農政局食の安
全・安心確保交付金第三者評価会委員，日本酪農乳業協会 牛乳栄
養学術研究会委員，献血推進協議会，上北地域県民局 奥入瀬川魚
道整備検討委員会委員，十和田市セーフコミュニティ推進協議会委
員，「日本一健康な土づくり運動」推進上北地方本部委員会，食の
安全・安心対策本部ほか
文部科学省研究振興局科学・学術審議会，厚生労働省雇用均等・児
童家庭局労働政策審議会，厚生労働省健康局毒ガス障害者認定検討
委員会，厚生労働省健康局厚生科学審議会，厚生労働省医政局医師
試験委員，厚生労働省医政局医道審議会，有人サポート委員会宇宙
医学研究推進分科会，医薬品医療機器総合機構，日本原子力研究開
発機構，労働者健康福祉機構，国立健康・栄養政策研究所，日本学
術振興会科学研究費委員会，医療系大学間共用試験実施評価機構，
大学基準協会（評価委員，「特色ある大学教育支援プログラム」実
施委員会），東京都福祉保健局食品安全情報評価委員会，神奈川県
保健福祉部（救急医療問題調査会，周産期医療協議会，精度管理委
員）
，神奈川県衛生研究所，神奈川県教育委員会ほか
岩手県産業教育振興会，さんりく基金調査研究事業推進委員会，大
船渡市教育委員会，地域研究開発促進拠点支援（RSP）事業推進会
議，気仙地域水産物流通加工振興協議会，岩手県水産試験研究評価
委員会，岩手県産業教育審議会，岩手化育漁業調整委員会，秋田県
試験研究開発評価チーム，岩手県内水面漁業管理委員会，赤潮・解
読支援強化検討委員会，大船渡市総合発展計画審議会，津付ダム周
辺環境検討委員会，東京国際空港再拡張事業漁業影響検討委員会，
自然エネルギー活用型海水交換装置評価委員会，大船渡地方振興
局，鷹生ダム管理運営協議会，日本技術者教育プログラム認定・審
査長，岩手県水産審議会，釜石市水産審議会ほか
厚生労働省医政局保健師助産師看護師試験委員，国立教育政策研究
所企画委員会，文部科学省高等教育局調査協力者会議，大学評価・
学位授与機構看護学・保健衛生学・鍼灸学専門委員会，日本看護系
大学協議会（専門看護師教育課程認定委員会，助産師教育検討委員
会）
，大学基準協会（評価委員，
「特色ある大学教育支援プログラム」
実施委員会）
，日本高等教育評価機構評価員，日本看護協会（専門
看護師認定実行委員会，教育委員会，看護研究選考委員，保健師職
能委員会，論文選考委員），神奈川県看護協会（学会運営委員，看
護研究選考委員）
，相模原市介護認定審査会ほか
文部科学省研究振興局科学・学術審議会，日本学術振興会科学研究
費委員会，大学入試センター教科科目第一委員会，日本化学会ほか

厚生労働省医政局（視能訓練士試験委員，診療放射線技師試験委
員），新エネルギー・産業技術総合開発機構，放射線医学総合研究
所，日本学術振興会科学研究費委員会，大学評価・学位授与機構学
位審査研究部，大学基準協会評価委員，日本細胞診断学推進協会代
議員，認定輸血検査技師制度審議会，神奈川県作業療法士会理事，
日本聴覚医学会福祉医療委員会，日本臨床検査医学会臨床検査士資
格認定委員，日本作業療法士協会，私立大学情報教育協会医学教育
FD/IT 活用研究委員会，町田市教育委員会市立学校結核対策委員
会，神奈川県理学療法士会・スポーツサポートケア委員長ほか
国立教育政策研究所調査研究委員，大学共同利用機関法人人間文化
研究機構委員，日本物理学会日本技術者教育認定機構審査員，横浜
市健康福祉局自殺対策推進事業評価委員会，相模原市教育委員会ス
ポーツ振興審議会ほか
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46.6%
(講師以上
251 名)

110.0%
(助教以上
30 名)

51.2%
(助教以上
43 名)

12.0%
(助教以上
50 名)
62.4%
(助教以上
117 名)

8.0%
(助教以上
60 名)
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医 療系研 究
科

7

感 染制御 科
学府

39

日本学術振興会科学研究費委員会，神奈川県保健福祉部（自閉症・
発達障害支援事業相談員，新生児特別地域保健事業検討委員会），
バイオインダストリー協会（個人情報取扱審査委員会，遺伝子関連
検査標準化専門委員会），京都大学大学院医学研究科・医学部医の
倫理委員会，東京労働局労働基準部ほか
日本学士院，日本学術会議，文部科学省研究振興局科学・学術審議
会，文部科学省遺伝子組換え技術等専門委員会，文部科学省科学研
究費一次審査委員，厚生労働省中央薬事審議会（医薬品第二特別部
会，遺伝子治療用医薬品調査会），厚生労働省医政局（萌芽的医療
技術推進研究事業「ファーマコゲノミクス分野」評価委員会，創薬
基盤推進研究事業「ヒトゲノムテーラーメード研究」事前評価委員
会）
，日本学術振興会科学研究費委員会，製品評価技術基盤機構（生
物資源委員会，バイオテクノロジー委員会），東京都臨床医学研究
所研究成果審査委員，神奈川県科学技術会議研究推進委員会，京都
大学医学部付属病院探索医療センター・探索医療推進委員ほか

140.0%
(大学院専
任の助教
以上 5 名)
156.0%
(助教以上
25 名)

〔点検・評価〕
国や地方自治体，学協会等からの委員委嘱は多数受けており，専門分野の意見を政策形
成に適切に反映できていると評価している。
社会への貢献
任意：大学附属病院の地域医療機関としての貢献度

【北里大学病院】
〔現状の説明〕
北里大学病院は昭和 46（1971）年，
「市民の健康で幸福な生活に直結する患者中心の医
療」を目的として開院した。平成 10（1998）年新棟を増設し，病床数 1,033 床の急性期病
院として現在に至る。
本院は「患者中心の医療」
「共に創り出す医療」を基本理念に掲げ，患者の皆様の人権を
尊重し，信頼される安全で高度な医療の実践を目指す。また，患者の皆様とともに，全て
の医療人・地域が連携して総合的なチーム医療を提供し，健康で幸福な生活を実現する。
基本方針として 1）患者の権利尊重，2）高度医療の提供，3）地域医療社会への貢献，4）
教育・研究活動の推進，5）国際学術交流の推進，6）安定した経営基盤と安全な職場環境
の確立――を掲げ，地域の中核医療機関として機能している。
これまでに，昭和 61（1986）年救命救急センターの設置，平成 5（1993）年特定機能病
院の指定を始め，平成 8（1996）年災害拠点病院，平成 9（1997）HIV（エイズ）拠点病
院，平成 12（2000）年二次被ばく医療施設，平成 17（2005）年神奈川県総合周産期母子
医療センター，平成 19（2007）年地域がん診療連携拠点病院と多種の指定を受け，多数の
患者さま及び周辺医療機関，行政機関などから高い信頼を得ている。
〔点検・評価〕
北里大学病院は，神奈川県北地域及び東京都多摩南部地域の基幹病院としての役割を担
い，市民病院を持たない相模原市における役割は，地域から高く評価されている。基本理
念・基本方針に基づく高度の医療は，相模原市医療懇話会，相模原市地域医療協議会，相
模原市病院協会定期総会，町田市医師会連絡協議会等を通して行政機関や医療機関と連携
しつつ十二分にその役割を果しており，地域の救急診療体制の整備とともに，研修会等に
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より医療技術の向上にも大きく貢献していると評価している。特に消防職員（救命救命士）
の特別教育気管挿管講習は，多数の研修生を受入れ修了者を輩出しており，地域の救急救
命医療の充実に貢献している。
地域市民の参加による研修会は，
「膝教室」や「糖尿病教室」等を頻繁に開催している。
臓器移植の普及活動・啓発活動の一環として『相模原市民まつり』に参加し，意識啓発を
はかっており，市民の医療への理解促進に協力している。
卒後臨床研修制度の変更（平成 16（2004）年度）に伴い，周辺の医療機関から産婦人科
と精神神経科で研修医を受け入れている。へき地医療として，沖縄県竹富島診療所，新潟
県南魚沼市立ゆきぐに大和病院，茨城県北茨城市立病院に研修医を派遣している。周辺地
域以外への社会貢献としては，災害拠点病院として災害医療チーム（DMAT）4 名を発生直
後の新潟中越沖地震（平成 19（2007）年７月）
，岩手宮城内陸地震（平成 20（2008）年 6
月）
，岩手県沿岸北部地震（平成 20（2008）年７月）の救援に次々と派遣し，救命医療活
動を展開している。
【北里大学東病院】
〔現状の説明〕
北里大学東病院は，昭和 61（1986）年に北里大学病院の医療機能の補完を目的として開
院した。病床数は 557 床，診療科目は 22 科目である。
「患者中心の医療」
「共に創り出す医
療」をモットーに掲げ，医療従事者と地域の関係者が連携して総合的なチーム医療を提供
し，人々の健康で幸福な生活の実現を目指した診療活動を展開している。
診療組織は，消化器内科，消化器外科，内視鏡科を置く「消化器疾患治療センター」
，神
経内科，運動器外科（整形外科）を置く「神経・運動器疾患治療センター」，精神神経科，
精神保健科を置く「精神神経疾患治療センター」の 3 センターを中心に，特殊診療系（眼
科，耳鼻咽喉科，泌尿器科，皮膚科，循環器内科，歯科口腔外科，リハビリテーション科）
他を設置。診療補助部門は，薬剤部，リハ・社会医療部（リハビリテーション部，総合相
談部）
，臨床検査部，病院病理部，放射線部，栄養部，ICU 部，手術部，ME センター部，
病歴部，滅菌材料部の各部門を置く中央診療系を設置。その他，看護部，事務部，地域連
携室，治験管理センター，受託事業部を置き，病院長の下に医療安全管理室を設置する。
「消化器疾患治療センター」では，消化器悪性腫瘍に対する先端的な化学療法や集学的
治療，早期胃がん・大腸がんに対する内視鏡的治療，潰瘍性大腸炎等に対する全人的治療，
肝がんに対するラジオ波治療，消化器がんに対する鏡視下手術等の低侵襲治療に力を入れ
ている。同センター内の内視鏡施設は，わが国でも屈指の症例数を誇っている。
「神経・運動器疾患治療センター」における神経難病治療（在宅療養含む）及び「精神
神経疾患治療センター」における精神科救急医療は，ともに神奈川県の基幹病院としての
役割を担っている。
〔点検・評価〕
北里大学東病院の地域医療機関との診療連携は，地域連携室を中心に診療案内の定期的
な配布，東病院 HP による広報を積極的に行っている。平成 20（2008）年 8 月の紹介率（医
療法上）は 76％である。地域連携室では，地域医療機関より CT，MRI 等の検査を受け入
れるとともに，セカンドオピニオンに関する窓口業務も行っており，地域の特色ある医療
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機関として貢献していると受け止めている。
神奈川県との関わりでは，県の委託を受け神経難病治療センターと老人性認知症疾患治
療センターを院内に併設し，当該疾患に関わる県民からの療養相談を受け，また当該疾患
の診断・治療技術普及のための医療従事者研修も実施している。平成 20（2008）年度より，
神奈川県肝疾患医療センター事業の基幹病院となり，同様の業務を担当することとなって
いる。受託事業部では，隣接する神奈川県重度心身障害者居住施設（県立さがみ緑風園）
内の診療所の運営受託を受け，当該施設へ常勤の医師，看護師，理学療法士及び作業療法
士やその他の専門職員（各診療科医師，歯科医師，歯科衛生士）を派遣し，入所者の医学
的な身体管理等を行っている。
各診療科専門医師による地域医師会との合同カンファレンス，公的施設等の招聘による
各種セミナーへの専門スタッフの派遣，最先端の医療技術の地域医療従事者への提供を始
め，教育医療機関として学内外の各教育施設から学生臨床実習を受け入れる一方，アジア
を中心とした海外からの医療従事者の研修も積極的に受け入れており，これらは特筆され
るものと考える。
【北里研究所病院】
〔現状の説明〕
北里研究所病院は，明治 26（1893）年に北里柴三郎が創設した，わが国最初の結核サナ
トリウム「土筆ケ岡養生園」を起源とする。第二次世界大戦の東京空襲で施設は焼失した
が，北里柴三郎生誕 100 年の記念事業として各方面からの支援により，昭和 29（1954）年
に再建を果たした。その後昭和 48（1973）年に増築して総合病院となり，さらに平成 11
（1999）年に全面的な建替えを実施し，現在に至る。
本院は「心ある医療」を基本理念に掲げ，すべての職員の行動指針としている。許可病
床数は 294 床，各科診療に加え，科の垣根を越えたセンター医療を数多く展開する急性期
病院である。内視鏡手術，頭痛，人工関節の各センターを最近開設した。病院運営にあっ
ては，1) 診療，2) 教育，3) 研究，4) 危機管理を基本方針に据え，チーム医療を展開する
中で安全かつ高度で良質な医療を提供するとともに，北里が提唱してきた「予防医療」を
実践し，健康増進のみならず疾病予防にも全力で取り組んでいる。
一方，現在の建物が免震構造であることから，東京都より「災害時後方医療施設」に指
定され，救急医療だけでなく，災害時医療の一翼をも担っている。
〔点検・評価〕
北里研究所病院は，東京都保健医療計画で「区部中央部」に位置付けられており，近隣
の大規模病院との連携により，地域医療に貢献している。港区内の 6 病院が輪番で休日診
療を担当しており，その一員として二次救急以外に休日診療にも貢献している。
在宅医療への支援として，在宅療養支援診療所と契約を締結し入院診療を担当するとも
に，近隣の介護型集合住宅とも連携し，入居者の不測の事態にも対応している。港区医師
会が受託した区民健診事業に病院をあげて参画，予防接種事業に医師・看護職員を適宜派
遣し，区主催の健康講座に講師を派遣するなどし，地域保健衛生活動に貢献している。
一方，都心に立地している特徴から，近隣企業との連携にも積極的に取り組んでいる。
産業医を紹介し，健診後の精密検診や治療として毎年 2,500 件以上の依頼を受けている。
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これらの結果説明や治療に関しても産業医と連携し，受診者である社員の利便性にも配慮
した「都市型医療連携」を行っている。
このように複合的な医療連携を実践しているため，毎年１回，港区及び渋谷区医師会・
港区薬剤師会・産業医・日赤医療センターの外部委員を交え，総合的な連携の在り方と本
院の役割の明確化について意見交換を行い，密接な意思疎通に配慮している。
【北里研究所メディカルセンター病院】
〔現状の説明〕
北里研究所メディカルセンター病院は平成元（1989）年，
「地域医療の中核として高度か
つ先進的な医療を行なうと同時に地域文化の発信基地」の使命を果すことを目的として埼
玉県北本市に開院した。平成 14（2002）年に救急センター・ICU を含めた新棟を開設し，
病床数 380 床の急性期病院として現在に至る。
本院は，基本理念の一つに「地域医療の向上」を掲げ，かかりつけ医からの積極的な紹
介患者の受入れ，逆紹介の促進による近隣医療機関との連携を図り，県内における第 2 次
救急医療体制の整備に対して協力貢献してきた。このような取組が評価され，医療機関の
機能区分のなかで地域の中核病院として重要な役割を担う「地域医療支援病院」の承認を
得ている。
また病院は，患者さまをはじめ地域市民の癒しの場であり，文化芸術の発信拠点になる
べきであるとの考えの下に，絵画の展示，音楽会の開催など文化芸術活動に積極的に取組
んでいる。数百点の絵画がロビーを飾り「絵のある病院」として広く知られ，隣接する「北
本自然観察公園」の豊かな緑に囲まれた中で，癒しとまごころの医療を実践している。
〔点検・評価〕
北里研究所メディカルセンター病院は，埼玉県央地域における中核病院としてチーム医
療の実践により地域住民の健康を守り，救急医療の提供，地域医療機関と連携した医療の
提供，地域の医療従事者の資質を高めるための研修制度の確立などを通して貢献している
と考える。
地域住民の参加によるものとしては「母親学級」や「糖尿病教室」などがあり，
「音楽会」
や「ヘルスケア市民講座」などを定期的に開催し，社会的・文化的な貢献を果たしている。
近隣の医療機関や行政機関と連携を図り，各診療科におけるカンファレンスや心電図研修，
リーダーシップ研修などを公開し，近隣医療従事者も積極的に受け入れている。全国的な
医師不足の影響は当院にも及んでおり，麻酔科，放射線科，内科等の医師が不足している
が，救急医療に関しては出来る限りの患者さまの受入れを行ってきた。今後行政機関・郡
市医師会と協力し，地域にあった救急医療体制を構築する必要性があると考える。
【北里研究所生物製剤研究所】
〔現状の説明〕
北里研究所生物製剤研究所は，人体用，動物用の生物学的製剤（主としてワクチン）の
開発，研究，製造，供給を主たる業務とする事業所である。法人に付設され，収益事業を
行う事業所として位置付けられている。生物製剤研究所は，大正 4（1915）年にコレラワ
クチンの製剤化に成功して以来，今日まで多くのワクチン，血清，トキソイド，診断薬を
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開発，供給し，感染症の予防と治療の一翼を担ってきた。平成 5（1993）年，白金地区よ
り北本地区へ移転し，同じ時期に千葉県柏市より移転してきた，動物用の生物学的製剤を
製造する「家畜衛生研究所」と平成 14（2002）年に組織統合を行い，現在に至る。
生剤研は，原液製造部門，製剤部門，品質部門，開発研究部門，品質保証部門等から構
成され，厳格な GMP 規則（医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準）に基づく製品の
製造，品質の管理を行っている。原液製造部門は百日咳，ジフテリア，破傷風等の不活化
細菌製剤を製造する第一部門，インフルエンザ，日本脳炎等の不活化ウイルス製剤を製造
する第二部門，麻疹，風疹，おたふくかぜの弱毒生ウイルス製剤を製造する第三部門（以
上人体用ワクチン）
，狂犬病，豚丹毒，伝染性コリーザワクチンを始め，世界初の鶏原虫病
遺伝子組み換えワクチンなど動物用のワクチン，診断用製剤を製造する第四部門からなる。
開発研究部門は，本学の各附置研究所をはじめ他大学や外部の研究機関と連携し，最新
の技術を駆使したワクチン開発，改良研究に取組んでいる。公的活動としては厚生労働省，
農林水産省，外務省等の活動と緊密に協力し，学術講演への講師派遣，ワクチン供給や公
衆衛生を目的とする国内外の研究員，技術員の研修受入や派遣を行っている。また，台湾，
ベトナムへのワクチン製造技術の移転，指導などにも取組み，国際貢献を視野に入れた活
動も行っている。
〔点検・評価〕
生剤研の有するワクチン開発研究及び製造機能は，本学の感染制御研究・教育に実用化
という他の大学にない特徴を加えている。生命研・学府を中心とする感染制御研究機構が，
感染症の「基盤研究」と「教育」を担う一方，生剤研はワクチン・抗感染症薬の「開発研
究」と「製造」を，医学部・臨薬研・大学附属病院で組織する治験・臨床研究ネットワー
クは「臨床試験」を担当する。基礎研究の成果を開発研究，実用化まで結びつける一貫し
た体制が学内に整備されていることは，迅速な対応を要する感染症対策（臨床）のみなら
ず，学術研究，人材育成（教育）と相まって本学独自の社会貢献ができるものと考える。
ワクチン産業は，パンデミックインフルエンザの脅威や，医療全体の予防医療へのシフ
ト，がんワクチン等新型ワクチンの登場などにより世界的規模の成長産業とみなされてい
る。しかし，わが国のワクチン産業は，市場規模においても主要製造 5 社の規模において
も世界に遅れをとっている（ワクチン売上高 1：24）
。事業所規模が小さければ開発投資力
に限界があり，新製品がでにくいのは生剤研もおなじである。今後は，いかに研究開発型
事業体制に移行するのかが課題である。
企業等との連携
任意：企業と連携して社会人向けの教育プログラムを運用している大学・学部における，そうした教育プ
ログラムの内容とその運用の適切性

本学はこれに該当する教育プログラムを運用していない。
企業等との連携
任意：寄附講座，寄附研究部門の開設状況

〔現状の説明〕
寄附講座等の開設は，
「教育・研究の進展及び充実を図り，学術に関する社会的要請並び
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に諸条件の変化に迅速に対応するとともに，教育・研究の多様化，国際化の進展に資する」
（北里大学寄附講座に関する規程）との目的の下に推進している。以下は最近 10 年間の寄
附講座，寄附研究部門の開設状況である。設立推進を目標に掲げて取組んできた結果，全
学 1 件，医学部 2 件（更新を含む）
，医療衛生学部 2 件を期間中に受け入れた。
表 7-9 寄附講座，寄附研究部門の開設状況
名 称
1

2

締結年

医学部寄附講座感 平成 10
染症学（明治製菓） （1998）年〜
平成 19
（2007）年
9 年間
医療衛生学部寄附 平成 17
講座再生医学（ニ （2005）年〜
デック）
平成 20
（2008）年
3 年間

3

医療衛生学部寄附 平成 19
講座酵素・紅豆杉 （2007）年〜
補完医学（ピュア） 平成 24
（2012）年
5 年間

4

医学部寄附講座食
品感染症学（エス
アールエル）

平成 20
（2008）年〜
平成 23
（2011）年
3 年間

5

北里大学寄附研究
部門（海洋バイオ
テクノロジー）釜
石研究所

平成 20
（2008）年〜
平成 25
（2013）年
5 年間

目 的

備 考

①感染症に関する専門医，研究者の育成，②感染
症研究体制の充実，③予防医学や治療の発展，新
薬の開発，④大学と企業の共同研究体制の発展

18 年度

研究：①羊膜由来幹細胞の再生医学への応用研
究，②羊膜由来幹細胞からの角膜組織形成と同種
移植法の開発研究，③羊膜由来幹細胞による網膜
再生の基礎研究
教育：①幹細胞の細胞生物学，②羊膜由来幹細胞
による再生医療，③羊膜細胞の発生と機能
研究：①植物発酵食品による酵素作用や天然素材
の紅豆杉等による予防・補完医学研究及び評価法
の開発，②免疫性疾患における作用機序の解析，
治療薬と併用時における機序解析，③北里大学オ
リジナル補完医学素材の開発
教育：①食品の応用免疫学としての理論，疾病時
における機序解析，②当該分野の教育，実習，③
健康・保健に関する資格，健康管理士（仮称）の
創設及び受験資格に関わる教育
研究：①起因菌の伝播に関するフィールド調査，
②起因菌の病原因子に関する基礎的研究，③起因
菌の薬剤耐性に関する基礎的研究，④上記 2 項を
応用した施設内感染症の迅速診断法の確立，⑤そ
の他施設内感染症に関する教育・研究
教育：医療系学部及び農学系学部の共通基盤教育
として，微生物の種類と形態，増殖，食中毒，食
品微生物検査等の｢食品感染症学｣を担当する。食
品を介して伝播し施設内感染症に至る病原体(腸
管出血性大腸菌，デフィシル菌，ノロウイルス等)
が近年注目されているが，これらによる疾患と分
子病原性について理解する。
①創薬ターゲット化合物の効率的な探索，コンビ
ナトリアル・バイオロジーによる創薬候補化合物
の効率的な開発，新規化合物の実用化研究を通し
た画期的な新薬の開発，②微生物遺伝子やタンパ
ク質の生体分子の機能・構造解析を行い，それら
の情報の高度利用に向けたデータベースの構築，
③微生物の探索・培養から創薬候補物質のスクリ
ーニングまで携わる研究者・技術者の育成による
一貫した研究体制の構築

19 年度

〔点検・評価〕
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経済状況が活況とはいえず企業が冠講座への出資を手控える中，相応の寄附講座，寄附
研究部門を開設できたと考える。冠講座の目的には，企業人の人材育成も含まれるので，
企業研究者の教育への関わりについて基準の必要性が浮上してきている。各講座の評価は
以下に述べる。
1 医学部寄附講座感染症学（明治製菓）
：
医学部，医療系研究科，感染制御科学府，北里大学病院を有機的に統合した教育・研究・
臨床体制が構築できた。感染症に関する基礎的・臨床的教育研究を推進し，当該分野の専
門家を輩出している。厚生労働省からの要請を受け，感染防止に関する研修会を主催し，
毎年全国から約 2,000 名が参加するなど貢献度は大きいと考える。
2 医療衛生学部寄附講座再生医学（ニデック）
：
羊膜細胞からの角膜組織形成と同種移植法の研究開発，羊膜由来幹細胞による網膜再生
の基礎研究の研究成果により 3 件の特許申請を行った。教育では，大学院生に対して視覚
器官の発生を含む発生学，幹細胞の細胞生物学，再生医療に関する実習等を支援してきた。
3 医療衛生学部寄附講座酵素・紅豆杉補完医学（ピュア）
：
健康食品市場は科学的根拠のない情報が氾濫し，玉石混淆の状態である。本研究分野は
未知の部分も多いことから，科学的根拠に基づく評価法の確立に努力している。研究を母
体としての教育，実習は段階的に実施する計画である。
企業等との連携
任意：大学と大学以外の社会的組織体との教育研究上の連携策

〔現状の説明〕
これについては次の数例を挙げる。
▼全学：次世代医療システム産業化フォーラム：
本事業は平成 17(2005)年，経済産業省「広域的新事業支援ネットワーク拠点重点化事業」
に基づき，企業と医療機関，大学・研究機関の連携を強化し，医療現場・医学研究分野に
必要な医療機器等の開発を目的とする。大阪商工会議所の呼びかけにより「次世代医療シ
ステム産業化フォーラム」に参加している。毎月開催される定例研究会（フォーラム）に
は，企業約 100 社が参加し，機器開発に役立つ最新情報（講演）と，医療関係者や研究者
から直接企業へ製品化に向けた共同開発が提案される。提案案件についてフォーラム参加
企業と提案者が具体的な開発の検討を進める仕組みである。本学は平成 19（2007）年 2 月
に講演及び発表を行い，4 月に研究発表に関心を持った企業 6 社との企業面談を実施した。
▼医学部：臨床研究人材育成教育コンソーシアム：
本事業は平成 19(2007)年，文部科学省「社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推
進プログラム」に基づき，臨床研究機関の実務家と大学（北里大，慶応義塾大，順天堂大）
がコンソーシアムを組織し，EBM の推進に不可欠な臨床研究人材（データマネージャー，
生物統計家，リサーチコーディネーター）の育成と臨床研究プログラムの開発を目的とす
る。短期集中の教育研修プログラムを開催し，民間機関や各大学の若手研究者を受け入れ，
国際共同臨床試験・臨床研究を可能にする人材の育成にあたっている。取組は国内外の医
療機関とのネットワーク形成，国内中核病院との連携強化，国内開業医師との情報共有の
ための基盤整備，米国・アジア地域 CTC との共同研究推進を目指している。
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▼海洋生命科学部：大船渡市産学官連携研究開発事業：
本事業は，大船渡市と産学官連携研究開発事業に取組み，平成 15（2003）年度「ヒジキ
養殖技術に関する研究｣，平成 16〜17（2004〜2005）年度「ナマコの養殖技術に関する研
究｣，
平成 18
（2006）
年度｢海洋データ開示による独自ネットシステムの開発に関する研究｣，
平成 19（2007）年度｢水揚げ自動予測システム並びに海洋データ公開システムの開発｣と毎
年度連携事業を展開している。水産増殖学や沿岸海洋生態学の研究を通した連携事業は，
水産業に密接に関連し地域産業の振興に貢献している。
▼医療衛生学部：In situ hybridization（ISH）法に関する技術講習会：
本事業は，学際企画（株）とロッシュ・ダイアグノスティックス（株）と連携し，In situ
hybridization（IHS）法に関する技術講習会を平成 9（1997）年より 13 回開催しているも
のである。本講習会は，本学部が主催する数日間の公開実験講座で，学部から講師 2 名を
派遣している。連携企業である学際企画（株）とロッシュ・ダイアグノスティックス（株）
は受講申し込み，受講料管理を行う。本講習会は，免疫染色法に関する初心者対象の基礎
講座として，社会人に対する高度な技能の普及に貢献している。
〔点検・評価〕
大学以外の社会的組織体との教育研究上の連携策は，フォーラムやコンソーシアムとい
った形で適切に展開できていると考える。個々の連携事業の評価は次のとおりである。
▼全学：次世代医療システム産業化フォーラム：
産業化フォーラムは，相応の企業が参加し，医療機器への要望を直接聞くことができ，
本学の提案シーズに対する関心の深さを窺うことができた。企業の実用化への要望が強い
ことは把握できたので，継続的に参加することを決定しているが，提案シーズの発掘を積
極的に行わなければ以降の情報提供に支障が出ることも予想され，難しい側面もある。
▼医学部：臨床研究人材育成教育コンソーシアム：
本事業は，医療の質の向上に不可欠なエビデンスの創出に向けた治験・臨床研究の基盤
形成と人材育成を他に先駆けて推進しており，国内国外の期待は相当高いものと受け止め
ている。本学がその推進役となっていることは高く評価できると考える。
▼海洋生命科学部：大船渡市産学官連携研究開発事業：
本事業は，地域の産業振興に資する産学官連携研究開発事業として，地方自治体と連携
し取組んでいる点が特色である。連携事業費の総額は 5,259 千円，地域産業振興への期待
がかかる助成であり，有益な成果を挙げることに努力している。
▼医療衛生学部：In situ hybridization（ISH）法に関する技術講習会：
本技術講習会は，免疫染色法に関する初心者対象の基礎講座として社会人教育に役立っ
ていると評価している。講習会の開催数を増加するためには，企画や講師派遣を強化する
必要があるが，教育研究面の制約もある。このような観点から，相模原キャンパス他学部
との協調・連携をはかり，共同してプログラム運営にあたることが望まれる。
企業等との連携
任意：企業等との共同研究，受託研究の規模・体制・推進の状況

【共同研究】
〔現状の説明〕
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学内学外の共同研究は，北里大学共同研究取扱規程（昭和63（1988）年）において，
その要件を次のように定めている。
「特定の研究課題について複数の者が共同で実施する研究で，次のいずれかに該当する
もの。①研究科，学府，学部，学科，研究所等にわたる学内における共同研究，②他大学，
研究所，企業等の学外機関又は学外機関に所属する研究者との共同研究」
企業等との共同研究を推進するため，大学 HP に「共同研究の取扱い」ページを設け，
共同研究の手続き方法，共同研究契約書（雛形）などを掲載し学内外に公開している。共
同研究を実施する際は，所定の申請書及び計画書を提出し，学長の承認を得ることを条件
としている。下表 7-10 は過去 3 年間の企業等との共同研究実績である。
表 7-10 企業等との共同研究（件数・研究費）
2005 年度

学部・研究科等
件数
薬学部
獣医学部

単位円

2006 年度

研究費

件数

研究費

2007 年度
件数

研究費

4

500,000

3

2,500,000

3

11,151,550

19

55,450,000

19

36,279,080

20

47,669,000

6

25,595,000

医学部

0

0

6

5,100,000

水産学部

3

31,528,000

4

29,563,000

7

35,795,000

看護学部

4

2,680,000

1

5,000,000

0

理学部

0
1

＊ 0

3

36,398,708

5

36,977,022

医療衛生学部

3

3,000,000

4

8,086,000

3

2,500,000

医療系研究科

0

0

1

1,000,000

0

0

北里生命科学研究所

3

8,000,000

2

7,000,000

5

13,500,575

39

106,028,708

45

100,942,102

45

計

136,211,125
136，136，211，

〔点検・評価〕
企業等との共同研究実績は，平成 17（2005）年度 39 件（研究経費 106 百万円）
，平成
18（2006）年度 45 件（研究経費 100 百万円）
，平成 19（2007）年度 45 件（研究経費 136
百万円）
，１件当たりの研究費は平均 272 万円であった。日本電信電話株式会社 NTT フォ
トニクス研究所や Pharma MRA,S.A.（スペイン）を始め多様な共同研究の取組は，目標ど
おり前進したと考える。共同研究経費は，本学と企業の分担する研究についてそれぞれ負
担することを基本方針としており，共同研究契約書にそれを示している。これにより，研
究成果の権利は発明寄与率で対等に主張できるように配慮していると考える。
【受託研究】
〔現状の説明〕
受託研究は，北里研究所受託研究規程（平成 20（2008）年改定）において，
「本学が国，
地方公共団体，各種の団体，民間企業，その他学外より委託を受け業務として行う研究（調
査，試験，検定，試作及び制作を含む。
）で，これに要する経費（以下「受託研究費」とい
う）を委託する者が負担するもの」
「教育研究に有意義であり，かつ教育研究及び診療に支
障をきたすおそれがないと認められる場合に限り，受託できる」と定めている。
受託研究の受け入れを推進するために，共同研究と同様大学 HP に「受託研究の取扱い」
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ページを設け，受託研究の手続き方法，受託研究契約書（雛形）などを掲載し学内外に公
開している。受託研究の受け入れは，所定の申請手続きと審査を経て学部長が決定する。
下表 7-11 は過去 3 年間の受託研究実績である。
表 7-11 受託研究（政府系機関の競争的資金による受託研究を除く）
2005 年度

学部・研究科等
件数

単位円

2006 年度

研究費

件数

2007 年度

研究費

件数

研究費

8

25,230,000

9

31,600,200

6

61,600,000

獣医学部

27

51,673,250

22

69,575,000

26

69,461,690

医学部

15

44,823,478

12

39,156,517

13

55,598,176

水産学部

14

56,239

11

20,873,283

12

10,649,944

看護学部

0

0

0

0

0

0

理学部

2

2,450,000

4

6,020,000

2

1,897,300

医療衛生学部

2

38,386,000

1

1,852,000

2

3,230,000

薬学部

医療系研究科
北里生命科学研究所

計

0

0

1

3,536,000

0

0

18

97,268,664

17

56,856,285

11

60,187,015

83

259,887,631

76

229,469,285

72

262,624,125

〔点検・評価〕
競争的資金を除く受託研究の受け入れ実績は件数・金額とも毎年ほぼ一定しており，過
去 3 年間は，平成 17（2005）年度 83 件（研究費 259 百万円）
，平成 18（2006）年度 76
件（研究費 229 百万円）
，平成 19（2007）年度 72 件（研究費 262 百万円）であった。1 件
当たりの受入金額は平均 325 万円で，他大学の平均額（200 万円台）を上回る。岩手県と
の産官学連携研究開発事業を始めとするこれらの受託研究は，目標を相応に達成できたと
考える。受託研究の研究成果に基づく知的財産権の帰属は，受託研究契約書において委託
者との共有と持分均等の取扱いとしていることもあり，その条件で契約する案件がほとん
どである。受託研究に関わる知的財産は，社会通念上，大学側に有利な条件が望まれるが，
申し込みの減少が危惧されるため，そのような条件設定が難しい状況にある。
企業等との連携
任意：特許・技術移転を促進する体制の整備・推進状況

〔現状の説明〕
平成 16（2004）年，北里大学発明取扱制度の発足に伴い，
「北里大学知的資産センター」
を設置した。知的資産センター（職員 4 名）は，北里大学研究支援センターと共同し，教
職員の発明に関わる知的創作物の発掘，特許等の相談や要望の汲み上げ，研究成果の特許
化の支援，特許の保護から民間事業者への技術移転（ライセンシング）を行う。主な支援
業務は次のとおりである。
1) 教職員への知的資産支援業務：
①特許教育（特許入門ガイダンス），②特許相談（知的財産（特許）に関する相談），
③発明の発掘（研究室訪問・巡回による発明の掘り起こし），④発明完成支援（発明届
作成アドバイス等），⑤発明評価助言業務（発明の先進性・市場価値的観点からの評価）
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2) 国内知的財産の権利化（特許）・権利維持・管理業務：
①特許出願業務の支援（発明委員会提案業務，特許事務所の選定），②共同出願契約の
締結業務（交渉，共同出願契約），③国内出願特許の特許維持・管理
3) 外国知的財産の権利化（特許）・権利維持・管理業務：
①外国特許出願の妥当性の検討，②外国特許出願業務，③特許の外国出願以降の外国出
願特許の維持・管理
4) 技術移転業務：
①選定した発明技術の技術移転業務（市場調査，交渉，ライセンス契約等）
〔点検・評価〕
発明取扱制度が発足してから 4 年が経過した。知的資産センターは目標どおり開設でき
た。特許の出願，審査請求，登録特許，技術移転，北里発ベンチャーの件数は下表 7-12 の
とおりである。
表 7-12 特許出願，審査請求，登録特許，技術移転，ベンチャー実績（制度発足以降 4 年間）
特許出願
審査請求
登録特許
技術移転
ベンチャー

2004 年度
19

2005 年度
18

2006 年度
37

2007 年度
25
11
4
4
5

合 計
99
11
4
4
5

4 年間の特許出願 99 件，審査請求 11 件（平成 16（2004）年度出願発明分より）
，登録
特許 4 件を取得し，期待以上の成果を挙げることができたと評価している。技術移転業務
（ライセンス契約等）は，企業等との共同出願契約締結の中で，ライセンス契約を見越し
た契約内容を考慮し，本学に有利な条件のもとに実施許諾契約 4 件を成立させた。教員が
保有する特許を基にした北里発ベンチャーは 5 件を起業化した。技術移転も順調である。
特許出願はますます増加する傾向にあるため，将来技術移転が期待できる有益な発明を見
極め，効率的に特許化を進める一方，管理費の抑制を如何にはかるかが今後の課題である。
企業等との連携
任意：
「産学連携に伴う利害関係の衝突」に備えた産学連携にかかるルールの明確化の状況

〔現状の説明〕
■利益相反
産官学連携に付随的に発生する利益相反の問題について本学は，平成20（2008）年，「北
里大学利益相反マネジメント・ポリシー」を制定した。これは，「大学が，産官学連携活
動を進めるに際し，これに携わる教職員の意思を尊重するとともに，利益相反の問題につ
いて，社会に対する説明責任を果たさなければならない。これにより教職員が安心して産
官学連携活動に取組める環境を整備する必要がある」との考えに基づく。
基本方針： 北里大学は，教職員等が知的価値の創造や新たな実学開発の過程で得た研究
成果・知的財産等を，産官学連携活動を通じて積極的に社会に還元し，学術と実学を先導
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する。北里大学はこのような産官学連携活動において付随的に発生し得る利益相反の問題
に関して，以下に掲げる基本的な方針に沿って行動する。
1) 知的価値の創造と新たな実学開発を実践するとともに，その成果を社会に還元し社会
貢献をする。このために，積極的に産官学連携活動を進める。
2) 産官学連携活動の過程で付随的に生じ得る利益相反を未然に防止するために，利益相
反マネジメント体制を整備する。
3) 適切なマネジメントと情報開示により，産官学連携活動の透明性を確保する。また，
社会への説明責任を明確にすることにより，社会からの信頼を維持する。
4) 北里大学の利益相反マネジメントは，教職員等の産官学連携活動等の自主性を尊重す
るものである。これにより，教職員等が安心して，産官学連携活動に取り組める環境
を整備することを推進する。
利益相反の定義： 経済的利益相反，責務相反
利益相反マネジメントの対象者： 産官学連携活動に携わる教職員等
利益相反を防止するための体制：
1) 北里大学利益相反委員会の設置
委員会は法令，本学の諸規定，本ポリシー等に基づき，利益相反に関する審議を行う。
2) 利益相反相談員
教職員及び利益相反委員会等に専門的見地からアドバイスを行うため，利益相反相談
員を置く。利益相反相談員は利益相反の専門家を持って充てる。
3) 情報開示
利益相反に関する情報を個人情報の保護にも配慮しつつ必要な範囲で公表し，社会に
対する説明責任を果たす。
利益相反マネジメント体制：
研究実施計画書・利益相反自己申告書を学長へ提出 ⇒ 利益相反委員会・倫理委員会へ
審査付託 ⇒ 利益相反委員会による利益相反状態の審査，倫理委員会への報告（意見書）
⇒ 倫理委員会による利益相反状態，インフォームドコンセント（IC）の総合的判断，実
施計画の判定（承認/条件付承認/不承認）
，学長への答申 ⇒ 学長による実施計画の承認，
条件付承認，不承認の決定と示達 ⇒ 必要に応じた利益相反委員会による改善指導
■研究倫理・研究費適正管理
平成18（2006）年，本学は「北里大学における研究活動における行動規範について（声
明）」を発し，研究者の研究倫理に対する誠実性を求めた。次はその声明文である。
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北里大学における研究活動における行動規範について（声明）
研究者は，自ら生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し，さらに自らの専門知識，
技術，経験を活かして，人類の健康と福祉，社会の安全と安寧に貢献するという責任を有する。
従って，学術研究に従事する研究者は，自身の自由な研究活動における目的を達成するにあた
り，社会倫理を逸脱しないよう自らを強く律して研究を遂行し，同時に，その豊かな識見をも
って，学生の教育，後継者の養成，並びに社会への貢献活動などを行う責務がある。北里大学
は，その構成員が研究者としての基本的姿勢を尊重し，社会からの信頼と尊敬を得るにふさわ
しい学術研究活動を遂行するため，いかなる努力も惜しまないことをここに表明する。
日本学術会議は，最近国内外で続発した科学者の不正行為の重大性に鑑み，平成18年10月，
科学者が社会の信頼と付託を得，主体的かつ自律的に科学研究を進め，科学の健全な発展を促
すため，すべての学術分野に共通する「科学者の行動規範について」を示した。その「行動規
範」では，各研究機関は，規範の制定された趣旨を含め，各研究機関が責任を有する学術領域
の特色と，置かれた社会環境に相応しい行動規範を策定し，不正行為に厳正に対処する制度の
早期導入と実効的運用が求められている。ついては，本学においても本行動規範を踏まえた「北
里大学研究倫理規準」及び「北里大学における研究活動の不正行為に関する規則」を制定し，
研究活動における倫理の徹底と不正防止への厳正な対処を進め，もって研究の公正性を確保す
ることとしたい。

声明に基づき，研究活動における倫理の徹底，研究費の適正な使用管理を含む不正防止
への厳正な対処，研究の公正性確保の目的の下に，平成19（2007）年7月，「北里大学研究
倫理規準」「北里大学における研究活動の不正行為に関する規則」など一連の規則を制定
し，研究者に周知した。これらは大学HPに掲出している。
▼北里大学における研究活動における行動規範について（声明）：
http://www.kitasato-u.ac.jp/research/hatsumei/download/koudoukihan.pdf
▼北里大学研究倫理規準：
http://www.kitasato-u.ac.jp/research/hatsumei/download/rinrikijyun.pdf
▼北里大学における研究活動の不正行為に関する規則：
http://www.kitasato-u.ac.jp/research/hatsumei/download/fusei_kisoku.pdf
▼北里大学における研究活動の不正行為の申立に関する細則：
http://www.kitasato-u.ac.jp/research/hatsumei/download/mousitate-saisoku.pdf
▼不正行為の告発から措置まで（フロー）：
http://www.kitasato-u.ac.jp/research/hatsumei/download/mousitate-sochi-flow.pdf
▼申立担当窓口：
http://www.kitasato-u.ac.jp/research/hatsumei/download/mousitate2.pdf
科学研究費の適正な使用管理については，毎年「科学研究費補助金費執行マニュアル」
を発行し，研究者・実務者に利用されている。説明会も定期的に開催している。研究支援
センターの取組が評価され，文部科学省科学技術・学術審議会研究費部会において，私立
大学の取組例として「北里大学における研究費活用について」と題する発表（平成20(2008)
年3月）を行った。他大学に招かれ説明を行ってもいる。科研費など競争的資金に対する会
計検査が会計検査院により平成20(2008)年3月に行われたが，特段の指摘はなかった。
〔点検・評価〕
■利益相反
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本ポリシーの制定により，利益相反の問題に対する組織体制を構築し，考え方を明示す
ることができた。基本方針は，「臨床研究の利益相反ポリシー策定に関するガイドライン」
「厚生労働科学研究における利益相反の管理に関する指針」と合わせて周知している。し
かし，組織体制は緒についたばかりであり，実働していない。基本方針の周知も十分でな
く，これからの啓発活動が必要である。
■研究倫理・研究費適正管理
研究者の研究倫理に対する誠実性を喚起する一方，研究活動の不正行為防止に向けた制
度を整備し，研究費の適正な使用管理を研究者・実務者に要請する組織的な取組は，他の
モデルとして取り上げられており，十分評価できるものと受け止めている。
企業等との連携
任意：発明取り扱い規程，著作権規程等，知的財産に関わる権利規程の明文化の状況

〔現状の説明〕
発明取扱制度・組織体制： 発明取扱制度は平成 16（2004）年に整備した。北里大学発明
取扱規程の制定，委員 6 名からなる発明委員会，北里大学研究支援センター（職員 4 名）
，
北里大学知的資産センター（職員 4 名）の設置により，教職員の発明等の審査，知的創作
物の発掘，特許相談，特許化支援，知的財産の民間事業者への技術移転などを推進してい
る。
（知的資産センターについては「特許・技術移転を促進する体制の整備・推進状況」を参照）
発明取扱規程： 教職員の職務発明については，発明取扱規程の定めに基づき，特許等を
受ける権利は大学（北里研究所）が承継するとしている。発明者への対価の支払い等は別
途規則を定めている。発明取扱規程（全 18 条）の概要は次のとおりである。
1) 用語の定義(発明等，職務発明，発明者），2) 特許等を受ける権利の帰属，3) 発明の
届出，権利の継承等，4) 譲渡書の提出，5) 出願補償金並びに登録報奨金及び対価の支払，
6) 共同発明における対価等の配分，7) その他
学生・非常勤教員は発明取扱規程の適用外としており，学生等の発明は，原則として扱
わない。なお，教職員との共同発明者となる学生等については，次により扱う。
1) 学生等の発明が，教職員との共同発明であると認められた場合，本学宛に譲渡書を提
出する。2) 特許を受ける権利は本学に譲渡され，発明者としての権利主張はできない。
3) 対価として出願補償金を支払う。学生等が複数人のときは，発明寄与率により出願補
償金を分ける。4) 対価以外の補償が必要の場合，発明代表者の教職員の責任で行う。
知的財産に関わる権利規程の明文化： 権利規定を含む知的財産に関する事項は，大学 HP
において公開している。http://www.kitasato-u.ac.jp/research/hatsumei/index.html
公開内容は次のとおりである。▼発明取扱制度，職務発明の取扱，発明取扱制度における
学生・非常勤教員等の取扱，北里大学発明取扱規程，北里大学発明委員会規程，▼共同研究
の取扱，北里大学共同研究取扱規程，▼受託研究の取扱，北里研究所受託研究規程，▼北里
大学知的資産センターの業務，北里大学知的資産センター設置規程，▼北里大学発ベンチャ
ーの取扱，▼北里大学特許公開。
〔点検・評価〕
発明取扱制度は目標どおり整備，確立できた。制度発足後 4 年間が経過したが，企業等
との共同研究，受託研究，特許出願は定められたルールに従って行っており，特に支障は
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生じていない。この間の特許出願件数，審査請求件数，登録特許件数については，すでに
「特許・技術移転を促進する体制の整備・推進状況」で述べた。企業への技術移転（ライ
センス契約等）は 4 件行ったが，ほとんどは対価の支払いに結びつくまでに至っていない。
規程の整備では発明者への対価の支払いを改定した。発明取扱規程では当初，特許料収入
の金額の多寡にかかわらず，本人に対し 50％，大学 25％，当該学部 25％を配分すると定
めていたが，平成 20（2008）年度よりこれを改め，他大学や他機関の配分率を参考にし，
特許料収入に応じて 6 段階に区分した配分率を適用している。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇社会への貢献
1 文化交流等を目的とした教育システム全体のビジョンを構築するために，将来構想検討
委員会に検討を付託する。
2 地域連携の推進体制を整備する。「社会連携室」の設置に向けた調査研究を進める。「生
涯学習センター」については，全学卒前卒後臨床教育センター（仮称）構想との関連も
含めて検討する。
3 地方自治体との連携協定は，未整備の地区も含めて拡充の方向で折衝していく。連携協
定の下，地域の教育・文化・スポーツの振興，人材育成，産業振興に一層協力する。
4 地域創造のセンターとして期待されている相模原・町田大学地域コンソーシアムを支援
する。具体的には役員，運営委員への教職員の派遣，コンソーシアム大学への講師の派
遣，各種事業への学生の関わりを促進する。
5 高大連携は，実績のある高校と共同し活発化させる。高校生に対する大学教育の啓発，
進路選択の支援のために組織的に取り組む。
6 教育・研究に対する地域の要望を汲み上げるシステムを拡充する。既存の知事学長懇談
会，市長学長懇談会の充実や新たな協議会を検討する。
7 公開講座は，幅広い年齢層の参加を促進するために PR を工夫し公知力を強化する。相模
原の市民大学は，市教育委員会から相模原・町田大学地域コンソーシアムへの移管が計
画されており，支援を強化する。
8 施設設備公開・貸出基準を整備し，効率的な公開，貸し出しができるように努める。
9 大学附属病院及び生物製剤研究所については次のとおりである。
【北里大学病院】
【北里大学東病院】
1) 特定機能病院（北里大学病院）及び医師・看護師等の教育機関として，地域の医療体制
を支え，信頼される施設として様々な課題に対応できる体制を構築する。
2) 新病院計画には高度医療の提供に加え，地域住民のニーズを取り入れることを計画する。
【北里研究所病院】
1) DPC 対象病院の指定を受けるべく準備中で，診療内容の抜本的な見直しを推進する。
2) 重大な医療事故防止に向けてインシデント・アクシデントレポートのほか，
「きたさっ
とレポート」
（プレコーションレポート）の積極的な活用を浸透させ，より安全な医療の
提供を目指す。
3) 地域の保健衛生の向上のために，行政機関と連携し引き続き積極的に協力する。空港・
港湾施設が隣接しているので，新型感染症の侵入防止・発症時の初期対応等に取組む。
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【北里研究所メディカルセンター病院】
1) DPC の準備病院であり DPC に対応するために，これまで以上に地域連携や医療の効率
化・標準化に取組み，クリニカルパスの整備や疾患毎の連携体制の構築を図る。
【北里研究所生物製剤研究所】
1) 国内を代表するワクチンメーカーとして，世の中の役に立つ安全性・有効性の高い医
薬品の開発・供給を目指すとともに，製薬企業として法令遵守，情報公開，環境保全等，
企業倫理に則り社会的責任を果たす。
2) 学校法人内における収益事業部門の責務として大学組織への収益還元を常態化できる
事業体質の構築を目指す。
3) 厚生労働省を始めとする国家機関と緊密に連携し，政府の新興・再興感染症対策に沿
った生物学的製剤の開発研究ならびに製造施設建設計画の立案，具現化を最重要課題に
据え，本学感染制御研究機構を始めとする国内外の研究，学術組織，企業とともに先進
性と独創性の高い新規ワクチン事業を展開する。
◇企業等との連携
1 寄附講座については，企業研究者の教育への関わりを促進するために，学内ルールを整備
し，企業に明示する。
2 社会的組織体との教育研究上の連携については，知的資産センターにおいてシーズの発掘
に傾注する。フォーラムや講習会のプログラム運営は，各学部間の連携を強化する。
3 受託研究の受け入れに際しては，知的財産の扱いを委託側と折衝し，本学に有利な条件
設定ができるように努力する。
4 特許・技術移転では，産学連携コーディネーターの育成を通じて，有益な発明の技術移
転による効率化を目指す。
5 利益相反の組織体制は整備できたので，今後は本格的な運用に尽力する。
6 研究倫理については，研究者に対して倫理規準を浸透できているが，引き続き説明会等
を通して意識啓発を継続する。研究費の適正管理についても，過年度より発行している
研究費執行マニュアルや大学 HP，説明会を通して研究者・実務者に徹底する。
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第８章

教員組織

１．大学全体
１‑
１．学部等の教員組織（大学全体）
必須：学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格，学生数との関係における当該学部の教
員組織の適切性
必須：大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性（専任教員は，専ら自大学に
おける教育研究に従事しているか）
必須：主要な授業科目への専任教員の配置状況
必須：教員組織の年齢構成の適切性
必須：教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性
任意：教員組織における社会人の受け入れ状況
任意：教員組織における外国人受け入れ状況
任意：教員組織における女性教員の占める割合
必須：実験・実習を伴う教育，外国語教育，情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備
状況と人員配置の適切性
必須：教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：ティーチング・アシスタント（ＴＡ）の制度化の状況とその活用の適切性
必須：教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
任意：任期制等を含む，教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況
必須：教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性
必須：教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性

〔到達目標〕
平成 20（2008）年度に実施した社団法人北里研究所との統合にあたり発した「統合憲章」
ならびに，北里大学の「建学の精神（北里精神）
」に基づいた「21 世紀の北里大学像＜健康・
環境・食の連携により，生命科学と医療科学を学ぶ総合大学＞を実現する」教員組織を構
築することを目指す。上記の目標を効果的に推進させるために，次に記す到達目標を設定
した。
◇教員組織
1 職位ごとの平均年齢が適切な形になるよう年齢構成等を配慮し組織の活性化を図る。
2 女性教員の割合の向上を支援する方策の実現に向けて努力する。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
1 多くの学部の教授採用時に実施してきた「公募」を継続して推進し，広く社会に人材を
求める。
2 本学の特徴をあらわす「建学の精神」を体現できる若手教員の育成に努める。
3 平成 20（2008）年度新規採用教員ならびに昇任する教員に適用している｢任期制｣を，平
成 23（2011）年度には在職教員全員に適用（本人の同意が前提）するので，これのスム
ーズな実行を目指す。
◇教育研究活動の評価
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1 平成 20（2008）年度から実施している「教員の多元的業績評価」を活用することで，各
教員の教育業績，研究業績，社会貢献業績の向上に向けての不断の努力を求める。
2 教員の教育能力の涵養のため，学部ごとに実施している FD 活動の内容を，全学的な観
点から点検し，それぞれの長所を取り入れることで，より質の高いものにすることを目指
す。
3 高等教育開発センターと人事部主催で開催している全学横断型教員研修会（新任教員対
象･中堅教員対象）のプログラム内容を更に充実させ「北里大学が求める教員像」の考え
方の浸透を目指す。
教員組織
必須：学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格，学生数との関係における当該学部の教員
組織の適切性

〔現状の説明〕
本学は，平成 12（2000）年度の大学基準協会相互評価受検以降，各専門分野のニーズに
対応し，ほぼ毎年のように組織改組を行ってきた。平成 20（2008）年 4 月現在，7 学部，
大学院 6 研究科・1 学府，一般教育部を構成する生命科学系総合大学であり，更に 4 つの大
学附属病院，4 つの附置研究所，大学図書館ほか 3 つの大学附属センターを併設する。
（p.3-10
「北里大学の沿革」
）

生命科学の総合大学として，本学は 3 つのフィールドからライフサイエンスに総合的に
アプローチできるよう，7 つの学部で生命科学領域の教育・研究を実践している。すなわち，
理学部では生命科学の基礎的研究を行い，獣医学部と海洋生命科学部では動物の生命・生
物資源利用・環境に関する分野の研究を行っている。薬学部・医学部・看護学部・医療衛
生学部では，人間の生命と健康に関する分野の研究を行っている。
更に，本学の 7 つの学部が人材育成を担っているそれぞれの専門分野は，医師，獣医師，
薬剤師，看護師のほか様々なコメディカル職種の国家試験受験資格取得を可能とするカリ
キュラムを展開する分野がある一方，理学部のように，基礎的な研究分野のカリキュラム
で構成されている学部もある。また，海洋生命科学部・獣医学部生物環境科学科のように
日本技術者認定機構（JABEE）の認定を受けたカリキュラムを展開している学部もある。
専門分野がこのように多岐に亘っていることから，
「学部・学科等の理念・目的並びに教
育課程の種類・性格，学生数との関係における当該学部の教員組織の適切性」についての
詳細は各学部等の点検・評価報告に記載する。
なお，専任教員数と学生数の関係において，本学では全ての学部で大学設置基準第 13 条
（専任教員数）に規定される以上の専任教員を配置している。1 人の教員が担当する学生数
は，最小が医学部の 3.4 人，最大が海洋生命科学部の 24.1 人と学部により異なるが，それ
ぞれの教育課程との関連から適切な範囲にあるといえる。
（大学基礎データ表 19‑
2「学部の教員
組織」
）

また，本学の大学院の教員組織のうち，医療系研究科は，医学部と医療衛生学部の教員
組織を基礎として構成しており，他の 5 研究科はそれぞれの基礎となる学部の教員が兼担
している。感染制御科学府の教員は附置研究所のひとつである北里生命科学研究所の教員
が兼担している。
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教員組織
必須：大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性（専任教員は，専ら自大学にお
ける教育研究に従事しているか）

〔現状の説明〕
いずれの学部においても，他の機関の委員や非常勤講師の応嘱について，回数を定めた
規則に基づき許可しているか，もしくは，教授会の承認，所属長の承認などが必要な体制
をとっている。実際の実績も本学の教育･研究に支障のない範囲内でなされている。また，
兼業は理事長の承認を得ることになっている。
〔点検・評価〕
大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけは適切である。
教員組織
必須：主要な授業科目への専任教員の配置状況

〔現状の説明〕
ほとんどの学部において主要な授業科目への専任教員の配置状況は約 90％以上というの
が現状である。医療衛生学部の健康科学科が 76％，一般教育部では，理系 3 科目は 90％以
上であるが，人文科学，社会科学，語学は 40％〜60％の間の担当状況である。
〔点検・評価〕
主要な授業科目への専任教員の配置状況はほぼ適切であると考えるが，学部等により，
学科ごとの差，分野ごとの差がみられる。また，専任教員の間で担当授業時間のばらつき
のある学部もある。
薬学部では 6 年制への移行に伴い，病院・薬局実習における指導は非常勤の薬剤師の担
当が必要となるという指摘があった。カリキュラムの進行に伴い，教員組織の見直しや専
任の臨床指導者を増やすなどの対応が必要となる。
教員組織
必須：教員組織の年齢構成の適切性

〔現状の説明〕
本学では講師以上の職位にある教員の定年は 65 歳と定められている。なかでもここ数年
は，教授の職位にある教員が各学部等において定年に達しはじめ，世代交代が確実に進ん
でいる。詳細をみると，薬学部・獣医学部・医学部では平均年齢が高く，若年側へのシフ
トが必要と考えている。海洋生命科学部では世代交代が進んではいるが，40 歳から 50 歳
の教員が学部全体の 1/3 を占めており将来的な人事の停滞を危惧している。看護学部と医療
衛生学部では近年競合する医療系大学・学部の設置に伴い，教員の供給が不足しているた
め，年齢構成に配慮した採用が困難な状況を懸念している。また，一部の学部では教授と
准教授のピークが同じ年齢層にあるうえ，講師，助教の年齢層が比較的高く，若返りを図
る必要があるとの認識が示されている。その場合，職位ごとの平均年齢の逆転現象が更に
進むことも予測される。すなわち，講師の平均年齢が准教授・教授のそれより高い，など
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の現象である。
（大学基礎データ表 21「専任教員年齢構成」
）
〔点検・評価〕
職位ごとの年齢構成に逆転現象が起きるのは，これまでに，適切な若手教員の育成が行
われてこなかったことも一因であり，これからは将来を見据えて計画的に若手教員の育成
を図る必要がある。
教員組織
必須：教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性

〔現状の説明〕
本学ではいずれの学部もカリキュラム委員会，教育委員会（もしくは教務委員会）など
を組織し，各委員会を通じて教育課程編成の目的を各教員へ周知し，実現を目指している。
なかでも，生命科学系 7 学部の基礎教育・教養教育を担う一般教育部は，平成 15（2003）
年度に組織編成が改められ，各学部から 1 名ずつの教授をメンバーに加えた一般教育連合
教授会を組織したことにより，各学部との間の連絡調整がスムーズになった。
一部の学部では，教育委員会に一般教育部委員をメンバーとして加えることで，連絡調
整推進に効果をあげている。また，平成 19（2007）年 4 月に発足した高等教育開発センタ
ーは一般教育部の教員を中心に，各学部の教員が 1 名ずつ運営委員となり，全学的な観点
から授業改善の方法，FD 活動のあり方などについて論議を進めている。
また，医学部では基本理念に則り，医学を取り巻く環境変化の現状を踏まえ，時代に則
した教育の研究開発を行うことを目的とした
「医学教育研究開発センター」
を平成 19
（2007）
年に設置した。
〔点検・評価〕
各学部とも，教員間の連絡調整は教授会，委員会等を中心に順調に行っていると考える。
また，平成 18（2006）年度より医療系学部（薬学部，医学部，看護学部，医療衛生学部）
を対象とした学部横断型の教育プログラム「チーム医療教育」が開始された。患者中心の
良質な医療実践に不可欠な医療専門職の協働を目的とする本プログラムを作成するにあた
り，委員会・ワーキンググループが編成され，対象学部の教員が出席，ディスカッション
を重ねたことによって，これまでにない成果が得られた。
教員組織
任意：教員組織における社会人の受け入れ状況
任意：教員組織における外国人受け入れ状況

〔現状の説明〕
▼社会人の受け入れ状況
社会人の受け入れについては，各学部それぞれ実績があり，必ずしも大学での教育・研
究経験がなくとも，専攻分野について，
「特に優れた」知識及び経験を有すると認められる
者を採用している。理学部・薬学部のように一般企業の研究所の学位を有する優れた研究
者を採用している学部がある一方，学位を有さないが「特に優れた」知識及び経験を有す
ると認められる実務家教員を教授として迎えている獣医学部の例もある。また，薬学部で
は 6 年制導入に伴い，教育上の能力を有すると認められる臨床現場の薬剤師を実務実習指
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導者として教員採用する例もある。
▼外国人受け入れ状況
本学では獣医学部獣医学科に 1 名，一般教育部基礎教育センターに 3 名（内，外国語単
位英語教科 2 名，物理学単位に 1 名）の計 4 名が在籍している。
〔点検・評価〕
社会人の受け入れ状況については，各学部の専門分野によって先進しているところもあ
ることから今後も進めていければと考える。
外国人受け入れ状況については，本学の特色として医師，獣医師，薬剤師，看護師など，
日本の国家資格を有することが義務づけられている教員が必要であることなど，文科系大
学の受け入れ状況とは異なるが，今後は基礎的な学科目分野や，大学院での採用など推進
すべき余地はある。
教員組織
任意：教員組織における女性教員の占める割合

〔現状の説明〕
全学の教員のうち女性教員が占める割合は 26.7％である。7 学部と一般教育部の中で逆
に女性教員の方が多い看護学部の 69.4％を除くと，医療系学部である薬学部，医学部，医
療衛生学部は 22.4％から 28.6％である。獣医学部は 7.9％，理学部は 15.7％にとどまり，
海洋生命科学部は現在女性教員が在籍しない。なお，一般教育部は 23％である。
また，
職位別では，
7 学部と一般教育部で 184 人の教授のうち，
女性の教授は 15 名
（8.2％）
。
看護学部の 8 名を除けば，各学部 1 名から 2 名の在籍にとどまり，獣医学部，海洋生命科
学部には在籍しないのが現状である。
〔点検・評価〕
前回の点検評価時と比較すると全体では 21.1%からの漸増（5.6％）である。増加著しい
のは獣医学部（2.4%から 7.9%）
，多少増えた学部が医学部，医療衛生学部，一般教育部で
ある。一方，海洋生命科学部の在籍は変わらず 0 名であり，薬学部，理学部は漸減である。
看護学部はその専門分野から女性が多いが，逆の考え方から行けば，男性教員の割合が漸
増しており，バランス上は良いと言える。
平成 20（2008）年度学校基本調査の結果によれば，全国の大学の女性教員の占める割合
は 18.9%であるので本学の全学平均 26.7%という割合（看護学部を除いた平均でも 25.3％）
は全体平均としては満足のいく数字である。ただ，個別の学部で見れば，海洋生命科学部
のように，学部創設当時は数人の女子学生しか在籍しなかった時代から 30 数年を経て，女
子学生の割合が 20％を越え，修士課程，博士課程へ進学する時代になったことを考慮する
と，女性教員 0 名の現状は改善を要する。
教育研究支援職員
必須：実験・実習を伴う教育，外国語教育，情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状
況と人員配置の適切性

〔現状の説明〕
本学における実験・実習を伴う教育を実施するための人的補助体制の整備状況と人員配
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置は，教育研究支援職員（研究補助員，技能員）
，当該教室に配属されている大学院生（修
士及び博士）または TA，他学部からの兼担教員，大学病院等で非常勤講師の委嘱を受けた
専門職の職員（兼任教員）による補助体制をとっている。
外国語教育は，一般教育部の基礎教育センター外国語単位の教員が中心となって講義を
展開し，加えてネイティブスピーカーによる講義も行われている。なお，相模原以外のキ
ャンパスにおける外国語教育は，非常勤講師により授業が展開されている。
情報処理関連教育は，①一般教育部の基礎教育センター情報科学単位の教員が中心とな
って講義を展開する学部，②当該学部の専任教員が担当する学部，③他学部からの兼担教
員で対応している学部，と多様ではあるがいずれも専任教員により講義が行われている。
また，情報演習の講義は実習を伴うため TA による補助体制をとっている。
〔点検・評価〕
実験・実習を伴う科目の一部は学内規程に基づいた TA 制度を効率的に利用し，人的補助
体制が整えられていることから，TA 制度は有効に機能していると考えられる。また，臨床
実習を伴う学部等は，医療機関等（大学病院を含む）の専門職員の補助により教育が成り
立っているが，特定の学科では，臨床実習のほとんどを学外の施設に依存している場合も
多く，附属病院を有する本学としては，自前での対応ができていない現状も伺える。
教育研究支援職員
必須：教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：ティーチング・アシスタント（ＴＡ）の制度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
教育研究支援職員は，実験動物の飼育や実験・実習，施設管理等，教員の手が届かない
ところの支援を行うことにより協力関係が成り立っている。また，教育研究支援職員の配
置されていない学部では，TA による支援体制により対応している。
TA については，
「北里大学ティーチング・アシスタント規程」平成 11（1999）年に定め
られ，大学院の教育研究の充実振興及び学部教育の充実ならびに後継者の育成を図るため
に TA を置くこととして制度化された。TA は，1 群科目，2 群科目，3 群科目につき，当該
授業科目の担当教員の指示監督の下で，授業の補助等を行うことができる。主な業務は講
義及び演習の補助，実験・実習の補助，及び実習・実験で使う機器等の準備である。
採用については，本学大学院の正規課程に在籍する者の中から建学の理念を理解し，人
物及び識見が優れ成績優秀な大学院生を選んでいる。TA の採用資格及び選考基準は，大学
院各研究科及び学府において定められている。
過去 6 年間の TA 採用実績は，以下のとおりである。
＜博士課程＞
研究科・専攻名

2003 年度

2004 年度

2005 年度

2006 年度

2007 年度

2008 年度

在

ＴＡ

在籍

ＴＡ

在籍

ＴＡ

在籍

ＴＡ

在籍

ＴＡ

在籍

ＴＡ

薬学研究科

22

10

21

11

19

11

17

11

17

10

21

7

獣医畜産学研究科

17

13

14

11

13

9

15

12

15

12

18

17

水産学研究科

8

6

11

10

13

10

13

12

13

12

7

6

看護学研究科

8

1

7

2

5

2

5

1

5

1

12

3
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基礎生命科学研究科
（〜2006）・理学研究科

12

8

17

12

11

9

15

12

15

12

12

10

医療系研究科

14

67

163

73

147

71

153

69

153

69

144

76

感染制御科学府

−

−

6

4

10

9

14

11

14

11

12

5

21

105

239

123

218

122

232

128

232

128

226

124

合 計

＜修士課程＞
研究科・専攻名

2003 年度

2004 年度

2005 年度

2006 年度

2007 年度

2008 年度

在

ＴＡ

在籍

ＴＡ

在籍

ＴＡ

在籍

ＴＡ

在籍

ＴＡ

在籍

ＴＡ

薬学研究科

12

−

122

−

126

−

119

−

119

−

143

−

獣医畜産学研究科

31

30

39

38

45

42

40

39

40

39

24

24

水産学研究科

27

23

27

23

29

26

21

21

21

21

39

31

看護学研究科
基礎生命科学研究科
（〜2006）・理学研究科

41

17

39

11

30

16

27

14

27

14

35

10

46

0

52

1

59

0

57

47

57

47

62

53

医療系研究科

10

53

109

50

99

52

102

67

102

67

119

81

感染制御科学府

41

0

45

0

45

0

48

0

48

0

41

0

41

123

433

123

436

136

414

188

414

188

463

199

合 計

〔点検・評価〕
教育研究支援職員は，教員からの依頼により講義・実験・実習等の支援を行っており，
教員との連携・協力関係は適切であると評価できる。また，教員にとって，TA 制度を有効
活用することにより，講義・実験・実習に細かな指導が行き渡ると共に，TA 本人にとって
も，学生の指導を通じて教育の経験が得られるという利点がある。このように TA 制度は，
教員ならびに大学院生の双方にとって良い制度と評価できる。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
任意：任期制等を含む，教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
▼採用候補者選考基準
本学の教員の採用人事は，定年退職，転出などによる補充人事のほか，学部，学科，研
究科の新設・改編といった教員組織上の大規模な変化を伴う時に実施している。
7 学部のうち医学部と医療衛生学部は大学院組織として 2 つの学部を基礎とする医療系
研究科を有している。他の 5 学部は学部を基礎する大学院組織を有する。その他の組織と
しては，一般教育部と基礎となる学部を持たない大学院組織の感染制御科学府がある。以
上の 10 組織はそれぞれの教員選考基準を有している。
▼大学院の専任教員について
大学院の専任教員は医療系研究科の 5 名のみで，すでに述べたとおり，他の研究科の教
員は基礎となる学部の教員が兼担している。医療系研究科のほとんどの教員は医学部と医
療衛生学部の教員が兼担しており，また，感染制御科学府の教員は北里生命科学研究所の
教員が兼担している。医療系研究科は大学院としての採用選考基準の他に兼担教員任用基
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準を持っており，他の研究科もそれぞれの任用基準により研究科委員会で研究科担当の教
員を任用している。
▼教員任用の手続きの手順
本学の各学部等は，毎年，次年度の事業計画策定の際，人員計画を作成し理事会の承認
を得る。実際に教員採用を進める手順としては，当該学部等はこの人員計画に基づき選考
を開始してよいかの上申を行い，承認後，採用手続きを進める。
▼教授候補者選考の方法と公募実施状況
教授の選考については，各学部等で教授候補者選考委員会が組織され，学部等で公募を
行い候補者の人選を進めている。委員会の運営（候補者の人数，プレゼンテーションの実
施方法など）は，それぞれの組織ごとに異なるが，いずれの組織も教授候補者選考委員会
の候補者選定の後は，人事委員会，運営委員会などを経て，教授会で候補者を決定する。
教授会で決定の後は，学部長会，理事会の付議を経て理事長が任用する。
▼准教授以下の教員任用の方法と公募実施状況
准教授以下の教員の任用の方法は，選考委員会を設置するか否かを含め学部等により異
なり，それぞれの選考規程に則り手続きを進める。准教授以下の採用候補者の募集におい
ても公募を取り入れる学部等が増えてきたことが最近の傾向である。准教授以下の採用は
理事長の専決事項であり，教授会決定後は理事長の決裁承認を得ることになっている。
▼昇格基準について
「▼採用候補者選考基準」と同じく 10 組織はそれぞれの教員昇格基準を有している。
▼免職について
学校法人北里研究所就業規則第 2 章「人事」第 5 節第 28 条（解雇）ならびに第 3 章「服
務規律」第 29 条（服務規律）の条項に基づいて行われている。
▼任期制度について
平成 20（2008）年度から新規採用教員ならびに昇任対象者については任期制制度を採用
している。また平成 23（2011）年度からは在職教員も本人の同意を得たうえで任期制制度
を実施することが決定している。
▼特任教員制度の発足
大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就く者を
特任教員として位置づけ，平成 19（2007）年度から「北里大学特任教員の任用及び処遇に
関する規程」を制定した。本制度を活用した寄附講座も発足した。学外助成金等（競争的
教育研究資金など。寄附講座及び寄附研究部門を含む）に基づき任用する場合は当該学部
等の人員計画枠外で任用できることから，本制度を活用しての教育研究の活性化が期待さ
れている。
〔点検・評価〕
本学を構成している各学部等は専門分野が多様であり，採用する教員に求める資質もそ
れぞれ特色があることから，全学部統一した選考基準で候補者を選考することは難しい。
そのため，本学の特色として，統一した教員選考基準，昇格基準は持たずに推移してきた。
また，各学部等には原則として，学部等の帰属収入に対し，年度ごとに法人が定めた帰
属収支差額を確保すること，人件費比率が定められた基準以下であることが求められてい
る。人員計画は理事会承認事項であり，個々の採用予定者の発令は理事長が行うが，教員
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の採用・昇格の方法等の詳細は，各学部等に任されており，学部は重い責任を有している。
なお，理事長は「教授会の審議事項のうち，教員選考は最も重要な案件である。特に教
授の選考にあたっては人物を十分吟味し，相応しい人材を採用されるよう」各学部等に要
請してきた。現在のところ，本学の特色と歴史的推移の上に，各学部等が責任を持って教
員の採用と昇格を決定していることで各学部の独自性も保たれ，望ましい教員構成が成立
していると考える。特に教授選考においては，ほとんどの学部が公募制度を導入している
こと，准教授以下にも広げていく方向であることは評価できる。
採用時の＜教育活動に対する評価＞の取り扱いについて，前回の点検評価の際，将来の
改善・改革に向けた方策の項で「教育活動に対する評価を＜教員を相応に評価する指標＞
として導入することの必要性」をあげた。在職している教員の教育活動の評価については，
教員の多元的業績評価の検討の中でかなり進んでいる。採用選考の際には，従来の研究業
績の評価に加え，教育業績をどの程度評価して採用の指標に取り入れるかは，各組織，各
専門分野により，かなり差異があると思われる。
一方，多種多様な人材確保のため，前職が「研究所」
「一般企業」
「医療現場」
「実務経験
者」など，直接の教育経験を持たない人材の活用も進んでおり，その場合は，教育の場に
おける力は未知数なので，入職後の FD 活動をはじめとする各組織としての教員への支援が
必要となる。教員候補者本人が教育者として誠実に努力する資質を有しているかなど人柄
の見極めは採用の際の重要なファクターになると思われるが，このことは，選考にあたる
教授会に委ねられている。
教育研究活動の評価
必須：教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性
必須：教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性

〔現状の説明〕
教員の教育研究活動を評価する方法としては，教員評価全学委員会の下，
「専任教員多元
的業績評価制度」の導入に向け平成 17（2005）年度から 3 年間の試行期間を設け，平成 20
（2008）年度より本格評価を行っている。医学部は他の学部に先駆け，教員の任期制・期
間付き担当制をとっていることから，教育活動，研究活動を評価する指標を早くに決め，
それにより教員評価を実施してきた。多元的業績評価を適正かつ円滑に行うため，各学部
等は，｢教員評価部門委員会｣を置いている。多元的業績評価とは，専任教員個々の教育・
研究・診療・管理運営・社会貢献の状況を多元的側面から客観的に評価し，その評価結果
を教員自らが教育・研究・診療等の工夫改善と組織の活性化に役立てるものである。教育
活動の評価は，自学部及び他学部での授業時間数，授業内容の改善，学部生から授業評価
等を点数化する。研究活動の評価は，学術論文（英文業績，和文業績），学会発表（国際，
国内）
，科学研究費補助金・その他助成金獲得状況，受賞，特許等を点数化する。診療活動
の評価は，臨床系の教員に限り行われるが，診療等時間数，臨床教育時間数，病院運営会
議・委員会の出席，診療の質向上への貢献度，病院長・診療部科長による情意考課等を点
数化する。
教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性については，本学のホーム
ページに｢北里大学の求める教員像｣を掲げ，本学の教員としての指針を示してある。求め
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る教員像は，｢建学の精神(北里精神)の理解と生命科学の探求｣｢教育｣｢研究｣｢社会連携｣の 4
つの分野に分け述べられている。各学部等の教員選考基準における教育研究能力・実績等
の評価は，部門が定める「教授選考規程施行細則及び教員任用選考に関する申し合わせ事
項」に基づき行う。各学部等は，教育研究能力・実績を適正に判断するため，教員の選考
に際し，原著，総論，著書，学会発表の数と内容，獲得した研究費の種類と金額等ならび
に教育・研究に関する抱負と人権侵害（ハラスメント）に関する考えの提出を求める。選
考方法は，書類審査のほか，面接及び教育・研究業績をプレゼンテーションさせることも
ある。教員の募集は，大学のホームページ等で広く公募している。
（
「北里大学の求める教員像」 http://www.kitasato‑
u.ac.jp/daigaku/kyouinzo.html）
〔点検・評価〕
多元的業績評価の評価領域項目は，教育・研究・診療・管理運営・社会貢献等の活動に
分類されているが，研究領域における学術論文数・著書数，科学研究費等の補助金獲得額
のように定量化しやすいものと，教育領域における授業内容の改善・工夫，学生支援，教
育支援，研究指導といった定量化が困難なものがあり評価が複雑になっている。また，職
位（教授・准教授・講師・助教・助手）により主たる業務内容・責任範囲が異なること，
各項目の重み付けと評価結果ランクの学部間格差の調整が，今後の課題と考えている。
教員選考基準については，各学部等の規程・基準により，採用者の教育研究能力・実績
を配慮し選考を行っている。研究実績については，ある程度明確に判断できるが，教育能
力は明確に定義できないため，学部によっては，面接に加え教育・研究業績のプレゼンテ
ーション及び模擬講義を行い，教員として採用するにふさわしいか，能力，実績，人物を
総合的に判断している。教員は教育と研究の両面の能力を兼ね備えた優秀な人材を選考す
べきであるが，教育の実績・能力についての評価基準を明確に体系化する必要性を感じる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
専任教員の大部分が本学における教育研究に専念している現状に鑑みて，現在の規則の
範囲内で管理する方法をとることとし，教員研修会などを通じて，自校の教育研究に資す
る，教員の本来の使命を再認識させていきたい。
専任教員の授業科目の担当状況に関して，教員間で担当授業時間のばらつきが起こって
いる学部があるが，この問題については，それぞれの学部の中での検証し，改善策を考え
ていく必要がある。カリキュラム改訂・進行に伴って，病院・薬局・医療機関等の実習の
場における専任の臨床指導者の養成が必要である。
年齢構成を含む今後の教員組織のあり方については，＜講師＞の位置づけの検討も含め，
教員組織の将来像を学部等ごとに想定し，採用・昇任人事をできるだけ計画的に進める一
方，組織改組の可能性，外部機関への転出の可能性を探るなど，在籍者の適材適所の方策
を進めることで，組織の活性化を図ることも必要である。
全学レベルの教員間の連絡調整にあたっては，情報の共有を進めるためのホームページ
の活用，各キャンパスを結ぶテレビ会議システムの更なる活用が考えられる。
教員組織への社会人の受け入れについては，各学部の教授採用で実施している公募採用
を他の職位にも広げ，広く人材を求めることを推進するとともに，教育経験がなく採用さ

646

基準 8 教員組織

れた教員への FD 活動を含めた＜教育能力，学生指導力の涵養＞を益々推進する。
教員組織への外国人受け入れについては，当面は，各学部が行っている国際交流協定の
相手大学からの短期・長期招聘などを積極的に推進することで外国人研究者との交流を図
るなどの検討を進めたい。
教員組織への女性教員の登用については各学部によって事情が異なる。海洋生命科学部
は，この分野の女性研究者の絶対的人数が本来少ない，地理的に外部からの教員登用に苦
慮しているといった困難な状況であるものの，約 20％在籍する学部女子学生，約 40％在籍
する女子大学院生の将来の展望のためにも，女性教員採用に向けて，当初は 1〜2 名と目標
を定めて努力する必要がある。獣医学部は，当面，女性教員の割合を 10％に，理学部は大
学平均の 20％に，などの目標を定め，女性教員増加に努力すべきであると考える。
また，看護学部を除けば，女性の教授は各学部 1〜2 名である。どの学部も公募制による
採用を実施しており，そのつど差別のない観点から一番相応しい人物を採用していると考
えるが，
「女性で適材がいれば積極的に採用」といった前向きの方針も必要と考える。
若手の女性研究者の長期的な就業を支援する意味から，大学の全体方針としても，出産，
育児などの休業後，スムーズに就業できるようプログラムを制度化するなど，方策を検討
する必要もある。
◇教育研究支援職員
今後も TA 制度を有効に活用し,人的補助体制を継続していく。また，臨床実習を伴う学
部等は，関係する医療機関（大学病院を含む）との連携を深め，協力体制を築いて行く。
平成 20（2008）年 4 月の社団法人北里研究所との統合により，4 つの大学附属病院を有す
る法人となり，臨床実習を伴う学部等では，より一層の人的補助体制の強化が見込まれる。
教員と教育研究支援職員及び TA との間の連携・協力関係は適切であり，現状の関係を維
持する。今後は，TA への報酬金の配分の課題，支援体制の質向上を図るための研修制度等
の導入を検討する。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
現在，選考基準，昇格基準は学部等ごとに規程の異なる部分がある。各学部などの歴史，
専門分野の特色などを考慮しながらも，他の組織の選考方法，選考基準などの良い点は取
り入れ，更に質の良い人材が確保できるよう，継続して検討することも必要である。今後，
各組織の教員採用選考基準，昇格基準の内容を共有し，他の組織の良い点は取り入れ良い
人材の確保を目指す。
研究業績だけでなく教育業績も重視した選考ができるよう選考基準，応募書類の様式な
どの検討を進めていく。各学部等の教授会は教員採用にあたって，研究者としての資質と
同様に，教育者としての資質を見極めることも目標とする。
◇教育研究活動の評価
教員の教育研究上の能力を積極的に改善するため，多元的業績評価を活用することによ
って，今後も正しく検証を行っていく。
多元的業績評価は，本格評価に入ったあとも評価領域の項目・細目について引き続き検
討を行うこととしている。特に定量化しがたい項目について，十分な検討と研究を行い，
指標を定める。学部間の評価ランクの格差については，第三者に部門（学部等）基準の評
価を受けることが必要と考えており，具体的な検討を進める。

647

基準 8 教員組織

教員選考基準は，優秀な教員を確保するため，各学部等の求める教員像を明確にし，教
育の実績・能力に関する評価基準の体系化について教員評価全学委員会で検討を進める。
１‑
２．大学院研究科の教員組織（大学全体）
必須：大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類，性格，学生数，法令上の基準との関係における
当該大学院研究科の教員組織の適切性，妥当性
必須：大学院研究科における組織的な教育を実施するための，教員の適切な役割分担及び連携体制確保の
状況
必須：大学院研究科における研究支援職員の充実度
必須：大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（ＴＡ）
，リサーチ・アシスタント（ＲＡ）の制
度化の状況とその活用の適切性
必須：大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
必須：任期制等を含む，大学院研究科の教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況
必須：大学院研究科における教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性
任意：大学院研究科の教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況
必須：学内外の大学院と学部，研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性

〔到達目標〕
平成 20（2008）年度に実施した社団法人北里研究所との統合にあたり発した「統合憲章」
ならびに，北里大学の「建学の精神（北里精神）
」に基づいた「21 世紀の北里大学像＜健康・
環境・食の連携により，生命科学と医療科学を学ぶ総合大学＞を実現する」教員組織の構
築を目指す。上記の目標を効果的に推進させるために，次に記す到達目標を設定した。
◇教員組織
1 医療系研究科と感染制御科学府については，大学院の教員組織として問題発見能力，
問題解決能力を備えた人材育成が可能な教員組織の構築と充実を目指す。
◇教育研究支援職員
1 FD 活動はこれまで主に学部教育の授業改善がテーマであったが，大学院教育における研
究指導上の問題点解決に向けての検討も内容に加えていく。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
1 各大学院研究科は基礎となる学部の教員選考方法に準ずる。
2 医療系研究科及び感染制御科学府は医学部・医療衛生学部ならびに北里生命科学研究所
の教員選考方法に準ずる。多くの学部で教授採用時に実施してきた「公募」を継続して推
進し，広く社会に人材を求める。
◇教育研究活動の評価
1 すべての大学院研究科及び学府は，教員採用，ならびに昇任判定の際に，大学院教育に
おける研究指導の能力の有無を重要な審査基準のひとつとする。
教員組織
必須：大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類，性格，学生数，法令上の基準との関係における
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当該大学院研究科の教員組織の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
本学の大学院の組織は，基礎となる学部の上に位置する 5 研究科（薬学研究科，獣医畜
産学研究科，水産学研究科，看護学研究科，理学研究科，
）の他に医学部と医療衛生学部の
２学部を基礎とする＜医療系研究科＞と，基礎とする学部を持たず北里生命科学研究所と
同じ教員組織から構成されている研究型大学院＜感染制御科学府＞を有していることが大
きな特徴である。
〔点検・評価〕
各研究科･学府はそれぞれの教育課程の種類と性格に基づき教員組織を有し，いずれも法
令上の基準を満たしている。詳細はそれぞれの研究科の説明に委ねる。
学生数については，修士課程の水産学研究科，薬学研究科が収容定員を大きく上回って
いるが教育体制には問題がない。逆に博士課程については，看護学研究科と感染制御科学
府が収容定員を満たしている以外は収容定員以下の在籍であることが課題である。
教員組織
必須：大学院研究科における組織的な教育を実施するための，教員の適切な役割分担及び連携体制確保の
状況

〔現状の説明〕
大学院研究科における組織的な教育を実施するために，全学的には大学院委員会を定期
的に開催（月 1 回）している。各研究科・学府では，研究科委員会（学府は教授会）を設
置し，そのもとに運営委員会，教育委員会，カリキュラム委員会などを置いている。
基礎となる学部の上に研究科を設置している場合は，委員会も基礎となる学部と共通で
あることが多いが，医療系研究科では，基礎となる学部が医学部と医療衛生学部なので，
各専門委員会の委員も基礎となる学部と重複しないよう選出している。
〔点検・評価〕
大学院研究科・学府における組織的な教育を実施するための教員の適切な役割分担及び
連携体制は整っており，問題はない。
教育研究支援職員
必須：大学院研究科における研究支援職員の充実度
必須：大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（ＴＡ）
，リサーチ・アシスタント（ＲＡ）の制
度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
研究支援職員を配置している研究科と，TA 及び RA が研究支援職員業務を代行している
研究科がある。教員との連携・協力関係は基礎となる学部同様，良好な関係を保っている。
ティーチング・アシスタント（TA）の制度化については，
「８教員組織（１）学部等の教
員組織」の同項を参照されたい。リサーチ・アシスタント（RA）の制度化については「北
里大学リサーチ・アシスタント規程」に定めており，本学において実施される研究プロジ
ェクト等に参画し，研究等の補助を行っている。RA は，本学大学院博士課程及び博士後期
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課程に在籍する者の中から採用することになる。RA の採用資格及び選考基準は，各大学院
研究科の内規に定めている。RA の研究補助の主な業務は，教材作成，講義の準備，実習・
実験で使う薬品・機器・実験動物等の準備である。
RA の採用実績は，以下のとおりである。
2003

2004 年度

2005 年度

2006 年度

2007 年度

2008 年度

薬学研究科

−

4

2

−

−

−

獣医畜産学研究科

13

11

9

11

17

17

水産学研究科

−

−

−

−

−

−

看護学研究科
基礎生命科学研究科
（〜2006）・理学研究科

−

−

−

−

−

−

10

14

9

12

8

12

医療系研究科

1

10

11

13

10

13

感染制御科学府

−

4

8

9

3

5

24

43

39

45

38

47

研究科

合 計

〔点検・評価〕
TA と比べて RA は，博士課程（博士後期課程）に限定されている点以外で，特徴が明ら
かにされていない。TA の単なる拡張なのか, またはプロジェクト研究への積極的参加の役
割を担っているのか，といった性格付けが必要であろう。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
必須：任期制等を含む，大学院研究科の教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
・
〔点検・評価〕
「８教員組織（１）学部等の教育組織」の項に記載。
教育研究活動の評価
必須：大学院研究科における教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性
任意：大学院研究科の教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況

〔現状の説明〕
大学院研究科における教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性につ
いては，基礎となる学部の記載に準じる。
各研究科の研究活動の状況は，
「北里大学研究年報」に詳細に記載されている。また，各
学部の部門・研究室の研究方針及び研究課題は，
「研究計画の概要」
，
「大学院便覧」で知る
ことができる。文部科学省及び日本学術振興会からの科学研究費補助金や民間助成金の応
募と採択状況や学外機関からの研究資金の導入及び共同研究の状況等は，各研究科の委員
会で報告されている。
教員の教育研究活動を評価する方法としては，学部と同様に教員評価全学委員会の下，
平成 20（2008）年度より「専任教員多元的業績評価制度」の本格評価が実施された。医療
系研究科及び感染制御科学府では他の研究科に先駆け，教員の任期制・期間付き担当制を
とっていることから，教育活動，研究活動を評価する指標を早くに決め，それにより教員
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評価を実施してきた。多元的業績評価を適正かつ円滑に行うため，各研究科は，
「教員評価
部門委員会」を置く。多元的業績評価の教育活動の評価は，研究科及び他部門の担当授業
時間数，授業内容の改善，論文指導，研究指導，学生からの授業評価等を点数化している。
研究活動の評価は，学術論文（英文業績，和文業績），著書（国際，国内）
，学会発表（国
際，国内）
，科学研究費補助金・その他助成金獲得状況，受賞，特許等を評価する。これら
に診療，管理運営，社会貢献活動を加えて総合的に評価する。
〔点検・評価〕
各研究科では，研究科の自己点検・評価委員会または基礎となる学部の自己点検・評価
委員会により，教育・研究・診療活動等を総合的に点検・評価している。研究活動状況に
関する情報はすべて公開され，透明性の高いものになっている。しかし，現状の活動では，
研究業績集の作成に留まっていることが多く，必ずしも教員の教育研究上の能力を積極的
に検証・改善するための委員会とはなっていない。活動内容の再検討が必要である。
多元的業績評価の評価領域項目は，教育・研究・診療・管理運営・社会貢献等の活動に
分類されているが，研究領域における学術論文数・著書数，科学研究費等の補助金獲得額
のように定量化しやすいものと，教育領域における授業内容の改善・工夫，学生支援，教
育支援，研究指導といった定量化しがたいものがあり評価が複雑になっている。
大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
必須：学内外の大学院と学部，研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性

〔現状の説明〕
学部に基礎を置く大学院研究科は，薬学研究科（薬学部）
，獣医畜産学研究科（獣医畜産
学部），水産学研究科（水産学部），看護学研究科（看護学部），理学研究科（理学部），医
療系研究科〔医学専攻（医学部）
・医科学専攻（医療衛生学部）
〕であり，大学院の教員の
殆どが，基礎学部の専任教員が兼務，他学部の専任教員が兼担している。
また，他大学の大学院・他研究機関等からは，連携大学院方式を含む共同研究等により
人的交流を行い，大学院学生への研究指導・大学院講義・学位審査指導等を担当する人材
を招聘している。
〔点検・評価〕
学内外の大学院と学部，研究所等の教育研究組織間の人的交流を行うことは，大学院学
生の教育・研究の活性化につながるが，特に国外からの人的交流については，水産学研究
科以外の各研究科は極端に少ないのが現状となっている（大学基礎データ（表 12）
）
。また，
他大学の大学院・他研究機関等からの兼務教員招聘は重要であるが，学内からの兼務教員
では大学院学生の教育・研究の活性化にはなり難い。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
本学の大学院は基礎となる各学部の上に位置するもの（5 研究科）と，2 学部の上に位置
する 1 研究科，基礎学部を持たない 1 研究科から構成されているが，本学全体の研究の振
興と共同研究推進の主体として，研究科間の連携を更に深める努力をする。
薬学研究科は平成 18（2006）年度入学生から適用された 6 年制の学年進行に伴い，平成
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22（2010）年度から新しい大学院制度に移行するので，教育課程を検討中である。
◇教育研究支援職員
今後も，TA 及び RA の制度的な整備及び財政的な意味での資金確保につとめ，大学院生
の研究生活を支えていく努力を継続して行く。
◇教育研究活動の評価
教員の教育研究上の能力を検証・改善するため，多元的業績評価を有効活用することに
より，正しく検証を行っていく。
多元的業績評価は，本格評価に入った後も評価領域の項目・細目について引き続き検討
を行うこととしている。特に定量化し難い項目について，十分な検討と研究を行い，指標
を定める。また，多元的業績評価を導入することにより，教員自らの教育・研究・診療の
工夫改善と組織の活性化に役立ち，大学の発展に寄与できるものと期待している。
◇大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
生命科学の最先端に位置する教育学術研究機関であり続けるためには，国内外の他研究
機関と人的交流を盛んにする必要があり，大学院の充実と学術研究の高度化の推進を続け
るためには必須である。特に国外との人的交流を活発化するために，大学院委員会におい
て北里大学の国際交流の在り方を協議し，北里大学国際化教育推進委員会（仮称）を発足
させ大学全体の国際交流体制を検討する。

２．学部・大学院研究科
２−１．薬学部・薬学研究科
２−１−１．薬学部
〔到達目標〕
在籍学生数に対する適正な専任教員数を確保することで，充実した教育研究を円滑に実
施するとともに，当該分野の専門家を積極的に兼任教員や非常勤講師として登用すること
で，多彩な教育内容を展開し，本学部ならではの特色ある教育研究の具現化を目指す。
教員の採用に際しては，いかなる職位であっても原則として公募を行い，研究業績，教
育実績，社会における活動，人柄・人格，熱意等を多角的に検討することによって，広く
国内外から最も相応しい人物を選出することを目標とする。その場合，教員組織の適切な
人員構成と適正な男女比を実現するため，年齢や性別にも十分に配慮する。これらの目標
を達成するための具体的内容を以下に示す。
◇教員組織
1 教員人事の流動性を促進するため，積極的に学外との人事交流を図る。
2 専任教員及び兼任教員の役割分担を明確化し，各科目を最適な教員が担当するよう配慮
する。
3 臨床系科目と病院実務実習には，北里関連４病院の職員の積極的活用を図る。
（平成 18
（2006）年 7 月教授会）
4 教育委員会，研究委員会及び教育研究関連各委員会の任務を明確化し，各委員会の活動
を活発化させる。
◇教育研究支援職員
1 教員が教育研究に専念できるよう，教育研究支援体制の充実を図る。
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2 実験・実習を伴う教育のための安定的補助人員（TA，RA 等）の供給体制を整備する。
（平
成 20（2008）年 7 月教授会）
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
1 平成 20（2008）年度からすべての教員に対して段階的に任期制を適用し，平成 23（2011）
年度以降はすべての教員が任期制に移行することを目指す。
（平成 19（2007）年 7 月教
授会）
2 教員採用時の人事評価が研究業績に偏りがちなため，教育能力や人物像も評価に十分反
映されるよう配慮する。
（平成 19（2007）年 7 月教授会）
◇教育研究活動の評価
1 「専任教員の多元的業績評価」を中心に据えた教員の総合的な活動の適切な評価方法を
構築し，その効果的な活用を図る。特に，教員の教育実績及び教育能力を評価するための
明確な基準作成に努める。
教員組織
必須：学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格，学生数との関係における当該学部の教員
組織の適切性

〔現状の説明〕
これまで本学部では，本学の理念である「実学の精神」に基づく「生命科学に関する最
先端の基礎研究重視の姿勢」及び「臨床薬学教育の充実」を 2 つの目標として薬学の教育・
研究を行い，数多くの質の高い薬剤師及び薬学領域のプロフェッショナルを輩出してきた。
一方，平成 18（2006）年度からは 6 年制の薬学科と 4 年制の薬科学科を設置し，新カリキ
ュラムのもとで，新時代の薬剤師と創薬研究者・薬学関連職種従事者の育成を目指して，
新たな薬学教育をスタートさせた。現在の教員構成は以下のとおりである。
教 授

准教授

講 師

助 教

計

薬学科

学 科

18

18

12

32

80

薬科学科

4

1

4

5

14

計

22

19

16

37

94

薬学科教員は 11 講座，附属施設（臨床薬学研究センター7 部門・薬用植物園）及びその他
施設（実験動物施設・電子顕微鏡室・薬学教育研究センター2 部門）に所属しており，薬科
学科教員は 4 講座及びその他施設（共有機器室）に所属している。
〔点検・評価〕
昭和 63（1988）年度から学科別のカリキュラム編成を改め，学科別による学生募集を行
っていないため，点検・評価は学科単位ではなく学部全体で行うこととする。
在籍学生数 1,138 人に対する助教以上の専任教員数は 94 人であり，これらの数値より，
専任教員（助教以上）1 人当たりの在籍学生数は 12.1 人となる。これは適切な数値であり，
他大学と比較して少ない数字となっている。
教員組織
必須：大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性（専任教員は，専ら自大学にお
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ける教育研究に従事しているか）

〔現状の説明〕
専任教員は，専ら本学部における教育研究に従事するよう義務づけられているが，本学
部においてなすべき仕事に差し支えがない程度に限り，他の教育機関，行政機関，学会，
財団，民間企業等で委員，顧問，コンサルタント等の業務に就くことが認められている。
ただ，その場合，教授会の承認を受ける必要があり，業務の内容・範囲，業務に携わる時
間・期間等が厳しくチェックされており，一定の基準を越えるものは認められない。
〔点検・評価〕
教授会では，厳格な基準にしたがって兼業の可否が決められており，本学部における業
務に支障が出ないよう充分な配慮がなされていることは評価できる。個々の兼業届の承認
審査が厳格に行われている点は長所であるが，各教員が兼業に費やす年間の総時間数は，
現状では必ずしも明確に把握されていないという問題点がある。
教員組織
必須：主要な授業科目への専任教員の配置状況

〔現状の説明〕
＜授業科目における専任教員及び兼任教員の担当状況＞
教養・専門別

必修科目

選択必修科目

専門教育（２,３群）

96.1%

92.7%

教養教育（1 群）

66.3%

52.1%

この表から明らかなように，専門教育（2・3 群科目）は現在進行中の新旧両カリキュラ
ムを併せて示すと，必修科目のほぼ 96％以上が専任教員によって担当されており，選択必
修科目も，92％以上が専任教員によるものである。教養教育（1 群科目）ではその比率は
66％程度となっている。
〔点検・評価〕
専門教育（2・3 群科目）の必修科目における専兼比率はほぼ 96％であり，適切な数値で
ある。教育の中核をなす重要な科目に対する，学部としての教育責任を表明すると同時に，
本学部の教員層の厚さという長所を遺漏なく物語っている。一方，選択必修科目について
はその比率が約 92％に低下するが，これは専門家による臨場感溢れる授業を期待してのこ
とであり，むしろ，より良い授業を目指した姿勢と評価されるべきである。具体的には，
旧カリキュラム 3 年次必修科目の病院実習 Ⅰ及び 4 年次選択必修科目の病院実習Ⅲ に関
しては，北里関連４病院の薬剤部職員を兼任教員として委嘱しているため兼任教員の比率
を上昇させる要因となっている。また，3〜4 年次必修科目の臨床医学概論Ⅰ〜Ⅲ等では北
里研究所病院の医師を兼任教員として委嘱しており，関連４病院以外の薬局長 1 名，医師 1
名及び臨床薬学研究センター保険薬局部門の責任者である客員教授 1 名を加えた兼任教員
が臨床薬学教育に携わっている。平成 18（2008）年度からスタートした新カリキュラムに
おいても，今後，同様の傾向となるが，臨床系科目に現場の薬剤師及び医師を兼任教員と
して起用しているためであり，前述のように，決して負の要因として捉えるべきではない。
このように，本学部における教育は適切に行われていると評価できる。
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教養教育（1 群科目）の専兼比率 66％はやや低い値であり，その比率をより高める努力
をする必要があると思われるが，本学の教養教育は一般教育部に任せているので，本学部
はそれを改善する立場にはない。
教員組織
必須：教員組織の年齢構成の適切性

〔現状の説明〕
教員の年齢構成は下表のとおりである。教授と講師の年齢構成には明確なピークが認め
られるが，准教授の場合は 30〜50 歳代にかけて，ほぼ均等な人数が分布している。
職 位

31〜40 歳

41〜50 歳

51〜60 歳

61〜65 歳

計

教 授

0

2

15

5

22

准教授

4

6

8

1

19

講 師

8

7

1

1

17

計

12

15

24

7
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〔点検・評価〕
教授の主力は 50 代，専任講師の主力は 30〜40 代となっており，現状の年齢構成に大き
な問題はないものの，平均年齢はもう少し低いことが望ましい。准教授のみ主力年齢層が
はっきりせず，平均年齢も高くなっており，やや問題である。
本学部に長期間勤務してきたベテランの教員には，本学部の特質に応じた教育経験があ
るため，教育を安心して任せられるという利点がある。しかし，一方では，旧来のやり方
に固執するあまり，最新方式への小回りの利いた対応を取りにくいという弊害も生じやす
い。したがって，ベテランと若手との割合は，人員構成を考えるうえで極めて重要である。
その意味で，各職位における年齢構成を，もう少し若年側へシフトさせる必要がある。特
に，准教授及び講師に第 1 世代の教授が採用した 50〜60 代の教員が残っており，各職位の
平均年齢を引き上げている点に些か問題がある。
教員組織
必須：教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性

〔現状の説明〕
本学部における教員間の連絡調整システムとして，教授会の下に教育委員会と研究委員
会を２つの頂点とした各種常置委員会が置かれ，教育課程及び研究活動に効果的な機能を
果たしている。また，学年主任及びチューターが直接学生の指導にあたり，教育目的に則
した体系的な学習を促す上で有効に機能している。
教育に係わる主な委員会の目的，任務等は次のとおり。
◎教授会（月 1 回開催）
：
教育課程に関する主な審議事項：学則の変更，学生の身分，学生の指導及び賞罰，
教育課程及び履修方法，定期試験・追再試験，学位，留学及び派遣，教授・准教授・
講師・助教・助手の選考ならびに進退等に関する事項，学長の諮問した事項，その他
学事に関する事項（案件によっては，拡大教授会で審議・決定する。
）
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◎教育委員会：
平成 16（2004）年度に新たに設置された委員会である。教育・教務全般にわたる内
容を検討・協議し，その結果を教授会に上申する。
◎特別実習・演習委員会（1 年間に 5〜6 回開催）
：
薬学・製薬学特別実習（卒業研究）
，薬学・製薬学総合演習及び薬剤師国家試験対策
に関する事項を協議・立案し，教授会（或いは拡大教授会）に上申する。
◎臨床検査技師課程委員会（1 年間に 3 回程度開催）
：
臨床検査技師課程に関する事項を審議・立案し ，教授会（或いは拡大教授会）に
上申する。
◎実務実習委員会（1 年間に 5〜6 回程度開催）
：
病院実習に関する事項を協議・立案し，教授会（或いは拡大教授会）に上申する。
◎臨床薬学研究センター運営委員会（必要に応じて開催）
：
臨床薬学研究センターに関する事項を審議・立案し ，教授会に上申する。
〔点検・評価〕
教育委員会が設置されて以来，教育に関するあらゆる問題はこの委員会で集中的に審議
されるようになった。その結果，教育に対する本学部の取組みのスタンスはそれまでとは
大きく変化し，教育委員会は本学部における教育システムの構築，維持，改善に大きな役
割を果たしている。特に，社会人大学院博士課程医療薬学コースの新設，新カリキュラム
の運用，教育計画の策定等の本学部内における活動のみならず，チーム医療教育，がんプ
ロフェッショナル育成のための GP への応募等の全学的な規模で多大な貢献をしたことは
高く評価できる。それ以外の委員会も有効に機能しており，それら委員会の活動を通じて，
本学部の教員間における連絡調整は良好に保たれていると言える。
しかし，現在は，教育委員会とそれ以外の教育に関連した委員会との間の役割分担が必
ずしも明確でない部分もあり，今後，各委員会の任務を明確に規定していく必要がある。
教員組織
任意：教員組織における社会人の受け入れ状況
任意：教員組織における外国人受け入れ状況

〔現状の説明〕
現在，本学部に在籍する 20 名の教授のうち，企業，官庁，病院等に籍を置いた経験のあ
る者は 11 名（55%）であり，准教授以下でもほぼ同様の状況である。
一方，外国人については，昨年度まで中国籍の助教が１名在籍していたが，現在は外国
人の教員としての在籍はない。
〔点検と評価〕
本学部には，特に社会人を積極的に専任教員として受け入れるという方針はない。教員
の採用にあたっては，あくまでも学部の求める条件に適合する人材か否かが最重要の判断
基準であり，その場合，社会人か大学人かという点はほとんど考慮の対象とならないとい
うのが現状である。
病理学や解剖学，社会薬学実習などの教科で，その内容を教授するのに相応しい教員が
学内にいない場合は, 社会に人材を求め, 非常勤講師として授業を依頼している。
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また，これまで専任教員としての外国人研究者の受け入れは積極的には行ってこなかった
が，学部の求める条件に適合する人材であれば，外国人採用を躊躇するものではない。
以上のような本学部の方針は，学部運営という観点で適切であり，今後も変更する必要は
ない。
教員組織
任意：教員組織における女性教員の占める割合

〔現状の説明〕
本学部の教員中に占める女性教員の数及び割合は，次のとおりである。
区 分

教授

准教授

専任講師

助教

助手

計

在籍教員

22

19

17

47

2

107

女性教員

2

4

3

13

2

24

占有率

9.1%

21.1%

17.6%

27.7%

100.0%

22.4%

〔点検・評価〕
本学部の女性教員の割合は決して高いとは言えない。特に，職位が上がるに従い，女性
教員の割合が低下している点が問題である。
教育研究支援職員
必須：実験・実習を伴う教育，外国語教育，情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状
況と人員配置の適切性

〔現状の説明〕
学部における実験・実習を伴う教育は基本的に専任教員によって実施されているが，講
座の教員数が 5 名以下であるので，特に学生実習の実施にあたっては，どの講座も例外な
く人的補助が必要となっている。その体制として，(1)当該教室に配属されている大学院学
生（修士及び博士）による実習の補助，(2)ティーチング・アシスタントによる実習・講義
の補助がある。平成 19（2007）年度のティーチング・アシスタント採用人数は 13 名であ
り，本制度を有効に活用している。
また，本学関連 4 病院（北里大学病院・北里大学東病院・北里研究所病院・北里研究所
メディカルセンター病院）における 3 年生全員を対象とした病院実習では，兼任教員（講
師）もしくは非常勤講師の委嘱を受けた薬剤師が人的補助体制を敷いており，実習の指導
に当たっている。また，薬学科 5 年次に実施が予定されている病院実務実習でも，各病院
に勤務する薬剤師に同様の委嘱を行い，教育を依頼する予定である。
〔点検・評価〕
専任教員だけでは学部の実験・実習を円滑に実施できない状況に鑑みると，(1)当該教室
に配属されている大学院学生，及び(2)ティーチング・アシスタント（TA）による実験・実
習の補助は必要であり，この人的補助体制に一応の評価を与えることができる。
また，病院実習における人的補助体制において，本学関連４病院の薬剤師等を兼任教員
（専任講師）もしくは非常勤講師として委嘱し，臨床現場での実習に活用していることは，
医療系総合大学の利点を活用しているという点で評価できる。
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大学院学生及び TA が学部学生を適切に指導できるか否かは，実習を担当する教員の手腕
にかかっており，彼らに対する事前教育が如何に効果的に行われるかが重要な問題と成り
得る。一方，大学院学生及び TA にとっては，後輩を指導することにより得られる教育の経
験は貴重であり，自身の知識及び技能の向上と拡大に多いに役立つという点を長所として
評価できる。ただ，大学院学生も TA も，その数は毎年一定しているわけではないので，安
定供給という点にやや問題があるうえ，その技量も年によって変動するという難点がある。
更に，新カリキュラムによる 6 年制の薬学教育が完成年度に近づくと，修士課程の院生が
大幅に減少するという問題点もある。
病院実習における人的補助体制は，医療系総合大学としての本学の利点をフルに活かし
た制度であり，他の多くの薬系大学には真似のできない強みであり，また長所であるとい
える。しかし，実習に携わる薬剤師は，通常の病院業務に加えて薬学部学生の教育を担う
ため，大きな負担がかかっているという事実は否定できず，薬剤師の地位向上と優秀な後
輩育成のために，ほとんどボランティア状態の活動を依頼しているというのが実状である。
教育研究支援職員
必須：教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：ティーチング・アシスタント（ＴＡ）の制度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
実験動物センターには，実験動物の飼育・管理のために，1 名の専従の助教を配置してい
る。助教という職位を与えられていることから完全な研究支援職員ではなく，自身も研究
者としての活動を行っているが，業務の中心は動物の飼育である。また，化学系共有機器
室に，機器分析を支援する教職員として助教 1 名，助手 2 名を配置している。更に，白金
図書館には多数の司書・図書館員を配置し，強力に文献検索支援等を行っている。
また，TA は，博士後期課程に在学する院生の希望者を対象として制度化されている。本
学部が TA に依頼している業務内容は各種授業の補助であり，具体的には教材作成，講義室
の AV 機器のセットアップ，出欠調査，講義記録の作成，実習に使う試薬・機器・実験動物
等の準備等及び実際の実習指導である。
〔点検・評価〕
実験動物センター及び化学系共有機器室の職員は，日常業務に加え，教員の依頼により
実習，演習，講義等の支援を行っており，教育研究上の連携関係は適切であると評価でき
る。また，白金図書館の司書・図書館員は，学生の文献検索などに対して懇切丁寧に協力
しており，教育研究に果たす役割は極めて大きい。
TA 制度を有効に活用することにより，教員にとっては，かなりの補助を必要とする大掛
かりな授業も実施可能となっている。TA を務める大学院生にとっては，手当てによりある
程度の収入が得られることから勉学を進めるうえで生活上の余裕が生じ，さらに後輩の指
導を通じて教育の経験が得られるという多くの利点がある。このように TA 制度は，教員及
び大学院生の双方にとって良い制度であると評価できる。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
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任意：任期制等を含む，教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
教授職の募集は，公募により行っている。内部の教員を特別に扱うことはしていない。
候補者の募集を教授会で承認後，教授候補者選考委員会（教授 4 名を教授会で投票）を発
足させる。その後，公募要領等を選考委員会で検討し，教授会での承認を経て，公募手続
きに入る。選考委員会は，応募者の中からプレゼンテーション実施候補者を数名以内に絞
って１次答申として教授会に諮り，プレゼンテーション実施候補者を決定する。プレゼン
テーション（発表 30 分，質疑応答 30 分）実施後，選考委員会は（最終）2 次答申として
教授候補者を教授会に諮り，候補者 1 名を投票により選考する。この教授候補者を理事長
宛に推薦し，学部長会の議を経て，理事会で決定する。
准教授・専任講師職の募集に際しても，教授職の方法に準じて，公募により行っている。
当該講座の教授から学部長宛に採用（昇任）願が提出された後，教授会で審議のうえ審査
委員会（学部長，運営委員を含む薬学部運営会議構成員及び当該講座教授の 6 名）を発足
させる。審査委員会で審査後，教授会に採用（昇任）候補者について提案を行い，採用が
承認されれば，理事長宛に採用の上申を行い，理事長決裁により決定する。
助教・助手職の場合は，当該講座の教授から学部長宛に候補者の採用願が提出され，教
授会で採用を承認した後に理事長宛に採用の上申を行い，理事長決裁により決定となる。
ただし，当該教授が適切な候補者を挙げられない場合は，公募により候補者を募集する。
本学部においては，平成 20（2008）年度からすべての教員に対して段階的に任期制が適
用されることが決まっている。その実施方針の概要は全学の「８教員組織（１）学部等の
教育組織」の項に記載したとおりである。したがって，平成 23（2011）年度以降は，基本
的にすべての教員が任期制に移行することとなり，任期制適用後は，5 年間の実績を評価し
て再任の可否を決定することとなる。
〔点検・評価〕
教員の募集，任免，昇格に関する基準，手続きの内容とその運用状況は，選考委員会あ
るいは審査委員会を発足させたうえで，極めて厳正かつ客観的に行われている。専任講師
職以上の募集においても，公募により採用を進めており，優秀な人材を広く学内外に求め
ている点は，人材の流動性の促進という点から評価できる。
教員の採用には教授会の自主的な判断が尊重されているが，人事評価がややもすると研
究業績に偏りがちとなり，教育能力や人物像が過小評価されることがあるので注意を要す
る。また，公募制であるため，推薦状や 1 時間のプレゼンテーションだけでは人物像を正
確に見抜くことが困難な場合もある。
教員の適切な流動化は，本学部が積極的に取り組んでいる課題の一つであり，それによ
り優秀な人材を採用することと相まって，育成した優秀な人材を学外に送り出すメカニズ
ムとして機能することを期待している。これまで，教授の採用に関しては外部からの優秀
な人材の獲得に成功してきたが，今後，全国的に専任講師以上の教員層に公募制が広く採
用されるようになれば，学外機関との間に双方向の人事交流が成立し，准教授や専任講師
がより流動的に各自に最適の職場を選んで移動することが現実となるであろう。ただ，そ
のような状況になると，人事交流を活発にするためには，本学部の魅力が，そして本学部
が育てる人材の資質と能力が問われることになる。
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教育研究活動の評価
必須：教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性
必須：教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性

〔現状の説明〕
本学部では，北里大学薬学部自己点検・評価委員会規程（平成 4 年（1992）7 月 1 日施
行）を整備し，協議事項を（1）自己点検・評価の実施方法に関する基本方針の策定，
（2）
薬学部の自己点検・評価項目及び実施方法に関する調整，（3）自己点検・評価の実施結果
の活用，（4）その他，薬学部長が諮問した事項の答申，としている。これにより，教員の
教育研究活動の評価方法とその有効性を協議している。
また，全学で作成している「北里大学研究年報」
，
「研究計画の概要」
，
「大学学修要項（シ
ラバス）
」
，
「大学院便覧」に研究活動，担当授業の内容などを掲載するとともに，授業終了
時に学生に授業評価アンケートを行い，その結果を各自が精査し，次年度の授業改善に反
映させるなどの努力をしている。
平成 20（2008）年度から「専任教員の多元的業績評価」が本格実施されるので，それに
より各教員の様々な活動に関するある程度のデータが得られる。この評価は，教育・研究・
管理運営・社会貢献などの領域における業績を，各学部において定めた方式に基づいて数
値化し，その得点により各教員をＳ〜Ｅのランクに分類するもので，定期的に実施される。
教育研究活動のみに対する評価ではないが，各教員の総合的な活動が評価対象となるので，
任期制移行後の教員の再任の可否を判断する資料として使用されることになっている。
現在では，分野によって軽重はあるものの，教員選考においては，一般的に研究能力が
最も重視されている。研究分野，研究歴，公表論文数と各論文の水準，学会発表の数と内
容，獲得研究費の種類と金額，その他が評価の対象となる。一方，前項でも触れたとおり，
我々は教育能力及び実績に関する正確な評価基準を持たないため，単に担当科目と経験年
数程度が考慮されているに過ぎない。最近は，学生による授業評価の結果も参考にされる。
〔点検・評価〕
薬学部自己点検・評価委員会は，本学部の教育・研究・医療活動等に対する総合的な点
検・評価を行うために，薬学部長のもとに設置された委員会であるが，現状の活動は，研
究業績集の作成による研究業績（論文数，インパクト・ファクター計）の点検程度に留ま
っている。全学で作成している「北里大学研究年報」，「研究計画の概要」，「大学学修要項
（シラバス）
」
，
「大学院便覧」に研究活動，担当授業の内容などを掲載していることは評価
できるが，その内容を点検評価する組織（現状では北里大学薬学部自己点検・評価委員会）
が活発に活動していないことから，情報公開の範囲に留まっているのが現状である。
教員の研究活動を評価することは比較的容易で，
「専任教員の多元的業績評価」のデータ
に加え，より詳細には教員の学会発表及び論文公表の内容と数を精査すればよい。しかし，
教育活動の評価は難しく，どのような物差しで判断すべきかの明確な基準がない。一応，
「専
任教員の多元的業績評価」からそれなりのデータは得られるものの，それだけでは不十分
である。担当する講義や演習の履修すべき項目や難易度によっても，教員の負担は異なり，
学生の理解度にも差が出るであろう。現在，本学部では，FD 委員会が中心となって学生に
よる授業評価を行っており，そこで得られた結果は「専任教員の多元的業績評価」に取り
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入れられてはいるものの，アンケートの内容及び実施方法には改善の余地がある。
本学部の使命は優れた薬剤師の輩出と同時に，次代を担う薬学研究者及び薬学部教員の
養成である。本学部の基礎系各講座では世界最高水準の研究が行われているため，各教員
には，自身が所属する講座の研究を受継ぎ，更に発展させる能力が要求される。したがっ
て，研究者としての資質はかなり厳しく問われており，しかもその評価は，さほど困難で
はない。しかし，教育能力，特に外部から応募した候補者の教育能力の評価は非常に難し
く，研究能力と教育能力のバランスをとって教員選考の舞台に乗せることはほとんど不可
能である。そのような事情から，どうしても研究能力重視の選考とならざるを得ず，現在
の教員選考の方法において，大きな問題である。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
本中項目の〔到達目標〕は概ね良好に達成されていると考えられるが，未だにいくつか
の点に改善の余地が残されているので，次に記す方策を実施することにより，将来に向け
た改善・改革を行っていく。
准教授以下の教員の大学間移動人事を活発化するために，例えば複数の大学が連携して
人事交流を促進するためのネットワーク作りを行うなど，何らかの積極的な工夫とそれに
基づく具体的な行動が必要である。
また，各教員によって提出された兼業届が承認審査に付される場合には，それまでに承
認された兼業の内容を一覧表として配付することにより各教員が兼業に費やす年間の総時
間数が明らかになるので，そのような改善を早急に行う。
実務実習及び臨床系科目を担当する関連 4 病院の薬剤師を，本学部の教育を末永く担当
する優秀な教員に育成するために，その場凌ぎではなく，教員として必要なトレーニング
を積極的に行っていく。
ここ数年の間に多数の教員各職位の定年退職者が出るため，それを機に優秀な若手教員
を積極的に登用することにより，次世代を担うに相応しい清新な教授陣を形成する。
本学部における教育の効果をより向上させるためには，早急に教育関連の各委員会の任
務を明確に規定し，各委員会がそれに従った活動を展開するようにしなければならない。
一方，教員間の連絡調整をより緊密に行っていくためには，各委員会で協議された内容を
速やかに伝達し，それを共有するシステムを構築する必要がある。そのためには，各委員
会のウェブサイトを立ち上げて速やかに協議内容の要旨を掲載し，全教員にメール配信し
て情報の共有を徹底するのが効果的と考えられるので，速やかにその実現を図る。
本学部では，特に高職位の女性教員比率が低いが，今後は，女性がより昇任しやすくな
るよう，現行の教員採用・昇任の方法を積極的に見直していく必要がある。なお，男性と
同等の能力があっても，例えば育児等，女性であるということが障害となって教授や准教
授に採用されにくい状態になっているとしたら，直ちにそのような障害を取り除くべく，
学内保育制度の整備を行うなど，積極的に女性教員が働きやすい職場環境に改善していく。
TA 及び RA は，今後も引き続き有効に活用していくが，その際，大学教育の後継者を育
てるという視点が重要である。新カリキュラムによる 6 年制の薬学教育が完成年度に近づ
くと，修士課程の院生が大幅に減少するため，実習の補助人員不足により学生実習が実施
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できなくなるのではないかという懸念があり，どのように克服するかが喫緊の検討課題と
なっている。現在，教育委員会では，一旦家庭に入った女性卒業生の活用をはじめとして，
どのような人的手当が可能かを検討中であり，遅くとも平成 21（2009）年度中には具体的
な結論を出す。
◇教育研究支援職員
本学部の TA 制度には，全 TA に支払われる報酬総額が毎年一定額であるため，TA を希
望する大学院生の数により，各人に支払われる報酬額が年ごとに変動するという問題点が
ある。報酬額の変動は好ましいことではないので，希望者数によらず毎年一定額を支払う
ことができるような予算編成システムにするか，或いは仕事の内容と量に基づいた報酬制
にする。また，RA 制度を整備して実施する。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
公募制の特徴を生かしつつ，本学部の教育・研究の活性化に資する優れた人材確保のた
めの，より有効な方策を検討する。たとえば，募集する人物像をより明確に打ち出すとと
もに，候補者の推薦者や関係者に対して，候補者の全人的な評価について精力的にインタ
ビューを行うなど，事前の調査にこれまでよりも大きな努力を払う必要がある。更に，優
秀な人材を獲得するために，ハード，ソフトの両面から，本学部の魅力を更に高めるあら
ゆる努力を行う。また，本学部に在籍する若手教員を研究者として厳しくトレーニングし，
かつ教育者として十分な経験も積ませることにより，社会から嘱望される一流の人材に育
て，社会に供給する努力をする。
◇教育研究活動の評価
各教員の教育活動の質と量を正確に測定し，学部教育に対する貢献度に変換できる尺度
を確立し，活用していく。これは本学部教員のみの努力で成し遂げられることではなく，
教育学の専門家等を交えて，全学的または全国的なレベルで検討していくべき課題である。
２−１−２．薬学研究科
〔到達目標〕
教員の選任にあたっては，本研究科における卓越した研究教育を恒常的に維持するため，
公募により積極的に広く国内外教育研究機関に人材を求め，研究業績のみならず，多角的
観点より最も相応しい人物を選出することを目標とする。また，教員組織の適切な年齢構
成及び男女比を実現することを目指す。
◇教員組織
1「実学の精神」に基づき，「生命科学に関する最先端の基礎研究重視の姿勢（薬学履修コ
ース）」，「臨床薬学教育の充実（臨床薬学履修コース）」
，「日本の医薬品産業に治験計画及
びデータ解析の面から資することのできる人材の育成（臨床統計学履修コース）」
，そして
「がん専門薬剤師の育成（医療薬学履修コース）
」を目標とした教育・研究に努める。
（平
成 18（2006）年 4 月研究科委員会）
2 本研究科の優れた特徴ある教育研究を推進できる体制の整備と，後継者育成を目指す。
（平成 20（2008）年 7 月研究科委員会）
3 教育委員会及び研究委員会の活動を通じて，教育・研究に対する点検を怠らず，教員間
の適切な役割分担と連携体制の確保に努める。
（平成 18（2006）年 7 月研究科委員会）
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◇教育研究支援職員
1 大学院生を研究助手（RA）として採用する制度を整備する。
（平成 20（2008）年 7 月研
究科委員会）
（教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続）
1 教員は公募によって広く国内外教育研究機関に人材を求めることで，最も相応しい優
れた人物の採用に努める。
（平成 19（2007）年 7 月教授会）
2 平成 20（2008）年度からすべての新規採用教員に対して，また平成 23（2011）年度か
らはすべての在職教員に対して任期制を導入する。
（平成 19（2007）年 7 月教授会）
◇教育研究活動の評価
1 教員の研究活動をどのように評価し，それをどのように本研究科の発展に有効に結びつ
けるかという点を検討する必要がある。
◇大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
1 国内の他の大学院及び研究機関との交流は比較的希薄であり，個人的な共同研究の範囲
を越えるものはないため，より積極的に交流を行うよう努める。
2 共同で相互の教育研究の充実をはかることができるパートナーを広く社会に求める。
教員組織
必須：大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類，性格，学生数，法令上の基準との関係における
当該大学院研究科の教員組織の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
薬学研究科は，基礎となる薬学部と同じ理念である「実学の精神」に基づき，
「生命科学
に関する最先端の基礎研究重視の姿勢（薬学履修コース）
」
，
「臨床薬学教育の充実（臨床薬
学履修コース）
」
，
「日本の医薬品産業に治験計画及びデータ解析の面から資すること（臨床
統計学履修コース）
」
，そして「がん専門薬剤師の育成（医療薬学履修コース）
」を目標とし
た教育・研究を行っている。
各履修コースの学生数及び職位別の専任教員数は以下のとおりである。
履修コース

学生数

教授

准教授

講師

助教

教員数

学生数/教員数

薬学履修コース

79

15

12

11

15

53

1.49

臨床薬学履修コース

58

5

6

5

3

19

3.05

臨床統計学履修コース

12

1

0

1

0

2

6.0

医薬開発学履修コース

5

1（兼任）

1

0

0

2

2.5

医療薬学履修コース

10

6（兼任） 4（兼任） 4（兼任） 5（兼任） 19（兼任）

計

164

21

19

17

18

75

0.53（兼任）

2.19

教員の年齢構成は，教授が 40 歳代１名・50 歳代 12 名・60 歳代 8 名，准教授が 30 歳代
2 名・40 歳代 6 名・50 歳代 10 名・60 歳代 1 名，講師が 30 歳代 6 名・40 歳代 9 名・50
歳代 1 名，60 歳代 1 名，助教が 20 歳代 5 名，30 歳代 12 名・40 歳代１名となっており，
職位別の平均年齢は，教授が 56.5 歳，准教授が 48.4 歳，講師が 43.1 歳，助教が 32.6 歳で，
全体平均が 45.7 歳である。
〔点検・評価〕
履修コースごとの学生数/専任教員数の比率は，最も高い臨床統計学とそれに次ぐ臨床薬
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学で 3.5 をやや上回るが，平均では 1.95 と 2 を下回り，適切な数値を示している。ただ，
臨床薬学履修コースでは 47 名に及ぶ兼担兼任の教員が教育に携わっていること，また臨床
統計学履修コースは極めて小規模な構成であることから，教育上，大きな問題は生じてい
ない。更に臨床統計学履修コースでは，兼任教員の担当コマ数を増やすことで専任教員の
負担を軽減するとともに，実社会の現状を反映した授業を行っている。
職位別の年齢構成は概ね適切であると考えるが，他の職位間との年齢格差が少ない点が
やや問題である。
各履修コースの特徴としては，薬学履修コースは連携大学院方式による客員教授を責任
者として 2 専門分野（生物有機化学，和漢薬物学）を開設していること，臨床薬学履修コ
ースはカリキュラムの特徴から医師を含む臨床現場の医療人を兼任教員として数多く配置
していること，臨床統計学履修コースは，この分野の教員がわが国では非常に少ないため，
FDA（米国食品医薬品局）をはじめとする他の教育機関，行政関係，製薬企業の人材を兼
任教員として配置しており，各履修コースとも教育効果を上げるように努めている。
教授の高齢化が進み，教授の年齢構成，平均年齢ともに，理想的とは言えない状態にな
ってきた。しかし，近い将来に多くの教授が定年を迎えることから，遠からぬ時期に，年
齢構成は改善され，理想に近い状態になる。准教授以下では，近年の他大学薬学部新設を
受けて転出した者が数名いたため，平均年齢は若干低下した。
教員組織
必須：大学院研究科における組織的な教育を実施するための，教員の適切な役割分担及び連携体制確保の
状況

〔現状の説明〕
本研究科には，研究科委員会の下に教育委員会が置かれ，大学院における教育全般にわ
たる内容を検討・協議し，その結果を研究科委員会に上申するとともに，組織的な教育が
必要な場合は，教員間の適切な役割分担と連携体制の確保のために仲介役を果すこととな
っている。教育委員会は平成 16（2004）年度に新設された委員会で，ほぼ月１回の頻度で
開催されており，本研究科の常置委員会の中では最も活発な定期的活動を行っている。
〔点検・評価〕
これまでに，大学院において大規模な組織的教育を実施する機会がなかったため，特に
教育委員会がこのことに関して活動する必要は生じていない。
教育委員会が教育に対する点検を常時行っており，大学院における教育に何か問題が生
じた場合は，速やかに対応が取れる体制が整えられているのは長所である。今のところ，
大学院教育において，特に問題となるような点は見出されていない。
教育研究支援職員
必須：大学院研究科における研究支援職員の充実度
必須：大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（ＴＡ）
，リサーチ・アシスタント（ＲＡ）の制
度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
664

基準 8 教員組織

本研究科は学部教職員が兼務しているため，研究支援職員及び TA 制度については学部の
項で述べたとおりである。大学院生を RA として採用する制度が現時点ではない。
〔点検・評価〕
RA の制度が全く整備されていない点は問題であり，近々に改善の必要がある。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
必須：任期制等を含む，大学院研究科の教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
大学院は，主として教育実績及び研究業績に基づき判断している。
それ以外の基準・手続きは，
「８教員組織（１）学部等の教育組織」の項に記載した。
なお，任期制の導入に関しても「８教員組織（１）学部等の教育組織」の項に記載した。
〔点検・評価〕
教員の適格性に関しては，学部の「８教員組織（１）学部等の教育組織」の当該箇所を
参照のこと。
教育研究活動の評価
必須：大学院研究科における教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性
任意：大学院研究科の教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況

〔現状の説明〕
本研究科では，学部の「８教員組織（１）学部等の教育組織」の項に記載した内容に準
じて，教育研究活動の評価を実施している。
〔点検・評価〕
学部の「８教員組織（１）学部等の教育組織」の当該箇所を参照のこと。
全教員の研究活動のアクティビティーに関する情報はすべて公開されて誰もが容易にア
クセスできる状態に置かれており，その透明性は高く評価できる。
ただ，現状は情報公開の範囲にとどまっており，教員の研究活動をどのように評価し，
本研究科の発展にどのように有効に結びつけるかという点が，課題として残されている。
大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
必須：学内外の大学院と学部，研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性

〔現状の説明〕
本研究科は，これまで同じ白金キャンパス内に施設を擁する旧社団法人北里研究所と極
めて緊密な交流関係を構築してきており，共同研究，講師の相互派遣，大学院生の研究指
導等の教育研究交流のみならず，教員や研究者の移動等の人的交流も活発に行われている。
それ以外の国内の大学院及び研究機関との交流は比較的希薄であり，個人的な共同研究
の範囲を越えるものはない。
国際的な交流については，
「３ 教育内容・方法 （１）学士課程の教育内容・方法 ③
国内外との教育研究交流」及び「３

教育内容・方法
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職学位課程の教育内容・方法

③国内外との教育研究交流」において記載したので，そち

らを参照されたい。
〔点検・評価〕
北里研究所との間の緊密な交流関係は，相互の限られた人的資源を有効に活用している
という点で評価できる。
しかし，それ以外の国内教育研究組織・機関との間には，本研究科が本格的に対応して
いるような交流関係はなく，必ずしも満足すべき状況とは言えないという問題点がある。
本研究科の教育研究組織はかなり充実しているが，急速に変化しつつある教育研究の環境
変化に十分対応できる体制であるとは言えない。したがって，より広く社会に共同で相互
の教育研究の充実をはかることができるパートナーを求めるべきであろう。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
教員の年齢構成に若干の問題があるため，今後，教員の採用に当たっては，研究教育の
経験と実績，能力，人柄等に加え，年齢にも十分配慮する。
RA は大学院生が自身の研究を遂行していくうえでも有益であるので，早急にその制度を
発足させ，業務内容に応じた報酬の対応表を作成して，本格的に稼働させる。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
すべての職位の教員に対して任期制の採用が決まっており，現時点における教員の適切
な流動化を促進させるための措置の導入状況は良好であるが，今後，教員の流動化を更に
促進することができる方策が見出されたなら，速やかにそれを導入するよう努める。
◇教育研究活動の評価
学部の「８教員組織（１）学部等の教育組織」の当該箇所を参照されたい。
各教員の研究活動のみならず，研究科としての全体的な活動を評価し，その結果を基礎
にして，研究科の将来の発展に有効に結び付けることができるような方策を考察する組織
体の構築が必要であるとの考えに基づき，本研究科では既に研究推進委員会を設置して，
具体的対応の検討を開始した。
◇大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
より積極的に他の教育研究組織・機関との間の交流を促進する必要があると考えられる
ので，その可能性を模索するための委員会を早急に立ち上げて具体的検討に入る。
国際的な交流については，
「３ 教育内容・方法 （２）修士課程・博士課程・専門職学位
課程の教育内容・方法 ③国内外との教育研究交流」において記載したので，そちらを参
照されたい。
２−２．獣医学部・獣医畜産学研究科
２−２−１．獣医学部
〔到達目標〕
獣医学，動物資源科学と生物環境科学分野の専門的知識と技術をもって地域社会及び国
際社会に貢献できる人材を育成する教育理念を理解し，在籍学生に対する適切な専任教員
数を配置し，本学部の教育・研究の遂行と活性化に資する優れた人材確保と，それによる
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獣医学部ならではの特色ある教育を具現化するために，次に記す到達目標を設定した。
（平
成 18（2006）年 12 月 12 日定例人事委員会において「獣医学部教員資格基準について」
，
ならびに「平成 19 年度獣医学部教員組織（教授・准教授・講師・助教）について」を協議・
了承。平成 18（2006）年 12 月 20 日獣医畜産学部教授会において，審議・承認。
）
◇教員組織
1 獣医学部の理念・目的・教育目標と人材養成の目的を理解し，男女の別なく，人間性に
富み教育研究業績に優れた教員を厳格な選考基準で選考する。
2 教員の適正な男女構成比，年齢構成比をもって組織することを目標とする。
3 社会人教員，外国人教員の受け入れを積極的に推進する。
4 獣医学科にあっては，日本獣医師会から提言されている獣医学教育の改善（案）に沿っ
た教員数の配置を最終目標として努力する。
◇教育研究支援職員
1 教員と教育研究支援職員が教育・研究・管理運営の場で円滑に連携・協力するために密
接に情報交換できるシステムを構築する。
2 学部教育と研究活動を支援するティーチング・アシスタント（TA）
，リサーチ・アシスタ
ント（RA）制度を確立し，これを適切に運用する。
◇教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続き
1 学部・学科の教員採用・昇任基準と手続きを適切に運用し，本学部の教育・研究の活性
化に資する優れた人材確保に努める。
2 平成 19（2007）年から導入された任期制を適切に運用し，再任審査の制度の整備を図る。
◇教育研究活動の評価
1 教員の活動を多元的業績評価により適切に評価し，教育研究の改善と活性化を促す。
教員組織
必須：学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格，学生数との関係における当該学部の教員
組織の適切性

〔現状の説明〕
本学部は昭和 41（1966）年に獣医学科と畜産学科からなる畜産学部として新設され，昭
和 53（1978）年に獣医学 6 年制教育への移行とともに獣医畜産学部，さらに昭和 56（1981）
年に畜産土木工学科を新設し，3 学科体制となった。平成 19（2007）年に本学の理念であ
る「実学の精神」と時代と社会の要請に応えるため獣医学部を新設し，学部・学科の理念
と目標を達成するための組織刷新を行った。現在，本学部の在籍学生数は 1,773 名，専任
の教員数は 83 名であり，その構成は下記のとおりである。なお，教員１人あたりの学生数
は 21 名となる。
学 科

教 授

准教授

講 師

助 教

計

獣医学科

19

10

16

7

52

動物資源科学科

6

3

6

3

18

生物環境科学科

5

2

6

0

13

計

30

15

28

10

83
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獣医学科教員は 23 研究室，附属動物病院に所属しており，動物資源科学科は 8 研究室,
生物環境科学科は 7 研究室に所属している。他に学部ではフィールドサイエンスセンター
教員と教養科目・教職科目担当教員が配置され,学生相談室担当教員も含めると 89 名の教員
組織となっている。
〔点検・評価〕
獣医学科には 6 年制の高度専門職業人（獣医師）養成のためのカリキュラムに対応した
教員が配置され, 一方，動物資源科学科と生物環境科学科には 4 年制の農学系の設置基準に
沿った教員が配置されている。この違いによって獣医学科の専任教員（助教以上）1 人当た
りの在籍学生数は 17.0 人，動物資源科学科と生物環境科学科の専任教員（助教以上）1 人
当たりの在籍学生数はそれぞれ 29.1 人と 28.2 人となっており，やや高いが，これは私学と
してはやむを得ない数値である。今後教員の管理運営や社会貢献への参画度が増大すると
予想されることから，教員の教育研究活動への影響が若干懸念される。
教員組織
必須：大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性（専任教員は，専ら自大学にお
ける教育研究に従事しているか）

〔現状の説明〕
平成 18（2006）年度，平成 19（2007）年度において，本学部教員が本学他学部の授業
を担当する兼担教員数は延べ 3 名，ならびに他大学・他教育機関において授業を行う非常
勤被委嘱教員数は 22 名，13 名ずつである。
〔点検・評価〕
本学部以外の授業を担当する兼担・兼任教員及び非常勤被委嘱数は全体の 15％程度であ
り，その割合は低い。また，その担当時間数は最大でも週 1 コマ程度である。したがって，
兼担・兼任教員及び非常勤被委嘱教員においても本学部での教育研究に支障はなく，専任
教員は専ら自学部における教育研究に従事していると判断する。教授会では，学部の業務
に支障が出ない範囲で兼担・兼任及び非常勤被委嘱を承認している。
教員組織
必須：主要な授業科目への専任教員の配置状況

〔現状の説明〕
＜専門授業科目における専任教員及び兼任教員の担当状況＞
学 科

必修科目

選択必修科目

獣医学科

95.7%

100%

動物資源科学科

100%

100%

生物環境科学科

88.9%

71.4%

本学部では主要な専門科目には全て専任教員を配置している。獣医学科の専門必修科目
は原則として専任教員が担当（専任教員担当コマ数比率：95.7％）し，非常勤担当は 3 科
目のみである。動物資源科学科（100％）及び生物環境科学科（88.9％）においても専門必
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修科目の専任教員担当率は高い。
〔点検・評価〕
専任教員による授業担当率は約 88％以上と高く，教育の質を維持し，本学部としての特
色ある教育を実施している。専門必修科目を専任教員が担当している点は長所と言えるが，
3 学科とも専任教員数に余裕がなく，獣医学科では基礎獣医学の特定科目と臨床系科目を担
当する教員は診療も加わり，負担が増大している。生物環境科学科では日本技術者認定機
構（JABEE）の要求する科目について非常勤講師に頼らざるを得ない状況にある。
教員組織
必須：教員組織の年齢構成の適切性

〔現状の説明〕
本学部専任教員の年齢構成は下表のとおりである。今後 4 年以内に 9 名が定年退職予定
であり，この数年間で世代交代により教員の全体的な若返りが図られる。
職 位

26〜30 歳

31〜40 歳

41〜50 歳

51〜60 歳

61〜65 歳

65 歳以上

計

教 授

0

0

4

19

9

1

33

准教授

0

0

9

7

0

0

16

講 師

0

20

6

4

0

0

30

助 教

5

4

1

0

0

0

10

計

5

24

20

30

9

1

89

〔点検・評価〕
専任教員の高年齢化が進行中であり，全体の年齢構成を若年側にシフトすることが望ま
しい。一方では熟練教員が多い点では安定感もあり長所と言えるが，学生との年齢の乖離
が進むことに対して FD などでの対応が課題となる。
教員組織
必須：教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性

〔現状の説明〕
教育課程編成の目的を実現するため，学部組織として教育委員会，学科組織としてカリ
キュラム委員会，系の教育検討委員会を設けて教員間の連絡調整を綿密に行っている。本
学部には 3 学科から各 3 名の委員（各学科のカリキュラム委員兼任）と教務課職員で組織
される教育委員会がある。この委員会は，3 学科におけるそれぞれの教育課程編成（カリキ
ュラム）とその運営を適宜，統括的に調整・検討している。
獣医学科には，3 系（生体機構系，予防衛生系，臨床系）の教育検討委員会が専門教育科
目における教員間の連絡調整を行う最下部の組織として機能している。その上部組織とし
て学科カリキュラム委員会があり，系の教育検討委員会委員で構成され，学科内や他学科
との教育課程編成のための連絡調整の機能を果たしている。活動日時が規定されておらず，
教務課と連携しながら，常に活動している。動物資源科学科においては上記の学部教育委
員会委員としてアニマルサイエンス系とバイオサイエンス系の委員が学科内におけるカリ
キュラム内容の調整，連絡を行っている。生物環境科学科においては上記の学部教育委員
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会委員として，生態環境コースの科目を主に担当する教員と環境修復コースのそれを担当
する教員が委員となり学科内におけるカリキュラム内容の調整，連絡を行っている。
〔点検・評価〕
教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整体制は整備され
ており，適切に機能している。3 学科においては，毎月の定例学科会議において，教育委員
会，学科カリキュラム委員会から検討事項或いは報告事項などが報告され，審議や意見交
換を行っている。また，毎週 1 回の教授連絡会において，随時関連事項が協議され学科の
意見を集約している。このようなシステムを有していることは高く評価できる。
教員組織
任意：教員組織における社会人の受け入れ状況
任意：教員組織における外国人受け入れ状況

〔現状の説明〕
獣医学科では，学科の理念と教育目標を達成するため，特に臨床教育の充実を図るため
に，臨床経験豊富な実務経験者 3 名（内科学准教授 2 名，内科学助教 1 名）を教員組織に
受け入れている。大動物，特に牛の臨床経験を 20 年以上積んだ准教授と小動物臨床を 20
年以上経験した准教授，
（共に学位（論文博士）を取得）
，及び臨床経験を 10 年以上積んだ
内科学助教（社会人博士課程を修了）である。
動物資源科学科の教員組織には社会人経験者として教授 1 名，講師 1 名，助教 1 名を受
け入れている。
生物環境科学科の教員組織には，教授職として学位を有しない実務家教員（技術士）を 1
名，また，社会人経験者として准教授 1 名を受け入れている。大学創設以来，実務家教員
の受け入れは初めてで，採用にあたり実務家教員資格基準を制定した。
加えて，獣医学科には，専任教員の中に外国人教員が 1 名（病理学講師）在職している。
日本の国立大学獣医学科に入学後，獣医師国家試験合格，大学院博士課程修了後博士号取
得と，日本での獣医学教育を受けた教員であり，日本語での講義から卒業論文指導まで全
く問題はない。動物資源科学科，生物環境科学科には外国人教員は不在である。
〔点検・評価〕
教員組織に実務経験者を受け入れており，教育目標に沿った実践的教育をより活発に行
うことができている。実務経験は特に臨床系教育においては初学の学生が社会に出てから
の心構えを含めて，どの様な社会の要請に応えなければならないかを直接伝えることがで
きる人材であり極めて有用であるが，一方，実務経験者も外国人教員も教授法などには教
員としての経験が必要な所も多く，その点は FD などの講習会によって補う必要がある。
教員組織
任意：教員組織における女性教員の占める割合

〔現状の説明〕
本学部の教員中に占める女性教員の数及び割合は，次のとおりである。
区 分

教授

准教授

専任講師

助教

助手

計

在籍教員

33

16

30

10

0

89
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女性教員

0

0

4

3

0

7

占有率

0.0%

0.0%

13.3%

30.0%

0.0%

7.9%

獣医学部専任教員 89 名中女性教員は 7 名在籍している。獣医学科では専任教員 52 名中
女性教員 2 名（解剖学講師，内科学助教）となっている。動物資源科学科では専任教員 18
名中女性教員 3 名（動物行動学講師，細胞工学助教，食品機能安全学助教）で，教員中 17%
を占めている。生物環境科学科では，専任教員 13 名中女性教員は 2 名（野生動物学講師，
農地環境学講師）で，教員中 15％を占めている。
〔点検・評価〕
獣医学科への女子学生の入学は約 20 年前から急激に増加し，近年では男女比は同じ割合
である。それに対応するように，女性研究者も増え，結果的に教員数にも反映されると予
想される。獣医学科では 50 歳代 1 名，30 歳代 1 名の女性教員が在籍し，現在はその過渡
期と思われる。動物資源科学科での女性教員の年代は 40 歳代 1 名と 20 歳代 2 名である。
学生の男女比がほぼ同数であることから，女性教員は女子学生の目標にもなっており，そ
の存在意義は大きい。生物環境科学科では女子学生の割合は概ね 30％で，旧学科が環境関
連の研究室とカリキュラムの充実を図った頃と同程度に推移している。現在 40 歳代と 30
歳代の女性教員 2 名が在籍し，大学院進学を希望する女子学生のよき相談相手として機能
している。
教育研究支援職員
必須：実験・実習を伴う教育，外国語教育，情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状
況と人員配置の適切性

〔現状の説明〕
獣医学部の教育研究支援職員（研究補助員，技能員）は，獣医学科教員 52 名に対して 6
名，動物資源科学科教員 18 名に対して 2 名，生物環境科学科教員 13 名に対して 2 名，附
属動物病院に 3 名である。職員は 3 学科に所属し，実験・実習科目と研究の補助ならびに
研究室の事務処理等を行っている。十和田キャンパスで 2 年次に配当されている 1 群科目
の外国語教育においては，獣医学科及び動物資源科学科では 2 クラス（70〜75 名）に分け
て，1 クラスは専任教員，1 クラスは非常勤教員での教育を実施している。情報処理関連教
育については，獣医学科では 2 名の専任教員が，専門は異なるが補助教員として実習が円
滑に実施できるような体制を整えている。動物資源科学科では 1 名の専任教員が情報処理
関連教育を行っている。1 年次では動物資源科学科・生物環境科学科の外国語教育において，
普通クラスと基礎クラス（3 クラス編成）に分けて習熟度別教育を実施している。また，卒
業単位ではないが，英語要習を配当し，高校教員経験者によって構成された高度教育支援
センターにおいて継続教育を実施している。2 年次以降は，2 クラス（1 クラス 55 名前後）
に分けて，接触回数を増やすなどして教育効果の向上を図っている。
〔点検・評価〕
職員による教育研究支援の人的補助は，3 学科とも 1 名が 3〜4 研究室を担当し，教員と
の連携・協力のうえで業務分担も適切に行われている。さらに TA 制度が教育研究支援職員
の役割の一部をサポートし，さらに体制が円滑に動くようになった。学科間の職員数及び
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担当研究室数はバランスが取れており，また熟練した研究支援職員が多く，支援業務に対
しても安心感があり長所でもあるが，高齢化と若手職員の登用が今後の問題となろう。
教育研究支援職員
必須：教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：ティーチング・アシスタント（ＴＡ）の制度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
研究支援職員は研究室に所属し，その研究室と同じ建物或いは近くにある複数の研究室
における実験・実習などの教育研究を支援することになっているが，その業務分担につい
ては職員の所属・担当する研究室との間で明確にされており，スムーズに運営されている。
本学部では，学生の実習活動を支援するために大学院生を対象とする TA 制度と，大学院
博士課程の学生を対象とするリサーチ・アシスタント（RA）制度が導入されている。
本学部では平成 7（1995）年度より大学院生（博士後期課程ならびに修士課程大学院生）
を TA として採用している。平成 20（2008）年度の TA は 42 名であり，博士課程大学院生
18 名，修士課程 24 名を採用している。TA は学生実験における実験準備や実験指導，また
講義科目における講義準備，授業中の学習補助さらには小テストなどの採点補助を実施し
ている。動物資源科学科と生物環境科学の 2 年次と 3 年次の学生実験の場合，教員と TA1
人が担当する学生数は 2 年次生が 39 名，3 年次生が 36 名となる。
〔点検・評価〕
教員と教育研究支援職員との間の連携と協力関係の適切性については，職員の自己点検
評価とも言える「北里研究所職員人事考課規程」に則り，毎年 2 回の考課が所属長と担当
する研究室から寄せられていることから，適切に運営されている。獣医学科研究室は 7 カ
所の建物に分散しており，研究室が離れているという点が教育研究支援職員の配置に問題
となっているが，円滑に運営されている。職員の高齢化が次なる問題である。
TA を希望する大学院生は全て採用されており，
同制度を利用する教員も増加・定着した。
TA やリサーチ・アシスタント（RA）制度の導入によって講義・実習のきめ細やかな指導
が行き渡ると共に，TA の大学院生の研究活動も活発となった。大学院生が TA となり，講
義・実習の補助をすることで自身への教育効果も大きい点は長所と言える。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
任意：任期制等を含む，教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
教員の任免・昇格に対する基準については，
「獣医学部教員選考に関する申し合わせ事項」
，
「獣医学部獣医学科教員資格基準」が適用されている。教員の募集ならびに任用・昇任に
関わる選考が生じた場合，その手続きは「獣医学部教員選考に関する申し合わせ事項」で
規定された手順に沿って当該学科とその他の学科から構成される選考委員会に諮り，研究
教育業績と人物評価について，3 学科で構成される人事委員会の意見を聞きながら審議を行
う。最終的に，学則第 53 条第 4 項に規定される審議事項に則り，教授会で無記名投票によ
り資格の有無が決定され，認められた場合には，理事長に上申のうえ，理事会での任用，
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昇格が決定される。
本学部では平成 19（2007）年 4 月から任期制が導入され，平成 19 年 4 月新採用の教員
からこの制度が運用されている。在籍中の教員に対しては段階的実施となり，昇任教員に
対して適用することとなるが，本人の同意が必要となる。平成 23（2011）年度からは全教
員を対象に，本人の同意により任期制が適用される。任期は 1 年を越え，5 年以内であるが，
再任審査には「北里大学専任教員の多元的業績評価」が加わることになる。
〔点検・評価〕
教員の募集・任免・昇格については，申し合わせ事項の手順のとおり行われ，教授会の
決定どおりに理事会で承認されている。選考基準についても，研究業績，教育業績，社会
貢献などの具体的評価基準が整備されている。教員定員との関連もあり，公募にはならな
い場合もある。獣医学科の臨床系教員は実務経験豊富な人材の登用が望まれるが，特に教
員資格基準の研究業績に達しない場合もあり，教員資格基準の内容の見直しが問題となる。
生物環境科学科の場合，実務家教員の採用は学部教育にとって有為な人材を獲得できたと
総括している。しかし，現在学部と大学院教育体制にねじれがあり，また，実務家教員の
大学院教育への充当は難しいことから，特論担当者不在の問題を抱えている。任期制が導
入され，これが昇格の契機となり研究・教育活動がより活発となることが期待される。
平成 20（2008）年度から，任期制への適用が給与処遇等に不利益にならないことを含む
諸課題を検討中である。任期制は大学教育の質を担保し，教員の教育能力を向上させる方
策となるが，導入による不利益が生じないよう対策も必要となる。
教育研究活動の評価
必須：教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性
必須：教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性

〔現状の説明〕
大学全体として，毎年「北里大学研究年報」が刊行され，教員全員に配付されている。
教育・研究活動の評価については，教員多元的評価獣医学部委員会が専任教員多元的業績
評価を導入すべく現在試行を重ね，この 1〜2 年に定着できるように評価基準を検討してい
る。教育活動については自己点検評価における教育研究業績と，学生による全科目の授業
評価を行い，その結果を授業方法の改善に役立たせている。生物環境科学科では，平成 15
（2003）年度に JABEE 認定校を目指した時点で学科内に教育改善委員会を設け，これを
中心に教育活動の評価について検討を重ねつつ，
（学部による教育活動とは別に）アンケー
トによる学生の授業評価を継続している。また，平成 17（2005）年度からは，教員相互の
授業評価，全教員あるいは学生の代表をまじえた授業点検評価を実施している。
本学部の教員選考基準における教育研究能力・実績については，
「獣医学部教員選考に関
する申し合わせ事項」の第３条に教員候補者の資格要件の 3 つのうちの一つとして明記さ
れている。また，履歴書，研究業績リストとともに研究教育への抱負の記述を求めている。
面接審査においては研究分野や内容に関する口頭発表を求めている。教員選考委員会にお
いてはこれら資料や口頭発表及び質疑応答を総合的に評価して選考審議を行っている。
〔点検・評価〕
多元的業績評価の実施により，教員各自がそれぞれの長所短所を認識し，研究活動の活
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性化に繋がって行くものと思われる。教育活動の評価法としての学生の授業評価について
は，評価設問が十分にこなれたものになっていない点，また，それぞれの講義・実習の特
色が生かされた設問が作られていない点などの指摘があり，改善の余地がある。また，授
業評価を担当教員が行うと学生が自由に意見を記載できないとの指摘，無責任な学生の評
価の取り扱いの問題など，実施方法について課題が残っているが，教員の教育に対する考
え方の変革や授業改善への意欲向上に大きな貢献を果たしている。
公募教員選考においては応募者の教育研究活動とその能力が適切に配慮され，高い資質
と実績を有する人材の確保が図られていると判断する。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
今後 5 年間に団塊世代の定年退任が続く。この機会を利用して，年齢構成と研究教育分
野のバランスをとりながら，社会の要請に沿った世代交代と改革を推進する。
専任教員による授業担当率が高いことは，学部教育にとって質の高い教育を実施してい
る証でもあるが，一部教員には過剰な負担も強いている。必要に応じて外部講師を招き，
最先端の知識や専任教員の講義内容を補完するような非常勤講師による講義も必要である。
獣医学教育改善運動が展開されている獣医学科では， 73 名体制を将来的な視野に入れな
がら，実務経験者の登用によって教育理念と目標を達成できる教員組織を目指す。
動物資源科学科・生物環境科学科では教育分野が広いことから，年齢バランス等を考慮
して各系に社会人教員を最低 1 名程度は受け入れることを推進する。
本学部においても女子学生の比率が半分に迫っており，女性教員の長所を生かした教
育・研究分野への進出を容易にするような支援体制作りを推進する。
◇教育研究支援職員
研究支援職員の人的体制を総点検すると同時に，退職に伴う欠員補充時に年齢構成のバ
ランスを図る。
TA と RA の質の向上を図るためには，教員と同じような研修制度を設けるとともに，実
習を受けた学生による TA の補助業務に対する評価点検を実施し，改善の方策を探る。
◇教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続き ◇教育研究活動の評価
教員の募集・任免・昇格については，資格基準のなかに教育業績の具体的な評価基準が
検討されておらず，学生の能力を高める教育，付加価値をつける教育などを評価する基準・
方法を具体化し，資格審査に組み入れるべく検討する。さらに平成 23（2011）年に完全実
施となる任期制の評価点検を継続する。
２−２−２．獣医畜産学研究科
〔到達目標〕
本研究科は，獣医畜産学に関する理論的基礎に支えられた高度な専門的知識と技能を備
え，社会的要請を敏感に察知するとともに，自ら問題を発見し，獣医学，動物資源科学，
生物生産環境学に関する諸問題の解決を具体的に推進しうる人材を養成する教育理念を理
解し，本研究科の教育・研究の活性化に資する優れた人材確保と本研究科の特色ある教育
を具現化するために，次に記す到達目標を設定した。
（平成 18（2006）年 12 月 12 日定例
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人事委員会において「獣医学部獣医学科教員資格基準について」
，ならびに「平成 19（2007）
年度獣医学部教員組織（教授・准教授・講師・助教）について」を協議・了承。平成 18（2006）
年 12 月 20 日獣医畜産学部教授会において，審議・承認。これらを受け，大学院獣医畜産
学研究科においても準用。
）
◇教員組織
1 本研究科の理念・目的・教育目標と人材養成の目的を理解し，人間性に富み教育研究業
績に優れた教員を厳格な選考基準で選考する。
2 本研究科獣医学・動物資源科学・生物生産環境学専攻間の連携体制を強化し，組織的な
教育を実施する。
◇教育研究支援職員
1 大学院教育と研究活動を支援するティーチング・アシスタント（TA）
，リサーチ・アシス
タント（RA）などの制度を適切に運用し，教育・研究活動を円滑に実施する。
◇教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続
1 本研究科の教員採用・昇任基準と手続きを適切に運用し，本学部の教育・研究の活性化
に資する優れた人材確保に努める。
2 平成 19（2007）年から導入された任期制を適切に運用し，再任審査の制度の整備を図る。
◇教育・研究活動の評価
1 多元的業績評価により教員の教育研究活動を適切に評価し，その改善と活性化を促す。
◇大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
1 学内外との人的交流により教育研究組織の活性化を図る。
教員組織
必須：大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類，性格，学生数，法令上の基準との関係における
当該大学院研究科の教員組織の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
獣医学専攻博士課程は，主科目 18 及び特別講義 25 科目を有し，その内容については研
究指導教授に一任されている。現在 52 名（定員は 57 名で欠員を現在募集中）の専任教員
によって 23 研究室が 3 系（生態機構系，予防衛生系，臨床系）に分かれた教員組織を作っ
ている。
動物資源科学専攻修士課程・博士後期課程は，現在 20 名の専任教員によって 8 研究室の
教員組織を作っている。
生物生産環境学専攻修士課程は，主科目 5 科目及び関連科目 8 科目を配置し，現在 12 名
の専任教員（5 研究室体制）で，専門教育を行っている。
＜獣医畜産学研究科大学院生数及び担当教員数＞
専攻課程

学生数

教員数

学生数/教員数

獣医学専攻博士課程

14

52

0.27

動物資源科学専攻修士課程

19

動物資源科学専攻博士後期課程

4

20

1.15

生物生産環境学専攻修士課程

5

12

0.36
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計

42

84

0.50

〔点検・評価〕
本研究科は理念・目的に則した教育課程とそれに適合した組織と教員を整え，各専門の
研究分野の独自性をもっており，概ね評価できる。大学院教員が学部教員も兼務している
ことから，学部のカリキュラムとの整合性・一体性もこれによって保証されている。
本研究科の教員 1 人あたりの在籍学生数は約 0.5 人で，十分な個人指導が可能な体制であ
り，十分な資質を持った教員によって教育研究組織が構成されていると判断できる。
教員組織
必須：大学院研究科における組織的な教育を実施するための，教員の適切な役割分担及び連携体制確保の
状況

〔現状の説明〕
学部での研究活動を深化，発展させることに加え，本研究科は社会に対し「将来有為な
る科学人」を輩出するという責務を負う。
本研究科における各専攻の人材養成目標として，
「最新で高度化した技術を駆使できる研
究者及び技術者の養成」
（獣医学専攻）
，
「自らを磨き，課題を認識して解決し得る『高度専
門職業人』の養成」
（動物資源科学専攻）
，
「環境の保全・修復を含めた環境創造に関する高
度な提言や技術提供ができる人材養成」
（生物生産環境学専攻）等を掲げている。
これらの人材養成目標に対し，教員の適切な役割分担（研究室）と連携体制を整えてい
る。獣医学専攻（博士課程）18 講座，動物資源科学専攻修士課程 6 講座，同専攻博士後期
課程 8 講座，生物生産環境学専攻（修士課程）5 講座に，それぞれの分野に精通した専門の
教員を配置する。また各専攻間の連携体制をはかるため，大学院運営委員会等で情報の共
有化を行っている。
〔点検・評価〕
研究科委員会は定期的に開催され，決定事項は確実に実施に移されている。本研究科教
員は獣医学部との兼務であり，学部と研究科の連携上での齟齬は少ないと判断される。ま
た研究科間の情報交換についても，総務委員会や大学院運営委員会で行われており，教員
間における連絡調整体制は整備されていると判断する。
教育研究支援職員
必須：大学院研究科における研究支援職員の充実度
必須：大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（ＴＡ）
，リサーチ・アシスタント（ＲＡ）の制
度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
本研究科には，現在 9 名の研究支援職員がいる。研究支援職員は複数の研究室における
教育・研究支援を行うことになっており，その業務分担については研究室間で明確にされ
ており，教員との連携・協力関係がスムーズに運営されるようになっている。
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〔点検・評価〕
職員による教育研究支援の人的補助は，1 名が 3〜4 研究室を担当し，教員との連携・協
力のうえで業務分担も適切に行われている。さらに TA あるいは RA 制度が研究支援職員の
役割の一部を担っており，さらに体制が円滑に動くようになっている。したがって，現在
の研究支援体制は適切に機能している。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
必須：任期制等を含む，大学院研究科の教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続は，
「獣医学部教員選考に
関する申し合わせ事項」
，「獣医学部獣医学科教員資格基準」が適用されている。また，任
期制についても学部と同じ取り扱いとなっている。
〔点検・評価〕
専任教員の募集・任免・昇格は前述の申し合わせ事項と資格基準の手順どおり行われ，
教授会で決定され，理事会で承認されている。これらの手順において，研究業績，教育業
績，社会貢献などの具体的な評価基準が整備されている。研究室の定員との関連があり，
一般公募ではなく学内公募になる場合があるが，粛々と実施されており，大学院において
も専任教員の人事は適切に行われていると評価する。
教育研究活動の評価
必須：大学院研究科における教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性
任意：大学院研究科の教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況

〔現状の説明〕
研究活動については，大学全体として，毎年北里大学研究年報が刊行され，教員全員に
配付されている。教育・研究活動の評価については，教員多元的評価獣医学部委員会が専
任教員多元的業績評価を導入すべく試行を重ね，平成 20（2008）年度より本格実施へ移行
した。
〔点検・評価〕
多元的業績評価の実施により，教員各自がそれぞれの長所短所を認識し，活発に研究活
動が行われるようになるものと思われる。
大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
必須：学内外の大学院と学部，研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性

〔現状の説明〕
本研究科は，キャンパスの立地条件の影響もあり，学外からの講師委託等以外には，こ
れまでの人的交流は活発であるとはいえなかった。受託，助成研究等での一定のつながり
はあるものの，反復継続的な人的交流に消極的であったといえる。
平成 20（2008）年度より，
「青森地域大学間連携協定」を青森公立大学，青森県立保健
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大学，青森大学，青森中央学院大学，青森短期大学，青森中央短期大学，青森明の星短期
大学との間で結んだ。図書館の相互利用等に加え，人的交流も本協定の目的としている。
〔点検・評価〕
研究の深化が求められる本研究科の活動の中で，図書館の相互利用や教員・学生の人的
交流による意見交換を行うことは，研究活動の深化にとって大きな役割を果たす。
「教育研
究組織間の人的交流」が不十分という観点から，これまでの研究活動の深化を疎外してい
たとすれば，
「青森地域大学間連携協定」の果たす役割は大きいと思われる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
獣医畜産学研究科における研究推進と活性化を支える教員組織を形成するため，多角的
に研究・教育業績の点検評価と人材採用方法について検証を行う。
◇教育研究支援職員
研究支援充実のための TA 制度の活用と専門知識と技術を備えた研究支援者の確保のた
めの検討を継続する。
◇教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続き
教員公募の教育業績の具体的基準として，学生の能力を高める教育，付加価値をつけた
教育などを評価基準・方法を具体化し，資格審査に組み入れるべく検討する。
◇教育研究活動の評価
多元的業績評価から得られた結果を点検し，評価項目等を変更・修正することにより，
教育・研究活動について評価精度を高めていく。
◇大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
本学部が他大学や研究機関とのつながりを継続させるためにも，
「青森地域大学間連携協
定」のような協力・連携体制を推進する。
２−３．医学部
〔到達目標〕
人材の登用にあたっては，男女の別無く，人間性に富み教育研究業績の優れた教員を，
厳格な選考基準の下で選考している。その目標とするところは，本学部の理念である「人
間性豊かで，優れた医師の養成」を達成するために，医療の中心となる高い技術と人格豊
かな医師を輩出しうる教員組織の構築である。以下のような方策を講じることによって，
教員組織を活力のあるものとし，本学部の使命を達成する。
そのために次の目標を設定した。
［平成 12（2000）年度大学相互評価時及び平成 14（2002）
年／前医学部長就任時，平成 18（2006）年／現医学部長就任時に設定］
◇教員組織
1 基礎医学系，臨床医学系の各単位に設定されている人員枠の見直しを行い，授業負担の
適正化，研究の効率化を図る。
2 教員の多元的業績評価データを活用し，教育研究評価の低調な教員にあっては，医学
部長からの督励を行うと共に，当該単位の教授ならびに上司による指導を徹底する。
3 本学部の特色を一段と鮮明にしたカリキュラムの改訂を，平成 22（2010）年度までに行
678

基準 8 教員組織

い，教育する側の意識，意欲を喚起する。
4 特任教員制度の活用や国内外の機関との共同研究を促進し，閉鎖的な環境を排除する。
5 女性教員（医師）の就労環境整備の一環として，育児休業中の欠員について，当該単位
の人員枠に暫定人員枠を付与し，育児休業者の精神的な負担を軽減することによって，
女性教員（医師）就労の一助とする。
◇教育研究支援職員
1 教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性については，よりハイレベ
ルな体制の確立に向けて環境整備や研修制度の導入を図る。
2 ティーチング・アシスタント（TA）の制度化の状況とその活用の適切性については，採
用条件を見直し，アシスタントの質を維持しつつ必要人数を確保する。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
1 教員人事には審議にあたり公正，客観性の確保に留意しながら，業績基準レベルの向
上を図る。
2 任期制教員制度については，更に使いやすいシステムを構築する。
◇教育研究活動の評価
1 教員の多元的業績評価により，より活性化された教員組織を構築して，教育研究診療
活動の発展に資することを目標とする。具体的には，多元的業績評価を教員の人事に反
映させ，より客観的に被選考者の人物を評価する。また，当該単位の教授等による日常
的な人事管理への活用を促し，各教員に対して適切な指導体制を布くことにより，活力
ある組織造りを行う。
教員組織
必須：学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格，学生数との関係における当該学部の教員
組織の適切性

〔現状の説明〕
本学部の理念の一つである「人間性豊かで，優れた医師の養成」を大命題として，本学
部の教育課程は構成されている。一般教養科目を教授する一般教育部に於いては，
「人間形
成の基礎科目」，「教養演習」，「自然科学系」，「外国語系」などの授業が展開され，専門科
目については，本学部の基礎医学系，臨床医学系の教員が中心となって授業を展開してい
る。1 年次には，教養科目と 2，3 群の専門科目，2 年次には医学の専門基礎科目，3 年次
には医学専門科目と器官系別総合教育，4 年次には器官系別総合教育，5 年次臨床実習，6
年次選択臨床実習と 6 年間一貫教育を行っている。
〈教 員 数〉
教養・専門

教 授

准教授

講 師

助 教

計

教養科目担当

21

18

17

4

60

専門科目担当

37

34

125

1

197

58

52

142

5

257

１年次

2 年次

3 年次

4 年次

5 年次

6 年次

計

108

116

107

106

107

121

665

計

〈学 生 数〉
在籍数
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以上のように専門科目担当教員 1 人当たりの学生数は，3.4 名と妥当な範囲である。
〔点検・評価〕
学部単位での教員の人員構成としては，比較的余裕を持った構成であり，講義，実習に
ついてはきめ細かく対応している。新たに助教制度が制定されたことにより，さらに教育
スタッフの充実が図れることから，学部の理念に基づく，一層特色ある教育が展開できる
ものと思慮している。また，先端的な学問分野については，専任教員でカバーできない講
義の 10％までを，従来から非常勤講師に講義を委ねている。更に，著名な研究者を招聘し
て，特別講義（講義 50 コマに対して 1 回の割合）として先進的な知識を教授できる制度も
あり，教育の活性化に寄与している。
教員組織
必須：大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性（専任教員は，専ら自大学にお
ける教育研究に従事しているか）

〔現状の説明〕
本学部教員に許されている外部機関での教育ならびに診療については，次のとおりであ
る。
非常勤講師として，他大学等で授業を行う場合，所属の教授の許可を得るとともに，医
学部長が，学部の本来業務に支障を来たさないか，教員の人事運営上問題がないかを確認
し，許可を与えている。具体的な時間の制限として，年間 30 時間，15 コマ以内としてい
る。
また，臨床医学系の教員については，事前の届出により週１回の外部機関での勤務が認
められている。さらに，臨床医学系教員については，出勤した際に，必ず，個々人が所持
しているカードを出勤管理システムに通すこととなっている。
なお，教員が学外へ出張する場合，事前に届出を提出し，医学部長の許可を得ることと
なっており，全体的には，一定の管理の枠内で自校の教育研究に従事している。
〔点検・評価〕
学生による授業評価（アンケート）などを通して，講義する側への意見や問題提起が行
われるシステムをとっていること。チューター制度の活用により，授業に対する学生の様々
な要望を取り入れ，授業の創意工夫に役立てることなど，学生と教育する側が，相互に刺
激しながら授業を進めるように工夫を凝らしており，御座なりな授業ができないシステム
となっている。一方，研究についても主任研究員が所属の教員を管理しており，研究成果
についても主任研究員の指導の下，一定の成果を挙げていることから，自校の教育研究に
誠実に従事しているといえる。
教員組織
必須：主要な授業科目への専任教員の配置状況

〔現状の説明〕
＜専門授業科目における専任教員及び兼任教員の担当状況＞
（2,3 群科目のみ）

臨床実習
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1 年次

2 年次

3 年次

4 年次

5〜6 年次

67.6%

70.8%

82.5%

78.9%

ほぼ 100％

医学部専任教員が担当する，1〜6 年までの主要 2〜3 群専門科目の，平均して 83%余りの
授業を専任教員が担当しており，専任教員数は十分に確保されている。
〔点検・評価〕
専任教員の授業担当率はかなり高く，教育の質を維持し，本学部としての特色ある教育
を実施していることを証している。
また，必要に応じて外部講師を招聘し，最先端の知識や専任の教授陣の講義を補完する
授業も行われており，閉鎖性を排除した偏りの無い授業展開となっている。
授業担当科によっては，一部科目担当者に偏りが見られ，人事交流による活性化が必要
である。この点に対する何らかの配慮が必要である。
教員組織
必須：教員組織の年齢構成の適切性

〔現状の説明〕
医学部専任教員の年齢構成は以下のとおりである。
職 位

25 歳

26〜30 歳

31〜40 歳

41〜50 歳

51〜60 歳

61〜65 歳

計

教 授

0

0

准教授

0

0

0

4

21

12

37

1

15

14

4

34

講 師

0

0

29

96

35

6

166

助 教
計

1

185

463

107

10

0

766

1

185

493

222

80

22

1,003

教授と准教授のピークが同じ年齢層であり，専任講師，助教についても年齢層が比較的
高く，総じて若返りを図る必要がある。一つの対策として，平成 16（2004）年 10 月より
実施された教員の任期制を適切に運用していくことである。本制度は，平成 19（2007）年
度までを試行期間としており，試行期間後の平成 20（2008）年度より同制度が本格的に運
用される。また，教授職については，定年等により欠員が生じ，これを補充する際のここ
数年の傾向として，40 代の若手教員を採用する傾向もあり，徐々に年齢層の高止まりを解
消する方向にある。
〔点検・評価〕
医学部の特殊性として，卒業生は自校に残り，教員への道を歩んでいく形態が長い間取
られてきた。平成 16(2004)年度からは，卒後臨床研修の必修化により，臨床研修施設を医
学生が選択する時代となって来てはいるものの，やはり学校側としては，卒業生に自校の
施設（病院）で臨床研修を行い，医師としての基礎を築き上げてもらいたい欲求は高い。
これは，年功序列型の形態を助長し，組織の若返り，活性化を阻害する原因ともなる。
本学部では，基礎医学系，臨床医学系の各単位は，定員制の下に一定の有給者枠が設定
されており，この設定枠を超過しての雇用は認められていない。そのため，臨床医学系に
あっては，出向制度を活用して定員のコントロールを行っている。この制度を上手く活用
することによって，専任講師までの教員の年齢のコントロールは可能である。また，基礎
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医学系は，臨床医学系に比べると教員の若返りを図り難い部門であり，同部門の教授会で
は，盛んに検討されているが，斬新な解決策を見るに至っていない。
教員組織
必須：教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性

〔現状の説明〕
教育課程編成の諸事項は，教育委員会ならびに医学教育研究開発センターが実質的に検
討し，その検討結果を以って教授会に提案され，学部の総意としての最終結論を導き出す。
教育委員会の任務は，医学部教授会の方針に基づき，教育に関する諸事項の審議・立案
を行うこととなっている。構成員は，一般教育部の教員を含め基礎医学系，臨床医学系，
さらには医学教育研究開発センターから講師以上の教員が選出されている。
また，教育委員会の付置委員会として，器官系別総合教育を円滑に運営するため，器官
系別総合教育小委員会が常設されている。主な任務は，講義項目の選定，内容の検討，時
間割作成，講義担当者の選定と依頼，講義要旨集の作成などである。
医学教育研究開発センターの目的は，医学部の基本理念に則り，医学を取り巻く環境変
化の現状を踏まえて，時代に則した教育の研究開発を行い，もって医学教育の発展と向上
に寄与することとなっている。同センターの構成は 4 部門（医学教育研究開発部門，医学
原論研究部門，医療安全・管理学部門，医療技術教育研究部門）から成っている。
なお，教育に関する諸問題が生じた場合，教育委員会，医学教育研究開発センターは，
十分な審議を尽くすことはもちろんであるが，適宜，関係或いは担当の教員を招聘し，そ
の実情の把握と，適切な議論，現実的な成果を導き出すことに努めている。
〔点検・評価〕
教育課程編成の目的を具現化するための教員間における連絡調整は，適任，適材を選出
して議論を重ねており，機構的には十分に機能し，効果も導き出している。
平成 19（2007）年度に開設された医学教育研究開発センターも，経験豊かなスタッフが
４部門に着任しており，中長期の医学部教育戦略を構築する体制が整ったことにより，教
育体制が整備されて一層の充実を見せるものと思われる。
教員組織
任意：教員組織における社会人の受け入れ状況
任意：教員組織における外国人受け入れ状況

〔現状の説明〕
本学部は，医師医育機関である関係上，また研修病院である大学病院の医療の質を担保
する関係上から，教員採用が次のように厳格に運用されている。即ち，原則，基礎や臨床
の別なく広く一般公募は行っていない。例えば，臨床医学系については，当該単位が必要
とする人材（専門医・認定医）を大学病院や関連病院，それに他大学に求め，チーム医療
を念頭に広く人材登用することが常となっている。また，基礎医学系については，研究分
野によるが既に当該分野で一定以上の実績ある医学・生物研究者を企業の研究所を含めて，
広く採用するように努めている。何れの方法も一般公募による社会人・外国人採用に門戸
を開いているものではない。
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一方，特定のプロジェクト研究を立ち上げた場合には事情が異なる。医師免許や専門医・
認定医資格，それに学術称号の有無に関わらず，一般人・外国人に広く門戸を開放できる
特任教員制度を活用した任期制教員の採用を積極的に行うようになっている。この分野で
の特定能力・特殊能力を有した社会人，外国人の活躍に期待が寄せられる。
〔点検・評価〕
国家資格である医師免許などの資格問題，チーム医療の問題，教育・研究・診療分野に
おける教育能力を考慮すると，所謂，特定能力や特殊能力だけが秀でた社会人，外国人の
積極的採用にはなお時間を要する。
しかし，特任教員制度の整備が行われ，雇用形態に柔軟性が出て来たことにより，特定
のプロジェクトに限って，社会人，外国人の能力を活用できることとなり，本学部の教員
組織に柔軟性が加味され，今後の教育・研究・診療への貢献が期待される。
教員組織
任意：教員組織における女性教員の占める割合

〔現状の説明〕
本学部の教員中に占める女性教員の数及び割合は，次のとおりである。
区 分

教授

准教授

専任講師

助教

助手

計

在籍教員

37

34

166

766

0

1,003

女性教員

1

4

13

269

0

287

占有率

2.7%

11.8%

7.8%

35.1%

0.0%

28.6%

下位の職位では，比較的女性教員の在籍率は高いが，職位が上位に行くに従って著しく
減少している。また，在籍学生数に対して，女性の占める割合は平均 38％程であり，卒後
の初期研修 2 年を経た後の助教職にあっては，ほぼこれを維持したままの推移で，女性教
員の占める割合は比較的高い。
〔点検・評価〕
医学部教員は，教育と診療業務を負っており，女性にとってはかなりの激務である。
特に，若い教員（医師）は，昼夜を問わず医療業務に従事する機会が多く，家庭を持ち
育児が始まると，数々の法的保障はあるものの，現状ではかなり苦しい勤務を強いられる
こととなる。こういった事から，在籍年数を経るに従って女性教員が著しく減って行く傾
向となる。
教育研究支援職員
必須：実験・実習を伴う教育，外国語教育，情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状
況と人員配置の適切性

〔現状の説明〕
実験･実習については，ティーチング・アシスタント（TA）制度を活用し，きめの細かい
実習と臨床実習教育を実践している。外国語教育は一般教育部の基礎教育センター外国語
単位の教員が中心となって講義内容を策定し，Native speaker の教員を加えた能力別･少人数
制クラスの外国語教育を展開している。また，情報処理教育における医用情報学（第１学
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年後期 13 コマ）は，医療衛生学部の教員 2 名（兼担教員）が医療衛生学部情報演習室を利
用して実施している。
〔点検・評価〕
実験･実習科目の一部は TA 制度を利用して人的補助を確立しており，本学にある正規の
制度を利用している現状から，人的補助体制の整備状況と人員配置は適切であると考える。
教育研究支援職員
必須：教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：ティーチング・アシスタント（ＴＡ）の制度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
教育研究支援職員は本学部の各研究系に配属され，その職務は各研究系が行う研究業務の
補佐を主な職務とする。人員配置は，各研究系部長を構成員とする医学部教育系技術管理職
会議にて決定している。また，教職員の相互協力による業務遂行のため，連絡協議会を設置
し，緊密な連絡と意見交換を行っている。
TA は，本学大学院の教育研究の充実振興と学部教育の充実ならびに後継者の育成を図る
ため，本学大学院に在籍する学生（修士課程及び博士課程）の教育的助成を行うことを目
的として，平成 11（1999）年より制度化されているが，本学部には教育研究支援職員の制
度がない。本学部では実験・実習は専任教員が行うことを原則としているが，専任教員だ
けですべてをカバーすることはできないため，この部分を補佐する役割として TA 制度を利
用している。
〔点検・評価〕
人員配置は，医学部教育系技術管理職会議にて審議，決定を行っており，適切に運営さ
れている。また，連絡協議会（
「技術職連絡協議会内規」に規定）が，教職員一体となって
業務に取り組む環境に，また，諸問題への対応に迅速に機能しており，非常に円滑に運営
されている。
TA の業務内容としては，該当授業科目教員の指示監督のもとに，①講義・演習の補助，
②実験実習の補助を行っている。特に病棟における 5 年次の臨床実習・6 年次の選択実習は，
TA の働きにより，病棟での実習が効率的に行われている。なお，本学部で採用できる TA
は博士課程在籍者に限定している為，ある程度，教育の質を維持することができているが，
反面，基礎医学の科目では，教育･研究単位に博士課程の在籍者が少なく，応募の募集人員
を満たせないことがある。TA が採用できないことで，実習における教員の負担が大きくな
ることがあることは否めない。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
任意：任期制等を含む，教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
教員選考にあたっての基準と手続きは，すべて学校法人北里研究所ならびに北里大学医
学部の主任教授選考に関する申し合わせ及び各教員の任用基準に従って行われている。
また「医学部任期制教員の任用及びに処遇に関する取り扱い」を制定し，平成 16（2004）
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年 10 月１日付けで任期制教員制度を導入した。
〔点検・評価〕
大学の活動を規定するものは何にも先駆けて人材であるとの認識から，教員の任免，昇
任に関する選考は，常に主任教授会及びその下部機関である教授選考委員会，人事委員会
での詳細な審議に基づいている。またこの審議にあたり公正，客観性の確保に常に留意し
ている。任期制教員制度については，医学部教員評価委員会及び医学部情報センターを中
心に，データ入力者・システム利用者にとってより使いやすいシステムの構築を目指し，
実稼動により顕在化した問題点の改善・変更等に取り組んだ。
教育研究活動の評価
必須：教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性
必須：教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性

〔現状の説明〕
教員個々の教育・研究・診療の活動状況を多元的側面から客観的に評価し，その評価結
果を教員自らが教育・研究・診療の工夫改善に役立てることを目的として，年度ごとに評
価を実施している。評価の初期段階は平成 10（1998）年度から始まり，平成 17（2005）
年度より評価項目を大幅に見直し，従前の自己点検評価用紙を廃して，多元的業績評価シ
ステムを構築した。各教員はＰＣより，自己の業績を入力して，診療項目は病院長，研究
業績は教授・医学部長等の評価を受けるシステムとした。この評価結果は，教員の任期制
の評価にも活用できるものとした。
評価は，部門配点 70 点と自己配点 30 点の計 100 点満点で採点される。各評価項目は，
基礎医学系と臨床医学系に大別され，職位ごとに配点の比重をバランスさせる形式として
いる。評価領域は，1)教育活動，2)研究活動，3)診療活動（臨床医学系のみ）
，4)管理運営，
5)社会貢献の５項目について評価している。
教員の選考基準については，基礎医学系，臨床医学系の助教，専任講師，准教授につい
ては，その系によって選考基準が異なる。基礎医学系については，学位の有無や論文業績
の作成数が主な選考基準となっている。臨床医学系については，専任講師ならびに准教授
の選考基準共に教育，研究，診療の 3 種について一定レベル以上の業績と，診療に傾斜し
た業績の 2 つの基準を設定し，各々の教員のスキルに配慮し，医学部，大学病院の人事運
営に支障のないよう設定されている。
〔点検・評価〕
評価は，基礎医学系，臨床医学系による違い，職位による職務内容の違いなどに配慮し
た多元的業績評価となっている。評価結果は，職位枠を取り払う形で評価される。各教員
の業績を一定の基準で客観的に評価するシステムは，学部の活性化に寄与するものである。
教育，研究，診療の中核を成す専任講師，准教授の選考基準については，基礎と臨床の
違いに配慮した選考基準と，本来の一律基準を両輪として教員人事を行っており，実態に
即した現実的で柔軟な基準設定となっている。また，臨床医学系教員については，本来の
職位とは別立てで，臨床医のステイタスアップを目的とした診療職位の称号を付与してお
り，意識の高揚に一定の成果を上げている。

685

基準 8 教員組織

〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
教員組織を活力あるものとし，よりよい教育研究を行うため，以下のような方策を講じ
て行く。
一つは，教員組織が持てる力を効率よく発揮するため，授業負担の均一化，研究業務の
効率化を図る必要があることから，平成 21（2009）年度より，医学部総務委員会において
各教育研究単位の定員枠の見直しを検討する。
また，現行カリキュラムを改訂して，平成 22（2010）年度から実施することにより，教
鞭を執る側に本学部の特色を浸透させて，医学教育に対する意識，意欲を喚起する。
教員の多元的業績評価については，任期制教員の再任データとするだけでなく，教育研
究評価の低調な教員に対する指導データとして，各教授等の日常的な人事管理の指標とし
て活用を促す為に，平成 21（2009）年度に教員評価委員会にて方策を検討する。
更に，人事交流面では，平成 19（2007）年 4 月に施行された本学特任教員制度を受けて，
医学部特任教員の任用及び処遇に関する取り扱いが，平成 20（2008）年度に内規として整
備されたことから，特任教員が採用されており，国内外機関との共同研究と併せて人事交
流の手段とし，教育研究活動の活性化を図る。
女性教員（医師）の育児休業中の欠員に対する暫定補充については，女性の就労環境，
特に，休業期間中の職務に対する精神的な負担軽減，当該者の勤務する部署員への負担の
軽減の観点から，平成 19（2007）年度より事例ごとに対応がなされており，平成 21(2009)
年度より医学部総務委員会にて検討される，人員枠の見直しに際して，本件の制度化につ
いて検討する。
◇教育研究支援職員
情報処理教育（医用情報学）の担当者が医学部専任教員ではなく兼担教員であり，使用
している情報処理施設も当該兼担教員の所属学部施設であることについては，現状のまま
で良いのか検討する必要がある。
また，教育レベル向上のためには，支援職員のレベルアップが不可欠である。
「支援者は
研究者ではない」ことを理解しながらも，支援職員の資質向上とモチベーションを高める
ために，自己研鑽のための環境整備や研修制度の導入等を検討する。
さらに，基礎医学科目の実習における TA の採用人数が応募数に満たない場合，教員の負
担が大きくなることが危惧されている問題を改善するため，3 年次までの基礎医学の科目で
あれば，修士課程の在籍者でも TA の応募を可能にするなどの検討が必要であると思われる。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
教授候補者の選考にあたっては，医学部全体の将来構想の中に位置づけた観点が希薄に
ならないよう常に留意する必要があろう。
准教授以下の教員の任用を主任教授一人の意志で決定できない仕組みは，長所として挙
げられる。しかし，医学部は専門分化が進んでいることに加え，人物像や臨床上の能力な
どは定性的な判断に委ねられる部分が多く，研究業績至上主義に陥る危険があり，この点
を如何に調和させるかが依然として課題となる。
人事委員会での業績基準は次第にレベルを上げてきている。それにも拘わらず他大学へ
昇任していく人材が少なくなってきている事実に照らし，業績基準に将来性を読みとるフ
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ァクターを導入する必要があり，この点での検討を進める。
任期制教員制度については，平成 17（2005）年度から 19（2007）年度までの 3 年間の
試行期間中に続き必要に応じた改善・工夫を行い，更に使いやすいシステム構築に努める。
◇教育研究活動の評価
教員の教育研究業績を統一した基準で客観的に評価することによって，教員組織の活力
を喚起する。具体的には，多元的業績評価を教員の人事に反映させるための検討を，医学
部教員評価委員会ならびに総務委員会，人事委員会等で平成 21（2009）年度に検討を開始
する。また，日常的な人事管理への活用を促し，各教員に対して適切な指導を行うための
方策も同時に検討する。
２−４．海洋生命科学部・水産学研究科
２−４−１．海洋生命科学部
〔到達目標〕
本学部は学部教育プログラムの継続的改善とその効果的展開を可能にし，なおかつ高い
研究成果をもって社会にこれを還元可能な教員組織を整備する。そのため，明文化された
基準と手続きに従い公正かつ適切な方法により教員の募集，任免，昇任を行う。また，教
員の採用に際しては，国内外に広く人材を求め，男女構成比にも配慮しながら人格，教育
研究能力，教育研究実績，及び社会貢献等の活動実績に留意して候補者を選考する。以上
の基本目標の実現のため，次の具体的到達目標を設定した。
（平成 12（2000）年度学科及
び研究科改組時，平成 14（2002）年度日本技術者教育認定機構（JABEE）試行審査受審
時及び平成 20（2008）年度学部名称変更時に設定）
◇教員組織
1 科目間の連携等，教育プログラムの効率的運用を可能にする適切な教員配置を行う。
2 定年退職等によって生じる欠員については現構成員や学部の将来的方向性に十分配慮し
ながらこれを補充する。
3 教育課程編成の目的を具体的に実現するための各委員会や講座会議を適正かつ効率的に
運用する。
4 学部教員が一致して教育プログラムの充実に取り組める体制を維持するため，兼任教員
への依存度を低く保つ。
5 受入体制を整備しながら，十分な教育研究能力を有し，三陸キャンパスに強い赴任の意
志がある女性教員の確保を目指す。
◇教育研究支援職員
1 TA を効率的に活用し，学部教育の質を確保する。
2 英語教育においては非常勤講師の確保を行う。
3 大型機器の管理操作については，研究補助員の確保に努める。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
1 学問分野に沿った資質豊かな教員を確保するとともに，これまで学部内では展開が難し
かった新たな研究領域の取り込みをも可能にするため，新規採用に際しては公募制によ
る教員選考を行う。
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2 新規採用教員については任期制を適用する。
◇教育研究活動の評価
1 教員の多元的業績評価制度については試行を繰り返しながら，評価基準，評価方法につ
いて慎重な検討を進め，平成 20（2008）年度からの本格実施に繋げる。
2 授業評価アンケート，優秀教育賞の表彰，さらには論文公表に対する研究費の補助を実
施する。
教員組織
必須：学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格，学生数との関係における当該学部の教員
組織の適切性

〔現状の説明〕
本学部は，昭和 47（1972）年の学部開設以来，水産増殖学科及び水産食品学科の 2 学科
体制を維持してきた。その後，平成 12（2000）年度には水産生物科学科として１学科に改
組し，さらに平成 20（2008）年度には改組時に打ち出した，生命科学の視点から海洋生物
資源の利用を考究するという考え方を社会にアピールするため学部名称を海洋生命科学部
に変更した。海洋生命科学部は引き続き一学科体制をとるが，その名称は海洋生命科学科
とした。現在，本学部の在籍学生数は 724 名，専任の教員数は 30 名である。
学 科

教授*

准教授

講師

助教

計

海洋生命科学科

11

9

9

1

30

*教授のうち 3 名は嘱託（教職課程担当の 2 名を含む）
〔点検・評価〕
本学部の専任教員数は設置基準上必要な教員数 17 名をはるかに上回っている。本学部で
は水圏生物に関わる環境科学，分類学，生態学，生理学，生化学，分子生物学，化学とい
った幅広い知識や考え方を教授するが，専門教育科目にかかわる専任教員の全てが，教育
プログラムの専門領域と一致する農学，水産学もしくはその関連分野で博士号を取得して
いる。活発な研究活動を基盤とした教育は本学部の特色の一つであり，学会賞を授与され
ているものは 5 名，科研費の採択率も 50％程度を長期にわたり維持している。したがって，
本学部教員は教育プログラムの特色である「生物学及び化学の区分を超えて幅広い水産の
専門知識を教授する」高い学識と専門性を有していると考える。
本学部の教員１人あたりの在籍学生数は 24 名とやや高いが，これは私学としてはやむを
得ない数値である。また，学部を巡る状況に鑑みると，今後教員の管理運営や社会貢献へ
の参画の増大が予想されることから，教員の教育研究活動への影響が若干懸念される。
教員組織
必須：大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性（専任教員は，専ら自大学にお
ける教育研究に従事しているか）

〔現状の説明〕
平成 18（2006）年度〜20（2008）年度において，本学部教員が本学他学部の授業を担当
する兼担教員数は 3〜5 名，他大学・他教育機関において授業を行う兼任教員数は 1 名ずつ
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であり，また最も多くの授業時間を受け持つ教員でもそれは年間 45 時間以内に抑えられて
いる。加えて，30 時間を超える授業の場合，担当は教職課程担当教員に限られている。
〔点検・評価〕
本学部以外の授業を担当する兼担・兼任教員数は全体の 17％程度であり，その割合は低
い。また，兼担・兼任教員においても，その担当時間数は最大でも週 1 コマ程度で，なお
かつこれに該当する教員は教職課程担当教員に限られている。したがって，兼担・兼任教
員においても本学部での教育研究に支障はなく，専任教員は専ら自学部における教育研究
に従事していると判断する。
教員組織
必須：主要な授業科目への専任教員の配置状況

〔現状の説明〕
＜授業科目における専任教員の担当状況＞
教養・専門別

必修科目

選択必修科目

専門教育（２,３群）

100%

17.1%

教養教育（1 群）

71.0%

54.2%

主要な専門科目には全て専任教員を配置しており，必修の講義科目のうち教員が単独で
担当する 14 科目については，その多くを教授に配当（平成 19（2007）年度：13 科目，平
成 20（2008）年度：9 科目）している。また，学部専門教育科目（2,3,4 群科目）における
専任教員の担当率は約 88.2％であり，非常勤講師 10 名採用しているが，担当する科目は水
産業に関わる社会的・経済的側面に関わる科目，英語Ｃ及び教職課程，学芸員養成課程科
目に限定している。
〔点検・評価〕
専門教育課程における専任教員の配置率は高く，日頃の学生のニーズに対応できる指導
体制になっている。このことは科目間の連携等，教育プログラムの効率的運用を可能にす
るもので適切な教員配置がなされていると評価できる。一方，学部では平成 20（2008）年
度年度定年退職予定者が３名おり，今後これら教員が担当している教科目についても適切
な専任教員を確保することが課題となる。また，若手教員については時代の要請や流れを
反映して分子生物学をバックグランドに有するものが多く，世代交代が進んだ段階ではい
わゆる水産学の実学的側面に関わる一部科目では人材が不足することも予想される。また，
語学教育については専任教員を擁する余裕のないことも問題の一つである。
教員組織
必須：教員組織の年齢構成の適切性

〔現状の説明〕
本学部の専任教員の年齢構成は下表のとおりである。60 歳代のうち 2 名は教職課程担当
の嘱託教授である。本学部では，学部開設当時の若かった教員が定年を迎え，この 4 年間
に 6 名が退職した。このため若手教員の採用により，順次その補充を行ってきており，こ
の数年間で世代交代による全体的な若返りが図られていく。
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海洋生命科学部専任教員の年齢構成は以下のとおりである。
職 位

31〜40 歳

41〜50 歳

51〜60 歳

61〜65 歳

計

教 授

0

3

2

6

11

准教授

1

6

2

0

9

講 師

8

1

0

0

9

助 教

1

0

0

0

1

計

10

10

4

6

30

〔点検・評価〕
上述のように，現在の教員組織には若手からベテランまでそろっており，現在の所，年
齢構成はほぼ適正な状態にあると言える。したがって，ベテラン教員による若手教員の指
導や若手教員相互の切磋琢磨も活発に展開されている点は評価できる。また，世代交代が
進んで若手教員の比率が高まり，今後これらの教員の精力的な活動が期待される。一方，
45〜50 歳の教員が約 1/3 を占めており，現在の学部教育研究活動のアクティビティーは彼
らによって支えられているものの，将来的には人事の停滞も危惧される。
教員組織
必須：教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性

〔現状の説明〕
教務委員会が教育プログラムの具体的運用の役割を担っている。教務委員会では教育課
程に関わる課題の解決のための方針を検討する。また，複数教員が共同して担当する専門
英語，実験・実習科目などの実施方法を策定する。学生実験運営委員会が教務委員会の下
に設置され，実験科目の実験内容の検討や実験用器具・備品，テキストの整備を行ってい
る。本学部には増殖生物学，環境生物学，応用生物化学の 3 大講座があり，本学部の 3 つ
の教育研究目標に対応して，専門教育の教育組織単位と位置づけられる。各講座会議は教
育研究機器に関する教員の要望を収集し，非常勤講師，特別講義講師の選定や科目担当者
などに関わる検討を行い，教務委員会と連携を図りながら教育課程編成に関与している。
また，学部教育プログラムは平成 16（2004）年度より JABEE（日本技術者教育認定機構）
の認定を受けているが，認定審査のための諸活動を担う組織として JABEE 対応委員会が設
置されている。さらに，教授 1 名が一般教育部教授会に参画して，一般教育科目と専門科
目の連携等を協議・調整するシステムの整備にあたっている。
〔点検・評価〕
教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整体制は整備され
ており，適切に機能している。JABEE 対応委員会は，教育プログラムの学習・教育目標，
教育方法，教育内容，教育環境，教育評価，プログラムの継続的改善システム等に関する
点検・評価を行っており，このようなシステムを有していることは高く評価できる。講座
会議は教育課程の連絡調整機能の一部を担っているものの，授業科目の連携調整や教員の
配置調整等については活動が不十分な側面もある。
教員組織
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任意：教員組織における社会人の受け入れ状況
任意：教員組織における外国人受け入れ状況

〔現状の説明〕
本学部には専任教員として社会人を受け入れる特段の方針はなく，あくまで教育・研究・
管理運営能力を教員採用の基準としている。現在本学部で専門教育科目を担当する専任教
員 28 名のうち，企業，官庁，中等教育機関等に籍を置いた者は 7 名（25%）を占める。水
産業の社会的・経済的・国際的側面に関わる授業（水産経済学，水産物流通論，国際海洋
政策）では，現場を周知する非常勤講師（2 名）を企業，公共団体から採用している。
過去に 2 年間外国人の女性研究者を助手として採用した実績はあるが，現在外国人教員
は在籍しない。これまで専任教員として外国人を積極的に採用したことはないが，教員採
用における国籍の制限は設けていない。
〔点検・評価〕
水圏生物の永続的かつ有効な利用を教育目標とする本学部の専門科目において，産業現
場の現状や問題点に関する教育も重要である。企業等の経験者はその意味で貴重な教育資
源と考えられる。専任教員のうち 25％が企業，公共団体所属経験を持つ現状は適切なレベ
ルと判断する。一方，学部が平成 20（2008）年度から展開する新しいカリキュラムではキ
ャリア教育（技術者倫理，プレゼンテーションなど）の充実を一つの目標としているが，
これを支える教員の確保が今後の課題である。
学部・研究科とも外国人教員は在籍しない。しかし，本学部卒業生の国際的な活躍の場
が広がっていることを考えると，国際的視野やコミュニケーション能力の養成に外国人の
協力を得ることは必要なことと認識する。
教員組織
任意：教員組織における女性教員の占める割合

〔現状の説明〕
過去に女性教員を 2 名採用した実績はあるが，現在の教員組織では在籍しない。教員採
用の基本基準は学部・研究科の教育研究理念の実現に貢献し，適切な教育研究能力と実績
を有すること，さらには管理運営の資質においている。したがって，適切な人材ならば女
性教員を積極的に採用する用意はある。本学部では平成 18（2006）年度より，教員採用は
基本的に公募制によっている。これまでの公募でも数は少ないが女性の応募者が含まれて
いた。しかし，上記の基本基準に沿って採否を慎重に検討した結果，採用には至らなかっ
た。
〔点検・評価〕
最近，本学部の女子学生の比率は 25％前後を占め，大学院に進学し，研究職を目指す女
性も増えてきている。したがって，女子学生が抱える特有の悩みなどの相談に乗れる人材
は学生指導上も重要である。現状では非常勤として在籍する女性看護師が対応しており，
さしあたっての問題はないが，女性教員の確保は学部の課題の一つである。しかし，都会
から遠隔地にある学部キャンパスの地理的環境を考えると，既婚の女性教員が本学に赴任
するには難しい側面もある。また，保育施設など幼児を抱える女性が安心して働ける環境
が整備されていないことも問題点の一つである。
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教育研究支援職員
必須：実験・実習を伴う教育，外国語教育，情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状
況と人員配置の適切性

〔現状の説明〕
実験・実習ならびに講義科目の実施を補助する助手を職位として設けているが，現在は
存在しない。ティーチング・アシスタント（TA）として大学院生の採用が可能であり，実
験・実習科目に多数活用している。2 年次の外国語教育は非常勤講師 2 名により展開してい
る。学部の置かれる地理的状況からその確保は容易ではないが，現在の所，問題はない。
一方，3 年次に展開される専門英語は学部長を除く助教までの全教員が担当し，少人数クラ
スで実施している。海洋生物学に関わる米国の教科書を用い，専門用語・表現を中心に英
語講義を行っている。情報処理関連教育は各授業で個別に対応しており，一部科目ではコ
ンピュータやインターネットを積極的に用いた授業が展開されている。また，4 年次におけ
る卒論研究では各研究室において学生個々の研究テーマに応じて情報収集やデータ解析な
どが必要とされ，担当の教員がその指導にあたっている。
〔点検・評価〕
TA の活用により，実験・実習科目が大きな支障なく展開されていることから，この制度
は有効に機能していると考えられる。外国語教育における 2 年次の学習は非常勤講師によ
り基礎的分野をカバーしているが，定年退職等により将来的には新たな教員の確保が必要
となる。情報処理教育における人的補助体制は現段階では導入していないが，卒論研究過
程での実践的教育により，卒業時における学生の情報処理能力が極めて高くなることから，
問題はないと認識する。
教育研究支援職員
必須：教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：ティーチング・アシスタント（ＴＡ）の制度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
一昨年度まで電子顕微鏡に関して研究補助員を置いていたが，該当職員の異動のため現
在は不在である。一方，科学研究費補助金による研究支援者が臨時職員（特別研究補助員）
として一名雇用されており，研究代表者の研究活動を支援している。教員の教育活動は主
に教務課職員によって支援されている。教務課は，教員が担当する講義・実験についての
出欠調書，成績管理，テキスト・資料等の作成などを担当するほかに，教務委員会，FD 委
員会，カリキュラム検討委員会などの補佐業務を行っている。
本学部では平成７（1995）年度より大学院生（博士後期課程ならびに修士課程大学院生）
を TA として採用し，実験科目，講義科目の授業実施を補助する制度を導入している。平成
20（2008）年度の TA は，博士課程大学院生 6 名，修士課程 31 名，計 37 名を採用してい
る。TA は学生実験における実験準備や実験指導，講義科目における講義準備や授業中の学
習補助，さらには小テストなどの採点補助を遂行している。2 年次と 3 年次の学生実験の場
合，教員と TA 一人が担当する学生数は 2 年次生 5.5 名，3 年次生 5.1 名である。
〔点検・評価〕
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研究の効率的遂行には大型機器の導入が不可避であるが，オペレーターが必要となる場
合も多い。現有する，あるいは今後導入を計画している大型機器のいくつかについては，
研究補助員の確保が望まれる。教員の教育業務に関する事務サイドの支援体制は現在のと
ころ大きな問題は認められない。本学部の特色は研究活動の活性の高さとその成果を教育
に反映させることにあり，教員による研究活動は時間的にも資金・施設設備的にも支援さ
れる必要がある。したがって，教育に関わる人的補助体制の整備は教育の効率的展開のみ
ならず，教員の教育活動にかかる負荷を軽減する上でも，極めて重要な課題である。
現状で学部に助手を置いていないが，講義科目，実験実習科目とも助教以上の教員がこ
れに当たっており，TA の活用によりさしあたり問題はない。私立大学の場合，教員数に対
する学生数の比率は高い傾向にあり，TA による授業展開補助は極めて有効である。特に学
生実験の場合，教員一人が 100 名近くの学生を指導しなければならないこともあり，TA の
活用は教育効果の面ばかりでなく，実験の安全管理上も極めて有効である。一方，近隣に
大学が存在しないため，TA の採用源は本学大学院生に限られる問題点がある。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
任意：任期制等を含む，教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
本学部の教員人事では，教授会のもとに教員選考委員会を設置し，教員の採用・昇任な
ど教授会から諮問された事項を審議し，答申する。答申は教授会で審議・決定される。教
授の選考については全員一致を原則としている。なお，選考は「北里大学海洋生命科学部
教授会規程」ならびに「海洋生命科学部教員選考に関わる申し合わせ」に則り，教育・研
究実績と管理運営に関わる資質等を基準として慎重に行われる。教授の採用，昇任人事に
ついては学部長会の議を経て理事会で承認される。
公募制による教員選考手続きは既に導入済みであり，過去 3 年間で 5 名の教員を新規に
この方法で学部外から採用した。この 5 名はいずれも 30 歳代の若手教員であり，助教ある
いは専任講師として赴任した。
本年度も 3 名をこの制度によって補充選考する予定である。
公募による採用は履歴書，研究業績リストとその別刷り，教育研究に対する抱負を基にし
た書類審査ならびに必要な場合は面接審査を経て行っている。なお，学校教育法の改正に
よって新たに設けられた助教職については，新たに資格基準を定め，採用または昇任に適
用している。
本学部では全学的な決定に基づき，平成 20（2008）年度から任期制を一部導入し，任期
制への同意を条件として教員 2 名を新規採用し，教員１名を昇任させた。任期は原則的に 5
年とし，任期終了後の審査により再任を可能とする。本学部に所属する教員については平
成 23（2011）年度を目途に同意を得ながら任期制への移行を図る予定である。
〔点検・評価〕
公募制による教員選考は，多数の応募者の中から，学部教育・研究目標に沿った学問分
野の資質豊かな教員の採用を可能にしている点で有効に機能していると評価できる。また，
これまで学部内では展開が難しかった新たな研究領域の取り込みをも可能にするもので，
学部研究の柔軟性確保にも繋がっている。現在の所，公募に対する応募者は確保できてい
693

基準 8 教員組織

る。したがって，多様な応募者から必要な人材を選考できる点がこの方法の長所である。
一方，わが国の社会・経済情勢は急速に変化しつつあることを考えると，本学部の置か
れた地理的環境などが制限要因として働き，将来的には十分な応募者が確保できないこと
も危惧される。また，一般公募とした場合，応募できる人材は比較的若手に限られるので，
採用年齢が偏る傾向にあることも今後考慮すべきと思われる。
本学部では全学的決定に従って，教員の任期制への移行を図っている。制度が開始され
た現段階では，その有効性や問題点の評価は今後の課題である。本学部では再任基準が未
策定であることから，再任の条件が明確でないことが教員の不安材料となっている。
教育研究活動の評価
必須：教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性
必須：教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性

〔現状の説明〕
学部では以下のような教育研究活動の評価方法を導入している。
1)教員の多元的業績評価制度：
本大学では多元的教員業績評価制度を平成 20（2008）年度から導入する。また，この
評価に基づいて任期制教員の再任審査を行うこととしている。本学部では部門評価基本
規程，評価委員会規程を策定の後，評価基準の試案を策定し，平成 18，19（2006，2007）
年度には評価試行を実施した。評価基準は教育・研究・社会貢献・管理運営の 4 大項目
からなる。教育及び研究に関する評価項目及び評価小項目（括弧内）は次のとおりであ
る。
教育： 授業担当コマ数（本務学部等・研究科等の授業コマ数，他学部・他研究科の
授業コマ数）
，授業の改善・工夫（授業内容の改善，学生の授業評価，大学院学
生の研究指導），学生支援（クラス主任，学生支援に関する委員会等）
，その他
特記事項（教育改善に関する活動）
研究： 学術活動（学術論文・総説・著書）
，学会（国際学会・国際シンポジウム，国
内学会・国内シンポジウム）
，研究費（国等の科学研究費等補助金，受託研究費・
研究助成寄付金）
，その他特記事項（学会賞・特許等）
2)教員の教育に関する貢献の評価方法：
本学部ではすべての講義科目，演習科目について最終講義日に無記名による学生アン
ケートを実施している。このアンケートでは学生の講義に対する取り組み状況と共に，
板書の仕方，講義に対する教員の工夫と熱意，講義資料の利用の有無など教員の教育技
法や教育効果に関する設問を設けている。平成 15（2003）年度より「ベストティーチャ
ー賞表彰規程」ならびに「ベストティーチャー賞表彰規程細則」を制定した上，授業評
価アンケートの高得点者３名に対しベストティーチャー賞を授与している。また，学部
では本賞を教員の教育業績評価の一環と位置づけ，受賞者には研究費を補助してきた。
平成 19（2007）年度からは名称を優秀教育賞に改め，研究費の配分を取りやめるととも
に選考人数を 8 名に増員した。
3)研究費の傾斜配分：
本学部・研究科では教員の研究活動活性化に資するため，研究費の傾斜配分制度を実
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施している。すなわち，准教授以下の教員を対象として査読付英文学術誌にファースト
あるいはセカンドオーサーとして研究を公表した場合，1 報につき 20 万円の研究費を補
助している。
教員採用に関わる公募においては公募要領に当該分野における適切な教育研究活動実
績があることを採用の基準とすることを明記している。また，必要書類の提出とともに
面接審査を行い，研究分野やその内容を対象として学生を想定したプレゼンテーション
を求めている。教員選考委員会においてはこれら資料やプレゼンテーションさらには質
疑応答を総合的に評価して選考審議を行っている。
〔点検・評価〕
多元的業績評価については本年度より本格実施に入り，その点検・評価は年度ごとに進
める必要がある。研究活動については学術論文発表数や研究費獲得状況など比較的その定
量化が容易である。これに対し，教育業績評価については定量化が難しい。現状では学生
の授業評価アンケートやアンケートに基づいて表彰されるベストティーチャー賞がこれに
あたるが，その適切性を含めさらに議論が必要である。一方，学部における研究業績は高
いレベルを維持しており，論文公表に対する研究費の補助が若手教員の研究活動を活性化
する上で有効に機能していると判断できる。
公募教員選考においては応募者の教育研究活動とその能力が適切に配慮され，高い資質
と実績を有する人材が確保されていると判断する。昇任人事においても小規模な学部なの
で各教員の日常的活動を相互に認識することは容易であり，教育研究能力の把握は適切に
行われている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
1 学部教員の現在欠員は 2 名であり，加えて平成 21（2008）年度定年退職教授 3 名が予定
されていることから，これらの欠員については来年度までに補充を行う。また，教育研
究のさらなる活性化と人事の停滞を防ぐため，学部が現在敷いている大講座制の効果的
運用による昇任・採用人事の柔軟性を図る。
2 今後も兼任教員への依存度を低く保ち，学部教員が一致して教育プログラムの充実に取
り組める体制を維持する。このため，公募制や任期制，さらには特任教員などの柔軟な
運用により，今後も多様な人材を確保する。また，FD 活動を積極的に展開しながら，高
い教育能力を有し，多様な科目に対応可能な人材を育成する。
3 教育内容の拡充を実現するためには学部間，大学間連携を効果的に活用する授業形態の
推進も必要と考える。現有のテレビ会議システムを有効に活用するとともに，情報基盤
センターの協力を得ながら今後 1〜2 年のうちには学部間遠隔地授業が可能な通信環境を
整備する。
4 教員組織における年齢構成のバランスを維持するため，新規採用の際には年齢にも配慮
する。
5 教育プログラムに関わる教務委員会，学生実験運営委員会などの委員会組織を引き続き
効率的に運用し，それぞれの機能を発揮できるよう支援する。一方，講座会議について
は科目間の連携等，教育課程の連絡調整機能を強化する。プログラムの点検・評価は
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JABEE 対応委員会が認定審査の際にこれを行っているが，継続的な点検・評価を任務と
して明確に位置づける。
6 新しいカリキュラムにおいて強化を目指しているキャリア教育については，社会人の登
用も一つの考え方ではあるが，学部教員数の制約を考えると，専門教育の希薄化を招く
恐れがある。この問題については，非常勤講師の活用で対応する。
7 十分な教育研究能力を有し，三陸キャンパスに強い赴任の意志がある女性教員の確保を
目指す。保育施設など女性教員を支える環境については自治体等の協力が得られるよう
交渉を続ける。
◇教育研究支援職員
1 学部の地理的条件から，教育研究の人的補助体制を支える多様な人材を近隣から確保す
ることは難しい。この点については，TA の活用とその効率的運用により解決を図る。一
方，現在のところ TA の活用は採用する教員に任されているが，新カリキュラムにおける
系統的学生実験プログラムでは TA の組織的教育や計画的配置を行う。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
1 本学部では平成 20（2008）年度より教育・研究・社会貢献・管理運営を評価項目とする
教員の多元的業績評価を導入している。慎重に検討しつつも，その評価を人事に反映さ
せる方向で考える。また，学部の将来構想に基づきながら計画的に教員の任免・昇格を
行う。任期制については可及的速やかに再任基準の策定を行う。
◇教育研究活動の評価
1 北里大学では高等教育開発センターを設置し，授業評価の全学統一化，教育業績評価へ
の活用等についても調査，研究が行われている。この議論に参加しながら，よりよい教
育業績評価の開発を行う。一方，授業評価アンケート，優秀教育賞の表彰，さらには論
文公表に対する研究費の補助は引き続き実施する。
２−４−２．水産学研究科
〔到達目標〕
高度な専門教育を施し本分野において活躍できる専門技術者・研究者を輩出するととも
に，質の高い研究成果をもち社会に還元可能な教員組織を整備する。また，教員の適切な
確保と配置に努め，それぞれの職位に応じてその能力を最大限に発揮できる組織体制を構
築する。以上の基本目標実現のため，次の具体的到達目標を設定した。
（平成 12（2000）
年度学科及び研究科改組時，平成 14（2002）年度日本技術者教育認定機構（JABEE）試
行審査受審時及び平成 20（2008）年度学部名称変更時に設定）
◇教員組織
1 水圏生物科学専攻設置の理念・目的を達成するため，適正かつ柔軟な教員組織を整備す
る。
2 学部の専門教育担当教員から構成される研究科教員組織を今後も維持する。
◇教育研究支援職員
1 教員の教育研究業務に関する事務サイドの支援体制を強化する。
2 大学院研究用として多用される大型機器の稼働・保守整備について人的補助体制を整備
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する。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
1 本研究科の理念・目標の実現に合致する多様な人材を確保するため，新規採用について
は公募制を導入する。
2 教員の採用，昇任手続きに当たっては，明確な基準の下，教育研究業績，管理運営能力等
多面的な観点からその妥当性を評価する。
◇大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
1 関連研究機関との連携大学院を形成し，学生の教育機会充実を図るとともに，研究者の
人的交流を強化する。
教員組織
必須：大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類，性格，学生数，法令上の基準との関係における
当該大学院研究科の教員組織の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
本研究科は， 水産学諸分野で培われてきた伝統的技術と最新の科学技術を駆使して，食
糧の安定供給に向けた水圏資源生物の持続的かつ高度な利用と，これを実現するために必
要な生物資源管理や生息環境の保全などの課題の本質を国際的視野に立って究明すること
ができる研究者・専門技術者を養成すること
念・目標は大学院

に理念・目標を置いている。また，この理

学生便覧・学修要項 に明記するとともに，ホームページ等を通じて

広く社会への周知を図っている。本研究科は博士前期課程（修士課程）ならびに博士後期
課程（博士課程）から構成され，教育課程は 3 専門分野（水産増殖学，環境生物学，応用
生物化学）から成る 1 専攻（水圏生物科学専攻）を置いている。学部専門教育課程を担当
する教員は大学院を兼担することとなっており，教員組織ならびに教育組織は学部と共通
する。平成 20（2008）年度の専任教員の構成ならびに同年度における在籍学生数は表のと
おりである。
＜水産学研究科大学院生数及び担当教員数＞
課 程

学生数

修士課程

39

博士課程

7

計

46

教授

准教授

講師

助教

教員数

9

9

9

1

28

9

9

9

1

28

学生数/教員数
1.64

また，本研究科の授業科目は水産学研究科学修要項に記載のとおりであり，研究科にお
ける授業の構成は次のとおりとなっている。
博士後期課程： 講義科目 10，演習科目 10，実験科目 10
博士前期課程： 講義科目 20，演習科目 10，実験科目 10
〔点検・評価〕
本研究科は理念・目的に則した教育課程とそれに適合した組織と教員を整え，各専門分
野ともそれぞれの研究分野における独自性をもっており，概ね評価できる。教員が学部教
員も兼務しており，学部カリキュラムとの整合性・一体性もこれによって保証されている。
平成 12（2000）年度の学部改組に対応して，研究科も水産学専攻を廃止して，新たに水
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圏生物科学専攻を設置して現在に至っている。入学生の確保ならびに教員の研究活動は順
調に推移しており，組織改組は研究科の充実に寄与したと評価する。本研究科の教員 1 人
あたりの在籍学生数は約 1.6 人であり，十分な個人指導が可能な体制である。また，教員は
全て関連分野の博士号を有しているとともに，活発な研究活動（平成 18（2006）年度にお
ける教員 1 名当たりの原著論文数：2.2 報）を展開しており，十分な資質を持った教員から
教育研究組織は構成されていると判断できる。
教員組織
必須：大学院研究科における組織的な教育を実施するための，教員の適切な役割分担及び連携体制確保の
状況

〔現状の説明〕
水産学研究科における組織的な教育・研究を実施するための会議体として研究科長が議
長を務める研究科委員会が置かれ，定期的（月 1 回）に開催されている。研究科委員会で
は入試，教育課程，研究プロジェクト，他大学との連携などに関わる事項が協議される。
研究科を構成する水圏生物科学専攻には専攻科長が置かれ，研究科委員会における検討事
項の調整にあたっている。研究科の教員は学部において専門教育課程を担当する教員が兼
担することとなっている。また，教育組織・事務組織も共通する。したがって，研究科に
おける教育展開のための教員の役割や連携体制は学部と共通する。
〔点検・評価〕
研究科委員会は定期的に開催され，決定事項は確実に実施されている。また，教員組織
が学部と共通することから，講座会議において学部・大学院の検討事項を一括して協議す
ることも効率的である。したがって，教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員
の役割分担は適切に行われており，教員間における連絡調整体制は整備されていると判断
する。
教育研究支援職員
必須：大学院研究科における研究支援職員の充実度
必須：大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（ＴＡ）
，リサーチ・アシスタント（ＲＡ）の制
度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
実験・実習ならびに講義科目の実施を補助する助手を職位として設けているが，現在は
該当する教員はいない。また，昨年度まで電子顕微鏡に関して大型機器等のオペレーショ
ン，維持などに当たる研究補助員を置いていたが，該当職員の異動のため現在は不在であ
る。一方，科学研究費補助金による研究支援者が臨時職員（特別研究補助員）として 1 名
雇用されており，研究代表者の研究遂行を日常的に支援している。
本研究科修士課程及び博士後期課程の組織は学部と共通するため，教員と研究支援職員
の連携・教育関係は学部の同項目で記したとおりである。
本大学ではこれまでのところ研究科における TA 制度を導入していないので，その活用実
績はない。また，RA 制度についても制度はあるものの採用の例はこれまでのところない。
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〔点検・評価〕
助手を置いていないが，大学院生や卒論生の活発な研究活動に支えられ教員の研究は概
ね問題なく進められている。研究の効率的遂行には大型機器の導入が不可避であるが，オ
ペレーターの存在が必要となる場合も多い。現有する，あるいは今後導入を計画している
大型機器のいくつかについては，研究補助員の確保が望まれる。教員の教育研究業務に関
する事務サイドの支援体制は十分に機能しており，大きな問題は認められない。
本研究科における教育の最大の特色は研究活動の高いアクティビティーとその成果を教
育に反映させることにあり，教員による研究活動は時間的にも資金，施設設備的にも支援
される必要がある。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
必須：任期制等を含む，大学院研究科の教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
専門教育を担当する学部教員は全て水産学研究科の教員を兼任することとしているため，
専任教員の採用・昇格における大学院に特化した基準・手続は設定していない。公募の際
には採用後大学院教育課程も兼務することを公募要領に明記し，選考過程では研究業績や
面接時における質疑応答を参考に研究能力の評価を慎重に行っている。また，任期制につ
いても学部と同じ取り扱いとなっている。
〔点検・評価〕
これまでのところ，博士課程，修士課程とも適切な大学院教育が施されており，修了生
は多様な分野で活躍している。また，教員は活発な研究活動を推進している。科学研究費
の採択率が 50％を超える値で推移していることはその証左と考える。したがって，大学院
に置いても専任教員の人事は適切に行われていると評価する。
教育研究活動の評価
必須：大学院研究科における教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性
任意：大学院研究科の教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況

本研究科の教員は基礎となる学部と兼務しているため，学部の「８教員組織（１）学部
等の教育組織」の項に記載した内容に準じて，教育研究活動の評価を実施している。
大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
必須：学内外の大学院と学部，研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性

〔現状の説明〕
本研究科は，平成 10（1998）年度に海洋生物資源の利用に関わる新たな教育研究領域と
して注目されつつあったバイオテクノロジー分野を強化するため，株式会社海洋バイオテ
クノロジー研究所との連携大学院を発足させ，1 客員講座を開設した。客員講座には教授，
准教授を置き，研究機器の相互利用や共同研究プロジェクトを通じて研究連携を行った。
同講座の教員は，水産学研究科の授業科目を担当するほか，修士課程大学院生の研究指導
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に当たり 2 名の修了生を出した。この連携大学院については同研究所が平成 20（2008）年
3 月をもって閉鎖となったためこれを解消したが，現在は海洋研究開発機構（JAMSTEC）と
の新たな連携大学院構想を実現すべく準備中である。
一方，新たな手法習得や，三陸キャンパスでは実施が難しい研究内容については，学外
の大学院や研究所における学外学習を活用している。この制度は指導教員と他機関受け入
れ研究者の間で研究実施に係わる覚え書きを締結して行うもので，平成 20（2008）年度に
おいても東京大学海洋研究所，東京大学大学院生命科学研究科，石川県立大学などで実施
されている。
〔点検・評価〕
本研究科の置かれた地理的環境から学外研究機関との人的交流は都市部に所在する大学
院に比べて難しい状況にある。にもかかわらず，研究科では連携大学院の設置や学外学習
制度の活用など積極的に学外研究機関との人的交流を図ってきたことは評価できる。海洋
バイオテクノロジー研究所の閉鎖に伴い，連携大学院が解消されたことは残念であり，新
たな方策を模索する必要がある。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
水圏生物科学専攻設置の理念・目的を達成するための体制は整っており，今後も適切な
教員の確保と配置に努める。一方，学部の同項目でも記したように多様な研究分野に対応
可能な大講座制を今後も維持する。
◇教育研究支援職員
教員の教育負荷軽減のため，特定分野への特任教員の採用など可能な限り人的支援体制
を整備してゆく。一方，研究科の置かれる地理的状況から困難な点難もあるが，大学院研
究用として多用される大型機器の稼働・保守整備にあたる臨時職員の採用を試みる。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
大学や学問分野を巡る社会的要請に敏感に対応しつつ，学部・研究科の理念・目標の実
現に合致する人材を確保するため，今後とも採用・昇任・任期制についてその基準・手続
を確実に運用する。
◇大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
平成 20（2008）年度中に海洋研究開発機構との連携大学院構想を実現に移すべく準備を
進める。また，学外学習や研究者間の共同研究を進め，他研究機関との人的交流を一層充
実させる。
２−５．看護学部・看護学研究科
２−５−１．看護学部
〔到達目標〕
看護学部の教育目的のひとつは，人格的に優れ，科学的・文化的素養を備えた看護職者
を育成し，時代のニーズに応じて看護教育を刷新することにある。時代のニーズに合う実
践的な看護学教育を推進するための可塑性のある教育研究組織を編成し，教育理念・目的
の達成を目指して再構築した新カリキュラムを円滑に進行させるための適切な組織の運用
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に向けて，次に示す到達目標を設定した。
（平成 18(2006)年度事業計，平成 19 年度教員組
織の変更，以降順次に設定）
◇教員組織
1 FD 活動を含めた教育目的に応じた教育研究組織の再編成のための機動的な組織を必要
に応じ設置する。
2 教育理念である看護教育の刷新に向けて，他の看護系大学に適切な教育・研究上の援助
を行う。
3 主要な授業科目の担当専任教員の割合が 9 割以上となるよう維持する。
4 専任教員確保を強化するとともに，専任教員の長期在任を目指して教育・研究環境を改
善する。
5 大学設置基準を超え，看護学の核となる科目を教授するための教授数を確保するととも
に，看護学臨地実習に対応できる若い人材を確保する。
6 新 5 領域体制の定着と領域間の調和，協力体制を維持しつつ，各種委員会活動を通じて
教員間の意思疎通を密にする。
7 新カリキュラムの学年進行に合わせ必要な体制の変革を行う。
8 臨床看護実践者の積極的な採用・授業への活用，国際交流協定を結んでいる UCLA 看護学
部教員による授業を積極的に取り入れる。
◇教育研究支援職員
1 一般教育部との連携を密にして，学部カリキュラムとの調整を図り，外国語・情報関係
教育を充実する。
2 看護学臨地実習について必要な教員を確保するとともに，その他の実習については，看
護学教員の支援体制を組む。
3 教員と事務職員との密接な連携を常時維持すべく相互に意識づける。
◇教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続 ◇教員研究活動の評価
1 教員の採用，昇任・昇格の手続きを明文化して公正性を確保する。
2 専任教員の多元的業績評価制度について，適切な評価項目を作成して実施することによ
り，教員業績を公正に評価する。
3 教員の任期制移行を円滑に実施する。

教員組織
必須：学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格，学生数との関係における当該学部の教員
組織の適切性

〔現状の説明〕
看護学部の収容定員は 400 名，在籍学生数は 478 名であり，大学設置基準（第 13 条関係：
専任教員 12 名／収容定員 200〜400 名，専任教員 3 名／超過定員 400 名当たり，原則とし
て教員の半数は教授とする）の条件は十分に満たしている。2 年間の全教員協議のもと平成
19（2007）年度に基礎看護学，臨床看護学，生涯発達看護学，生活支援看護学，看護シス
テム学の 5 つの領域に再編成されて，現在 49 名の専任教員を擁する。教授数の要件も充足
している。
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学 科

教授

准教授

講師

助教

助手

計

看護学科

13

10

13

7

6

49

在籍学生数 10 名に対して１名以上の専任教員がいることとなり，専任教員数は充実して
いる。本学部の教育目的は，関連他職種との協働の中で，主体性をもって医療・保健・福
祉の促進に貢献する看護職者を育成することであり，そのための教育において重視される
看護学臨地実習に対しても十分な指導を行うために必要な組織・人員配置となっている。
〔点検・評価〕
全国の看護系大学では，旧来の小講座制から大講座・領域制や担当科目制などの方向に
移行してきた。本学部でも平成 19（2007）年度から，新しい教育課程に合わせた 5 領域制
に改編したことにより，人事の停滞は解消され，12 の小講座制（系と称した）の体制下よ
り，領域内あるいは領域間の教員の相互協力が得られやすくなっている。同時に看護学に
おける科目や，領域の位置づけを教員個人に認識させる役割も果たしつつある。現在，試
行の段階であり，正確な評価にはなお数年を要するが，教員組織として領域内で緩い関係
にしたことで，教員間の関係や協力が良くなっていることは評価できる。
教員組織
必須：大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性（専任教員は，専ら自大学にお
ける教育研究に従事しているか）

〔現状の説明〕
本学部における，平成 19（2007）年度の総授業時間数は 3,585 時間（非常勤の担当時間
を含む）で，専任教員が他大学の被委嘱非常勤講師として行った総授業時間数は，9 名分の
合計で 137 時間（全体の 3.3％）であり，その割合は極めて少なく，本学部の専任教員は，
ほぼ自学部に特化した授業を実施している。また，各教員は研究主題登録制度，重点共同
研究制度にもとづいて，専ら本学で研究に従事している。
〔点検・評価〕
専任教員の位置づけは看護学部では適切である。
教員組織
必須：主要な授業科目への専任教員の配置状況

〔現状の説明〕
看護学の主要な授業科目である 2 群，3 群の必修科目について専任教員が科目責任者とな
っている割合は下表のとおりである。合計して 9 割を越える科目を専任教員が責任者とな
って担当していることから，その配置は十分である。
＜2 群,3 群必修科目における専任教員の担当状況＞
必修科目数

科目責任者が専任の科目数

看護学 2 群

20 科目

17 科目

85.0%

看護学 3 群

28 科目

28 科目

100.0%

計

48 科目

44 科目

91.7%

〔点検・評価〕
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看護学臨地実習体制も含めて専任教員は十分な配置となっている。看護学教育 20 年余の
実績を持ち，多くの卒業生を輩出してきたことが，本学部教員充足に繋がっており，長所
である。一方，他大学からの引き抜きも多いため，教員の流動性が高いという課題を持つ。
教員組織
必須：教員組織の年齢構成の適切性

〔現状の説明〕
専任教員の年齢構成は下表のとおりであり，バランスのとれた年齢構成となっている。
看護学部専任教員の年齢構成は以下のとおりである。
職 位

21〜30 歳

31〜40 歳

41〜50 歳

51〜60 歳

61〜65 歳

計

教 授

0

0

1

11

1

13

准教授

0

2

5

3

0

10

講 師

0

9

4

0

0

13

助 教

0

6

1

0

0

7

助 手

2

3

1

0

0

6

計

2

20

12

14

1

49

〔点検・評価〕
61 歳以上は新規採用のとき嘱託となる制度（大学全体の制度）のため少なく，年齢構成
は標準的で問題はない。
教員組織
必須：教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性

〔現状の説明〕
教員組織を 5 つの領域制へ改編したことで，従来の 12 系内の狭い範囲での連絡調整に比
べ，教育課程を体系化するための連絡調整がますます重要となった。毎月開催される教授
会を平成 18（2006）年度から講師以上が参加する拡大教授会へと拡大するとともに，助教・
助手への連絡を密にするための教員会議（毎月開催）も平成 19（2007）年度から全教員の
連絡調整と研修の場に変えた。新カリキュラムの編成を具体化させた 19 年度は，看護学の
科目別会議，5 領域別会議の 2 つの側面から議論して意思の疎通を図った。また，平成 20
（2008）年度は，看護師・保健師の国家試験出題規準をもとに，全領域における教授項目
の脱落の有無について，教育委員会主導で調査し教育課程編成の検証を行っている。
〔点検・評価〕
教授会をはじめ種々の会議の態様を変更し，教員会議や FD 研修等を通じて教員間の意思
の疎通を図るように工夫・改善に努めてきた。また，平成 18（2006）〜19（2007）年度は，
新教育課程の実現のために学部グランドデザインの会議を全教員参加のもとに開催し，本
学部教育に関する合意が全教員に行き渡った。現在，教員間の連絡調整は十分とれている。
教員組織
任意：教員組織における社会人の受け入れ状況
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任意：教員組織における外国人受け入れ状況

〔現状の説明〕
臨床看護職としては実践経験が重視されるため，社会人経験者が優先される傾向にある。
現在，専任教員に外国人はいない。外国人雇用には種々の問題点もあるが，施設整備等の
全学的支援体制が必要である。看護学教育国際化の重要性は自覚しており，国際交流のた
めに訪れる外国の看護教員・実践者（平成 19（2007）年度は，カナダ看護協会役員，UCLA
教員，モンゴル国立大学教員）の特別講義を企画し，学部学生・大学院生に聴講させてい
る。
〔点検・評価〕
看護実践経験を重視する方式は，社会人の受け入れ体制としては有効である。看護実践
と乖離しないことは重要であるが，経験年数のみに拠らない評価も必要である。
国際的な看護学教育は有益であり，積極的に企画を続けている。財政面での支援や宿泊
施設（国際交流センター）などの未整備による，問題点に遭遇することがある。
教員組織
任意：教員組織における女性教員の占める割合

〔現状の説明〕
本学部の教員中に占める女性教員の数及び割合は，次のとおりである。
区 分

教授

准教授

専任講師

助教

助手

計

在籍教員

13

10

13

7

6

49

女性教員

8

9

9

6

2

34

占有率

61.5%

90.0%

69.2%

85.7%

33.3%

69.4%

〔点検・評価〕
最近は男性看護教員が若干増加し，助手層で女性の割合が減少しているが，女性の占め
る割合が極めて高いことが看護学部の特徴である。将来もこの傾向が続くことは確実であ
る。
教育研究支援職員
必須：実験・実習を伴う教育，外国語教育，情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状
況と人員配置の適切性

〔現状の説明〕
看護学臨地実習は，専任教員が担当し，それ以外の実習（基礎医学系の実験・実習）に
ついても看護系教員が支援する体制が整っている。臨地実習は，看護系の全教員があたり，
人的に不足する一部の実習については，非常勤の実習担当教員を加えている。外国語教育
は一般教育部で担当する看護学１群科目のほか，学部に専門英語科目をおき，専任教員及
び非常勤講師が担当している。情報処理関連教育も一般教育部で担当するほか，看護学 2，
3 群の情報処理関連科目は，学部の専任教員が担当している。
〔点検・評価〕
教員配置は適切である。

704

基準 8 教員組織

教育研究支援職員
必須：教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：ティーチング・アシスタント（ＴＡ）の制度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
教育支援は事務局の教務担当職員が行っており，科学研究費等の申請や研究主題登録に
よる学部内研究，重点共同研究等の事務的支援は，総務担当職員が適切に実施している。
TA は制度として定着しており，毎年演習等の授業で科目責任者が申請し，それに応募する
大学院生が存在する。大学院生は教育経験を持つことで自身の履歴ともなり，経済的援助
にもなる。制度として定着し，問題は指摘されていない。
〔点検・評価〕
教育研究支援の連携・協力関係は適切であり，特に問題はない。TA 制度も定着し，活用
も活発である。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
任意：任期制等を含む，教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
教員の採用・昇任等に関して「北里大学看護学部教授・准教授・講師・助教・助手候補
者の選考に関する内規」
（平成 18（2006）年 11 月 21 日制定）にもとづき教員選考を実施
している。教授に関しては 5 名の委員，助手を除くその他の職位では 3 名の委員による選
考委員会を組織し，助手については学部の運営協議会が採用や昇任の適切性を協議して，
それぞれ教授会に報告し審議に諮るため，選考手続きは適正に執行されていると考える。
教員の任期制については，大学全体で平成 20（2008）年度から新規採用教員の任期制が，
平成 23（2011）年度から全教員の任期制が施行される。
〔点検・評価〕
検討を重ね選考内規を作成し，適正に運用されていることから，現行方式による手続・
基準は適切である。
教育研究活動の評価
必須：教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性
必須：教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性

〔現状の説明〕
多元的業績評価制度により，全教員の教育研究活動が平成 20（2008）年度の実績から評
価される。評価方法の適切性・有効性は実施結果を待ち判断する。個人の業績の判断基準
は現在協議中であるが，一方的な評価ではなく教員個人から異議申し立てができる制度と
なっている。
教員の選考基準は，看護実践経験を重視するとともに，教育・研究業績を等しく考慮し
ている。教育・研究能力への配慮は，教育への抱負や研究への抱負を書類として記載して

705

基準 8 教員組織

もらい，看護学教育・研究への有効性を判断すること，人的つながりのない教員採用につ
いては面接を実施して判断している。
〔点検・評価〕
教員の多元的業績評価制度については，今後の評価結果を待って点検する。
教員の選考基準は，教育研究能力を判断するのに適切・有効に機能している。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
2 年間の全教員協議のもとに，平成 19（2007）年度から再編成された看護学 5 領域制に
よって新カリキュラムの進行と，領域内の教員の連携，領域間の協力体制を模索しつつ，
学部教育の教育課程の完成度を高めていくことを現在の課題としている。FD 活動とグラン
ドデザイン委員会における全教員協議のように，常時の改善活動と改革に当たっての機動
的な検討組織設置の体制を今後とも維持する。また教育目的との整合性をその時点で検討
することの重要性を全教員に意識づける。新カリキュラムの学年進行と合わせて，組織変
革も進行させていく。
専任教員は自らの学部教育に責任を持った上で，教育・研究業務の適切な配分と平準化
が実現できるよう，生じた課題についてその都度協議を行って対処する。必修の主要科目
について，9 割以上である専任教員の担当割合を今後とも維持する。しかしながらわが国の
看護教員が不足する状況から，他看護系大学への必要な教育協力は惜しまない。
教員のさらなる充足については，20 年を越えるこれまでの教育実績を生かして努力する。
◇教員研究活動の評価
教員の研究活動の評価については，大学による専任教員の多元的業績評価制度にもとづ
き，学部独自の適切な評価項目・評価基準を作成し，平成 20（2008）年度から実施する。
当該評価結果を踏まえて，評価項目及び基準等の見直しを行い，適切な評価方法を確立す
る。
２−５−２．看護学研究科
〔到達目標〕
看護学研究科の理念・目的にもとづき，各教育課程に沿う領域において実践・教育・研
究について優れた能力が発揮され，同時に，各課程が目指す人材育成の目的を果たす幅広
い看護領域をカバーできる教員組織を目指すため，以下に示す到達目標を設定する。
◇教員組織 ◇教育研究支援職員
1 看護学と看護学を支える周辺領域の教員を適切に配置する。
2 教員の教育・研究活動を支援する体制を整える。
（教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続）
1 教員の資格認定を適切に行う。
◇教育研究活動の評価
1 看護実践領域の教員が実践家と適切な学術交流を実施する。
2 国際的な研究活動を行う。
3 他機関，他部門との共同研究を推進する。
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4 研究活動の資金の獲得を目指す。
◇大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
1 非常勤講師・兼任・兼担講師の適切な配置に配慮する。
教員組織
必須：大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類，性格，学生数，法令上の基準との関係における
当該大学院研究科の教員組織の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
本研究科は看護学専攻 1 専攻である。修士課程は本学の建学理念，看護学部の理念・目
的，研究科の教育目標，社会的ニーズにもとづき，基礎看護学，感染看護学，がん看護学，
クリティカルケア看護学，精神看護学，健康看護学，小児家族看護学，母性家族看護学，
成人・老年家族看護学の 9 専攻分野からなり，各分野は，看護実践家育成（専門看護師）
コースと，研究・教育のリーダー育成コースの，いずれか一方または両者の指導をする教
員組織を有する。博士課程は，看護学の専門的知見を深く追求し，看護研究方法論を集積
し，独立して看護学研究を推進できる研究者育成に力点をおいた教員組織となっている。
＜看護学研究科大学院生数及び担当教員数＞
課 程

学生数

修士課程

35

博士課程

12

計

47

教員数
32

学生数/教員数
1.46

32

現在，修士課程，博士課程合わせて 47 名の学生に対して 30 名の教員（看護学教員 26 名，
近接領域教員 4 名）が確保できており，専任教員数は充実している。
〔点検・評価〕
専任教員の構成は，実践家育成，教育・研究者育成両者の視点からみて適正に構成され
ており，関連科目を担当する看護系教員も充実し，若手教員による今後の教育も大いに期
待できる。現在，教授が配置されていない 1 領域を除き，全領域に学生が在籍している。
博士課程の各専門分野の担当教員は，すべて修士課程の担当者であり，修士課程と関連
を持たせながら教育が進められている。同様に修士課程担当教員は全員学部教員が兼務し
ており，教員組織こそ違え関連を意識した教育を行っている。
感染看護学においては，平成 21（2009）年度から准教授（看護学教員）の配置が予定さ
れており，数年後には募集を一時停止している博士課程も再開する予定である。したがっ
て，目標はほぼ達成されていると評価できる。
教員組織
必須：大学院研究科における組織的な教育を実施するための，教員の適切な役割分担及び連携体制確保の
状況

〔現状の説明〕
組織的な教育を実施するため各課程の担当教員を以下のとおり配置している。
【修士課程 30 名】
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基礎看護学

6

健康看護学

5

精神看護学

3

感染看護学

2

家族看護学Ⅰ(小児）

1

関連科目講師

1

ｸﾘﾃｨｶﾙｹｱ看護学

1

家族看護学Ⅱ(母性)

5

がん看護学

4

家族看護学Ⅲ(老年･成人)

2

ｸﾘﾃｨｶﾙｹｱ看護学

1

家族看護学Ⅱ(母性)

2

看護生涯教育学

1

がん看護学

3

看護情報管理学

2

【博士課程 ９名】

このほか，修士課程では本学の他研究科所属の兼担教員，学内の兼任教員（看護職者），
学外の非常勤講師が教育にあたる。博士課程の教員組織はすべて教授からなる。兼担・兼
任教員の配置はないが，研究の必要に応じその都度，学内外の教育研究者に依頼している。
〔点検・評価〕
教員は，ほぼ適切に配置され，教育及び各領域内での役割分担は適切に行われており，
一部教員配置が不十分な分野については，他領域の教員や学外教員の協力を得ていること
から，目標はほぼ達成されていると評価する。
教育研究支援職員
必須：大学院研究科における研究支援職員の充実度
必須：大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（ＴＡ）
，リサーチ・アシスタント（ＲＡ）の制
度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
本研究科独自の研究支援職員はいないが，学部職員との兼任で教育研究活動支援を展開
している。
，教務，庶務の事務職による教育・研究活動の支援体制は順調に実施されている。
TA は，研究科としての採用は実施されていない。RA の採用は学内規定で整備されてい
るが，現在まで本研究科での採用はない。
〔点検・評価〕
事務職の教育・研究支援体制は研究者と連携，協力関係が良好であることから，ほぼ適
切であると評価する。今後は，TA 及び RA の大学院生の活用を検討し，体制づくりを行う
必要がある。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
必須：任期制等を含む，大学院研究科の教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
本研究科の教員は，本学部教員が，研究科教員として適格かどうかの審査を受けて任用
されるため，学部の教員組織の同項に準ずる。
任用・昇格は「北里大学大学院看護学研究科教員資格基準（平成 17(2005)年 3 月 1 日制
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定）
」にもとづく。候補者は，研究科運営協議会（研究科長，専攻主任及び委員 2 名）が研
究科委員会に推薦を行い，審議に委ねる。
それ以外の基準・手続きは，
「８教員組織（１）学部等の教育組織」の項に記載した。
〔点検・評価〕
教員の資格認定は，資格認定基準が明確であり，基準にそって適切に運用されているた
め，目標は達成していると評価する。
教育研究活動の評価
必須：大学院研究科における教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性
任意：大学院研究科の教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況

〔現状の説明〕
看護実践領域の教員の多くは，臨床実践家，特に隣接する北里大学病院や北里大学東病
院の看護職との共同研究や研究指導を実施している。また，教員の国際的な学術活動とし
ては，米国，欧州，豪州，モンゴルなどとの活動が展開されている。さらに，2008 年 5 月
には米国 UCLA 看護学部との間で国際交流協定を締結したことから，今後，UCLA との教員間
学術交流が発展する予定である。また，学内では医療衛生学部，医学部との共同研究，さ
らには科学研究費等の助成による他機関，他大学との共同研究も数多く実施されている。
〔点検・評価〕
看護実践領域の教員の多くが実践家と適切な学術交流を実施しており，国際的な研究活
動や他機関，他部門との共同研究も活発に実施されており，科学研究費の獲得などによる
研究活動の資金が獲得できていることから，目標はほぼ達成していると評価する。
大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
必須：学内外の大学院と学部，研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性

〔現状の説明〕
より専門性が高い教育を必要とする本研究科の教育は，各領域のスペシャリストを特別
講師として講義を依頼することが多い。また，実習の支援体制も同様である。
本学の他学部・研究科の教員は兼担教員として，学内のその他の職員（看護職者）は兼
任講師として，また，他大学の教員は非常勤講師として協力を依頼している。本研究科の
教員も，同様に学内の他学部・研究科，他看護系大学・大学院で講義を担当している。研
究に関しては，学生の指導面を含めて，学内の他学部・研究科あるいは，他看護系大学の
教員と協働するものが多く見られる。平成 19（2007）年度より 5 年間，文部科学省のがん
プロフェッショナル養成プラン「南関東圏における先進的がん専門家の育成」の補助金を
受け，本学医療系研究科，薬学研究科及び，慶應義塾大学大学院医学研究科・聖路加看護
大学大学院をはじめとする学外 9 研究科との交流・協働の事業を実施している。
〔点検・評価〕
学内の他学部・研究科，他の看護系大学教員の協力を適切に得ながら，充実した大学院
教育が行われており，本研究科の目的に合った教育や研究が専門分野ごとに展開できてい
ることから，目標はほぼ達成できていると評価する。課題として，研究科内での各専門分
野間での協働（講義の協力や共同研究など）が少ないことが挙げられる。
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〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
専門分野間での交流や連携が少なく，分野によっては特定の教員の教育負担が大きくな
っている点が課題として挙げられる。教員個々の負担にばらつきがある点については，平
成 20（2008）年度から開始された専任教員の多元的業績評価等をもとに今後是正する必要
がある。この点は，現在，学部教育，大学院教育，看護キャリア開発・研究センターでの
教育の 3 役を教員が担っており，業務の適切な調整が必須であることも同様である。
全国的に看護系大学院教育にあたる有資格者が不足している実情から，人材確保と育成
を心がける必要がある。このため，次世代を担う若手教育者の育成を強化し，社会のニー
ズにあった大学院教育を目指して，余裕をもった教育が行えるよう教員の負担軽減に向け
た調整機能を強化する。
平成 20 年度から，より充実した研究科の教育指導を目指し，教員組織の再編・教育課程
の検討を始めている。さらに，看護学の発展を念頭においた学際融合の視座から，本学の
附属病院や大学院医療系研究科，県内看護大学との教育の連携も検討を始めている。
専門分野間の交流に関する問題点の改善等も含め，
これらの課題を FD 研修の場も活用しな
がら検討し，さらなる教育課程の見直しを進める。
２−６．理学部・理学研究科
２−６−１．理学部
〔到達目標〕
本学部は，学部・学科の教育研究目的実現のため，質の高い教員を確保するとともに，
学生収容定員に応じた教員数を維持する。教員の採用に際しては公募制により広く人材を
求め，適切な教員選考を行って優れた教育研究能力・実績を有する教員を採用するととも
に，バランスの取れた教員組織を目指し，次の到達目標を設定した。
◇教員組織 ◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
1 生物科学科において，教員の負担軽減のため学科内で検討を進める。
（平成 16（2004）
年度，平成 19（2007）年度，平成 20（2008）年度事業計画において設定）
2 教員の採用にあたっては公募制を堅持し，バランスの取れた年齢構成及び男女構成を考
慮に入れながら選考を行う。
◇研究支援職員
1 行き届いた実験・実習が行えるように，教育研究支援職員の質を確保していく。
◇教育研究活動の評価
1 多元的業績評価を理学部教員に相応しいものとするため，理学部及び理学研究科専任教
員評価部門委員会で検討を進めていく。
（平成 17（2005）年度〜平成 20（2008）年度事
業計画において設定）
教員組織
必須：学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格，学生数との関係における当該学部の教員
組織の適切性
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〔現状の説明〕
本学部では，物理学・化学・生物科学のそれぞれの基礎をしっかりと学ぶとともに，他
の分野についても正しく理解する能力を身につけることを教育目標に設定し，平成 20
（2008）年 5 月 1 日現在以下の教員構成にて主要科目に適切な教員が配置されている。な
お，3 学科はそれぞれ各講座 4 名の教員で構成される 16 名体制を原則としており，生物科
学科教授１名が平成 20 年 7 月 1 日に着任を予定している。教員１人あたりの学生数は物理
学科 11 名，化学科 21 名，生物科学科 21 名となる。
学 科

教 授

准教授

講 師

助 教

計

物理学科

4

4

6

2

16

化学科

4

4

6

6

20

生物科学科

3

1

3

7

14

計

11

9

15

15

50

〔点検・評価〕
本学部教員は，専門科目のみならず基礎科目も担当して独自の一貫教育を行い，学科間
の垣根を取り除き横の繋がりを強化したカリキュラムは高い評価を得ており，教員組織は
適切であると考えるが，講師以上が少ない生物科学科では教員の負担が重めになっている。
教員組織
必須：大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性（専任教員は，専ら自大学にお
ける教育研究に従事しているか）

〔現状の説明〕
本学部では，教育活動上や研究の交流上有益であると認められる場合にのみ，理学部の
基本理念に沿い，本務の教育・研究の遂行に支障をきたさないこと等を基準として，他機
関の委員や非常勤講師の応嘱を許可している。
〔点検・評価〕
本学部の専任教員は，専ら自大学における教育研究に従事している状況にあり，大学設
置基準第 12 条における位置づけにおいては，適切であると考えられる。一方では，応嘱を
制限するということで外部研究機関との共同研究の機会が低下する懸念もある。
教員組織
必須：主要な授業科目への専任教員の配置状況

〔現状の説明〕
＜専門授業科目における専任教員及び兼任教員の担当状況＞
必修科目

選択必修科

物理学科

学科

94.4%

82.9%

化学科

90.0%

65.6%

生物科学科

93.5%

71.1%

専門科目の中で，主要科目である必修及び選択必修科目の専任教員担当科目数比率は，
全ての学科で 90%以上となっている。
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〔点検・評価〕
専任教員が担当する科目の比率は高水準といえる。カリキュラム編成上，必要な科目を
全て専任教員で充足することは実質的に困難なことから，充分なレベルであると思われる。
教員組織
必須：教員組織の年齢構成の適切性

〔現状の説明〕
理学部専任教員の年齢構成は以下のとおりである。
（助手を除く）
職位
教 授
准教授
講 師
助 教
計

21〜30 歳
0
0
0
4
4

31〜40 歳
0
0
3
6
9

41〜50 歳
3
6
6
3
18

51〜60 歳
3
3
4
2
12

61〜65 歳
5
0
2
0
7

計
11
9
15
15
50

〔点検・評価〕
本学部の理念に沿った教育・研究を遂行する上で，概ね妥当な年齢構成と考えられる。
教員組織
必須：教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性

〔現状の説明〕
理学部では，教育課程編成の目的を実現するための連絡調整機関として，学部には教育
委員会が設置されている。同委員会では，①進級，卒業などの学生の身分に関する事項，
②教育課程及び履修方法に関する事項，③定期試験，追再試験に関する事項，④学位に関
する事項，⑤留学及び派遣に関する事項，⑥教職課程に関する事項，⑦その他教育に関す
る事項が協議され，各学科2名計6名の教員で構成されている。各学科の教育課程編成等に
ついては，常設ではないが，各学科の教員で構成される学科会議で事前に検討を行い，各
科目の担当教員の意見を吸い上げ，学科の意見を取り纏めた上で，教育委員会において協
議の後，運営委員会の議を経て教授会で決定される。
〔点検・評価〕
学科会議では，各教員が科目の編成等について意見交換・調整等を行っており，各学科
より提出された議題は，教育委員会や運営委員会において学部全体の視点から検証・検討
が行われている。その内容は，必要があれば学科会議にフィードバックされており，教員
間の連絡調整は適切に行われている。
教員組織
任意：教員組織における社会人の受け入れ状況
任意：教員組織における外国人受け入れ状況

〔現状の説明〕
本学部では，教員採用に係る社会人の受け入れ方針は特別には定めておらず，学部の理
念に対する理解や，教育・研究能力・経験及びそれらに対する姿勢等を判断基準としてい
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る。教員の採用にあたっては公募制を採り，広く社会から人材を募っていることから，平
成 20（2008）年 5 月 1 日現在，62.7%（32 名／51 名）が社会人経験者となっている。
外国人研究者の受け入れも社会人と同様であるが，現在までにその実績はない。
〔点検・評価〕
社会人経験者の割合は相当に高いという感触を得ており，社会での実体験を生かした学
生指導が行われている。
過去 2 年間で行った教授公募 4 件では外国人の応募は無かったが，
外国にいる日本人からの応募はあったので公表の方法に問題があったとは考えていない。
教員組織
任意：教員組織における女性教員の占める割合

〔現状の説明〕
本学部の教員中に占める女性教員の数及び割合は，次のとおりである。
区 分

教授

准教授

専任講師

助教

助手

計

在籍教員

11

9

15

15

1

51

女性教員

1

0

3

3

1

8

占有率

9.1%

0.0%

20.0%

20.0%

100.0%

15.7%

〔点検・評価〕
理学分野では博士号を取得する女性の割合が高くないので，やむを得ないと考える。
教育研究支援職員
必須：実験・実習を伴う教育，外国語教育，情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状
況と人員配置の適切性

〔現状の説明〕
本学部の実験・実習を伴う教育方法は，基本的には学生を 10 名前後のグループとし，複
数の専任教員が担当する形態としている。実験・演習科目の内容により，教育の補助を行
うティーチング・アシスタント（TA）を例年 50 名程度採用し，教育の充実を図っている。
〔点検・評価〕
実験・実習・演習科目は，分野ごとの専任教員が有機的に連携して教育を行っており，
TA の教育補助についても教育上有効に機能していると考えられる。
教育研究支援職員
必須：教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：ティーチング・アシスタント（ＴＡ）の制度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
TA は，教員の指揮・監督の下に実験・実習や機器の準備を行い，教育の補助にあたって
いる。RI 実験室の技術職員は，放射線取扱主任者として新規使用者の教育訓練，施設管理，
研究者の支援等を行っている。また，リサーチ・アシスタント等の研究補助者は，それぞ
れの研究者の指揮・監督の下に業務を行っている。
〔点検・評価〕
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実験・実習及び RI 実験室やそれぞれの研究室等における研究は遅滞なく行われているこ
とから，教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係は適切であり，TA 制度も適切に
活用されていると考える。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
任意：任期制等を含む，教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
教員の選考については，
「理学部教授選考に関する内規」
「理学部准教授・講師・助教・
助手選考に関する内規」に基づき行われている。教授の選考は，当該学科長から学部長に
教授選考開始願が提出され，運営委員会・教授会で審議の上，当該講座の教授を除く当該
学科の教授及び他の 2 学科より選出された各 1 名の教授で構成される「教授選考委員会」
を発足させる。同委員会が候補者を教授会に推薦し，教授会は投票により採用・昇任予定
者を決定する。准教授以下の選考は，当該講座の教授から当該学科長の承認を得て，学部
長に教員選考開始願いが提出され，運営委員会・教授会承認の後，当該学科の教授で構成
される「教員選考委員会」を発足させる。同委員会が候補者 1 名を運営委員会に推薦し，
運営委員会における協議を経て，教授会で審議の上，採用・昇任予定者を決定する。
任期制教員は，平成 18（2006）年度助手 1 名，平成 19（2007）年度助教 1 名（任期 1
年）を採用しており，平成 20（2008）年度からは新規採用・昇任教員全てに任期制が適用
され，教授 1 名（任期 5 年）及び助教 2 名（任期 1 年及び 5 年各 1 名）を採用している。
〔点検・評価〕
教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続については合理的なシステムとなっており，
適切な任用が進められている。任期制による採用者の数は現在までのところ少なく，適切
な流動化のための措置が導入されているかについては判断できない状況である。
教育研究活動の評価
必須：教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性
必須：教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性

〔現状の説明〕
教育活動の評価については，学生からの授業アンケートにより教育効果を調査している。
また，研究の評価については，研究費配分の評価基準の参考として研究活動の評価をして
いる。准教授以下の教員に配分される主題研究費では，報告書・申請書を全教授で採点す
ることにより進捗状況を把握し，次年度の当該研究費配分の参考資料としている。教員選
考では，履歴書，研究業績リスト，研究と教育への抱負(2,000 字程度)による書類選考で数
名に絞った後，セミナーで人物評価を行う。昇任人事においても研究業績リストは必須で
あり，学生による授業評価アンケート結果等も加味して総合的に判断をしている。
〔点検・評価〕
授業評価アンケートの集計結果は全教員に回覧され，相互評価として一定の役割を果し
ている。また，研究の評価についてもかなり客観的な結果を得ているが，教育と研究の比
率をどう考えるかは検討されるべき問題である。教員の採用では，理学部という性質上，
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研究業績が重視されるが，結果的には学生の指導，教育にも熱心な人材を選考できている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織 ◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
講師以上の教員が少ない生物科学科では，教員の負担を軽減するため，助教の研究業績
上昇を鼓舞し，講師への昇任を積極的に行うよう学科内で検討を進める。
専任教員の配置状況は適切と考えられることから，当面現状を維持していくが，今後も
適切な年齢構成を維持できるよう，教員採用にあたっては年齢バランスも考慮に入れなが
ら選考を行う。また，教員の採用を原則的に公募で行っていることが社会への開放性に繋
がっていることは明らかであり，公募制を堅持していくとともに，理学分野への女性の進
出にあわせて偏見のない選考を心がける。
◇教育研究支援職員
助手を含めた専任教員数は学生数から見て教育的にはまずまずの充実度であるが，さら
に行き届いた実験・実習が行えるように，教育研究支援職員の質を確保していく。
◇教育研究活動の評価
多元的業績評価の実施に先立ち教育，研究，その他の業務へのウェイトの配分の検討を
行ってきたが，さらに理学部教員に相応しいものとするため，平成 19（2007）年度の結果
をみて理学部及び理学研究科専任教員評価部門委員会で検討を進めていく。
２−６−２．理学研究科
〔到達目標〕
生命科学に関する幅広い知識と独創的な研究開発能力を有する人材育成のため，高度な
教育・研究を実践する教員組織を整備・維持することを目指し，次の到達目標を設定した。
◇教員組織 ◇教育研究支援職員 ◇大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
1 さらなる研究分野の拡大や教育研究の充実，志願者の確保に向け，新たな連携大学院の
実施を目指す。
（平成 19（2007）年度理学研究科運営委員会）
2 大学院の教育に関する問題について，学部教育委員会の協議事項とすることを検討
する。
教員組織
必須：大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類，性格，学生数，法令上の基準との関係における
当該大学院研究科の教員組織の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
理学研究科は，基礎的かつ高度な生命科学の教育・研究を行い，生命科学に関する幅広
い知識と独創的な研究開発能力を有する人材を育成することを目的とし，学部教員を兼務
として，各専攻において特色のある教育を行っている。
各課程の学生数及び職位別の専任教員数は以下のとおりである。
課 程

学生数

分子化学修士課程

28

〃 博士課程

3

教授

准教授

講師

助教

教員数

7

7

9

7

30
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生物化学修士課程

34

〃 博士課程

9

計

74

4

2

4

6

16

11

9

13

13

46

1.9
0.5
1.4

〔点検・評価〕
研究科の理念・目的との関係からは適切な教員組織であるが，生物科学専攻では研究分
野の間口が狭くなっている点は改善せねばならない。
教員組織
必須：大学院研究科における組織的な教育を実施するための，教員の適切な役割分担及び連携体制確保の
状況

〔現状の説明〕
理学研究科では，学部のような常設の教育に関する委員会は設置されていないが，組織
的な教育を展開するために，各専攻内で教授が緊密に連絡を取り合っている。それぞれの
専攻で取り上げられた問題や改善点などは，研究科長と両専攻主任で構成される運営委員
会において協議が行われ，専攻間の調整・研究科全体の視点で検討されている。
〔点検・評価〕
大学院における教育に関しては，学部のように常設の委員会において協議すべき事項が
なかったことから，教員の役割分担と連携体制確保については現状で問題ないと考える。
教育研究支援職員
必須：大学院研究科における研究支援職員の充実度
必須：大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（ＴＡ）
，リサーチ・アシスタント（ＲＡ）の制
度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
本研究科は学部教職員が兼務しているため，研究支援職員と TA 制度については学部の項
を参照されたい。RA は，採用資格を博士後期課程の院生とし，本学研究活動の効果的推進，
研究体制の充実及び若手研究者の研究遂行能力育成のため，本学で実施される研究プロジ
ェクト等の研究補助業務と，本学部・研究科で実施する基調研究に参画させている。
〔点検・評価〕
研究支援職員の充足度は十分なレベルであると考えられる。また，TA 及び RA 制度は有
効に機能しており，制度は適切に活用されている。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
必須：任期制等を含む，大学院研究科の教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
本研究科の教員は，学部教員のうち博士の学位を有する者が担当することとなっており，
平成 20（2008）年 5 月 1 日現在では，学部教員 51 人のうち 50 人が大学院担当となってい

716

基準 8 教員組織

る。その他の基準・手続きについては，
「８教員組織（１）学部等の教育組織」の項に記載
した。
なお，平成 20（2008）年度からは，新規採用・昇任教員（公募制によらない内部昇任を
除く）全てに対して任期制が適用される。
〔点検・評価〕
教員の募集・任免・昇格に関する基準は，大学院における教育と研究のレベルを維持す
るために極めて妥当であると考えている。
教育研究活動の評価
必須：大学院研究科における教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性
任意：大学院研究科の教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況

本研究科の教員は基礎となる学部と兼務しているため，学部の「８教員組織（１）学部
等の教育組織」の項に記載した内容に準じて，教育研究活動の評価を実施している。
大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
必須：学内外の大学院と学部，研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性

〔現状の説明〕
本研究科は，平成 10（1998）年の発足当時は学外研究機関から 2 人の客員教授の参画を
得て修士院生の指導に当たった。その後本務先での定年や転出により欠員となっていたが，
平成 21（2009）年度より新たな研究機関と連携大学院方式を締結し，客員教授１名を迎え
ることとした。
〔点検・評価〕
大学院生の選べる研究分野の間口が広まり，研究科全体としてもカバーできる分野が拡
充されるよい制度であるが，継続性という点が問題となる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
大学院における組織的な教育を実施するための，教員の適切な役割分担及び連携体制に
ついては，当面現状を維持するが，協議すべき問題が生じた場合は，研究科教員は学部を
兼務していることから，大学院教育についても学部教育委員会の協議事項とすることを検
討する。
◇大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
研究分野の拡大，教育研究の充実，学生確保の方策として，連携大学院による客員教授
の補充に向け運営委員会を中心に検討を行ってきた結果，平成 21（2009）年 4 月をもって
国立がんセンターから客員教授を迎えることとなった。新たな客員教員を迎えるにあたっ
ては，本研究科の教員と同じ専門分野に配置することにより，指導の一定性・継続性を確
保できる仕組とした連携大学院方式の協定を締結している。今後はさらにこの仕組みを維
持しながら，新たな教育機関との連携大学院を推進していく。
２−７．医療衛生学部
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〔到達目標〕
北里精神と実学と実践の学風を背景とした教育理念の達成を目指し，また，医療分野に
おける時代に見合った質の高い専門的知識と先端技術を教授し，高度医療技術者の育成を
目的とした教育を実施するために，適切な教員組織を置く。この目的に関して，以下の計
画の実現を目指す。
◇教員組織
1 適切な人員配置による，教員の教育義務の平準化と研究活動の充実化
2 若手教員の大学院修学の支援及び教育・研究への助成を通じて，本学部で内部昇任でき
る人材育成を推進する。
3 教育委員会・総務委員会を中心とした 8 分野（学科・専攻）のさらなる連携強化
4 外国人研究者の登用準備
◇教育研究支援職員
1 学内 4 病院との緊密な連携による臨床実習体制の充実化の推進
2 TA の雇用，活動状況の実態把握とその管理体制の整備
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準手続
1 広く国内外教育研究機関に人材を求めている教員公募の体制を，今後も維持し本学部に
相応しい優秀な人材確保に努める。
◇教育研究活動の評価
1 本学部の自己点検・評価と，大学が行う教員の多元的評価システムの整合性をはかるた
め，同システムの平成 20（2008）年度本格実施に向けて教員評価実施委員会を中心とし
て検討を進める。
（平成 16（2004）年度医療衛生学部自己点検評価特命委員会）
2 学生による授業評価の教員評価への活用方法の検討及び学生へのフィードバック方法の
検討
3 今後予想される医療系教員の人材不足の対応のため，教育・研究能力のある卒業生選抜
と, 本学部教員となるような教育の実施
教員組織
必須：学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格，学生数との関係における当該学部の教員
組織の適切性

〔現状の説明〕
本学部の教員組織は以下のとおりである。
(1) 学科別，職位別教員数並びに学生数及び教員一人当たりの学生数
教授

准教授

講師

助教

助手

計（A)

学生(B)

B/A

健康科学科

学 科

4

0

6

2

0

12

187

15.6

医療検査学科

7

5

9

7

0

28

433

15.5

医療工学科

8

6

6

6

1

27

447

17.2

リハビリテーション学科

12

6

18

10

3

49

620

13.5

臨床医学系

2

0

0

0

0

2

−

−

寄附講座，酵素・紅豆杉（*1）

0

1

0

1

0

2

−

−

再生医療・細胞（*2）
計

1

0

0

0

0

1

−

−

34

18

39

26

4

121

1687

13.9
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＊1：酵素・紅豆杉補完医学研究部門（ピュア）寄附講座
＊2：附属再生医療・細胞デザイン研究施設
（2）学科目制を敷いており，各学科・専攻の構成は次のとおりである。
健康科学科

公衆衛生学，環境衛生学，衛生管理学，精神衛生学

医療検査学科

微生物学，免疫学，病理学，遺伝子検査学，血液学，臨床細胞学，
臨床生理学，臨床化学，組織学，遺伝生化学，病態生化学

医療工学科
臨床工学専攻

医療情報学，生体工学，臨床工学，電子工学

診療放射線技術科学専

診療放射線技術学，臨床画像技術学，画像情報工学，放射線科学，放射線安全管理学

共通基礎医学

薬理学

リハビリテーション学科
理学療法学専攻

基礎理学療法学，理学療法評価学，理学療法治療学，地域理学療法学

作業療法学専攻

精神保健作業療法学，小児作業療法学，成人作業療法学，老人地域作業療法学

言語聴覚療法学専攻

言語療法学，聴覚療法学，音声言語学

視覚機能療法学専攻

視能矯正学，視器解剖生理学，生理光学

共通基礎医学

生理学，解剖学

臨床医学系

内科系医療学，外科系医療学，心理社会系医療学

附属再生医療・細胞デザイ

人工皮膚研究開発センター，臓器再生研究開発センター，細胞デザイン研

ン研究施設

究開発センター，動物実験部門，評価部門

〔点検・評価〕
専任教員 1 人あたり約 14 人の学生を受け持ち，適切な人数であると評価できる。また，
現状の組織で受け入れた学生の殆どを国家試験合格させ,医療関係を中心として，然るべき
職業に就かせていることから，本学部の教員組織は適切に運営されていると考えられる。
学科・専攻によって教員配置にばらつきがあり，教育義務の偏りを減らして，できる限
り平準化していく必要がある。
退職教員の後任採用は公募を原則としており，内部昇任よりも外部から着任する場合が
多いことから，若い教授がいる反面，高齢の講師が多い現実もある。
教員組織
必須：大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性（専任教員は，専ら自大学にお
ける教育研究に従事しているか）

〔現状の説明〕
本学部における平成 19（2007）年度専任教員担当総授業時間数は 36,768 時間，専任教
員が他大学等の非常勤講師として従事する授業時間数は 18 名分の計 342 時間，全体の１％
未満である。したがって，本学部の専任教員は専ら自学部における教育研究に従事してい
るといえる。
〔点検・評価〕
本学部では非常勤講師の被委嘱を許可する場合，出講の頻度は週１回とし，年間 60 時間
を超えないものとしている。平成 19（2007）年度では年間 41 時間の担当が最高であった。
本学部教員の大学設置基準第 12 条における専任教員の位置づけは適切であると考えられる。
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教員組織
必須：主要な授業科目への専任教員の配置状況

〔現状の説明〕
＜専門授業科目における専任教員及び兼任教員の担当状況＞
必修科目
専任

非専任

選択必修科目
計

専任

非専任

計

a

b

a/b

専任

科目計

専任比率

75
56
109
184

76.0%
89.3%
94.5%
88.0%

7
44
20
11
31
57
医療検査学科
4
46
8
2
10
50
医療工学科
4
91
16
2
18
103
リハビリテーション学科
138
17
155
24
5
29
162
学部全体でならしても専任比率は 87.7％と，高率を維持している。
健康科学科

37
42
87

〔点検・評価〕
いずれの学科においても，主要な授業科目への専任教員の配置に問題ないと考える。
教員組織
必須：教員組織の年齢構成の適切性

〔現状の説明〕
医療衛生学部専任教員の年齢構成は以下のとおりである。
職位

21〜30 歳

31〜40 歳

41〜50 歳

51〜60 歳

61〜65 歳

計

教 授

0

1

5

20

8

34

准教授

0

0

4

12

2

18

講 師

0

9

16

11

3

39

助 教

8

12

4

1

1

26

助 手

0

4

0

0

0

4

計

8

26

29

44

14

121

〔点検・評価〕
50 代後半が 25 名と一番多く，20 代が最も少ない。
バランスがとれた年齢構成といえる。
定年退職者が発生すると，後任には比較的若い世代を補充採用する傾向にある。今後次々
と定年を迎える教員が出てくるので，本学部の年齢構成はより若くなるものと考えられる。
リハビリテーション学科，医療工学科では，後任補充の公募をしても，人材が集まりに
くくなっている。これらは，元来，専門学校で教育が行われており，大学で教育が開始さ
れたのは比較的最近であるため，大学教員として適格な研究業績を有する人材が少ない。
さらに競合する医療系学部・学科等の全国的な急増が，後任補充の障害となっている。
教員組織
必須：教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性

〔現状の説明〕
教育課程の編成や効果的運用のための，教員間の連絡調整機関として，本学部には「教
育委員会」がある。教育委員会の委員構成は，
（１）8 学科・専攻の教員から各１名（２）
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基礎医学教育協議会・臨床医学系・人工皮膚研究開発センターの教員から１名（３）学部
長が指名した者若干名からなる。毎月１回定期的に開催している。
教育委員会は次の事項について審議する。
（１）進級，卒業などの学生の身分に関する事
項，
（２）教育課程及び履修方法に関する事項，
（３）定期試験，追再試験に関する事項，
（４）
学位に関する事項，
（５）留学及び派遣に関する事項，
（６）その他教育に関する事項。
各学科・専攻の委員は，委員会で審議・決定された事項を専攻等に持ち帰り，各教員に
伝達して周知をはかる。また，専攻等の連絡会で議論し，その結果を再び教育委員会に持
ち上げて審議し，本学部として統一した方針の下に教育を進めるシステムを形成している。
〔点検・評価〕
平成 20（2008）年度の学部カリキュラム改定にあたり，教育委員会において１年半の議
論を重ね，関係省庁に届け出た。教育委員会の他に，学科・専攻内に教員間で連絡調整の
ための「連絡会」があり，全体として教育に関する教員間の連絡は円滑に実施されている。
教員組織
任意：教員組織における社会人の受け入れ状況
任意：教員組織における外国人受け入れ状況

〔現状の説明〕
本学部では，専任講師以上の教員は公募することとなっており，広く社会から人材を受
け入れる体制を取っている。助教・助手は，公募によらないで採用することができる。
医療検査学科，医療工学科，リハビリテーション学科は，各種の養成所指定規則及び指
導要領の適用を受け，国家資格（医師，臨床検査技師，臨床工学技師，診療放射線技師，
理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，視能訓練士など）及び一定年数の実務経験をもつ
教員が一定人数以上必要である。これらの資格と実務経験の両方を満たす教員が必要なた
め，他大学に勤務する教員または医療機関に勤務する医療専門職を採用することになる。
本学部には，専任の外国人教員はいない。また，本学部には，研究員制度があり，一般
研究員，客員研究員を置いているが，外国人研究員を受け入れていない。
〔点検・評価〕
大学教員には，実務経験に加えて教育実績や研究業績が求められる。医療の専門家であ
ると同時に，教育研究業績も必要である。教員採用の場合，選考委員会でもこのことが常
に問題となり，バランスの取れた社会人を人材として求めることが困難となる場合もある。
教員組織
任意：教員組織における女性教員の占める割合

〔現状の説明〕
本学部の専任教員に占める女性教員の割合は，次のとおりである。
区 分

教授

准教授

専任講師

助教

助手

計

在籍教員

34

18

39

26

4

121

女性教員

2

1

12

12

2

29

占有率

5.9%

5.6%

30.8%

46.2%

50%

24%
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〔点検・評価〕
全教員に占める女性教員の割合は 24％である。大学全体から見れば，本学部は比較的女
性教員が多い学部であるが，准教授以上の職位にある女性は 3 名に留まる。
教育研究支援職員
必須：実験・実習を伴う教育，外国語教育，情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状
況と人員配置の適切性

〔現状の説明〕
外国語教育と初期段階の情報処理関連教育は，一般教育部で行っている。
本学部には，実習の補助を行うために実習補助員の制度があり，毎年 20 人前後の実習補
助員を雇っている。実習補助員が担当するコマ数は年間約 1,000 コマである。
医療検査学科，医療工学科，リハビリテーション学科では臨床実習を行っている。北里
大学病院，北里大学東病院のほか，300 施設に及ぶ学外の医療機関に学生が出向き，実際に
患者や臨床検体に触れながら実技を学ぶ。その場には各医療機関に所属する臨床実習指導
者がおり，これらを加えれば膨大な数の人的補助体制となる。
〔点検・評価〕
非常勤講師が年間に担当する授業時間数が，約 1,320（有給のみ）〜1,500（無給含む）
コマである。一方，実習補助員の実習補助と，臨床実習を委嘱している医療機関等の指導
職員を加えると，本学部は多数の専任教員以外の指導・補助の上に教育が成り立っている。
臨床実習における学外の指導者は指定規則で定められ，学生にとって必要な人員である。
現状では各専攻の教員の努力により人的補助体制は満たされている。しかし，リハビリテ
ーション学科の臨床実習は，ほとんどが学外の施設に依存しており，北里大学病院，同東
病院では，わずかな学生の実習受け入れに留まっている。
教育研究支援職員
必須：教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：ティーチング・アシスタント（ＴＡ）の制度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
リハビリテーション学科では，臨床実習先の病院の指導者との懇談会を開催している。
また，専任教員が学生の臨床実習先をこまめに回って，先方の指導者と連絡を取り合って，
実習状況を点検している。
本学では，TA 制度を導入し大学院生を雇用している。本学部では，授業科目の単位認定
者が講義・演習の補助，実験・実習の補助を必要とするとき TA を申請できる。教授会で採
用計画を決定し，大学院医療系研究科委員会において TA 候補者を選考し，学長に上申する。
本学大学院委員会の議を経て理事長に上申し，理事長が TA を採用する。
〔点検・評価〕
実習補助員や臨床実習先の指導者との連携は適切であると判断している。
学生の臨床実習は，実習先病院に指導を委託して実施されている。実習先でトラブルを
起こす学生は，担当教員が，学生と実習先との調整役となり個別に問題を解決している。
医療系研究科の修士院生は増加傾向にあり，院生にとって TA は重要な収入源であり，奨
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学金の役割を果たしている。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
任意：任期制等を含む，教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
本学部では，
「医療衛生学部教授選考規程」
（平成 9（1997）年制定）
，
「北里大学医療衛
生学部教員任用基準」及び「北里大学医療衛生学部教員選考規程」
（いずれも平成 19（2007）
年施行）を設けて教員の採用，昇任を行っている。
教授の選考は「医療衛生学部教授選考規程」の定めにより，公募による選考を明示して
いる。この場合，学部長が候補者選考を教授会に諮る。教授会は「教授候補者選考委員会」
を設置し，専任教授の中から 5 名の選考委員（教授選考の当該学科から 3 名，他学科から 2
名）を選出する。選考委員会は，教授候補者について担当学科目の教育，専門研究分野等
を考慮して詳細に審議し，原則として 2 名の候補者を順位づけして教授会に推薦する。教
授会での最終選考は無記名投票とし，出席者の過半数の得票者を教授候補者とする。
「教員任用基準」は，准教授，専任講師，助教，助手の任用に関して必要な資格を定め，
この基準に合致した者を「教員選考規程」に基づいて採用または昇任させる。教員の選考
は，候補者の人格，教育研究上の経歴，業績，教授能力，専門分野の知識・経験ならびに
学界及び社会での活動等について行うと規定している。教員採用または昇任選考の場合，
各学科・専攻等の総務委員は文書で学部長に上申する。学部長は，採用・昇任選考の必要
があると認めた場合に候補者の選考を教授会に諮る。
「教員選考規程」で「准教授及び専任
講師の選考にあたっては，選考委員会を設置する」とし，
「採用にあたっては広く有為な人
材を求めるため，原則として公募する」と定めている。
准教授及び専任講師の選考委員会は，運営委員，当該学科・専攻等の総務委員，学部長
との協議による選出者で構成し，
「教員任用基準」に則り候補者を選考し，学部長に答申す
る。学部長は答申に基づく候補者を教授会に諮り，教授会は投票により適・否を決定する。
助教及び助手の選任は，当該学科・専攻等が「教員任用基準」に基づいて選考し，候補
者を学部長に推薦する。学部長は，運営委員会で資格審査を行い，教授会で決定する。
本学部では，平成 8（1996）年から，
「医療衛生学部の任期を定めた助手に関する規程」
（平成 19（2007）年度から助教等に改正）及び同規程細則を定め，北里大学病院・北里大
学東病院の医務職員を対象として教員の流動化を促進している。本制度は，本学部の専門
教育の一環として，臨床に直結した実践教育を通じ，基礎教育と臨床教育の調和を図るた
め，本学部に任期を定めた助教又は助手を置くものである。両病院と本学部間で協議し，
病院職員の適格者の中より候補者を選出する。学部長は，候補者の任用を教授会に諮り，
理事長に上申する。
「医療衛生学部教員任用基準」に基づいて，本学部助教又は助手として
任用する。任期は，原則は 3 年とし 1 年度ごとの更新。任期満了後は，原則として北里大
学病院または北里大学東病院に移籍する。短い者で 2 年，通常は 3 年で交代する。リハビ
リテーション学科と医療工学科でこの制度による交流が図られ，平成 19（2007）年度現在，
この制度による助教等は，臨床工学専攻に 1 名，診療放射線技術科学専攻に２名が在籍し
ている。
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平成 20（2008）年度以降の採用者から，本学では，全員を任期制教員とすることが決め
られ，本学部でも，採用者の公募にあたって，任期制が明示されるようになった。
〔点検・評価〕
平成 19（2007）年 4 月から助教制度が導入されたことを機に，従来，昇任基準があるだ
けだった，准教授以下の教員の選任方法を全面的に見直し，新たに「医療衛生学部教員任
用基準」
「医療衛生学部教員選考規程」として制定した。この 2 つの規程・基準を組み合わ
せることで，公正な教員の採用・昇任ができる。
「医療衛生学部教授選考規程」は平成 9（1997）年に制定されている。学部内に見直し
の声もあるが，規程を改正しなければならないような状況は起きていない。
本学部では，専任講師から教授については，選考規程で公募制による選考を明確に定め
ており，学内外に募集要領を公にして，広く人材を求めている。公募に際しては，専門分
野，職位，応募条件，雇用形態（任期制）
，就任予定日，担当予定授業科目，必要提出書類，
提出期限，応募書類送付先，を明示した文書により行っている。公募にあたって，本学部
ホームページ，独立行政法人科学技術振興機構の「研究者人材データベース」に掲載する
他に，必要に応じて全国の大学や医療機関などの関係機関に文書を送付している。
助教と助手の採用に関しては，
「医療衛生学部教員選考規程」第 4 条で，
「当該学科・専
攻等が『北里大学医療衛生学部教員任用基準』に基づいて選考し，候補者を学部長に推薦
する。学部長は，運営委員会において資格審査を行い，教授会に諮るものとする。
」と定め
ており，公募制を取る規定はない。しかし各学科・専攻では助教等も，公募により候補者
を募り，その中から候補者を絞って面接等を行って適任者を学部長に推薦する例が多い。
「医療衛生学部の任期を定めた助教等に関する規程」の利点は，臨床の第一線で働く専
門職を教員として学生の指導に当たらせることにより，生きた知識をリアルに学生に教授
できることである。彼らは，最新の機器を取り扱い，現場で臨床業務を行っているので，
医療現場がどのようになっているかを当事者として語る生きた教材になっている。
教育研究活動の評価
必須：教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性
必須：教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性

〔現状の説明〕
本学部では，平成 16（2004）年度から，
「自己点検・評価特命委員会」
（平成 20（2008）
年度より「教員評価委員会」と改称）及び「教員評価実施委員会」を中心として策定した
評価項目・評価方法に基づき，教員評価についてシミュレーションを行ってきた。現在も，
大学が実施する多元的教員評価制度との整合性をはかるべく活動を行っている。
本学部では，上記の 2 つの委員会が教育，研究，診療，管理運営，社会貢献の 5 つの評
価領域について，前年度の年間業績に対して自己評価を行う。これらの項目は，さらに評
価細目，評価内容ごとに分かれ，教員を基礎系教員，臨床系Ａ教員，臨床系Ｂ教員の 3 つ
に分類して，さらに教授，准教授・講師，助教・助手の職位に分け，自分の該当する欄に
評点を入力する。
本学部教員の選考は，教授選考規程施行細則及び教員任用基準に基づいて行う。教授選
考規程施行細則では，教授の資格として，博士の学位（外国の大学における取得を含む）
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を有し，
（１）大学において教授の経歴のある者，
（２）大学において教育の経歴があり，
当該分野での教育研究上の業績があると認められる者，
（３）当該分野について，特に優れ
た学識及び経験を有する者の一に該当する者と規定する。また，教授候補者の選考は，研
究業績，教育業績のほか当該分野における学会活動及び社会的活動も勘案して行うものと
定めている。教員任用基準では，
「教員の選考は，候補者の人格，教育研究上の経歴，業績，
教授能力，専攻分野における知識及び経験ならびに学界及び社会における活動等について
行う」ことが明記されている。
〔点検・評価〕
本学部では，大学全体が評価に向けて動き出すより早い時期に，独自に教員評価につい
て検討をすすめてきた。減点方式でなく，努力している教員を積極的に評価しようという
基本方針としている。
本学部教員の中には，医師，臨床検査技師，臨床工学技師，診療放射線技師，理学療法
士，作業療法士，言語聴覚士，視能訓練士などの資格を持つ者が多くおり，これらの教員
は，大学病院等において臨床にも携わっている。本学部では，この点にも配慮した評価を
目指している。さらに，多くの項目について偏りがないよう評価するため，配点基準や評
価項目の見直し等を行い，改良を重ねている。
教育委員会により授業科目ごとに授業評価を実施している。学生による授業評価は，半
期の終了時に，学生が直接ＰＣから入力する方式をとっている。集計が早く正確に行われ
るという利点がある反面，回収率を上げる努力が必要となる。
教員採用は，各規程・基準で，応募者の教育研究能力，実績を十分に配慮して選考して
いる。教授選考では，公募おける各種提出書類により複数の二次候補者を選考し，面接を
行っている。面接は，候補者に模擬講義を求め，さらに提出書類や教育研究業績等につい
て選考委員が質疑応答を行い，教員としての的確性を判断する。助教や助手についてもほ
ぼ同じような手続きを踏んでいる。面接は，採用を判断するために最も重要と位置づけ，
人物，対応，説明能力などを公平に判定している。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
教員組織内部で教育義務の極端な偏りが生じないようにすることは，教員の将来の昇任
にむけた研究活動を支えるためにも重要である。今後も，適正な教員組織とすべく，人員
配置に工夫をしていく。また，教育・研究活動に意欲をもつ若手教員に対して，大学院修
学の支援及び積極的な助成を行い，人材育成に努める。さらに，本学部の教育理念・目標
を理解し，適切な人材に成長した教員の内部昇任を進めていく。
専任教員が専ら自学部での教育研究に注力している現行の体制を維持していく。さらに，
専任教員の授業時間の負担を分析し，教員組織をより適切な人員になるよう配慮して行く。
また，専任教員間に授業時間数にばらつきがあるので，この問題の是正に向けて取り組む。
本学部が卒業生を出しはじめてからほぼ 10 年が経ち，臨床経験を積み大学院を修了した
卒業生も増えてきた。教育者として母校に戻り後進を育成してくれる者も徐々に出ている。
今後も，これらの人材の教育・研究能力を学部として育成する努力を継続する。また,スム
ーズな世代交代を行い，新進気鋭の教員と経験豊富で優秀な教員によるバランスのとれた
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教員構成を目指す。
教育課程の編成に関する事項は，教育委員会を中心として，具体的行動について教員間
における連絡調整を図っていく。
教員組織への社会人受け入れに関しては，医療現場で活動する専門職で教育研究業績を
十分に持っている者は，極めて少数である。本学部の求める教員が医療の現場に見つから
ない場合に備えて，教員育成の努力を継続していく。
国際交流を活発にし，学部の教育研究の活性化につなげたいと考えているが，現在のと
ころ，教員組織の中に受け入れ体制が整っていないので，まずは外国人研究者を受け入れ
る環境作りに取りかかりたい。
学生の半分以上が女性であること考慮すると，女性教員の採用が望まれる。教育・研究
の業績を有する中堅の女性教員が採用されることが必要であり，このことによって女子学
生の多い学部の活性化につながるものと考えられる。
◇教育研究支援職員
臨床実習の体制については，北里大学病院，北里大学病院のほか，平成 20（2008）年度
以降は北里研究所病院，同メディカルセンター病院が同一法人内の臨床実習病院に加わる。
これらの学内 4 病院で，学部学生のできるだけ多数が臨床実習できる体制を目指す。
本学部と競合する大学等の増加により，臨床実習施設の確保が徐々に困難になっている。
指導の委託料を上げなければ実習病院を確保できなくなることも予想されるが，今後とも
実習指導者（教育研究支援職員）と連携・協力を密にして学生の実習体制を維持していく。
TA の雇用・活用状況について，学部が積極的に関与して実態を把握し，管理できるよう
な体制を作る必要がある。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
教員選考手続において，本学部は公募制を導入しており，その運用も適切に行われてい
る。准教授以下の職位の選考に関する規程は教授選考規程と合わせて，必要が生じたとき
に見直すこととする。本学部を卒業した専門職が大学病院の中で，徐々に中堅になりつつ
ある。数年後には，大学病院の医務職員の中から，専任講師，准教授として 3 年任期で迎
え入れ，医療衛生学部教育を担当できるようにしたいと考えている。このためには大学病
院の医務職員の中から学位取得者を出す方策が必要である。
教員の採用・昇任に関しては，多くの書類を提出させ，面接でプレゼンテーションを行
い，厳しい質問で候補者の適性をみるという方法は，准教授，教授などの職位の選考をす
るには問題ない。今後予測される，医療系教員の人材不足に対応するために，卒業生の中
から教育・研究能力のある者を選び，本学教員とする方策を取る必要がある。講師以下の
教員採用では，各専攻の都合も勘案して柔軟に対応し，人材を採用する方法を検討する。
◇教育研究活動の評価
教員の教育研究活動評価について，本学部の自己点検・評価と，大学が行う多元的評価
システムと整合性をはかるため，教員評価実施委員会を中心として改善を重ねていく。
学生の授業評価を今後の教員評価にどのように活用していくかについては教員評価委員
会で，また学生にどのようにフィードバックしていくかについては教育委員会を中心とし
て引き続き検討していく。
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２−８．一般教育部
〔到達目標〕
生命科学系 7 学部それぞれの教育理念・教育目標に則った，基礎教育・教養教育を円滑
に過不足なく実施できる教科目と担当できる教員を準備し，学生の有機的・体系的な学修
が可能な教員組織を準備する。近未来に到達すべき具体的な目標としては次を挙げる。
◇教員組織
1 年齢構成の適正化を図る
2 教科目の見直しとそれに伴う人員枠の適正配置の検討
3 文系教員のための教養図書館の整備
4 女性教員の増員
◇教育研究支援職員
1 TA をはじめとする支援職員の確保
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
1 教員の士気を高める人事のあり方の検討
◇教育研究活動の評価
1 多元的業績評価の評価法の再検討
教員組織
必須：学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格，学生数との関係における当該学部の教員
組織の適切性

〔現状の説明〕
一般教育の教員組織は，教育・研究組織である「自然科学教育センター」
，「基礎教育セ
ンター」
，
「人間科学教育センター」の 3 つのセンター及び「教職課程」で構成されている。
自然科学教育センターには，専任教員の組織として，
「物理学」
，
「化学」
，
「生物学」の３つ
の教育研究「単位」が置かれており，基礎教育センターには，
「外国語（英語教科とドイツ
語教科）
」
，
「数学」
，
「情報科学」の 3 教育研究単位，人間科学教育センターには，
「人文科
学」
，
「社会科学」
，
「健康科学」の 3 つの教育研究単位がおかれている。さらに教育単位で
ある教職課程がある。各センター・単位の構成員数を次の表に示す。
センター
自然科学教育
センター
人間科学教育
センター
基礎教育
センター
教職課程
合 計

学科

教 授

准教授

講 師

助 教

助 手

合 計

物理学

2

2

2

1

0

7

化学

2

1

3

1

0

7

生物学

2

1

3

2

1

9

人文科学

2

1

0

0

0

3

社会科学

2

1

1

0

0

4

健康科学

1

4

1

0

0

6

外国語

3

*6

3

0

0

12

数学

3

0

3

0

0

6

情報科学

1

2

1

0

0

4

教職課程

3

0

0

0

0

3

21

18

17

4

1

61

*：内ネイティブスピーカー2 名
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一般教育部で担当する１年次在籍者は平成 20（2008）年度で 1,738 名である。それ以外
に編入者や教職単位取得などで上級年次生の履修者がおり，例年 1,800 名程度を上記の専
任教員，及び兼担教員，兼任教員で担当している。教員一人当たりの受講者数で最も多い
のは心理学で１クラス 400 名近く，１週で 1,000 名を担当している。次いで倫理学の受講
者が多く医療系の学生が多い本学の実態を反映している。これらは人間形成の基礎科目と
してまとめられるが選択科目としている学部が多いため受講者数にばらつきがある。また，
前期と後期では特に前期に偏っている。自然科学３教科では必修としている学部が多いた
めクラスを分割しても 150 名前後となることが多い。英語，情報科学などに関しては 50 名
未満の理想的な少人数教育ができている。
〔点検・評価〕
自然科学教育センターの教員組織は，人数及び職位構成については，現在の 100 名を越
える大クラスを前提にした教育体制としては概ね適正であろう。しかし，将来的に基礎科
学教育の一層の充実が必要とされるなか，教育効果を挙げるために 50 名程度の中クラスで
の授業を行うことも視野に入れれば，教員数は十分とは言えない。
基礎教育センターでは，英語教科は，人数，職位構成，ネイティブスピーカー教員の数
などについて適正な状況と見られる。第 2 外国語教科は，開学時から長い間ドイツ語を必
修としてきたため，3 名の教員はいずれもドイツ語担当である。しかし，現行のカリキュラ
ムを考えるとき，将来欠員補充が生じたときなどに，フランス語や中国語の教員に順次替
えることも含めて，第 2 外国語教育のあり方を抜本的に考える必要がある。その際には，
外国語教育のみに拘らず，異文化理解という視点も考慮されるべきである。数学では，
「統
計学」の教員の確保など問題点が改善され，世代交代も進んで若年化が図られつつある。
人間科学教育センターでは，人文科学単位と社会科学単位が人間形成の基礎科目担当と
してその必要性が多いにもかかわらず，人員が極端に不足している。特に，心理学や倫理
学に関しては，受講生が非常に多い現状の上に，さらに高学年次での履修の希望や，リカ
レント教育での講義依頼があり，抜本的な改善が急務である。健康科学単位の教員数は，
他の単位に比してよく確保されているが，30 歳代以下の若手教員がいない点は改善を要す
る。教職課程の教員組織は，高齢型であるが，高等学校教育に経験の豊かな嘱託教授を中
心にした構成は，この課程の教育の実効を上げる点で適正と見られる。
教員組織
必須：大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性（専任教員は，専ら自大学にお
ける教育研究に従事しているか）

〔現状の説明〕
一般教育部教員は，本務である 1 年次の 1 群科目の教科目を担当し，教育・研究・管理
運営にほとんどの時間を費やしている。一部教員はその専門性を以て兼担教員として他学
部学生の講義，演習，研究指導（7 名）や，大学院医療系研究科と併任（教授 4 名，准教授
1 名，講師 1 名）している。非常勤講師として他大学に出講（13 名）している者もいる。
〔点検・評価〕
上述のように，もっぱら学内の教育研究業務に携わっている者がほとんどであるが，一
部他大学に出講している者もいる。これは文科系担当の若手から中堅教員に多く，主とし
728

基準 8 教員組織

て自己研鑽を目的としたものである。本学は生命科学系の教育・研究に必要な文献や蔵書
は十分に整備されているのに比べ，文科系の蔵書は乏しい。文科系科目を担当する教員は，
他大学の非常勤講師を務めることにより，各自の専門分野の研究のために当該大学の図書
館を利用する手段も得ている。これは本学の一般教育のレベルを維持するには重要なこと
と考えられる。
なお，総じて大学設置基準第 12 条に抵触する教員は一名もいない。
教員組織
必須：主要な授業科目への専任教員の配置状況

〔現状の説明〕
学部・学科・専攻によって一般教育科目の取り方が異なるため，提示できない。
＜教育研究単位ごとにおける専任教員及び兼任教員の担当状況＞
科目数

専任教員科目数

割合

人文科学

教育研究単位

45

27

60.0%

社会科学

59

29

49.2%

健康科学

40

38

95.0%

英語

192

122

63.5%

第二外国語

33

15

45.5%

数学

49

35

71.4%

情報科学

59

37

62.7%

物理学

51

49

96.1%

化学

43

41

95.3%

生物学

54

51

94.4%

教養演習

42

35

83.3%

ただし，オムニバス形式や複数の教員が指導する演習・実習に関しては科目責任者が
専任か否かで計数した。
〔点検・評価〕
専門課程の全開講科目中の統計ではないことと，複数の非常勤講師が関与する演習・実
習については，科目責任者の専任教員の数としてしか反映されていない。専門学部の報告
を参照されたい。
教員組織
必須：教員組織の年齢構成の適切性

〔現状の説明〕
一般教育部専任教員の年齢構成は以下のとおりである。
職 位

21〜30 歳

31〜40 歳

41〜50 歳

51〜60 歳

61〜65 歳

65 歳以上（*）

計

教 授

0

0

3

9

7

2

21

准教授

0

3

8

6

1

0

18

講 師

1

10

3

2

1

0

16

助 教

1

2

1

0

0

0

4

助 手

0

1

0

0

0

0

1
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計

2

16

15

17

9

2

61
*：嘱託

平均年齢は，全体で 49.0 歳，単位ごとでは，人文科学（3 名 51.3 歳）
，社会科学(4 名 47.5
歳)，健康科学(6 名 53.5 歳)，外国語(12 名 48.3 歳)，数学(6 名 51 歳)，情報科学(4 名 42.5
歳)，物理学(7 名 46.3 歳)，化学(7 名 45.4 歳)，生物学(9 名 47.3 歳)，教職(3 名 66.0 歳)で
ある。
〔点検・評価〕
嘱託教員以外の教員の退職予定者は，平成 20（2008）年度から 24（2012）年度の 5 ヵ
年間で 10 名，さらに次の 5 ヵ年間に 10 名と，ここ 10 年間で 20 名が入れ替わることにな
る。
教員組織
必須：教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当性

〔現状の説明〕
既述のように，各学部の教育課程における一般教育科目の実施・運営を効果的に行うた
めに，一般教育部では，各学部から 1 名ずつの教授が加わった一般教育連合教授会におい
てすべての議事運営を行っている。
一般教育部内においては，一般教育部長の指名による委員長と各教育単位（外国語単位
のみ英語教科とドイツ語教科から 1 名ずつ）と教職課程から 1 名，計 12 名の委員による「一
般教育部教育委員会」が設置され，一般教育全般にわたる教育に関する意向・要望に対す
る対処などを検討し，実施案を作成している。また，各学部教育委員会との連絡調整を図
るため，1 名の学部担当者を決め，当該学部教授会において，一般教育に関連のある議題に
ついて討議される際には臨席するなどしている。また，逆に，学部固有の問題で，一般教
育部に関連する議題を討議する際には，当該学部教育委員に対し一般教育部教育委員会へ
の参加を要請している。特に，医療衛生学部と医学部については，一般教育部教育委員が
学部の委員として委嘱を受けそれぞれの学部の教授会に出席している。さらに各センター
は，それぞれが担当する科目について，各学部の意向を受け，センター会議及び単位会議
でその対応を行っている。
各センター及び各単位は，それぞれが担当する科目群を，学部から提示された範囲で，
体系的・効果的に教育するための教員間の連絡調整に力を注いでいる。自然科学教育セン
ターでは，学生実験連絡委員会を設置し，教育内容や方法及び教育効果についての単位間
の情報の交換・検討や各学生実験の実施に関わる単位間の連絡調整を進めている。また，
基礎教育センターや人間科学教育センターにおいても，センター会議，単位会議を定期的
に開催し，教育内容・方法についての教員間の情報交換や連絡調整を行っている。
〔点検・評価〕
平成 15（2003）年に一般教育部が発足し，5 年が経過した。当初，一般教育部は，学部
により決定されたカリキュラムに則りそれぞれの学部の一般教育を受身的に行わざるを得
ないといった感があったが，上述のように，一般教育連合教授会及び一般教育部教育委員
会における学部との密な連絡調整・情報交換により，意思の疎通がよく図られるようにな
ってきている。現時点では，双方満足のいく教育課程とはなっていないが，各学部のカリ
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キュラム改正にあわせ順次調整していける目処がついた。各センター及び各単位内での連
絡調整は，全般的によく行われており，そのシステムも次第に整備されてきている。
教育課程作成者の学部教員と実行者である一般教育担当教員との間の連絡調整に関して，
従来採られていたシステムは，各センターや各単位が科目ごとに直接学部の意向と対応す
る方式であった。このシステムの長所は，問題が理解しやすく，かつ，対応が速やかかつ
柔軟に行えるという点であろう。しかし，問題が，科目個別に解決され，ともすると一般
教育の体系的な取り扱いに関わる部分が無視されがちになる問題点があった。現在では，
一般教育部教育委員会の中に時間割等検討小委員会を設け，学部を横断した一般教育のあ
り方を検討し，各学部と各単位の間に入り，全学的な視野に立った調整を図っている。
教員組織
任意：教員組織における社会人の受け入れ状況
任意：教員組織における外国人受け入れ状況

〔現状の説明〕
基本的に，本学一般教育部の採用人事においては，本学ホームページ及び研究者人材デ
ータベース(JRECIN)に募集要項を掲載し，すべて公募制（特に教授の場合，昇任人事はな
く公募のみ）を採用して広く人材を求めている。また，一般教育部では，高等学校の校長
経験者が望ましい教職単位以外，社会人でなければならない教育研究領域はなく，人事に
おいて差別も優遇もしていない現状である。具体的に，民間企業の研究所等を経て採用さ
れたものは 2 名，高等学校校長経験者が 3 名，過去に中等教育機関や民間・国公立試験研
究機関に在籍したことのある教員は 2 名いる。
外国人は基礎教育センターの外国語単位で，英語教科にアメリカ人准教授 2 名，非常勤
講師として，アメリカ人 2 名，中国人 2 名が在籍している。また，自然科学教育センター
の物理学単位では，韓国人専任講師 1 名が在籍している。
〔点検・評価〕
現時点では，一般教育の特質上，現状でよいと考えている。
教員組織
任意：教員組織における女性教員の占める割合

〔現状の説明〕
一般教育部の教員中に占める女性教員の数及び割合は，次のとおりである。
区 分

教 授

准教授

講 師

助 教

助 手

計

在籍教員

21

18

17

4

1

61

女性教員

1

4

7

2

0

14

占有率

4.8%

22.2%

41.2%

50.0%

0%

23.0%

〔点検・評価〕
数学，情報科学単位，教職課程に女性教員が不在であるが，一般教育部として人事にお
いて特に差別しているわけではない。
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教育研究支援職員
必須：実験・実習を伴う教育，外国語教育，情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状
況と人員配置の適切性

〔現状の説明〕
現在，教育指導の補助要員が付けられている科目は，
「物理学実験」
，
「化学実験」
，
「生物
学実験」の自然科学系実験の 3 科目，
「物理学要習」及び「情報演習」であり，外国語教育
には補助員はついていない。
自然科学系各実験には，平均して学生 30 名当たり 1 名程度の補助要員が配置され，実験
の準備，学生指導の補助，学生の実験状況の点検・把握や学生からの質問への対応などに
あたっている。物理学要習では，各クラスに 1 名の補助要員が配置され，授業内での演示
実験の実施や，問題演習での学生からの質問の応対などにあたっている。情報演習では，
原則として学生数の多いクラスに 1 名の補助要員を付けて，コンピュータに慣れていない
学生の指導などを行っている。
補助者の採用の基準は，自然科学系各実験，物理学要習，情報演習すべてで，当該科目
に関連した学問分野の修士以上の大学院生か，その修了者あるいは学部卒業後その分野の
研究・教育に携わった経験のある者としている。
なお，本学には TA 制度があるが，応募者も少なく，現状ではあまり利用されていない。
〔点検・評価〕
各科目で，補助要員は有効に機能し，現在の教育を進める上で必須の役割を果たしてい
る。自然系各実験及び物理学要習では，要員の配置数は概ね適正であるが，情報演習では
不足感がある。また，外国語の教育用 CALL（Computer Assisted Language Learning）ルー
ムの管理・運営及び授業には補助員がいることが望ましい。
補助要員の採用に対して，適正な予算措置がなされており，その事務的取り扱いもしっ
かりとしているのは長所である。
問題点としては，近年，次第に補助要員の確保が難しくなる傾向が見られることが挙げ
られる。本学の TA 制度の利用を試みたことがあるが，適任者の応募が少なかった。これに
は，院生の所属組織での補助作業でないことや，拘束が全授業時間にわたることから，学
部や大学院での勤務状況と比して一般に自由度が少ないとの理由が挙げられる。よって，
今後も一般教育部での TA の有効利用は難しいと思われる。
教育研究支援職員
必須：教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：ティーチング・アシスタント（ＴＡ）の制度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
自然科学系教科においては，自然科学教育センターにおいて３単位間の講義・実験に関
する連絡調整や実験書作成，マニュアルなどが整備されている。また，教育研究支援職員
としては，本学の大学院生が，一般教育部の教育に関し，TA の要件を必ずしも備えていな
いため，他大学の理系院生や学位取得者を採用している。新規に採用された場合も先輩か
らの指導・連携があり，全く支障なく学生指導にあたっている。
〔点検・評価〕
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新規採用の教育研究支援職員に対しては，専任教員が教育上の指導を行うほか，マニュ
アルなどがしっかり整備されていることから，学生への指導は十分に機能を果たしている
と思われる。
一般教育部の教育現場では，補助的な業務をする人材が不必要なわけではない。よりき
め細かな効果的な教育に TA を必要とする授業は存在する。特に，自然科学系実験では需要
があるが，応募してくる大学院生が少ないため活用されていない。
教育研究支援職員は，専任教員だけでは実験や演習科目で目が行き届かない面を補う機
能を十分に果たしており，教員一人あたりの学生の負担を軽減させる効果がある。しかし，
毎年の人材の確保が継続性に不安があるのも事実であり，人員が入れ替わるたびに再教育
をしなければならない点が，教員側の負担となっている。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
任意：任期制等を含む，教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
一般教育部における教員選考の手順は，
「北里大学一般教育部の教員選考に関する内規」
に従い執り行われる。教員の人事は，理事会で承認された人員計画に基づき，
「選考委員会
（当該センター長，当該センター2 名，他センター1 名ずつ，学部から 2 名の計 7 名）
」が
設置され，候補者を選定し，一般教育連合教授会がこれを審議する。ここで承認が得られ
たものを，一般教育部長が理事会に上申するという手順で行われる。各職位の任用基準に
関しては，教員選考に関する内規が運用されている。
新規採用人事の場合はすべて公募し，書類選考の後，教育・研究に関するプレゼンテー
ション・面接を行っている。准教授以下の昇任人事の場合，公募はしていない。職位によ
っては場合により，新規採用と同様にプレゼンテーション・面接を行うことがある。
平成 20（2008）年度から新規採用・昇任されたものについては，教員任期制が適用され
た。基本方針は次のとおりである。(1)新規採用教員･昇任教員に適用, (2)現職者についても
任期制を適用（要本人同意）, (3)任期制適用後 5 年間の業績を評価し，再任の可否を決定。
再任後は 5 年ごとに再任審査する。なお，平成 20（2008）年度から本格実施となる教員の
多元的業績評価の実施 3 年後の平成 23（2011）年度を目安に，全教員を対象に任期制を適
用することになる。
〔点検・評価〕
センターの集合体的な要素の強かった前の一般教育組織では，人事もセンターごとに内
規を定め行っていたが，一般教育部となってからは，センターでは，単位の取りまとめと
選考委員長を当該人事のセンター長が務める程度の関与であり，上述のように一般教育連
合教授会の下に，すべての人事が統一できたことは評価できる。
それぞれの職位に関しての基準は，理系と文系教員によって一応の慣例があるが，
「北里
大学一般教育部の教員選考に関する内規」に示された基準しかない。従来，教授昇任人事
の場合には，外部候補者を公募すること無く，内部候補者のみを対象としていた。しかし，
平成 20（2008）年 4 月，この内規の見直しがなされ，
「退職・欠員・増員に伴う採用・昇
任人事（准教授以下は除く）は原則として公募とする。
」という文言が書き加えられた。し
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たがって，教授人事は他学部同様原則公募となった。複数の候補者の中からの選択では，
結果をみての判断をもって，決めがちになる。予め選考委員会で十分な審議を尽くした上
で，細かな公募要領を作成し，それとの照合によって決める方式をとるべきであろう。で
きるならば，准教授以下の一般教育部教員の努力目標となるよう単位ごとの教授像が明ら
かにされることが必要であろう。現状では准教授以下の士気の低下は否めない。
教育研究活動の評価
必須：教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性
必須：教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性

〔現状の説明〕
教育研究活動のみの評価ではないが，平成 20（2008）年度から本格実施となった，
「専
任教員の多元的業績評価」によって一応定量的な評価としての数値が出る。
多元的業績評価は，専任教員の教育・研究等の工夫改善に資するため，教育，研究，管
理運営，社会貢献などから定められた方式に従って得点化し，評価点によってＳからＥま
での 6 段階評価を行うものである。評価は原則として毎年度行う。また，この結果は，同
時に 5 年毎の任期制の再任評価にも用いる。
一般的には教育研究活動についての評価が現れるのは昇任人事においてであろうが，
理系教員と文系教員によって選考基準の設定が異なる。理系教員の場合，助教であっても，
研究能力として，まず，博士の学位を持っていること，そして筆頭著者である欧文原著論
文の数，その雑誌の IF（Impact Factor）数といった情報を勘案して決められる。しかし，
文系教員の場合，博士課程単位取得満期退学であってもそれなりに評価され，また，原著
論文というよりもむしろ単行本を何冊書いているかといったことが評価の対象になる。
教育能力に関しては，教科書の執筆，特色ある授業の展開，教材の開発などが評価され
る。さらにもっとも判りやすいのは教育経験の有無や期間である。
また，プレゼンテーション能力は難解な理論を如何に分かりやすく解説できるかという
講義の技術・能力を測れるので取り入れている。
〔点検・評価〕
一般に大学教員の評価は，その研究能力と研究実績，極端には IF で表現されることが多
い。そのような状況下で，一般教育部では，研究以外の活動も評価されているので，一般
教育という教育中心の実態にかなり即した方式であると評価できる。
しかし，一般教育担当の教員であっても，学生と同じ目線の，真理を追い求める姿勢を
持ち続けることは大学教員として必須の要件であろう。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
最近の採用人事によって年齢構成もよくなってきた。ここ 10 年間での世代交代時（専任
教員定年退職予定者が 20 名）に，計画的な採用を行うことによって，より適正な年齢構成
が図れるものと考えている。３.教育内容・方法の項に触れてあるが，現在，一般教育部で
提供する開講科目の見直しを行っている。また，学部からの要請も加味し，新しい教科目
の設置を考えている。これらをすべて外部講師に依存することは本意ではない。しかし，
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人員増が望めない現在，既存の人員枠の見直しが必須である。
文科系教員の自己研鑽のための資料の整備は，当然本学が自前で行うべきことであり，
具体的には教養図書館運営委員会の議題としてとりあげ教養図書館の文科系専門書の整
備・充実を行う。結果として他大学出講の必要が少なくなり本務に専念可能となろう。
社会人，外国人の採用に関しては，現状ではその必要性はなく，本学一般教育の中で是
が非でも社会人，あるいは語学以外の領域で，外国人でなければならない教員を受け入れ
なくてはならなくなった場合に検討する。
女性教員に関しては，教授 4.8%，准教授 22.2%と少ない。一般教育部教員の特性上，男
性でなければならない教科目はなく，理論的には男女同数であってしかるべきであろう。
採用人事において差別していない現状では，応募者として募集する教科目に適任の女性が
増加するのを待つ。因みに，平成 21（2009）年度に女性教授１名を採用予定である。
◇教育研究支援職員
他大学等との交流を深め，有能な人材の確保を一層図ること以外にはないので，その努
力を一層進める。また，現在，人的補助要員が配置されていない外国語教育に関しても，
人員補助体制の整備を一般教育部内で検討する。
専任教員と教育研究支援職員との定期的なミーティングなど，実際に指導にあたった上
での問題点についての意見交換を行う場が必要であろう。また，指導経験が長いベテラン
補助要員に，新人教育の一部を任せるなどの検討をする。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
一般教育部では，専門学部と異なり，必ずしも個人の研究内容が直ちに学生教育に結び
つくというわけではないので，画一的な基準を設けてそれに照らし合わせて採否を決定す
ることはできない。採用したい，すなわち学生に伝えてほしい領域に造詣の深い，あるい
は，その教育ができる人を探すということになる場合が多いので，毎回基準を作成する必
要がある。
教員選考基準に関しては，公平性を期すためと条件統一のため，採用基準の明文化は必
要である。一般教育部においては難しいと思われるが，可能な部分は文章化する。ただし，
抽象的な文章化は，解釈の違いでかえって混乱の元となる。より具体的に記すべきである。
◇教育研究活動の評価
多元的業績評価の実施を重ねる上で，問題点を洗い出し，評価の仕方について再検討を
加え，教員の教育研究活動の評価に耐えうるものかどうかを見極めていく。また，別途，
一般教育部における教員の教育と研究の兼ね合い，力点の置き方などについても検討・討
議を重ね明文化する。
２−９．医療系研究科
〔到達目標〕
医療系研究科の理念・目的・教育目標に基づいた，教育研究の水準を確保するため，教
員の適切な流動性を促進する措置として，教員組織は本研究科開設時から任期制及び期間
付担当制度を採用しており，大学院担当教員の選任・再任の手続き方法，基準は確立され
ている。これをさらに良いものにするために磨きを掛け，充実した教育研究，各種事業の
推進，円滑な運営ができるような教員組織を作り上げるため，次の到達目標を設定した。
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◇教員組織
1 准教授及び講師などの若手教員が参画するバランスの取れた教員組織によって，活性化
された組織的な教育研究を実施する。
（平成 18（2006）年第 100 回研究科委員会，平成
18（2006）年第 106 回研究科委員会で設定）
◇教育研究支援職員
1 積極的に外部資金を獲得し，ポストドクターなどの研究支援職員を継続的に採用する
ことによって，研究活動の効果的推進，研究体制の充実及び若手研究者の研究遂行能力
の育成を行う。
（平成 13（2001）年第 33 回研究科委員会，平成 18（2006）年第 108 回
研究科委員会，平成 20（2008）年第 129 回研究科委員会・研究科長所信表明で設定）
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
1 基礎学部である医学部及び医療衛生学部と調和の取れた，適切な教員の流動化を行う。
（平成 18（2006）年第 100 回研究科委員会，平成 18（2006）年第 109 回研究科委員会，
平成 18（2006）年第 111 回研究科委員会で設定）
◇教育研究活動の評価
1 単に評価結果を任期制及び期間付担当教員の再任審査のみに活用するのではなく，優秀
な教員を表彰するなど，教員のモチベーションを上げるための方策としても有効活用す
る。
◇大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
1

東洋医学総合研究所及び独立行政法人労働安全衛生総合研究所との連携を維持すると
ともに，研究科間相互履修制度及び神奈川県内大学院学術交流協定の積極的な活用を推
進し，教育研究組織間の人的交流を拡大する。
（平成 13（2001）年第 31 回研究科委員会，
平成 18（2006）年第 100 回研究科委員会，平成 18（2006）年第 109 回研究科委員会，
平成 18（2006）年第 113 回研究科委員会で設定）

教員組織
必須：大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類，性格，学生数，法令上の基準との関係における
当該大学院研究科の教員組織の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
本研究科は，基礎学部である医学部及び医療衛生学部を本務とする専任教員の大半が兼
務しており，理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的を達成し得る教員組織
を構成し，専任教員一人あたりの在籍学生数は 1.07 人である。
本研究科の学生数及び職位別の専任教員数は以下のとおりである。
教員の所属

学生

本研究科のみを本務とする専任教員

教授

准教

講師

助教

教員数

2

3

0

0

5

36

34

92

13

175

医療衛生学部を本務とする専任教員

30

14

11

7

62

一般教育部を本務とする専任教員

3

1

1

0

5

71

52

104

20

247

医学部を本務とする専任教員

計

263

263
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〔点検・評価〕
教員組織の根幹を任期制とすることで組織自体の自由度を増し，教員・大学院生共に多
様性と活性化を齎し，自己の変革と積極的な学びの姿勢を向上させ，教育研究の学際性を
発揮している。
教員組織
必須：大学院研究科における組織的な教育を実施するための，教員の適切な役割分担及び連携体制確保の
状況

〔現状の説明〕
本研究科では，研究科委員会の下部組織に運営委員会及び専門委員会（研究委員会・教
育委員会・入試委員会・評価委員会）を置いて組織的な教育の実施に取り組んでいる。
〔点検・評価〕
専門委員会委員は，各学群から原則として他の専門委員会委員と重複しないように選出
されており，教員の適切な役割分担となっている。
また，研究科委員会をはじめとして，運営委員会及び専門委員会は，原則として月 1 回
定期的に開催され，教員の連携体制が確保されている。
教育研究支援職員
必須：大学院研究科における研究支援職員の充実度
必須：大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（ＴＡ）
，リサーチ・アシスタント（ＲＡ）の制
度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
本研究科における研究支援職員は，学外助成金によるポストドクター（特別研究員）
，文
部科学省及び厚生労働省の科学研究費補助金等の公的研究費による研究支援者，北里大学
大学院リサーチ・アシスタント（RA）がある。RA は，本学における研究活動の効果的推
進，研究体制の充実及び若手研究者の研究遂行能力を育成するため，本学において実施さ
れる研究プロジェクト等に参画し，必要な研究補助を行うことを業務としている。平成 20
（2008）年度は，ポストドクター１名，RA14 名を採用している。
また，北里大学大学院ティーチング・アシスタント（TA）規程により，本学における大
学院の教育研究の充実振興及び学部教育の充実ならびに後継者の育成を図るため，講義及
び演習，実験・実習の補助を行うことを業務とした TA を置き，平成 20（2008）年度は，
博士課程 71 名，修士課程 80 名の大学院学生を採用している。
〔点検・評価〕
本学における研究支援職員の雇用は，学外助成金及び補助金等の公的研究費等を以って
雇用する取り決めとなっている。学内資金によって毎年 10 名程度の採用がある RA は充実
度が高く，研究計画に基づいた研究者（教員）の適切な指揮・監督によって連携・協力体
制が構築されており，プロジェクト研究等の推進に貢献している。
また，TA 及び RA は，本学の制度として定着し，それぞれの趣旨の他に大学院生への奨
学金的役割も兼ねており，一定の効果を上げている。
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教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
必須：任期制等を含む，大学院研究科の教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
本研究科のみを本務とする専任教員の募集・任免・昇格は「北里大学大学院医療系研究
科教授選考規程」
「北里大学大学院医療系研究科教員選考規程」
「北里大学大学院医療系研
究科教員任用基準」
「北里大学大学院医療系研究科における助教の任用基準」に基づき，選
考委員会及び運営委員会の議を経て研究科委員会において決定している。また，基礎学部
である医学部及び医療衛生学部を本務とする専任教員については，基礎学部の決定を追認
し，基礎学部からの大学院任用は，研究業績を中心に欧文論文数及び IF の基準を定め，運
営委員会の議を経て研究科委員会において決定している。
本研究科の開設当初から教員の任期及び担当期間を 5 年と定めた任期制（本研究科のみ
を本務とする専任教員）及び期間付担当制度（基礎学部である医学部及び医療衛生学部を
本務とする専任教員）を導入しており，任用後 5 年ごとに本研究科における研究業績，教
育実績，管理・運営，社会貢献活動，大学院生からの評価等を研究科委員会において総合
的に評価したうえで再任用の可否を決定し，教員の適切な流動化を促進している。
〔点検・評価〕
大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格は，規程及び基準に則り，選考委員会及び運
営委員会の議を経て研究科委員会において公正かつ厳格に審議されている。
また，任期制及び期間付担当制度の導入によって，著しく総合評価の低い教員に対して，
大学院での任用を解くなどの措置により，教員の適切な流動化が図られている。
教育研究活動の評価
必須：大学院研究科における教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性
任意：大学院研究科の教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況

〔現状の説明〕
本研究科における教員の評価は，評価委員会において，
（１）研究活動（英文業績，和文
業績，学会発表，科学研究費補助金・助成金獲得状況，受賞，特許等）
，
（２）教育活動（本
研究科の担当授業時間数，他部門の担当授業時間数，論文指導数，大学院生からの評価），
（３）管理・運営，
（４）社会貢献活動の項目について，全学的な専任教員多元的業績評価
制度に本研究科独自の教員評価システムを組み込み，毎年度実施している。
また，毎年度刊行されている各教員の業績リストを分類別に取り纏めた「北里大学研究
年報」等からも教員の研究活動の活性度合いが評価できる。
〔点検・評価〕
評価委員会による教員評価を毎年度実施することにより，任期制及び期間付担当教員の
任用期間満了に伴う再任審査に先立ち，評価の低い教員に対して事前に指導及び注意勧告
が可能となる。これにより，本研究科の理念・目的・教育目標に基づいた教育研究の水準
を確保できる。

738

基準 8 教員組織

大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
必須：学内外の大学院と学部，研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性

〔現状の説明〕
本研究科は，本学の附置研究所である東洋医学総合研究所に特論科目「東洋医学」を開
設している。また，独立行政法人労働安全衛生総合研究所との間に学術交流協定を締結し，
特論科目「労働衛生学」
「環境毒医科学」
「産業精神保健学」を開設して連携大学院方式に
よる教育研究を実施している。
また，本学には学内の他研究科の授業科目を履修できる研究科間相互履修制度が整備さ
れている他，神奈川県内大学院学術交流協定による県内 21 大学間での授業科目の履修，研
究指導の委託が可能である。
〔点検・評価〕
本研究科は，医学部及び医療衛生学部を基礎学部としていることから学部との人的交流
は盛んである。また，本学の附置研究所である東洋医学総合研究所及び独立行政法人労働
安全衛生総合研究所に開設の特論科目には研究科委員会の構成員となる指導教授を任用し，
学群や共同研究を通して教育研究組織間の適切な人的交流が図られている。
さらに，研究科間相互履修制度及び神奈川県内大学院学術交流協定では，指導教授が受
け入れ先と調整し，毎年度数名の他研究科学生，他大学院の授業科目履修を許可している。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇教員組織
准教授及び講師などの若手教員を専門委員会（研究委員会・教育委員会・入試委員会・
評価委員会）委員に起用し，保守と改革の融合を図り，次世代を担う人材を育成していく。
◇教育研究支援職員
補助金等公募情報をホームページに掲載して，教員に周知するとともに，申請時にポス
トドクターなどの研究支援職員の採用を盛り込んだ計画で申請するよう奨励していく。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
基礎学部である医学部及び医療衛生学部における教員の募集・任免・昇格に対する基
準・手続を踏まえながらも，大学院として独自性を持った基準・手続方法を検討していく。
◇教育研究活動の評価
教員の教育活動に対する評価項目を充実させ，研究活動における研究分野の多様性など
を加味した本研究科独自の教員評価システムを発展させていく。
◇大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
本学の附置研究所及び学術交流協定に基づき，本研究科の特論科目を開設している東洋
医学総合研究所及び独立行政法人労働安全衛生総合研究所において学生指導を行っている
兼任教員及び客員教員の処遇・待遇を改善していく。
２−１０．感染制御科学府
〔到達目標〕
感染症と関連する重要疾病の制御の教育・研究に必要な学際的で高度先端技術を駆使し
うる体制を構築し，研究の進展にあわせて柔軟に組み立てられる研究課題を推進しうる研
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究型大学院として，総合的視点から問題発見能力，問題解決能力を備えた人材育成が可能
な教員組織の構築と充実を目指す。上記の目標の効果的推進のため，以下の到達目標を設
定した。
（平成 14（2002）年度感染制御科学府修士課程開設時，平成 16（2004）年度感染
制御科学府博士後期課程開設時に設定）
◇教員組織
1 「感染制御・免疫学履修コース」と「創薬科学履修コース」を設け，当該分野における
最先端の教育を行う。
2 学府教授会のもと，教育委員会及びカリキュラム委員会を通じ，たえず教育内容の充実
と見直しを図る。また，学府の教育内容充実のため教授，准教授，講師，助教が教育活
動や委員会活動において適切な役割分担を行う。
◇教育研究支援職員
1 大型研究費を導入して研究支援職員の確保を目指す。
◇教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続
1 教員の適切な任用方法について整備する。
2 教員の任期制と再任について，研究業績，教育実績，社会貢献，運営への貢献により評
価する。教員のモチベーションの啓発と適正な昇任，昇格のためのシステムを構築する。
3 他研究科等からの教員の参画を促進する。
◇教育・研究活動の評価
1 外部機関の委員を含む外部評価委員会を設け，教育研究活動の評価を行う。
2 評価項目・評価内容の検討を重ね精度の高い評価システムを構築する。
◇大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
1 学内の他研究科，及び学外の国内外の研究機関との連携を深め，大型研究プロジェクト
を構築・推進する。
2 本学府が中核となり学内横断型組織を開設し，感染制御に関する教育・研究を全学的
に推進する。
3 学外研究・教育機関とのさらなるネットワーク教育を推進する。国際的な教育・研究
連携のため，学術国際交流協定を結ぶ等して海外拠点を整備し，人的交流を推進する。
教員組織
必須：大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類，性格，学生数，法令上の基準との関係における
当該大学院研究科の教員組織の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
感染症と関連する重要疾病の制御の教育・研究に必要な学際的で高度先端的な教育を実
施する研究型の独立大学院として開設した感染制御科学府（以下「学府」という）は，研
究部と位置づけた北里生命科学研究所（以下「生命研」という）において展開されるプロ
ジェクト研究の実施を通じ，総合的視点から問題発見能力，問題解決能力を身につけるこ
とができる人材育成のための教育を行なっている。そのため，本学府には感染制御科学専
攻を設置し，
「感染制御・免疫学履修コース」と「創薬科学履修コース」を設けた。
「感染制御・免疫学履修コース」では感染症の臨床から疫学，病原微生物の病原因子の
解明と感染の分子機構，感染症の免疫制御とワクチンの基礎・臨床など感染症について基
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礎から臨床までの教育・研究を行っている。
また「創薬科学履修コース」では感染症と関連する重要疾病についての創薬のため，微
生物や植物天然素材の探索とこれらからの抗感染症薬や薬理活性物質の探索，遺伝子工学
的手法による物質生産の制御，和漢薬の利用，有機合成による創薬などの実践的な創薬科
学の教育・研究を展開している。
これらに関わる専任教員数は教授 11 名，准教授 3 名，講師 8 名，助教 3 名の合計 25 名
であり，加えて研究科とのネットワーク教育のために参加した兼担教員 10 名と学外機関か
らの兼任教員１名から教育組織が構築されており，当該分野について最先端の情報が学際
的に教育されている。
修士課程の定員は１学年 18 名，博士後期課程の定員は１学年 6 名であり，開設以来定員
は充足されている。本学府専任教員１人あたりの在籍学生数は 2.12 人である。
感染制御科学府大学院生数及び担当教員数
課 程

学生数

修士課程

41

博士課程

12

計

53

教授

准教授

講師

助教

教員数

11

3

8

3

25

11

3

8

3

25

学生数/教員数
2.12

本学府教員はいずれも生命研の専任教員ともなっており同研究所における 12 研究室と 3
研究推進センターのいずれかに所属し，学府学生をプロジェクト研究に参加させるため主
科目の指導教授の研究室に配属している。本学府の教員組織の教員は，一定の研究水準を
保ち流動性がある組織とするため，開設以来，全教員の 5 年ごとの任期制を採用している。
〔点検・評価〕
本学府は，理念・目的に則した専攻とコースを設けていること，研究型大学院としてこ
れらに適合した学際性の高い特色ある教員組織を整えていること，最先端の研究を活発に
展開する教員により，研究とこれを補完し広い知識を得るための学際的な講義を通じ，学
生に自分で問題点を発見し解決できる力を養う教育を実施できていることから，概ね妥当
な組織であると評価できる。
また，任期制を設けることで緊張感を保ちながら教員相互に研鑽がなされることで躍動
感のある教員組織となっている。
教員相互による共同研究も盛んであり，大学院学生がこれに参画していることも学府の
教育目標に適っている。
独立大学院の本学府と付属研究所の生命研はその財政的な点から，現状以上の専任教員
の増員は困難であるが，1 研究グループあたりの人数は平均すると 1〜2 人と少なく，研究・
教育のさらなる充実のため，この点の改善が必要である。
今後，現状の本学府に不足している分野の教員が学府の教育・研究のさらなる飛躍のた
めに加わることが必要となることが考えられるが，学内他研究科や学内学部で活躍する教
員が本学府での教育や生命研における研究に広く参加できるようにすること，学外機関研
究者の参加による連携大学院などの実施により，これらを解決していくことが必要となろ
う。
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教員組織
必須：大学院研究科における組織的な教育を実施するための，教員の適切な役割分担及び連携体制確保の
状況

〔現状の説明〕
本学府には学府教授会のもと教育委員会，カリキュラム委員会を置き，学府全体の教育
に関わる案件を検討・協議しその結果を学府教授会に上申している。教員は教授，准教授
が主科目及び副科目の科目責任者となっている。また，本学府の特色の一つとして，学生
全員に対し入学時に基本的な技術を身につけさせるため准教授，講師，助教が主に担当し
て基本技術講座を開講している。委員会業務における役割分担はもちろんのこと，論文発
表会や研究会等の各種行事についても関連業務を持ち回りで公平に役割を分担している。
〔点検・評価〕
委員会の委員長や博士課程の学位論文の発表会や修士課程の中間発表会などについては
教授を責任者とし，委員については教授を含む教員とするなどして適切な役割分担がなさ
れているが，学部を持たない大学院であるため教員の人数が少なく，教員が複数の委員を
担当しなければならないことが課題である。
教育研究支援職員
必須：大学院研究科における研究支援職員の充実度
必須：大学院研究科における教員と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
任意：大学院研究科におけるティーチング・アシスタント（ＴＡ）
，リサーチ・アシスタント（ＲＡ）の制
度化の状況とその活用の適切性

〔現状の説明〕
世界最高水準の研究・教育拠点を形成するため文部科学省が推進した 21 世紀 COE プログ
ラムに「生命研」と本学府とを拠点とした「天然素材による抗感染症薬の創製と基盤研究」
の拠点プログラムが平成 14（2002）年度に選定され 5 年間のプログラムが実施され，その
間プログラムの研究を推進するためリサーチ・アシスタント（RA）21 名と研究支援職員（ポ
スドク等）21 名を雇用することで，大きな研究成果をあげることができた。
この他，学府教員に対する公的な科学研究費により研究支援職員が採用されている。生
命研の実験動物施設は北里研究所基礎研究所の施設を共同利用しており，同施設所属の技
術員が研究支援職員として学府教員や学生の動物実験の研究支援を行っている。また薬学
部の化学系共有機器室も，学府教員及び学生の機器分析の研究支援を行っている。
また，全学的な TA，RA 制度のもと，北里生命科学研究所 RA の選考基準に関する内規
を設けることで本学府博士後期課程の大学院学生も多数 RA として採用されている。平成
19（2007）年度は，TA は博士後期課程：5 名，RA は博士後期課程：3 名の学生が採用さ
れている。
〔点検・評価〕
実験動物施設や薬学部化学系共有機器室の研究支援職員と学府教員の連携，協力関係は
適切である。ポスドク等の研究支援職員については，21 世紀 COE プログラム終了後は十
分でない。
TA は，①学部教育の充実，②教員としての後継者育成，③大学院生への奨学金的な役割
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の 3 つの目的を有しており，概ね目的を達成していると評価できる。
RA は，生命研教員のプロジェクト研究をサポートすることで，研究推進に貢献し，大学
院生への奨学金的役割も果たしている。TA，RA ともに学内資金の運用による全学的な制
度を有しており学部教育と生命研の研究の活発な推進に成果を上げている。
教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
必須：大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性
必須：任期制等を含む，大学院研究科の教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況

〔現状の説明〕
本学府担当教員の募集，任免，昇格については，
「北里生命科学研究所ならびに大学院感
染制御科学府教授選考に関する内規」，
「北里生命科学研究所ならびに大学院感染制御科学
府の准教授・講師・助教・助手の選考に関する申し合わせ」等に従って行っている。教授
会で審議する教授任免と昇格に関しては，理事長よりの選考開始の承認を受けた後，生命
研ならびに本学府教授選考規定に従い教授選考委員会を組織し募集方法を決め，候補者の
履歴書や研究業績目録，教育・研究に対する抱負などの必要書類の提出を求め，必要に応
じ候補者によるプレゼンテーションなどを加え，最も相応しいと判断される者を原則とし
て１名選考し，生命研運営会議，学府教授会に推薦する。次いで生命研運営会議，学府教
授会により審議し，投票等により候補者を決定する。准教授，講師，助教，助手の選考に
ついても選考の申し合わせに従い理事長による選考開始伺いの承認に次いで，当該研究室
教授または当該主科目教授を含む教員選考委員会により募集方法を決め，提出書類により
候補者の選考を行い，次いで生命研運営会議及び学府教授会の審議により候補者を決定す
る。
また，本学府は生命研・学府開設当初から生命研においては任期制，学府においては期
間付き担当制度をとっているため，任用後 5 年ごとに，研究業績，教育実績，運営への貢
献度，社会貢献の評価等を総合的に評価して，その後の任用の可否を決定している。
〔点検・評価〕
本学府の専任教員の募集・任免・昇格については，規定に則り適切に手続きを行ってい
る。しかし，昇格については定められた基準がなかったため評価委員会において昇任基準
（案）を作成し平成 20（2008）年 6 月の教授会において答申することになっている。
任期制及び期間付き担当制度での教員の採用については，5 年の任期制採用とし，5 年目
に過去 4 年間の各業績・実績を評価し，大学が必要と認めた場合は再任することができる。
5 年ごとの教員の再任評価を行う任期制導入は，教員の適切な流動化を促進させる一つとな
っている。
教育研究活動の評価
必須：大学院研究科における教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性
任意：大学院研究科の教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況

〔現状の説明〕
本学府では，全学に先んじて生命研・学府開設当初から教員の任期制・期間付き担当制
度をとっており，5 年ごとに再任の評価を行っている。評価項目については，全学的な多元
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的業績評価を取り入れ評価の項目を生命研・学府の特色を残しながら全学の方針に合わせ
て客観的な評価ができるよう点数化している。
また，
「生命研・学府教員の研究・教育評価規程」に基づき，教育活動，研究活動につい
て評価項目を決め，毎年度教員評価を実施してきた。この評価は，外部機関の委員を含む
評価委員会により実施した。
教育活動の評価は，
（１）優れた人材を養成するためのカリキュラム及び教育方法の工夫
の状況，
（２）大学院生の受け入れならびに研究指導の実施状況，
（３）学内外の学部・研
究科における教育活動，
（４）学府運営・大学運営への貢献度，
（５）社会における貢献度
の５項目である。
研究活動の評価は，
（１）研究成果の学術論文等への発表状況及びその水準，（２）科学
研究費補助金・助成金等採択状況，
（３）外部資金導入状況，（４）生命研運営・大学運営
への貢献度，
（５）社会への貢献度の 5 項目である。さらに，研究活動の評価には，生命研
として毎年開催してきた研究発表会の成果も加えた。平成 19（2007）年度には開催されな
かったが，平成 20（2008）年度は本発表会を実施予定である。
〔点検・評価〕
評価委員会により行われる教員評価，ならびに５年ごとに行われる教員の任期制・期間
付き担当制度の再任評価については，教授会ならびに各教員に評価内容がフィードバック
されることでさらなる改善が計られていることから，今後の本学府教員の教育活動及び研
究活動に有効と評価する。また，本学府教員の研究活動は学術論文の発表をはじめとする
評価項目により活性度が毎年，評価されており，その方法は確立していると考えられる。
これらの成果は生命研アニュアルレポートとしてまとめられている。
大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
必須：学内外の大学院と学部，研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適切性

〔現状の説明〕
本学は，全学で学内の他研究科の授業科目を履修できる制度（単位互換制度）を有して
いる。本学府は，薬学研究科・理学研究科の教員を兼担教員とし広い専門分野のネットワ
ーク教育を行っている。また学外機関に所属する有識者を兼任教員として招聘し知的財産
論の講義を隔年で実施している。
その他，特別講義においては国立感染症研究所をはじめとする学外研究・教育機関から
講師として招聘し最先端の研究成果や社会的なトピックスについての講義を実施している。
平成 14（2002）年から 5 年間の 21 世紀 COE プログラムにおいては，学府・生命研の創
薬研究グループが中核となり，学内の薬学研究科・理学研究科・医療系研究科や北里研究
所・米国スクリプス研究所の研究者などと有機的に連携した拠点形式のための「天然素材
による抗感染症薬の創製と基盤研究」のプログラムを実施し，大きな成果をあげた。
21 世紀 COE プログラム終了後，本拠点形成の成果として，学内の横断的組織となる北里
大学感染制御研究機構（以下「感染制御研究機構」という）を平成 19（2007）年度より開
設し，感染制御に関する教育・研究に全学的に取り組んでいる。
平成 19(2007)年にはタイ国マヒドン大学と本学との間で，また平成 20(2008)年にはドイ
ツ国ローベルトコッホ研究所と学術交流協定を結ぶなど海外拠点の整備を図った。
744

基準 8 教員組織

〔点検・評価〕
学内研究科及び学外教育・研究機関との連携による人的交流を活発に行い，適切なネッ
トワーク教育を行っている。また，21 世紀 COE プログラムの成果として生命研・学府が中
核となり感染制御研究機構を設置するなど人的交流を順調に推進していると評価できる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
本学府の教育・研究のさらなる充実のためには，教員組織の改善・改革を積極的に行っ
ていく必要があり，特に下記に示す項目について改善策をとる。
◇教員組織
1 本学府と北里生命科学研究所の教育と研究への全学的な教員の参加や，他の学内研究
科との密な連携，及び学外研究・教育機関とのさらなるネットワーク教育を推進する。
2 任期制であることから，その流動化の促進も必要であるが，教員の異動により大学院生
の研究指導に支障が生じない手立ても必要である。
3 学府内の教員のさらなる連携体制確保のため，准教授，講師，助教を含む拡大教授会
の実施や委員会構成を検討する。
4 感染症の予防と制御に関する一貫した教育が実施できるよう，教育委員会を強化して
組織的に取り組む。
◇教育研究支援職員
本学府及び生命研は教員数が限られていることから，ポスドク等の研究支援職員の確保
が研究活動の活発化のために必要である。そのためにはポストドクトラルフェローや研究
支援職員の採用が必要である。しかしながら 21 世紀 COE プログラムの終了後，研究支援職
員のうちポスドクの雇用は資金的理由により行われておらず，北里研究所基礎研究所で採
用の研究支援職員が学府，北里生命科学研究所の研究に協力している。今後研究支援職員
の充実を図るために外部資金獲得が必要であり，研究委員会を通じ大型研究費導入につい
て検討する。
◇教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続
1 本学府が学部をもたない独立大学院であることから，学際的な教育・研究を進めるた
めに，学内他研究科や他研究所等の教員が参画しやすい環境を整備する。
2 教員の活性化を図るため，任期制・期間付き担当制度を継続し，教員の任期満了に伴
う外部機関への移籍や外部からの採用を推進する等，教員の適切な流動化を促進する。
◇教育研究活動の評価
評価を重ねていく中で見えてくる不具合については評価委員会において評価項目・評価
内容を検討し，変更・修正することでより精度の高い評価システムにする。
◇大学院と他の教育研究組織・機関等との関係
1 学内の教育研究組織間の人的交流を進めるために，感染制御研究機構を通じた感染制御
に関する教育・研究の連携を具体的に推進する。
2 学外機関とのネットワーク構築や，国際的な教育・研究連携のために，新たに国外機
関と学術国際交流協定を結ぶなど，人的交流を推進する。
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第９章

事務組織

必須：事務組織の構成と人員配置
必須：事務組織と教学組織との間の連携協力関係の確立状況
必須：大学運営における，事務組織と教学組識の有機的一体性を確保させる方途の適切性
必須：教学に関わる企画・立案・補佐機能を担う事務組織体制の適切性
必須：学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割とその活動の適切性
必須：国際交流等の専門業務への事務組織の関与の状況
必須：大学運営を経営面から支えうるような事務機能の確立状況
必須：大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性
任意：大学院の教育研究を支えうる独立の事務体制の整備状況
必須：事務職員の研修機会の確保の状況とその有効性
任意：事務組織の専門性の向上と業務の効率化を図るための方途の適切性
任意：事務組織と学校法人理事会との関係の適切性

〔到達目標〕
本学は，昭和 58（1983）年の事務機構改革以来，教学系と法人系の事務部門が合わさっ
た事務本部制を採り，組織目標を共有し，両者の密接な連携の下に教育研究の発展を支援
してきた。教学系事務部門及び学部等事務室は，教学組織との役割分担を明確にし，かつ
連携協力して教育研究をより一層推進することが求められる。学長，学部長・研究科長の
行う大学運営業務を支援し，新たな領域の業務の企画立案にも組織的に取組む必要がある。
法人系の事務部門は，教育研究の発展を管理運営面，財政面，施設設備面，知的財産面等
から積極的に支援し，理事者の円滑な意思決定に寄与し，大学の理念・目的の達成に向け
てさらに協調することが求められる。職員は，全学的な観点から適正な配置を行うととも
に，各職員が OJT と Off-JT を通して専門的能力を向上させ，専門化，複雑化する業務に
適切に対応する必要がある。そのために次の目標を設定した。
（平成 12（2000）年度大学
相互評価時及び平成 15（2003）年第 16 期理事会発足時，平成 18（2006）年第 17 期理事
会発足時に設定）
◇事務組織の構成
1 本部事務部門と学部事務室の間，学部事務室同士の重複業務の解消をはかる。特に教学
系の本部各事務部門と複数の学部事務室の所在する相模原キャンパスにおいては，共通事
務部門を設置し，業務の集約化を検討する。
2 本部事務部門，学部事務室の適正人員数調査を行い，事務組織の改編と合わせて計画的
な適材適所の人員配置を実施する。
◇事務組織と教学組織との関係
1 教育研究の高度化，多様化に教学組織と連携して対応できる専門性の高い職員を育成（ま
たは採用）し，教学系の本部各事務部門に重点的に配置する。
2 学長を中心とする大学執行部の教育研究に関わる大学行政管理業務を補佐し，戦略的な
大学運営の企画立案を支援するスタッフ部門の設置を検討する。
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◇事務組織の役割
1 複数の業務を抱える学事部（学務，教務，入試，広報）及び学生サービス部（課外活動，
学生生活支援，就職支援）は，個々の機能を充実するために，改組を検討する。
2 事務組織全体の専門的能力を向上させ，日常的な業務を着実に遂行する一方，新たな領
域の業務の企画立案にも取組めるような前進的な事務組織の構築を目指す。
3 事業計画を中心におき，全事業活動を「計画」
「実行」
「評価」
「改善」のサイクルにのせ，
計画の達成と評価，改善に組織的に取組む。
4 学内の意思決定・伝達を円滑に行うために，学内 LAN を整備し，情報化を促進する。
5 国際化の進展に対応するために，国際部（仮称）の設置を検討する。
6 知財業務の充実の必要性が見込まれるので，知財センター（仮称）の設置を検討する。
7 内部監査・牽制機能を強化するために，監査室（仮称）の設置を検討する。
◇大学院の事務組織
1 大学院事務局としての企画立案能力を強化し，高度な教育研究活動を支え，研究科間や
学外との連携協力にも積極的に関わる大学院事務室を構築する。
2 大学院事務室の充実に向けて，大学院の教育研究に関する広範な知識を有し，研究機関
や産業界，学協会などにも明るい専門性の高い職員の配置を検討する。
◇スタッフ・ディベロップメント（SD）
1 職員の資質能力の向上に向けて各種の研修を企画，実施する研修部門の設置を検討する。
2 OJT，業務改善を推進し，個々の職員と事務組織全体の活性化をはかる。
◇事務組織と学校法人理事会との関係
1 事務本部長及び各事務副本部長（法人，教学，企画・収益事業）から広がる系統的な事務
体制と，各常任理事と当該事務部門が連なる機能別の事務体制とを融合させた，効率的な
運営に取組む。
事務組織の構成
必須：事務組織の構成と人員配置

〔現状の説明〕
事務組織は，本部の教学系・法人系事務部門，学部事務室（一般教育部を含む）
，大学院
事務室，大学附属研究所事務室，大学附属病院事務部，大学附属センター事務室，併設校
事務室，収益事業部門事務室で構成され，それぞれ必要な職員を配置している。事務組織
の編制は，
「北里研究所事務組織に関する規程」に定めている。大学・併設校 6 キャンパス
の事務組織，事務職員数は，次のとおりである。
（表 9-1）
表 9-1 各キャンパスの事務組織・事務職員数
白 金

薬学部・薬学研究科事務室，感染制御科学府・北里生命科学研究所事務室，感染制御研
究機構事務室，東洋医学総合研究所事務室，臨床薬理研究所事務室，基礎研究所事務室，
北里研究所病院事務部，理事長室，監査室，北里柴三郎記念室，本部（法人系 7 事務部
門）
。241 名

相模原

医学部事務室，看護学部・看護学研究科事務室，理学部・理学研究科事務室，医療衛生
学部事務室，一般教育部事務室，医療系研究科事務室，北里大学病院事務部，北里大学
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東病院事務部，大学図書館事務室，情報基盤センター事務室，高等教育開発センター事
務室，看護キャリア開発研究センター事務室，知的資産センター，学長室，点検・評価
室，本部（教学系 4 事務部門）
，本部（法人系 1 事務部門）
。351 名
十和田

獣医学部・獣医畜産学研究科事務室。24 名

三 陸

海洋生命科学部・水産学研究科事務室。13 名

新 潟

北里大学保健衛生専門学院事務室。11 名

北 本

北里研究所メディカルセンター病院事務部，北里大学看護専門学校事務室，生物製剤研
究所事務室。78 名

事務職員総数は 718 名，全職員数 5,694 名に占める割合は約 13％である。事務組織及び
人員配置の詳細は，本章末尾の「事務組織図」に示す。
事務組織の特徴の一つは，各学部事務室が教学系事務と法人系事務の両方の機能を果た
していることである。学部事務室は，原則として総務課（庶務，人事，経理，用度担当），
教務課（教務担当）
，学生課（学生厚生，入試広報，就職担当）
，学部附属図書館をもって
構成する。
本部の教学系事務部門は相模原に置かれ，教学センター，研究支援センター，就職セン
ター，入学センターの 4 部門をもって構成する。教学系スタッフ組織の学長室，点検・評
価室も相模原に置かれている。本部の法人系事務部門は白金に置かれ，総務部，人事部，
経理部，ファイナンス事務局，管財部，広報部，企画調整部の 7 部門をもって構成する。
法人系スタッフ組織の理事長室，監査室も白金に置かれている。他に法人系の相模原キャ
ンパス管理営繕センターが相模原地区全体の施設営繕業務を担っている。
特徴の二つ目は，教学系事務部門，法人系事務部門ともに事務本部に一元化され，事務
本部長を頂点とし，事務副本部長 3 名（法人担当，教学担当，企画・収益事業担当）の補
佐による運営体制をとっていることである。各学部事務長は，事務本部長・各事務副本部
長の区処を受ける。学部事務室の各課は，事務長を通して本部の教学系・法人系各部門と
機能的につながる構造である。具体的な事務の執行については，
「寄附行為」
「寄附行為施
行細則」
「業務基準・権限基準」「大学学則」
「大学院学則」
「専任職員就業規則」等の基本
規定のほか，
「業務分掌・権限（決裁）基準」
「文書取扱規程」「決裁書取扱規程」
「経理規
程」
「固定資産及び物品管理規程」等の業務別の規定に基づいて行われる。
人員については，毎年度人員計画を策定し，専任職員及び非専任職員（派遣・臨時職員）
別に計画人員が定められ，これに基づき各部署に配置される。定期的な新規採用や人事異
動，昇任昇格人事（原則として４月，７月，10 月）を行い，事務組織の活性化をはかって
いる。
〔点検・評価〕
学部ごとに同じ機能を有する学部事務室が各キャンパスに置かれ，学生，教職員へのき
め細かな対応を可能にしている。一方，人員配置上の制約，業務の重複によるむだ，縦割
り意識がまねく弊害，本部各事務部門と学部事務室間，学部事務室同士の意思疎通が円滑
でない，といったマイナス面も把握される。
▼到達目標の達成状況
到達目標の第 1 項「本部事務部門と学部事務室の間，学部事務室同士の重複業務の解消
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をはかる。特に教学系の本部各事務部門と複数の学部事務室の所在する相模原キャンパス
においては，共通事務部門を設置し，業務の集約化を検討する」は，この間に達成できて
おらず，引き続き実現への努力が必要である。特に相模原キャンパスでは，効率的な事務
体制と事務処理の改善を必要とする。到達目標の第 2 項「本部事務部門，学部事務室の適
正人員数調査を行い，事務組織の改編と合わせて計画的な適材適所の人員配置を実施する」
については，調査ワーキンググループを発足し，学部事務室の適正人員数調査を平成 19
（2007）年に，法人系事務部門の適正人員数調査を平成 20（2008）年に実施し，データを
準備できたところである。事務組織の改編に合わせた人員配置計画の実施により，目標を
達成する。人員配置は，毎年人員計画を策定しているが，学生数の増加や教育課程の複雑
な学部があり，それらを加味したさらに精密な適正人員の算定も今後の検討課題である。
専任職員と非専任職員の適正比率，非専任職員の活用法なども検討する必要がある。
事務組織と教学組織との関係
必須：事務組織と教学組織との間の連携協力関係の確立状況
必須：大学運営における，事務組織と教学組識の有機的一体性を確保させる方途の適切性

〔現状の説明〕
教学系事務部門は，自校教育の導入，学内奨学金の拡充，入試制度の改善，研究費の積
極的な獲得策などを教学組織に提案している。提案は，教学系事務部門における調査研究，
副学長ミーティングにおける検討を経て，正式に学部長会，大学院委員会の協議の俎上に
上る。あらかじめ各学部への意見聴取や，全学専門委員会へ検討の付託を行うこともある。
学長のスタッフ組織である学長室は，新たな教育課程や教育体制の構築，機能的な大学
組織の編成，第三者評価への対応などの全学的な教学上の重要課題を重点的に推進するた
めに，平成 16（2004）年に設置された。獣医学部の改組，組織的な FD 活動，認証評価，
教員の多元的業績評価など全学的な教学上の重要課題の解決に向けて集中的な取組を行っ
ている。学長室からの提案も教学系事務部門と同様に扱われる。
大学基準協会認証評価の受審に際し，スタッフ組織の点検・評価室が設置（平成 19（2007）
年）され，室員（教員，事務職員）19 名が業務を推進している。提案は，全学自己点検・
評価委員会の協議を経て，学部長会，大学院委員会において協議される。
学部等事務室は，事務長を頂点として学部長・研究科長の機能的な指示を受けながら，
学部の教務系，学生系の事務と総務，人事，経理等の事務を行う。学生，教職員と直接相
対する現業の部門であるので，職員は，対人関係能力，的確な判断力，総合的な管理能力
を求められる。学部の事業計画は，事務局が教学組織の意見に基づき原案をとりまとめ，
教授会等において審議決定される。予算は，事務長が教学組織の意向を加味して原案を策
定する。
〔点検・評価〕
教学系事務部門は，学事部・学生サービス部の改組（平成 18（2006）年）により，教学
センター，研究支援センター，就職センター，入学センターが発足した。個々の機能は充
実し，専門化しているが，一方で業務の総合化，目標の共有において一層の工夫を講じる
必要がある。職員が分散したため，全般的な提案能力の低下も見られる。
学部等事務室は，事務長を頂点としてまとまった業務を円滑に実施しており，教学組織
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との有機的な関係が構築できている。職員の配置人数は限りがあり，その点が前項でも述
べた課題である。
▼到達目標の達成状況
到達目標の第 1 項「教育研究の高度化，多様化に教学組織と連携して対応できる専門性
の高い職員を育成（または採用）し，教学系の本部各事務部門に重点的に配置する」は，
専門的な経験のある中途採用職員の配置によりほぼ達成できたと受け止めている。到達目
標の第 2 項
「 学長を中心とする大学執行部の教育研究に関わる大学行政管理業務を補佐し，
戦略的な大学運営の企画立案を支援するスタッフ部門の設置を検討する」は，学長室，点
検・評価室の設置及び業務推進により達成できたと考える。
事務組織の役割
必須：教学に関わる企画・立案・補佐機能を担う事務組織体制の適切性
必須：学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割とその活動の適切性
必須：国際交流等の専門業務への事務組織の関与の状況
必須：大学運営を経営面から支えうるような事務機能の確立状況

〔現状の説明〕
1 教学系事務部門が，教学センター，研究支援センター，就職センター，入学センターに
より成り立っていることは先に述べた。大学間競争が激化する中，教学執行部の行う大学
運営業務を支援し，全学の中心となって活動している。
2 学内の意思決定・伝達システムについては，本部の教学系・法人系各事務部門の長を構
成員とする「本部部長会」
，本部各事務部門の長と各学部等事務室の事務長を構成員とす
る「事務部長・事務長会」を置き，必要な事項を協議，調整し，また諸会議体の決定事項
を報告，伝達している。それぞれの会議体の協議報告事項は次のとおりである（表 9-2，
9-3）
。この他にインフォーマルな会として，事務本部長・各事務副本部長の検討会も開催
している。
表 9-2 本部部長会の協議報告事項
協議事項：1) 事務全般の業務計画及び執行方策に関する事項，2) 常任理事会への建議に関する事項，
3) 事業計画及び事業業績に関する事項，4) 予算及び決算に関する事項， 5) 事務組織，業務分掌及び
諸規程に関する事項，6) 人事，給与及び厚生に関する基本的な事項，7) 理事長等からの諮問事項，8) そ
の他事務全般に関する重要事項
報告事項：1) 理事会，常任理事会等法人諸会議の決定事項，2) 各部署等の所管業務のうち，特に連絡
又は報告が必要な事項

表 9-3 事務部長・事務長会の協議報告事項
協議事項：1) 各部門に関連する事項，2) 理事長からの諮問事項，3) 常任理事会への建議に関する事項，
4) その他業務執行において調整が必要な事項
報告事項：1) 業務執行に関する連絡事項，2) 理事会及び学部長会等法人諸会議の決定事項，3) 各部署
等の所管業務のうち，特に連絡又は報告が必要な事項
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3 業務の専門化に対応して，以下の部門を設置した。
1) 北里大学知的資産センター（平成 18（2006）年）
2) 北里研究所監査室（平成 15（2003）年）
3) 北里研究所人事部教育研修グループ（平成 20（2008）年）
4 各学部の事業計画，個々の提案等は，当該学部と本部各事務部門との間で綿密な検討が
行われ，事務本部長・常任理事を通して理事会に上程されるシステムとなっている。特
に事業計画は，双方の間の検討，調整が十分行われ，さらに各学部長・事務長と常任理
事・事務本部長，本部各事務部門の長による意見交換会を行い，予算編成に先立って，
学部長会，理事会において審議される。
〔点検・評価〕
1 教学系事務部門，学部事務室は，教学組織と連携して教育研究を支援しており，教学に
関わる補佐機能を十分果たしている。
2 本部部長会は，毎週常任理事会の前日に開催され，常任理事会への建議等に関する事項
のほか，事業計画を始め大学・法人の重要事項について協議している。事務部長・事務
長会は月１回開催され，主に学部長会，理事会の決定事項を報告する場となっていたが，
最近，懸案事項を協議する場に比重を移し機能を強化している。両会議とも各地区を結
ぶ TV 会議システムを取り入れ，さまざまな負担の軽減を進めている。
3 研究支援センター，就職センター，入学センターは，それぞれ専門業務を担当する部署
としてその機能を果たしている。教学センターは，学部等の設置，教育課程の変更，国
際交流，生涯教育，学生厚生指導，課外活動，奨学金，学籍管理など多岐にわたる重要
な業務をかかえており，その機能を十分に発揮できていない。
4 本学では，各学部等の財政運営は独立採算制をとっており，各々の収入の範囲内で採算を
とる独立経営を基本としている。このために，各学部等にも法人系事務を担う総務課（係）
を配置し，経営面から学部運営を支え，自立的運営を可能としている。しかし反面，そ
れらの組織と職員が重複し効率的な組織とは言いがたい面もある。
▼到達目標の達成状況
到達目標の第 1 項「学事部及び学生サービス部は，個々の機能を充実するために，改組
を検討する」は達成できた。到達目標の第 2 項「事務組織全体の専門的能力を向上させ，
日常的な業務を着実に遂行する一方，新たな領域の業務の企画立案にも取組めるような前
進的な事務組織の構築を目指す」は，十分に達成できていないと受け止めている。到達目
標の第 3 項「事業計画を中心におき，全事業活動を「計画」
「実行」
「評価」
「改善」のサイ
クルにのせ，計画の達成と評価，改善に組織的に取組む」は，徹底できている。到達目標
の第 4 項「学内の意思決定・伝達を円滑に行うために，学内 LAN を整備し，情報化を促進
する」は，情報基盤センターにより LAN，TV 会議システムが完備された。到達目標の第 5
項「国際部（仮称）の設置」は，検討が未着手であり，引き続いての課題である。到達目
標の第 6 項「知財センター（仮称）の設置」
，到達目標の第 7 項「監査室（仮称）の設置」
はともに達成できた。
大学院の事務組織
必須：大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性
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任意：大学院の教育研究を支えうる独立の事務体制の整備状況

〔現状の説明〕
各研究科事務室は，大学院の充実と発展のために尽力している。しかし，事務室は，教
育研究の支援業務にとどまり，企画立案は教学組織が主導している現状である。大学院の
教育研究を支えうる独立の事務体制については，独立大学院である感染制御科学府が，別
個の事務室を置いている。医療系研究科は，医学部と医療衛生学部を基礎学部としており，
これも事務室は学部から独立している。他の研究科事務室は，学部を基礎とする大学院で
あり，学部事務室が兼務している。
〔点検・評価〕
中央教育審議会答申「新時代大学院教育−国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて
−」
（平成 17（2000）年）等を踏まえ，本大学院においても，人材養成の目的を明確にし，
大学院の課程教育の充実と質保証に努力している。そのような下で，教学組織は，事務職
員の支援的補佐的機能を超える高度な専門的能力の発揮を求めているが，事務局の役割は，
受動的で教学組織の期待に応えているとは言いがたく，この点の改善を要する。また，感
染制御科学府事務室，医療系研究科事務室は，通常の学部事務室と同じ機能にとどまって
おり，大学院教育研究を支えるにふさわしい機能を備える必要がある。
スタッフ・ディベロップメント（SD）
必須：事務職員の研修機会の確保の状況とその有効性
任意：事務組織の専門性の向上と業務の効率化を図るための方途の適切性

〔現状の説明〕
事務組織の改編による組織活性化と併せて，事務職員の資質・能力の向上は，教学系事
務・法人系事務を担うすべての職員に不可欠である。本学では，これまでに事務系職員を
対象とした次の研修会等を設定し計画的に実施している。
（表 9-4）
表 9-4 事務系職員対象の研修会
階層別研修

1) 管理職研修，2) 病院管理職研修，3) 係長研修，4) 主任研修，5) 一般職研修，6) 新
入職員研修（平成 13（2001）年度から）

職場別研修

1) ファミリー研修

業務別研修

1) 本部の各事務部門が中心となって業務別に実施，2) 日本私立大学協会他の外部機関
が行う業務別研修会に参加。

全体研修

1) 事務系職員合同研修：平成 17（2005）年度から，研修内容を企画立案するワーキン
ググループを立ち上げ，事務系職員合同研修として実施。

補助制度
その他

1) 外部講演会，研修会の参加費支援，2) 通信教育受講費用支援
1) 国際化対応研修として平成 12（2000）年度まで海外研修を実施したが，平成 13
（2001）年度の同時テロ発生時に中止。平成 12（2000）年度と平成 15（2003）年度
に管理職海外研修としてそれぞれ１名を派遣。
2) 平成 13（2001）年度，平成 14（2002）年度に技能職を対象とした研修を実施。
3) 平成 17（2005）年度から，人権侵害防止宣言に伴う活動として人権侵害防止に関す
る講演会（キャンパス別，部門別）
，相談員対象の研修会を実施。
4) 管理職研修は，平成 15（2003）年に「北里学園の方向性研修会―大学改革と職員の
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変革のために」をテーマに，理事長，常任理事と事務管理職 67 名によるスタッフ・デ
ィベロップメント研修会を実施。
5) 平成 12（2000）年度から，管理職研修の中で人事考課者訓練を実施。平成 15（2003）
年度に人事考課制度を刷新し，目標管理型職務執行評価制度の導入に伴い，人事考課者
訓練を目的とした研修会を実施。平成 15（2003）年度に一次評価者と二次評価者を対
象に 2 回行ったほか，平成 17（2005）年度には被考課者も参加した研修会を実施。

〔点検・評価〕
第 17 期理事会（平成 18（2006）年 7 月〜平成 21（2009）年 6 月）は，その重点施策の
中に事務組織の活性化を掲げており，教育，医療を取り巻く環境が激変する中，大学・法
人の基盤を支える事務組織に対する期待は大きい。この期待に応えるべく，平成 12（2000）
年度以降，階層別，職場別，業務別の各種研修メニューを継続してきた。特に平成 17（2005）
年度から実施している合同職員研修は，各組織から選出されたワーキンググループメンバ
ーが企画立案に参加しており，組織を横断した全体研修会として，事務職員の一体感の醸
成に役立っている。さらに平成 20（2008）年に，教育研修を専門に扱う人事部教育研修グ
ループが発足した。
今後の検討課題として次の事項を挙げる。
1 団塊世代前後の定年退職時期に備え，女性管理職を含む次世代のリーダーを組織的に養
成するシステムと研修会との組み合わせを構築する。
2 教学系事務職員の各専門分野における専門職としてのアイデンティティを確立し，自信
と責任を持って働けるシステムを構築する。
3 業務別研修は行っているが，基本事項の確認レベルであり，それぞれの分野の専門的な
知識の養成は，個別の OJT に任されている。また，一人ひとりのキャリア開発を支援す
る施策は手薄な面がある。このために組織的な OJT に取組み，段階的にキャリア開発を
行えるシステムを構築する。
4 中途採用の職員を育てるための組織的な施策（例えば新卒採用職員と同様のフォローア
ップ研修の実施，指導担当者制度の導入等）を構築する。
5 新入職員の研修活動は階層別研修の中でも手厚く行っているが，3 年以内の退職者が散見
される。研修に加えて相談制度（いわゆるメンター制度など）のように，一人ひとりをき
め細かくサポートするシステムを構築する。
事務組織と学校法人理事会との関係
任意：事務組織と学校法人理事会との関係の適切性

〔現状の説明〕
本学では，理事会の意思決定を円滑にするため，理事会の議案を整理するとともに，日
常の業務を執行する「常任理事会」を置いている。本部の法人系事務部門（総務部，人事
部，経理部，管財部，広報部，企画調整部）及び教学系事務部門（教学センター，研究支
援センター，就職センター，入学センター）は，理事会・常任理事会，学部長会・大学院
委員会の運営を支援し，かつ理事長・常任理事，学長・副学長を支える。事務職員から 2
名（事務本部長，事務副本部長）が理事に選任され理事会の構成員として権能を果たして
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いる。理事会には事務副本部長（法人事務部門担当）及び事務副本部長（教学事務部門担
当）も常時臨席する。理事会における審議・報告事項は，あらかじめ本部部長会において，
提案内容を精査している。
〔点検・評価〕
事務組織と学校法人理事会との関係については，事務職員が理事となり，理事会におい
て権能を果たしていること，他の事務職員も理事会に臨席し必要な事務的役割を果たして
いること，理事会における審議・報告事項をあらかじめ本部部長会において精査するシス
テムを確立していること，理事会の審議結果は，事務部長・事務長会を通して周知されて
いることから，両者の関係は適切であると受け止めている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 限りある人材を有効に登用する観点から，その基盤整備として，業務の重複によるむだ
の排除，縦割り意識を払拭し，効率的な事務体制を構築する。
2 相模原キャンパスにおいては，共通事務部門を設置し，業務の集約化を推進する。新一
般教育部棟（仮称）の竣工を目途とする。
3 各事務部門・学部事務室の適正人員数調査結果に基づき，事務組織の改編に合わせて適
材適所の人員配置を実施する。
4 専任職員と非専任職員の適正比率，非専任職員の活用法を検討する。
5 教学系事務部門は，さらに機能の充実をはかる一方，業務の総合化，目標の共有化の適
切な方法を講じ，提案能力を強化する。
6 事務組織全体の専門的能力を引き続き向上させ，日常的な業務を着実に遂行する一方，
新たな領域の業務の企画立案にも取組めるような前進的な事務組織を構築する。
7 国際部（仮称）の設置を検討する。
8 大学院事務室は，高度な教育研究を専門的立場から支援できるように組織として資質能
力の向上に努める。
9 教育研修の改善方策は次のとおりである。
1) 女性管理職を含む次世代のリーダーを組織的に養成するシステムと研修会との組み合
わせを構築する。
2) 教学系事務職員の各専門分野における専門職としてのアイデンティティを確立し，自信
と責任を持って働けるシステムを構築する。
3) 組織的な OJT に取組み，段階的にキャリア開発を行えるシステムを構築する。
4) 中途採用職員を育成するために，フォローアップ研修の実施，指導担当者制度の導入等
を行う。
5) 新入職員に対する研修活動の充実とともに，相談制度（いわゆるメンター制度など）の
導入により，一人ひとりをきめ細かくサポートするシステムを構築する。
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【別紙】事務組織図
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第１０章

施設・設備

１．大学全体
必須：大学・学部・大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適
切性
任意：記念施設・保存建物の保存・活用の状況
必須：教育の用に供する情報処理機器などの配備状況
任意：先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性
任意：先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の，他の大学院，大学共同利用機関，附置
研究所等との連携関係の適切性
任意：独立研究科における，当該研究科専用の施設等整備の適切性
任意：夜間に教育研究指導を行う大学院における，施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の
適切性
必須：キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況
必須：
「学生のための生活の場」の整備状況
必須：大学周辺の「環境」への配慮の状況
必須：施設・設備面における障がい者への配慮の状況
必須：キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況
任意：各施設の利用時間に対する配慮の状況
必須：施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
必須：施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況

〔到達目標〕
本学は，昭和 37（1962）年に設立し，現在では白金，相模原，十和田，三陸の 4 つの
地区にキャンパスを分散設置している。それぞれのキャンパスでは適切な施設・設備を整
備し，有効に活用されているが，設立後 46 年が経過し，更新時期に達している建物も多
く存在する。このことから，本学は，各キャンパスのマスタープランに基づき，教育研究
の目的を実現するための施設・設備の整備を行っている。このために，以下のとおり到達
目標を設定した。
◇施設・設備等の整備
1 中・長期マスタープラン策定による施設・設備等の整備を行う。
（平成 15（2003）年度
事業計画で設定：
「相模原キャンパスマスタープラン」に基づき計画的に実施）
2 経年劣化した建物の維持管理と耐震補強を計画的に推進する。
（平成 8 年（1996）年度
事業計画で設定：白金キャンパス Y3 号館耐震補強から計画的実施）
3 学祖北里柴三郎の記念施設・記念品の保存・活用を充実する。
（昭和 39（1964）年北里
研究所創立 50 周年記念事業の一環として設定）
4 教育用情報処理機器の適切な配備と情報インフラの整備を行う。
（平成 6（1994）年度事
業計画で設定：ネットワーク整備と情報教育システム充実）
◇先端的な設備・装置
1 公的資金の獲得及び外部資金導入等により先端的な設備・装置を充実させる。
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◇独立研究科の施設・設備等
1 独立研究科の施設整備の支援と研究科間の共同利用を推進する。
◇夜間大学院などの施設・設備等
1 夜間大学院生へのサービス向上を推進する。
◇キャンパス・アメニティ等
1 キャンパス・アメニティの充実に向けた学生アンケートの実施と体制づくりを強化する。
（平成 15（2003）年度事業計画で設定）
◇利用上の配慮
1 学内施設のバリアフリー化を積極的に推進する。
（平成 11（1999）年度事業計画で設定：
私立大学等防災機能等強化緊急特別推進事業）
2 学生の施設利用時間の延長と安全・保安面の向上を図る。
◇組織・管理体制
1 施設・設備等の維持管理体制の一元化と外部委託等の見直しを図る。
（平成 11（1999）
年事務組織の改組で設定）
2 学内施設，附属施設等の安全性の確保，衛生管理の向上に努める。
（平成 8（1996）年度
事業計画，平成 17（2005）年度事業計画で設定：教育研究用施設・設備充実）
施設・設備等の整備
必須：大学・学部・大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切
性
任意：記念施設・保存建物の保存・活用の状況

〔現状の説明〕
1) 教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性
本学は，より効果的な教育・研究の推進を目指して，施設・設備の整備充実を図ってき
た。各校舎には講義・実習等の教育に充分対応できる視聴覚設備，情報処理設備，実験・
実習用機器等を備えている。研究については，相模原キャンパスに産学共同研究のための
特別研究室を整備しており，教育・研究効果の向上を図っている。また，広域にまたがる
各キャンパス間の有機的な連携を保つため，平成 10（1998）年度から学内 LAN の整備に
着手し，電子ジャーナル等の図書館の電子化，テレビ会議，遠隔授業等マルチメディア教
育に対応すべく，順次整備を行っている。
表 10-1 施設の整備状況
計画年月
平成 8
（1996）年
平成 16
（2004）年
平成 16
（2004）年
平成 18
（2006）年

地 区
白金
相模原
十和田
三陸

計画名称
北里白金構内整備
計画
相模原キャンパス
マスタープラン
十和田キャンパス
マスタープラン
水産学部教育・研
究・環境拡充委員
会

内 容
旧社団法人北里研究所諸施設及び薬
学部等の整備
第 1 期工事：体育館･部室棟等の建替
え工事
新動物病院（小動物診療センター）
学生実験棟新設，既存各棟屋上防水
改修，女子トイレの増設
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備 考
平成 14（2002）
年 3 月完成
平成 20（2008）
年 3 月完成
平成 20（2008）
年 3 月完成
教育・研究及び学
生の就学・生活環
境，教職員の生活
環境の改善
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平成 20
（2008）年

相模原

相模原キャンパス
マスタープラン

第 2 期工事：職員宿舎，一般教育部
棟の建替工事

▼旧社団法人北里研究所諸施設及び薬学部等の整備：北里研究所病院，薬学部１号館，北
里生命科学研究所等の建替えを行った。
▼体育館･部室棟：地上 4 階，地下１階の吹き抜けとなっており，エアコン等の空調設備を
完備しミーティングルームや和室，写真現像室，防音の音楽練習室を備えている。
▼新動物病院：国内第 1 号となる核医学の施設をはじめとして最先端の設備を備えている。
▼学生実験棟：新カリキュラムの効率的学習を実現するため，中人数クラスでの学生教育
の充実を目標として学生実験室を備えた新たな校舎の建設。
▼一般教育部新棟：語学や情報関係の機器を整備し，自学自習のできる設備や 1,000 人収
容可能な食堂を計画し，学生が快適で健康な学生生活を送ることができるよう十分配慮し
た建物となっている。
平成 20（2008）年 4 月には本学の設立母体である社団法人北里研究所と法人統合し，
学校法人北里研究所として新たな出発をした。統合により旧研究所の所有する土地や建物，
人的資産を受け継ぎ，より実践的な教育・研究体制を整えることができた。
2) 記念施設等の保存・活用の状況
記念施設は，平成 20 年 4 月の法人統合により，
「北里柴三郎記念室」
（白金キャンパス）
と「王森然記念館」
（北本キャンパス）とを受け継ぎ，理事長直轄の組織として管理・運営
している。
▼北里柴三郎記念室：近代日本医学の先駆者であり研究所の創始者，大学の学祖北里柴三
郎の偉業を顕彰することを目的に平成 9（1997）年 4 月に旧研究所の一部門として発足，
同時に北里本館 1 階において一般公開を開始した。展示品は約 6,000 点に上る遺品・業績
史料を中心に，恩師ローベルト・コッホ博士，恩人福澤諭吉先生や門下生の北島多一，志
賀潔，秦佐八郎等を紹介するとともに，近代医学の進歩・発展に貢献した本研究所研究者
の業績も併せて紹介している。これらの資料は，展示室での展示はもとより外部学会の展
示会などへの協力出展や報道機関からの取材等，広報の一翼をも担っている。また，学内
においても自校教育の一環として学部学生の見学を積極的に受け入れ，キャンパス展示会
を企画するなど，学内外への情報発信源として大いに活用している。
▼王森然記念館：平成 11（1999）年 2 月北里研究所メディカルセンター事業地（埼玉県
北本市）に看護専門学校の講堂・付属棟として竣工した。館内には多くの絵画や書画が展
示されており，看護専門学校の教育の一つである「心の豊かな看護師を育てる」環境を担
っている。また，中国の教育者として高名な王森然の作品を多数展示し，王森然の偉大な
教育的業績に肖り「王森然記念館」と命名した。絵画・彫刻等（約 1,600 点）は，北里研
究所メディカルセンター病院開設（平成元（1989）年）当初から今日まで 6 回に亘り開催
された絵画公募展「人間讃歌大賞展」の受賞作品と多くの高名な画伯方からの寄付による
ものである。
〔点検・評価〕
1) 教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性
本学の現有校地面積は，大学設置基準面積 100,362.99 ㎡に対し，4 地区合計で
1,301,318.37 ㎡の余裕ある校地を保有している。また，校舎面積も，大学設置基準面積
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119,391.20 ㎡に対し，現有校舎面積は 4 地区合計で約 3 倍の 332,840.31 ㎡（附属病院含
む）であり，設置基準を大きく上回っており，充分な規模を備え，余裕ある教育・研究活
動を行える環境にあると判断できる。
一方，本学の所有校舎及び付属施設等の多くは，学園創設以来の建物であり，それらの
建物は経年により更新並びに継続維持するために耐震補強等の計画を推進しなければなら
ない問題を抱えている。現在，マスタープランに基づき，相模原キャンパスだけをとって
も建設を開始した職員宿舎棟の建設や既に計画進行中の一般教育部棟，大学病院棟の建設
のほか，医学部棟，看護学部棟，医療衛生学部棟の建設など教育・研究･診療用施設を中心
とした建替計画が目白押しに予定されており，建替更新を進めて行く中で，対象建物の維
持補修等の兼ね合いでどこまで整備するか等，建設費が高騰している現在，苦慮する問題
である。
2) 記念施設等の保存・活用の状況
北里柴三郎記念室は本館 1 階に位置し，入り口から近いこともあり一般見学者の入りや
すい利点はあるが，少々狭く（83.46 ㎡）展示品が限定される。現在，定期的に展示品の
入替を行っているが，今後，顕彰範囲を拡大することを考慮すると手狭である。
王森然記念館は北本の自然と絵画に囲まれ学生が勉学する環境としては最良であるが，
地理的に奥まっており見学者などが少ないこともあって一般公開はしていない。現在は，
看護専門学校学生のセミナー室として利用しているが，今後，何らかの有効利用を考える
必要がある。
本学が所有する多くの絵画は近代医学に自然と芸術を融合させたヒーリングアートであ
る。これらの絵を関連病院に展示することで，病院特有の雰囲気を払拭するとともに，病
院来訪者の心の癒しや，外来待ち時間の心理的緩和を図っている。また，この取組みによ
り「絵のある病院」として広く知られるようになった。
施設・設備等の整備
必須：教育の用に供する情報処理機器などの配備状況

〔現状の説明〕
本学は，平成 10 年（1998）年に「ネットワークセンター」を設置開設し，大学全体の
教育・研究を推進するために情報インフラの整備を一元管理することになった。その後，
平成 13（2001）年に，大学事務業務システムを含んだ管理部局として北里大学情報基盤セ
ンターに改組し，業務システム（財務，人事・給与，就業，教務，入試，就職）の企画開
発と情報処理機器・ネットワーク機器及び教職員・学生メール等の管理運用を行っている。
▼ネットワーク環境整備：平成 16（2004）年 4 月の電気通信事業法の改正により，既定
の料金が改定され利用者が直接通信業者を選択できることになり，各キャンパスの通信速
度を以下のとおり向上させた。
表 10-2 ネットワークの整備状況
年 度
整 備 内 容
平成 14（2002）年度
専用通信回線から広域 LAN へ切替
平成 16（2004）年度
通信速度の改善（相模原 100M・白金 100M・十和田 3M・新潟 3M）
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平成 18（2006）年度
平成 20（2008）年度

通信速度の改善（十和田 10M・三陸 10M・新潟 10M）
インターネット下り速度改善（40M）

単位 M：Mbps

▼遠隔授業の取り組み：e-Learning による授業支援システムの構築に向け，
平成 18
（2006）
年 3 月に遠隔授業システム一式を相模原キャンパスと十和田キャンパスの講義室に導入設
置した。また，同時に遠隔キャンパスとの簡易なコミュニケーション手段として可動型の
テレビ会議システムを導入した。これらのシステムは，キャンパスを越えた授業や講演会，
会議等に使用され，情報の共有がなされた。現在では全キャンパスを結んでいる。
▼学生メールシステム：平成 14（2006）年に導入された学生のメールシステム（グレー
スメール）は，機器の老朽化と処理能力も不足してきたことから，新学生メールシステム
（Active Mail）を平成 19（2007）年 8 月に切り替え稼働させ，利便性とリアルタイム性
の向上，保存容量アップ（学生１人 50Mbyte），同時アクセス数の拡大，携帯電話からの
アクセス等を実現させた。また，情報基盤センターでは，EUC による「学生メール同時配
信システム」を開発し，各学部事務室の学生担当者から学生へのメール送信が容易にでき
るようになり，学生への連絡手段のひとつとして確立できた。
表 10-3 全学の情報処理機器の配備状況
学部

薬学部

獣医学部

医学部

海洋生命科学部

看護学部

理学部

医療衛生学部

設置場所
1 号館 1503 コンピュータ室
1 号館 1202・1203 講義室
事務室 (貸出用)
学生無償配付用(１・２・３年生)
コンピュータ実習室
事務室 (貸出用)
M35 講義室
学生ラウンジ
事務室 (貸出用)
F1 号館就職資料室
F1 号館コンピュータ室
F4 号館学生ホール
図書館
宿直室
情報演習室
学生コンピュータ室
情報演習室
自習室
学生ホール
図書館
(貸出用)
事務室 (貸出用)

サーバ
80
72
884
80
5
60
5
32
8
15
12
57
57
25
61
14
18
3
4
1

A1 号館コンピュータ室

71

A3 号館情報演習室

68

A3 号館閲覧検索室

5

事務室 (貸出用)
一般教育部

PC

プリンタ
4

5
8

1

2

1

2
1
1
2
1
3

1
1
3

2
3
4
2
2

3

1
1

6

L1 号館 120 CALLRoom
L1 号館 121 CALLRoom

41
56
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大学図書館
事務本部

L1 号館 121 外国語教員専用室
L1 号館 122 講義室
L1 号館 123 講義室
L1 号館 125 コンピュータ室
L1 号館サーバルーム
L1 号館２階サンポケット
事務室 (貸出用)
マルチメディア学習室
就職センター

4
60
50
39

2

6
3
3
3
22
1,921

合計

5

4
28

54

〔点検・評価〕
平成 18（2006）年には遠隔キャンパスの十和田，三陸，新潟の回線速度をそれぞれ 10M
に増強し，学生のインターネット環境の充実を図った。特に三陸キャンパスは，陸の孤島
と言われ，通信業者からは「速度の増強は難しい」との見解であったが，粘り強い交渉に
より実現できたことは評価すべきと考える。
また，相模原キャンパスに設置してあるネットワーク基幹スイッチは，導入後 9 年が経
過し経年劣化による障害が多くなり，ネットワークのサービスが低下し，インターネット
や基幹系業務の運用にまで支障を来たすようになっている。
相模原キャンパス−十和田キャンパス間に常設した遠隔授業システムは，十和田キャン
パス内のネットワークが不安定なこともあり，ネットワークの安定稼動と，カリキュラム
等の調整を含めた講義への利用が今後の課題となっている。
先端的な設備・装置
任意：先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性
任意：先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の，他の大学院，大学共同利用機関，附置研
究所等との連携関係の適切性

〔現状の説明〕
本学は，基礎的研究の整備はもちろんのこと，先端的な教育・研究活動等にも積極的に
取り組んでおり，薬学部や獣医学部等においては，文部科学省のハイテク・リサーチ・セ
ンター整備事業やオープン・リサーチ・センター整備事業等に採択されるなど先端的な設
備・装置の整備も順次行っている。また，学内的にも全学的な基金を確保し，共同研究や
学際的共同研究，若手研究者の育成等に努めており，先端的な教育研究の施設・設備等の
整備が行えるよう，側面からの援助を行っている。さらに，平成 20（2008）年度より，釜
石市や株式会社鉱工業センター，株式会社海洋バイオテクノロジー研究所等の協力を得て，
当地に北里大学寄附研究部門【海洋バイオテクノロジー】釜石研究所を開設（株式会社海
洋バイオテクノロジー研究所の事業終了に伴い，その設備・備品，コレクション等を継承）
し，北里大学感染制御研究機構のもとに各研究部門による大学共同事業として海洋微生物
資源利用の創薬プロジェクト研究を開始した。
〔点検・評価〕
先端的な教育研究や基礎的研究を行うための設備や機器をそれぞれの研究部門において，
計画的に更新・新規購入等を進めており，各部門では着実にその教育研究の成果をあげ，
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装備面での整備は適切に行われていると評価している。しかし，設備・機器等の更新・購
入の資金は，各部門のすべてが潤沢に確保されている訳ではなく，外部資金に頼らざるを
得ないところもある。
共同利用に関しては，全学共同の機器は持っておらず，いずれかの学部・研究科等に設
置され，運営管理されている。機器は共同利用可能な体制をとっているが，複数の学部や
研究科がある相模原キャンパスを除いては，キャンパスが分かれていることから利用しづ
らい面もある。
独立研究科の施設・設備等
任意：独立研究科における，当該研究科専用の施設等整備の適切性

〔現状の説明〕
本学は，大学院の殆どが基礎となる学部を持っており，また，独立採算制を採っている
ため研究科等が単独で収支バランスをとっていくことは大変困難である。従って，医療系
研究科は，医学部及び医療衛生学部等の協力を得ており，感染制御科学府は北里生命科学
研究所との連携の下に運営されている。医療系研究科の施設は，医学部，医療衛生学部の
建物を使用し，単独で施設を保有していない。設備・装置等の多くは共用し，外部資金を
積極的に受け入れ，必要な機器等の整備を進めている。感染制御科学府は，生命科学研究
所と１棟建物を共有しているほか，薬学部・理学部の建物の一部を使用している。設備面
では共有性が高く高額な機器等は生命科学研究所と共同利用して，有効に活用するなど計
画的に整備されている。
〔点検・評価〕
医療系研究科は，専用施設はなく，機器等若干保有するのみであるが，適切に整備され
ていると評価している。しかし，医学部，医療衛生学部の両学部の建物を使用している関
係上施設が分散しており，都度移動しなければならない等の不便な点が見受けられる。感
染制御科学府は，生命科学研究所との緊密な連携のもと計画的に機器等の整備を進めてお
り，装備状況は適切であると評価している。ただし，機器によっては，経年劣化が進み，
更新時期にくるものもあり，今後の検討課題である。
夜間大学院などの施設・設備等
任意：夜間に教育研究指導を行う大学院における，施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の適
切性

〔現状の説明〕
本学が夜間に教育研究指導を行っている大学院研究科は，看護学研究科並びに医療系研
究科の 2 研究科である。両研究科ともに講義室，演習室，実験室，自習室等の各施設は夜
間の場合も昼間同様に施設・設備が利用できるよう配慮している。
〔点検・評価〕
昼夜開講制は社会人学生にとって有効な制度であり，施設・設備の利用は学生の教育・
研究に支障をきたさぬよう十分配慮している。なお，医学図書館は，午前 0 時まで開館し
ており，利用者からは大いに感謝されている。
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本校以外に拠点を持つ大学院以外の施設・設備等
任意：本校以外の場所にも拠点を置き，教育研究指導を行う大学院における施設・設備の整備の適切性。

該当しない
キャンパス・アメニティ等
必須：キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況
必須：
「学生のための生活の場」の整備状況
必須：大学周辺の「環境」への配慮の状況

〔現状の説明〕
1) キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況及び
「学生のための生活の場」の整備状況
本学のメインキャンパスである相模原キャンパス（医学部，看護学部，理学部，医療衛
生学部，一般教育部）の基本的なキャンパス・アメニティの形成は，キャンパスマスター
プランに則り，年次計画で整備されている。また，利用者である学生の意見を取り入れる
ため，学生アンケート及び学生代表との意見交換を実施し，学生からの要望等を全学学生
指導委員会において検討し，整備している。
その他，白金・十和田・三陸キャンパスについては，当該学部の学生指導委員会を中心
に整備内容を検討し，案件によっては全学の学生指導委員会と連動し検討を行う。
▼相模原キャンパス：
（4 学部，一般教育部をまとめて記述，他キャンパスは学部で記述）
大学エリアには学生食堂 4 箇所（座席数 952）
，学生ホール（座席数 235）
，文具・書店
があり，学生ホール内にコンビニエンスストア（am/pm）を設置し，各校舎には，学生ラ
ウンジ及び自習室を設け，学生が多目的に利用できる環境を整えている。さらに，バーベ
キュー施設への東屋設置，トレーニングルームやランニング走路を備えた体育館（平成 19
（2007）年 3 月完成）及び課外活動の拠点となる部室棟（平成 20（2008）年 3 月完成）
を新築し，その正面を憩いの広場として整備した。また，大学病院エリアには，レストラ
ン，職員食堂，書店，花屋，銀行 ATM，マート，コンビニエンスストア等があり，これら
についても学生は利用できる環境にある。
他のキャンパスにおいても同様に学生食堂，体育館，学生ホール，売店，銀行 ATM 等
を整備しており，学生が利用できる環境を整えている。
（大学基礎データ表 37 参照）
2) 大学周辺の「環境」への配慮の状況
本学は，生命科学を標榜する大学であり，社会的にも影響力が非常に大きいことから環
境に関しては十分配慮している。特に廃棄物処理については，事務局が中心となってゴミ
の減量化，分別収集の徹底を図っており，減量化については年々その成果をあげている。
また，本学は三陸キャンパスを除いて市街地の中に大学が所在し，RI 関係の施設や多種
多様な化学薬品等を使用することから，その取り扱いには規程・基準等を設け，十分留意
して取り扱っており，学内や周辺環境の汚染を未然に防止する目的で空気環境測定や下水，
実験排水等を定期的に調査するなどの取り組みを行っている。
▼ゴミ，産業廃棄物及び医療廃棄物等の対応
廃棄物の発生を極力抑制するとともに，ゴミの減量化・分別回収の徹底等積極的に行っ
ており，学祭等学生行事での学生への助言・指導など各キャンパスとも適切に対応してい
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る。特に本学は，研究上各種化学薬品を多量に使用しており，または附属病院を抱えてい
ることから産業廃棄物や医療廃棄物等の処理を慎重に行っている。
▼近隣住宅への配慮
白金キャンパス及び相模原キャンパス等は住宅地と隣接していることもあり，地域住居
にマッチするようなフェンスの設置や除草等を常に心がけ，清潔で明るい環境づくりに努
めている。またフェンス沿いには植栽を施すなど緑多いキャンパスを目指した計画を進め
ている。特に相模原キャンパスでは，季節により強い風が吹くため，散水機の設置や運動
用グランドからの砂塵が起きないよう，特殊な砂を混ぜて，防止策に万全を期している。
白金キャンパスは都心にあることから，学生が勉学に専念でき，人的交流や思索を深め
ることができる快適な学習環境や近隣住民の方々が気軽に散策できる環境づくりを目指し，
コッホ先生所縁のスギや月桂樹，北里柴三郎所縁のマツやイチョウ，志賀潔が仙台から移
植した枝垂桜等，港区保護樹木にもなっている木々をはじめ，130 種類の植物を構内に植
栽し，憩いの場所を提供するなどの緑多い環境づくりを心がけ，地域住民から一定の評価
を得ている。
〔点検・評価〕
1) キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況及び「学生のための生活
の場」の整備状況
本学は，キャンパス・アメニティの形成において，学生モニター・学生アンケート等を
踏まえ，学生の意見を取り入れた取り組みを行っている。また，新体育館及び部室棟の建
設時には，新体育館構想検討委員会を設置し，体育館を使用するクラブの学生代表者と他
大学の調査，什器・備品の選定などを行い，学生の目線に立った検討が行われている。同
様に他の各キャンパスにおいても，当該学部学生指導委員会が中心となり，キャンパス・
アメニティの形成・支援を検討していることは評価できる。
2) 大学周辺の「環境」への配慮の状況
廃棄物の処理，ゴミの減量化等は，適正に処理されており，大学周辺の環境への配慮に
関して，住民からも一定の評価を得ているものと判断している。環境問題は，常に教職員
並びに学生が一丸となって取り組まなければならない問題であり，そのためには，啓蒙活
動を活発に行い，意識の共有を図る必要がある。
現在，本学では全学的な環境に関する独立した専門部門はなく，それぞれのキャンパス
で適切に処理されている。省エネ対策等の全学的な取り組みが必要な事項については，理
事長のリーダーシップの下，組織的な対応をしていくために独立した専門集団による部局
が必要と考える。
利用上の配慮
必須：施設・設備面における障がい者への配慮の状況
必須：キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況
任意：各施設の利用時間に対する配慮の状況

〔現状の説明〕
1) 施設・設備面における障がい者への配慮
各キャンパスともに新設建物については，障がい者への配慮として障がい者用トイレ，
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エレベーター，自動扉，通路のスロープ，手摺の設置の等整備を行っている。しかし，創
設以来の古い建物については，各キャンパス，各学部等によってバリアフリー化を積極的
に進めている学部とそうでない学部とがある。相模原キャンパスでは，講義棟，学生ホー
ル，医学部棟，一般教育部棟で自動ドアへの改修，段差のある通路のスロープ化，車椅子
対応トイレの設置，エレベーターの改修等を積極的に行っている。他キャンパスについて
は，今後特別な配慮を必要とする学生が入学した場合に対応するとともに建替え更新時に
整備する。
2) キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備
本学はキャンパス間を移動しての授業は行っていないことから，キャンパス間の移動を
円滑にするための交通等に関する特別な配慮は行っていない。
3) 各施設の利用時間に対する配慮
各施設の利用時間に関しては，学部により若干異なるが，勉学や課外活動等に遅くまで
利用できるよう開館時間等を配慮している。
〔点検・評価〕
1) 施設・設備面における障がい者への配慮
学部によっては特別な配慮を必要とする学生が在籍していないということもあり，各キ
ャンパス，各学部等で整備状況に格差がある。
相模原キャンパスは，キャンパス内の校舎及び体育館・学生ホール等の学生厚生施設を
含めバリアフリー化を積極的に進めている。
白金キャンパスは，平成 13（2001）年の再整備以前の建物（薬学部Ｙ2，Ｙ3 号館）は
バリアフリー対策が十分なされていない。これらは建物の構造及びスペースの問題等で整
備できないため，現在，建替え更新時に整備する計画で進めている。
十和田・三陸キャンパスは，創設以来順次増設された建物は障がい者への配慮がまった
くなされていない状況である。
本学のバリアフリー化は施設周辺の整備に留まっており，広いキャンパス内には危険な
箇所も多くあることから，将来的にはキャンパス全体のバリアフリー化を図る必要がある
と考えている。
2) 各施設の利用時間に対する配慮
各施設の利用時間に関しては，遅くまで利用できるよう配慮しているが，本学の場合，
女子学生も多く，構内のみならず帰宅時間が遅くなることは安全面で問題がある。
組織・管理体制
必須：施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
必須：施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況

〔現状の説明〕
1) 施設・設備等を維持・管理するための責任体制
平成 11（1999）年度に事務組織の改組が行われ，本学の所有する土地，建物及び構築物
を新組織（管財部）が一元的に管理・運営することとなった。これにより，建物の更新及
び各部門の施設工事等の計画，手配，実行等の管理業務が一元化され，財政計画の早期立
案及び業務改善の促進に向けた諸々の基盤整備ができた。また，建物の管理手法としては，
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コンピュータの活用により，施設管理上のシステム構築や AUTOCAD を使用し，コンピ
ュータでの建物図面の管理・修正等を行うなど，全学的な管理ができるよう逐次整備され
てきた。
2) 施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備
▼建物の耐震化：昭和 56（1981）年以前の所謂「新耐震基準」以前の建物は，平成 8（1996）
年に白金キャンパス薬学部Ｙ3 号館の耐震診断並びに耐震補強工事を実施した。次いで平
成 9（1997）年 10 月には相模原キャンパス，平成 12（2000）年 9 月には三陸キャンパス
の各建物の耐震診断を実施した。十和田キャンパスは，平成 17（2005）年 7 月に簡易診
断ではあるが耐震診断を実施し，全キャンパスの耐震診断を完了した。
なお，十和田キャンパスの耐震基準の数値が低い建物の更新は，調査結果をマスタープ
ランに反映し，今後，マスタープランに基づき建替えまたは補強等の工事を実施していく。
▼アスベスト対策：平成 17 年度にアスベスト使用状況，浮遊アスベスト測定等環境調査
を実施し，相模原・十和田・三陸の各キャンパスで使用されていることが判明した。環境
測定を行った結果，浮遊アスベストは検出されず安全性が確認されたが，相模原・三陸キ
ャンパスは平成 17（2005）年度〜平成 18（2006）年度の 2 期に亘り，人の出入りの多い
ところを中心にアスベストの封じ込め工事を実施した。十和田キャンパスについては，一
部講義室の天井吸音材に濃度が低いもののアスベストが含有していることが判明したが，
表面が凝固し，飛散の恐れが全く無く安定していることから経過観察することにした。
▼食の安全：キャンパス内の食堂施設は，学生・教職員のほか外来者等を含め多くの人が
利用する。もし食中毒等が発生した場合，集団感染の恐れがあり，学内のみならず学外に
も多大な影響を及ぼすことから，食堂の衛生管理には十分注意を払っている。特に相模原
キャンパスでは附属病院もあり利用者数も多く，事故の発生は広範囲に影響を及ぼすこと
が想定され，キャンパス衛生委員会及び大学病院感染対策チーム等により，キャンパス内
すべての食堂の厨房設備等の衛生点検を実施し，食の安全の徹底を図っている。
〔点検・評価〕
▼施設・設備：施設・設備等の管理運営を管財部が一元的に行うことにより，スケールメ
リットを活かして，全学的な観点から将来を見据えた計画立案がより可能になった。しか
し，老朽化した建替え時期にきている建物を長期間にわたり安全・安心に維持管理してい
くためには，現状の専任職員による管理体制から，より専門的な安全管理を目指した体制
への移行を検討する必要がある。また，各部門の軽微な改修や仕様変更等の報告漏れ等に
より建物図面の修正が行われないケースが見受けられる。
▼建物の耐震化：十和田，三陸，新潟（専門学校）等の東北，上越地区のキャンパスでは，
何度か大きな地震に見舞われている。平成 6（1994）年三陸はるか沖地震による十和田キ
ャンパスの１棟（建替え済み）を除いてひび割れ程度の被害で済んでおり，安全性は確認
されている。しかし，老朽化が進む中で計画的に整備を進めて行く必要がある。
▼アスベスト対策：アスベストは現在飛散しておらず，安全性は確認されているが，変電
設備等の機械室部分で毒性の強いアスベスト使用が確認されており，病院内にあるため電
力等ストップすることができず，封じ込め等の工事ができない状況にある。
▼食の安全：保健所による法的検査のほか，相模原キャンパスでは安全予防の観点から学
内委員会である「北里大学相模原キャンパス安全衛生委員会」等による点検巡視を実施す
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るなど安全対策に万全を期している。食堂に関しては，都内にある白金キャンパスを除い
て，学外で食事をとることが難しく，学内食堂を利用することになるが，利用時間が限ら
れており，春，夏，冬と休業期間が長くあるため，採算性の問題から単価設定が高くなる
ことが懸念される。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
本学は，創立後 46 年が経過し，その間，校地・校舎・設備等の整備充実を図ってきた。
しかし，創立当時の建物は既に老朽化し，建替えの時期にきた建物が多数存在する。本学
の基本理念である「生命科学の基本と応用」という目的をさらに充実させるため，最近の
建築費の高騰等も含め厳しい社会環境の中ではあるが，各地区の施設・設備に関する基盤
整備を関連部門と緊密な連携を図りながら計画し，それぞれの教育目標に沿ったキャンパ
スマスタープランに基づき，積極的に取り組んでいく。また，マスタープランは，長期に
わたる計画なので，より効果的な教育･研究･診療を展開できるよう常に軌道修正を図りな
がら計画を進めて行く。
特に次の点はさらに注力して取り組むこととする。
◇施設・設備等の整備
1 相模原キャンパスは，平成 21（2009）年に一般教育部新棟の建設，引き続いて大学病
院新棟，医学部新棟，看護学部新棟，医療衛生学部新棟，学術情報センター，医師・看
護師居住棟の建設など建物更新手続きを着実に進めて行く。
2 相模原キャンパスでの建物更新にあたっては，インフラ設備の整備拡充が非常に重要な
問題となってくるので，省エネ，環境等に十分配慮したエネルギーセンターの設置等に
ついて具体案を策定する。
3 十和田キャンパスは，キャンパスマスタープランを更に検証し，現状建物の維持管理体
制の整備と建替更新計画の推進を図る。
4 三陸キャンパスは，
「教育・研究・環境拡充委員会」からの答申に基づき，年次計画によ
り校舎並びに職員宿舎等の建物改修，設備の取替更新，学生厚生施設の拡充等を実施し，
教育・研究及び学生の就学・生活環境，教職員の生活環境改善を図る。
5 記念施設は，北里研究所 100 周年・北里大学 50 周年記念事業の一環としての第２次白
金構内整備計画において，学生・同窓会・記念会等が集えるオール北里の交流の場，
「北
里柴三郎記念館」建設の具体化に向けた検討を行う。
6 王森然記念館に所蔵する作品は，芸術的価値の高い作品も多く存在しており，学内での
閲覧だけでなく，今後は広く地元小中学校や企業等にも積極的に働きかけを行う。一般
的に浸透し，見学希望者が多くなれば開放日を決めて一般公開するが，当面は日程調整
の上，日時を決めて開館する。
7 講義室常設の遠隔授業システムの安定運用のため，ネットワークの整備と教員が自由に
使える授業支援システムの構築に向けた検討を引き続き行う。
◇先端的な設備・装置
1 今後も整備拡充を図っていくためには，外部資金の積極的な導入を進めていく必要があ
る。外部資金の導入を積極的に進めるために，教学センターからの広報と研究支援セン
ターによる説明会の改善充実を図る。
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2 研究支援や外部資金確保のため，事務組織の強化を図り，各教員等が教育・研究に専念
できるよう整備する。
3 各学部，各研究科単位での設備等の整備は限度があることから，共同利用できる機器等
を重点整備するとともに，共同研究への助成をさらに強化し，共同研究を奨励する。
4 共同研究への助成を強化し，学内の他学部・研究科の教員の共同研究を援助していくた
めに学長のもとに 3 年ごとに検討委員会を設置し，助成金額等の充実を図るなど定期的
に見直しを行っているが，さらに改善充実を図る。
◇独立研究科の施設・設備等
1 外部資金の導入を積極的に進めるとともに，学部・研究科等を超えた共通機器の整備を
全学的に推進する。感染制御科学府については，生命科学研究所のみならず薬学研究科
との共同利用等を今後もさらに有効に機能するよう検討する。
◇夜間大学院などの施設・設備等
1 昼夜区別無く利用できるよう配慮しているが，現状に満足せず，学生の意見も聴取しな
がら，更なる改善を図っていく。
◇キャンパス・アメニティ・環境への配慮等
1 全学学生指導委員会において，全キャンパス・アメニティの充実，学生のための生活の
場等を検討し，学生からの意見を聴取しながら，学生が平等に充実した厚生施設等を利
用できるようにする。
2 環境への配慮は，理事長のリーダーシップの下，全学的な対応を積極的に進めて行くた
めに独立した部局，
「北里大学環境保全センター」
（仮称）の設置を検討する。
（平成 21
（2009）年度総合事業計画（２ヵ年計画）
）
＜業務内容＞
1）特定化学物質等の環境への排出量の把握・管理・廃棄物の適正処理に関すること
2）毒劇物等危険化学物質の保管・管理に関すること
3）地球温暖化等の対策に関すること
◇利用上の配慮
1 キャンパス内には多くの建物が存在しており，広いキャンパスを車椅子等で移動できる
よう道路等を整備することは非常に困難なことから，車椅子等でも校舎間の移動がスム
ーズに行えるよう各建物を 2 階レベルでつなぐペデストリアンデッキの設置を検討する。
特に雪の多い十和田キャンパスでは冬期の建物間移動に苦慮しており，平成 18（2006）
年度に策定した「十和田キャンパスマスタープラン」の中に盛り込んで計画している。
2 施設の利用時間への配慮は，今後も学生等利用者の立場に立って，深夜におよんでも安
全・安心に施設利用ができるよう設備面の充実を図る。学外における安全面については，
ガイダンスや学生向け広報誌等により，従来から防犯意識の向上に努めている。今後は
より効果的な方法を検討し，引き続き実施していく。
◇組織・管理体制
1 管理体制の強化を図るため，企業では一般的となってきた建物管理会社への全面委託や，
専門家集団を加えた第三セクターによる管理会社の設立などその可能性について検討す
る。
2 施設担当者のレベルアップを図るため，業務別研修を本部主催により毎年定期的に開催
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している。更に各キャンパス現場担当者との意思の疎通を図るとともに，建物図面等の
正確性を期するために年１回程度実地訪問し実態調査を行う。なお，その際，現場で抱
えている問題点等を話し合い，今後の改善に役立てるようにする。
3 安全確保については，地震や台風等災害時の防災マニュアル等の整備，防災対策に対す
る教職員の意識向上のための啓蒙活動の強化，専門業者へ施設・設備全般の管理業務一
括アウトソーシングの推進などを計画し，さらなる安全性の確保，施設・設備の維持管
理に努める。
4 毒性の強いアスベストを使用している場所は，工事を行うことが不可能だが，入室が施
設関係職員並びに工事業者等に限られているため，防護服着用の義務付けと定期的な特
殊健康診断の実施を徹底し，安全確認をする。現在も目視等により，アスベスト使用箇
所の安全確認を行っているが，現状を踏まえてさらに経過を十分に観察し，科学的な裏
付けとして毎年アスベスト環境測定を実施する。
5 相模原キャンパスの食堂計画は，平成 21（2009）年度に建設予定の一般教育部新棟に
1,000 人収容の学生食堂を設備する。その際に職員食堂も含めて委託業者を１業者に絞
り，衛生管理の徹底を図るとともに，全施設の収支の中で価格，メニュー等の改善が図
れるよう調整する。

２．学部・大学院
２‑
１．薬学部・薬学研究科
〔到達目標〕
最先端の知的生産活動を推進するに相応しく，かつ，施設・設備の主な利用者である学
生及び教職員にとって安全・快適であり，かつ，本学部受験者や訪問者にも魅力的な空間・
環境であることを目指して整備することを目標とする。
◇施設・設備等の整備
1 常に安全・快適な施設・設備であるよう整備を図るとともに，老朽化しつつある施設・
設備については，長期的な計画のもとに建替え・更新に向け検討する。
（平成 19（2007）
年 12 月教授会）
◇先端的な設備・装置
1 先端的な教育研究を推進するために必要な設備・装置は，今後とも計画的に導入及び更
新を図る。また，整備に際し，外部資金の積極的な導入を図る。
2 学内における他部門との適切な連携関係を維持する。
◇キャンパス・アメニティ等
1 今後の学生増に向けて施設・設備の充実を図る。
（平成 20（2008）年 7 月教授会）
2 近隣住民等，地域への配慮を怠ることのないよう法令及び学内各規程に基づき行動する
ことにより，環境負荷の低減を推進する。
◇利用上の配慮
1 施設・設備の利用者が支障なく安全・快適に利用できるよう，必要に応じた整備を推進
する。
（昭和 39（1964）年開設時）
◇組織・管理体制
1 法令及び学内各規程に基づき，施設・設備の維持管理体制の徹底を図る。
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2 法令及び学内各規程に基づき，安全管理体制の維持・徹底を図る。
施設・設備等の整備
必須：大学・学部・大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切
性
任意：記念施設・保存建物の保存・活用の状況

〔現状の説明〕
白金キャンパスにおける薬学部の建物は 1 号館・2 号館・3 号館・部室棟・Ｉ号館コン
ベンションホールからなる。
1 号館には，講義室，実習室，研究室，自習室，コンピュータ室，セミナー室，ロッカ
ー室，売店，事務室等を設置している。2 号館には，講義室，研究室，実験動物施設を設
置している。3 号館には，講義室，実習室，研究室，ゼミ室，図書館を設置している。部
室棟は，団体部室，防音室，運動室，ミーティングルーム，倉庫等を設置している。コン
ベンションホールは，344 名の収容が可能なホールであり，大学行事の他，主に薬学関係
の学会，薬剤師関係講習会の利用に供されている。
〔点検・評価〕
本学部校舎の面積は，大学設置基準を十分に満たしており，教育研究目的を実現するた
めの施設・設備等の整備状況は適切であるが，平成 23（2011）年度には本学部の 6 年制の
完成を迎えるため，次第に狭隘なキャンパスとなりつつある。
また，建設後 44 年を経た 3 号館は，大規模な改修工事を経て今後 10 年以上の使用に十
分耐えられるものであるが，経年劣化による小規模な工事は少なくない。
施設・設備等の整備
必須：教育の用に供する情報処理機器などの配備状況

〔現状の説明〕
情報処理教育のため，平成 7（1995）年度より薬学部内の LAN 装置の整備をはじめに，
LAN 配線の敷設を順次行ってきた。特に，平成 18（2006）年度には，1 号館に無線 LAN
を配備し，学生のアカウントを統合するためのサーバを導入するとともに，新入生全員に
専用パソコンを無償配付した。また，平成 19（2007）年度には，学生用のメールサーバを
新規に導入して学生用電子メールのサービスを充実させた。加えて，2 号館・3 号館の無
線環境の整備と電源の拡充工事を実施し，薬学部のすべての建物で情報処理教育の環境が
整ったことになる。
〔点検・評価〕
早期から学内 LAN を整備し，教育研究において学内 LAN を利用することによる学内情
報伝達の合理化は，年々実施内容を増やし効果を上げてきた。特に，平成 18（2006）年度
の無線 LAN の環境整備と，学生個人用のパソコン導入によりキャンパス内のすべての講
義室においてパソコンを利用した授業が可能となったことは長所としてあげられる。
先端的な設備・装置
任意：先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性
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任意：先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の，他の大学院，大学共同利用機関，附置研
究所等との連携関係の適切性

〔現状の説明〕
本研究科では，文部科学省ハイテク・リサーチ・センター整備事業に平成 8（1996）年
度以降，計 3 度にわたり採択され，同事業の中で，平成 8（1996）年度及び平成 14（2002）
年度には薬学部 3 号館の研究施設の改修工事が行われ適切に整備された。
本学においては，研究科ごとに教育・研究のための機械・設備を整備しているため，学
内の各研究科が共同利用できる部門は無いが，本研究科に設置の機械・設備について他の
部門から利用希望があれば，支障が無い限り利用許可できる体制となっている。
〔点検・評価〕
薬学部 3 号館の建物本体は，建設後 44 年を経て老朽化しつつあり，経年劣化に伴う小
規模な修繕は少なくない。
学内の他部門との連携関係は適切であるが，設備の利用希望者は少なく，当該研究科の
研究者・学生を中心とした利用にとどまっている。また，他の大学院との連携関係自体は
適切であるが，利用実績は少ない。
独立研究科の施設・設備等
任意：独立研究科における，当該研究科専用の施設等整備の適切性

該当しない
夜間大学院などの施設・設備等
任意：夜間に教育研究指導を行う大学院における，施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の適
切性

該当しない
本校以外に拠点を持つ大学院以外の施設・設備等
任意：本校以外の場所にも拠点を置き，教育研究指導を行う大学院における施設・設備の整備の適切性

該当しない
キャンパス・アメニティ等
必須：キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況
必須：
「学生のための生活の場」の整備状況
必須：大学周辺の「環境」への配慮の状況

〔現状の説明〕
学生及び教職員に快適な教育研究活動のための施設・設備を設置している他，北里本館
の地階に体育館，屋上に憩いの場を設置し，キャンパス内の広場（ソフィアプラザ）を中
心とした随所に樹木，薬草等が植栽されている。
また，健康増進法の趣旨に基づき，薬学部全館・コンベンションホールのすべての場所
で禁煙としている。薬学部 2 号館１階のピロティ（戸外の自由通路部分）のみ喫煙場所と
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している。
学生のための生活の場については，1 号館 1 階に学生ラウンジ，これに隣接して売店，
また奥には学生相談室，保健室，就職資料室，学生ロッカールーム等がある。2 階から 6
階の各階にはベンチが設置され授業の合間等に休憩することができる。3 号館にはゼミ室
のほかに図書館がある。北里本館の屋上にはベンチを置き薬学部学生のための休憩スペー
スがある他，地下にもベンチを置きピロティーを設けている。その他，本館 1 階には学生
食堂とカフェテラスがある。2 号館１階にピロティーがあり休憩用ベンチが設置され談笑
ができる。
白金キャンパス周辺は，学校，低層の住宅・商業施設が密集する地域であるため，地域
に溶け込んだ教育研究施設であることが望まれている。従って，環境への負荷が増大する
活動は，厳に慎み，負荷をさらに低減させるよう配慮している。
廃棄物の処理については，北里白金構内運営委員会の下部組織であるゴミ保管庫等運営
部会において対策が協議され，関連法令に基づき適正な処理が行われている。
微生物，細菌，ウイルスについては，薬学部バイオセイフティ委員会が中心となって，
管理状況を把握し，各研究者においては，北里大学微生物取り扱いマニュアルに基づき教
育研究における適正な取扱いが維持されている。
放射性同位元素の取扱いについては，薬学部放射線障害防止委員会が中心となって，北
里大学薬学部放射線障害防止規程に基づき，適正な取扱いが行われている。
〔点検・評価〕
限られた敷地及び空間にできる限りの施設を配置しているが，今後，6 年制が完成する
ため，さらに施設の整備を推進しなければならない。
学生のための生活の場については，休憩場所に設置してある椅子・テーブルの数は必ず
しも満足できるものではなく，食堂についても学生数からは手狭である。衛生面について
は，日常清掃により清潔さを保ち快適に過ごせるよう配慮している。
環境への配慮の他の行動として，キャンパス内において省エネ活動が行われている。こ
れは，法人本部の指導の下に電気，ガス，水道の使用にあたり，節電，節水，冷暖房温度
の適正化に向けた活動である。各施設内にこれらの適正化を促すステッカーを随所に貼付
し，省エネ活動を喚起している他，会議体等でも周知している。
一方で，学生・教職員の行動により，どの程度省エネに繋がったのかを具体的に数値で
表すなどの検証は無く，ともすれば，省エネ活動への意識が希薄となる傾向がある。
利用上の配慮
必須：施設・設備面における障がい者への配慮の状況
必須：キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況
任意：各施設の利用時間に対する配慮の状況

〔現状の説明〕
薬学部 1・3 号館，コンベンションホールは，バリアフリー対策として自動ドア，スロ
ープ，エレベーターを設置している。2 号館はエレベーターのみである。
1・3 号館には車椅子用トイレを設置済みであるが，2 号館には未設置である。
キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段は，特に整備していない。
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本学部の講義室，演習室の使用予定については，薬学部事務室に備えてある使用予定表
で管理している。施設の使用希望者は，所定の用紙にて予約手続をする。1 号館 2 階学生
自習室は特に予約なしで午前 9：00〜午後 9：00 まで席が空いていれば利用でき，本館 1
階学生食堂は昼食以外の午後の時間帯は夕刻まで自習室として利用できる。
体育館については，金曜日は教職員，授業時間帯を除く月曜日から木曜日は薬学部北里
会が使用することとなっている。さらに，土曜日・日曜日及び学生の夏期・冬期・春期休
業日中は，学生・教職員とも曜日にかかわらず使用できる。使用の予約は，原則として学
生は申込順とし，教職員は申込順とはせず，使用が重なった場合，当事者間の話し合いと
している。
〔点検・評価〕
1・3 号館へのバリアフリー対策は適切であり問題等は無い。2 号館については利用者そ
のものが少ないため，現状では未整備となっている。
キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段は，特に整備していない。
学生自習室は原則として午後 9 時を終了としているが，中途で終了できないケース等が
あり，ある程度オーバーは認めるよう配慮している。
組織・管理体制
必須：施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
必須：施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況

〔現状の説明〕
基本的には，本学部校舎の 1・2・3 号館における，講義室，セミナー室と，これに付随
した設備等については，事務室の責任により管理を行っており，研究室，実習室及びそれ
ぞれの設備等については，各講座の長である教授等が責任者となり管理にあたっている。
また，研究室，実習室内の機械器具については，各研究室等の使用責任者が，維持・管
理を行っている。
本学部における実験での安全管理については，実験で取り扱うものによりそれぞれ規程
を設けている。たとえば医薬用外毒物・劇物危害防止管理規則においては，薬学部長を取
扱責任者とし薬学部全体を総括的に管理・監督する。その下に各研究室等の教授等を管理
責任者として管理にあたっている。なお，毒物・劇物危害防止管理委員会を設置して管理
の適正化を図っている。また，高圧ガス保安規則では，薬学部長が高圧ガス保安監督者の
任にあたり，その下に各研究室等の教授等が高圧ガス管理責任者として管理監督する。そ
のほか組換え DNA 実験安全規程や全学の RI 安全管理規程，遺伝子組換え実験安全管理規
程，動物実験指針，バイオセイフティ安全管理規程などがある。
衛生管理面については，毎日の日常清掃に加え年数回の特別清掃を行い，清潔性を保っ
ている。
〔点検・評価〕
講義室，セミナー室については，事務室教務課職員により管理が行われ，施設・設備と
もに定期点検等を実施し，常に良好な環境が保たれている。
研究室・実習室については，教授等の責任のもとに，教育，研究が良好な環境の下で実
施できるよう，適切な状態が保たれている。
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安全管理の体制は規程で定められており，事故等の発生に対する対応は十分である。ま
た，衛生管理面については，清掃業者が毎日清掃を行うとともに，突発で汚れた場合は，
その都度清掃を行っており，適切に対応できている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇ 施設・設備等の整備
1 3 号館の建替え工事については，具体的な事業計画は策定されていないが，建設後 44
年を経過したことや，経年劣化に伴う小規模な修繕が少なくないことから，将来的には
新築の必要がある。平成 19（2007）年度には準備委員会を設置し，具体化に向けて推進
中である。
◇先端的な設備・装置
1 先端的な教育研究に必要な設備・装置は，関係委員会の提案に基づき，年次計画で整備
を図る。また，導入に際しては，文部科学省等の補助金申請を行い，学部負担の軽減を
図る。
2 学内における他部門との連携は適切であり，特に問題はなく，他の大学院との連携も適
切である。今後も他部門との連携・協力体制を強化し目的達成の充実を図る。
◇キャンパス・アメニティ等
1 今後，
6 年制が完成するに伴い，
学生数の増加による施設の拡充が必要となることから，
北里本館屋上に憩いの場を整備する。
2 学生のための生活の場について，休憩場所の椅子・テーブルの増加や，北里本館屋上の
休憩スペースをより快適に過ごせるよう整備する。
3 環境への配慮について，本学部独自の行動には限界があり，環境への負荷，例えば CO2
排出量が前年と比較してどの程度減少したのかを具体的な数値で表すなどの体系的な
省エネ活動は全学的な方針のもとに行われる必要があり，法人本部との連携により省エ
ネ化を進めていく。
◇利用上の配慮
1 施設・設備面における障がい者への配慮について，対応が不十分な部分については，今
後，3 号館の建替え更新時に整備をする。
◇組織・管理体制
1 現状では施設設備等の維持管理体制は特に問題はないが，さらに関連部門との連携を化
し，管理体制の徹底を図る。
2 本学部での実験時の安全管理については緊急時の対応手順等がルール化されており特
に問題はないが，今後もガイダンスやＰＲ紙等により学生・教職員への周知をはかり，
安全対策の万全を図る。
２‑
２．獣医学部・獣医畜産学研究科
〔到達目標〕
大学の社会的使命の一つは，現代社会が抱える問題解決に取り組む点にある。問題解決
に積極的に取り組むことのできる学生の教育を支えるため，下記のような施設・設備整備
上の目標を設定する。（獣医学部の新設に向けたキャンパスマスタープランを含め，平成
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19（2007）年度事業計画による整備計画を平成 18（2006）年度 9 月教授会において審議・
承認。なお，事業計画による整備は平成 20（2008）年度以降も継続的に行う。
）
◇施設・設備等の整備
1 本学の「生命科学の総合大学」という特色を生かした，教育・研究の充実を徹底するた
め，今後は動物病院や体育館設備，実験棟の建設・改修を行い，学生・教職員はもちろ
ん，本学部受験生や近隣住民等の目にも魅力的に映るキャンパスの構築を目標とする。
2 学生の実地教育の促進を目的としたゆとりある教育・学習環境の整備・マルチメディア
の活用による教育・研究の推進を進めていく。
◇先端的な設備・装置
1 先端的な設備・装置の活用によって，各個の研究活動の有機的結合と効率的な研究展開
を図る。
◇キャンパス・アメニティ等
1 学生が安心して大学生活を送ることのできる環境の整備を図る。
◇利用上の配慮
1 障がい者への施設・設備利用への対応を，事業計画の中で検討する。
◇組織・管理体制
1 学部委員会をはじめとし，規程整備による施設・設備の管理の責任体制を整える。
施設・設備等の整備
必須：大学・学部・大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切
性
任意：記念施設・保存建物の保存・活用の状況

〔現状の説明〕
平成 19（2007）年度の獣医学部新設に伴い，設置基準が充足された本学部は青森県十和
田市に立地し，校地面積は 384,131.53 ㎡，校舎専有面積は 40,067.41 ㎡である。2 年次生
以降の学部学生と大学院生が学ぶ十和田キャンパスの学生数は 1,822 人で，必要にして十
分な広さの校地・校舎を配備している。
十和田キャンパスには，校舎に隣接して運動場とテニスコートが設けられ，馬場ととも
に学生の課外活動に供される。また，学生が休息や懇談ができる広場や施設がキャンパス
各所に設けられ，ゆとりある教育・学習環境が整えられている。
校舎内には講義室 13 室，演習・実験室 14 室，研究室 40 室があり，それぞれの学科の
教育目標に基づいた教育・研究活動がされている。
さらに，学生の実地教育を促進させ教育・研究を支援する目的で，附属フィールドサイ
エンスセンター（FSC）十和田農場が併設されている。FSC のもう一方の部門である八雲
牧場は，北海道二海郡八雲町に置かれ，教育・研究・実証事業等の活動を行う。このよう
な状況から，校地，運動場については十分な整備がなされていると考える。
また，獣医学部附属動物病院の施設充実を図るため，平成 20（2008）年４月にオープン
した「小動物診療センター」は，日本初の核医学検査や CT，MRI を利用した高度画像診
断を行うことも可能であり，放射線治療にも対応が可能な施設となっている。延べ床面積
は 3,692 ㎡あり，
「獣医療を通して地域社会に貢献」することが可能な施設となっている。
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記念施設・保存建物等は特に存在しない。
〔点検・評価〕
校舎という景観の観点からのみならず，市民大学講座の開催，各種地域イベントへの参
加など文化的な側面からも地域に根付いた獣医学部として，学部としての位置づけは保ち
続けている。近隣の小中高校を対象とした体験学習や生涯学習施設として，本学部キャン
パス施設の増築・改修工事の遂行は，文化的インフラの基盤整備としても大きな意義があ
ると言える。以上のことから，教育研究目的の実現のための施設・設備等諸条件の整備が
適切に行われていると言える。
施設・設備等の整備
必須：教育の用に供する情報処理機器などの配備状況

〔現状の説明〕
本学部の教育・研究の推進目的における情報処理機器などの配備状況として，本学部に
おいて特徴的な 2 例について説明する。
1) コンピュータ関係
Ｖ１号館２階にコンピュータ実習室を設置している。173.60 ㎡の空間に，100 人を収
容することが可能である。講義時間外にも復習や実習に利用することができ，研究上に
必要なソフトも完備している。学内 LAN も平成 20（2008）年 7 月に学生ホールの無線
LAN のアクセスポイントが設置され，学生をはじめとした多くの利用者の利便性を高め
ている。また学生メール送信システムの活用により，学生への情報伝達が円滑に行われ
ている。
2) 視聴覚施設
Ｖ10 号館 5 階及び 6 階に視聴覚ホールが設けられている。400.00 ㎡の面積に 400 人
の収容が可能で，スライドや映像の視聴のための大型スクリーンが設置されている。
〔点検・評価〕
1) コンピュータ関係
コンピュータ実習室は，本学部の全学科で講義に利用されている。獣医学科では獣医
生理学実習，動物資源科学科では動物育種学実習，生物資源科学科では地域計画学実習
や測量学実習などで利用している。
ネットワークの利用については，
「北里大学獣医畜産学部情報ネットワーク利用基準」
の周知，運用により利用を規定している。この基準は学生便覧の中でも重要な位置づけ
とし，ネットワーク犯罪の未然の防止，倫理的にも節度のある利用を促している。
2) 視聴覚施設
Ｖ10 号館の 5〜6 階のスペースを利用したホールであるため，空間的には十分な広さ
を確保している。獣医学科の画像診断学などの講義に利用され，スライド・映像を多用
する研究室に利用されている。
また，多人数収容が可能であることから，就職希望者向け講演会，公開講座などにも
利用されている。
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先端的な設備・装置
任意：先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性
任意：先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の，他の大学院，大学共同利用機関，附置研
究所等との連携関係の適切性

〔現状の説明〕
獣医畜産学研究科では，最先端の研究開発プロジェクトを実施するハイテク・リサーチ・
センターの整備事業が平成 9(1997)年度に採択され，以降研究科各個の研究活動を有機的
に結合し，効率的な研究展開を可能とする場に発展している。平成 19（2007）年度には，
新たに比較生命科学を基盤とした獣医・畜産領域への先進生命科学研究の応用プロジェク
トが採択され，①比較生命科学研究に基づく動物機能の分子細胞生物学的研究プロジェク
ト，②生理活性物質に関する比較生理学的研究プロジェクト，③定量的研究を基盤とする
応用展開プロジェクトの 3 プロジェクトが具体的な活動として実施されている。
また，平成 19 年度には学外からの幅広い人材の受け入れ及び研究成果等を幅広く公開
（貴重な学術資料等の保存・公開等を含む）するなどの実施を目的としたオープン・リサ
ーチ・センターの整備事業も採択され，①高度画像解析技術を駆使したがん治癒率向上に
関する研究，②伴侶動物の重要疾患に対する分子イメージングの応用という研究を行って
いる。ハイテク・リサーチ・センター及びオープン・リサーチ・センターの事業ともに装
備面での整備を適切に行っている。
なお，平成 20（2008）年度に整備予定の主な設備・装置は次のとおりである。
○ハイテク・リサーチ・センター ①リアルタイム・PCR システム
②共焦点レーザー顕微鏡
○オープン・リサーチ・センター ①SPECT-CT 装置
〔点検・評価〕
先端的研究における理論と実践の成果・還元が，適宜行われていると評価している。装
備面の充実も，私立大学等経常費補助金特別補助への申請を行うことで，恒常的に行って
いる。
独立研究科の施設・設備等
任意：独立研究科における，当該研究科専用の施設等整備の適切性

該当しない
夜間大学院などの施設・設備等
任意：夜間に教育研究指導を行う大学院における，施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の適
切性

該当しない
本校以外に拠点を持つ大学院以外の施設・設備等
任意：本校以外の場所にも拠点を置き，教育研究指導を行う大学院における施設・設備の整備の適切性

該当しない
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キャンパス・アメニティ等
必須：キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況
必須：
「学生のための生活の場」の整備状況
必須：大学周辺の「環境」への配慮の状況

〔現状の説明〕
本学部におけるキャンパス・アメニティの形成・支援のための体制は，専任教員・職員
からなる学生指導委員会，教育委員会，図書委員会及び施設・設備検討委員会を中心とし
て成立している。キャンパス環境や施設整備のための情報収集や調査，学生生活全般の改
善のために必要な努力を継続的に行っている。また本学部は，獣医学部及び獣医畜産学部
の 2 年次以降のキャンパスライフを過ごす場として，教育・研究についてはもちろんのこ
と，日常の生活面をカバーすることも可能な場として評価されなければならない。大学周
辺に住居を構える学生が多く，近隣住民とのトラブルのないように指導を行っている。地
域特性上，自動車やバイク等の利用率が高いため，交通事故防止についても指導を行って
いる。
〔点検・評価〕
学生のキャンパス・アメニティへの満足度をあげることで，各学生のキャンパスライフ
の達成感を一層深く感じさせることができる。多くの異なる価値観と交わるチャンスとな
る学生期に，十分なコミュニケーションスペースを確保することは本学部としての使命で
もあり，現在は屋内施設としては学生ホール，屋外施設としては学生ホール前広場が整備
されている。また学生ホールには売店，食堂がある。
学生の生活上のトラブルで未然に防止できることは，マナーやモラルの向上を図ること
で一定の歯止めをかけることが可能である。学部全体として，学生への教育・指導を粘り
強く行うことで，学生が安心して生活できる環境を整備すべきと認識する。
利用上の配慮
必須：施設・設備面における障がい者への配慮の状況
必須：キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況
任意：各施設の利用時間に対する配慮の状況

〔現状の説明〕
本学部の建物は，昭和 41 年（1966）年の畜産学部の創設以降に順次増築され現在に至
っている。そのため，近年の建築に志向されているユニバーサルデザインを取り入れた建
物は少数である。
現在は学生ホール玄関や，動物病院入り口など限られた箇所に車椅子用のスロープがあ
ることや，Ｖ1 号館などにエレベーターが設置されていること以外は，障がい者への十分
な配慮がなされているとは言い難い。
〔点検・評価〕
現状ではキャンパス全体での障がい者に対する配慮は十分ではない。とくに階段や段差
のある建物が多く，エレベーターの設置状況も芳しくはない。
現状ではノートテイカーの利用等，ソフト面による障がい者への対応が中心である。
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組織・管理体制
必須：施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
必須：施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況

〔現状の説明〕
施設・設備の管理については，専任の施設担当者を中心に，各種規程等によって，学部
委員会も含めた責任体制を明確にしている。設備の修繕及び保守についても同様に，規程
に沿った管理体制を整えている。
〔点検・評価〕
現行の体制で，問題点は散見されない。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇施設・設備等の整備
1 平成 21（2009）年度からは体育館整備にとりかかるなど，大型の施設・設備の整備を
推し進めていく。
2 学生の実地教育を目的としたゆとりある教育・学習環境の整備は，各学科や各種委員会
等において策定される事業計画の中で見直しを進めていく。
3 高度情報化が一段と加速する現代社会において，理論と実践の先端を行く大学としてマ
ルチメディアの有効利用についても，設備面からの見直しを継続する。
◇先端的な設備・装置
1 先端的な研究を継続するためには，プロジェクトを実施するにあたり外部からの多くの
サポートが必要である。既存の施設を有効利用させるため，プロジェクトに関連する情
報を随時学部内で周知することで研究機会を確保し，また補助金獲得へのアプローチも
はかり続ける。事務的な情報周知なども，学部ホームページの利用等できめ細やかな援
助を行う。
◇キャンパス・アメニティ等
1 学生が安心して生活できる環境整備は，長期的な視点から学生のニーズの見極めと現状
で取り組めることの見極めをする。自動販売機や食堂の価格改正といった点や不良備品
の修繕など日常レベルでの取り組みを重視し，長期的に必要な取り組みを図る。
◇利用上の配慮
1 障がい者も含めた多くの学生が，安心して学生生活を送ることができるように，特にソ
フト面からの改善について学生指導委員会を中心に積極的な取り組みを行う。施設・設
備に関しては，建替え更新時に整備する。
◇組織・管理体制
1 施設・設備等の管理体制は，今後もさらに学部委員会等の規程等に基づき，適宜見直し
を図る。
２‑
３．医学部
〔到達目標〕
本学部は，21 世紀を担う先端的な医学の教育，研究，診療を担っており，医学の進歩に
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対応した施設の増改築及び補強，IT 技術，医療技術の発展に即応した施設・設備の整備，
学生の自主的な勉学の推進と学生交流の場を提供できる施設・設備づくりをする必要があ
る。そのために次の目標を設定した。
（平成 12（2000）年度大学相互評価時及び平成 14
（2002）年／前医学部長就任時，平成 18（2006）年／現医学部長就任時に設定）
◇施設・設備の整備
1 未改修の実習室に IT 技術を取り入れ，最先端の施設・設備に改修する。
2 研究室のスペースは研究者等が機能的に研究できる施設・設備とする。
3 講義室は随時見直しを実施し，最新の IT 技術に対応した施設・設備への改修を行う。
◇先端的な設備・装置
1 遺伝子高次機能解析センター等の施設に先端的な設備装置を整備し，他学部の利用希望
者と連携しながら機能的なものとする。
◇キャンパス・アメニティ等
1 自習や休憩場所として，自由かつ有効に利用できる環境を提供する。
◇利用上の配慮
1 障がい者等へも配慮し，安全にバリアフリー化を推進する。
◇組織・管理体制
1 各施設を使用する利用者が安心できる組織・管理体制とする。
施設・設備等の整備
必須：大学・学部，大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切
性
任意：記念施設・保存建物の保存・活用の状況

〔現状の説明〕
Ｍ1 号館 9・10 階にあった実験動物系の研究施設が逼迫した状態であったため，平成 13
（2001）年度に医学部新動物研究棟（Ｍ7 号館：遺伝子高次機能解析センター）の建設が
進められ，平成 14（2002）年 3 月に竣工した。また，同研究施設の跡地の有効活用を行
うため，全面的に改修を行い，9 階については研究室 12 室，集談室 4 室，多目的室１室と
して平成 15（2003）年度より使用されている。10 階については倉庫として再利用してい
る。
講義室は，平成 14（2002）年度にＭ35 講義室を共用試験用 PC 教室として改修した。
また他の講義室も 30 数年経過し老朽化しているため，
平成 17
（2005）
年度〜平成 19
（2007）
年度の 3 年間で 6 講義室（定員 130 名）の改修が行われた。そのうちＭ34 講義室につい
ては PC 対応として改修された。
〔点検・評価〕
平成 14（2002）年度からは，医学部遺伝子高次機能解析センター（Ｍ7 号館）が本格的
に稼動し，動物を用いた実験・研究の拠点が完備された。
講義室は，IT 化への対応としてＭ35 講義室が改修され，全国規模で実施される CBT（共
用試験）のためにシステムが構築された。また老朽化している 165 名定員の講義室 6 室を
130 名定員として全面改修（机・椅子の取替を含む）し，学生が快適に授業を受けられる
教育環境として整えた。
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講義室については改修が完了し学生が快適に授業を受けられる教育環境が整った。実習
室については 30 数年経過し老朽化しているがまだ未改修である。
また，Ｍ１号館 9 階にあった実験動物系の研究施設跡地として有料研究室や集談室等と
して改修されたがこれで十分な研究室スペースが確保されたとはいえない。
施設・設備等の整備
必須：教育の用に供する情報処理機器などの配備状況

〔現状の説明〕
1〜4・6 年次で使用する全ての講義室には，液晶プロジェクター・電動スクリーン・書
画カメラが設置されている。また，各講義室ではワイヤレス LAN が使用できる環境にあ
るが，LAN ケーブルの接続も可能となっている。
〔点検・評価〕
講義の主流となっている『パワーポイント』等を使用したデジタルプレゼンテーション
形式の講義には，十分対応できる機器が配備されていると言える。
しかし，現行の液晶プロジェクターでは，
『パワーポイント』を使用する際，講義室の照
明をある程度落とす必要があり，学生がノートを取る際の障害となってしまう場合がある。
逆に明るさの強い液晶プロジェクターを使用すると，スクリーンからの反射がまぶしく，
前方に座っている学生の障害となる場合があり，バランスがうまく取れていない現状があ
る。
先端的な設備・装置
任意：先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性
任意：先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の，他の大学院，大学共同利用機関，附置研
究所等との連携関係の適切性

〔現状の説明〕
▼医学部附属遺伝子高次機能解析センター
平成 17（2005）年 4 月に附置研究所として開設された本センターは，遺伝子高次機能
解析を中核とした生命科学領域の基礎研究・応用研究と高度専門教育に取り組み，医学部
の基本理念とする「学際領域を含む研究の推進」を推進している。
本施設は医学部ばかりではなく他学部・他機関の研究者の利用も受けており，相模原キ
ャンパス共通施設的な機能を果たしている。特に生殖工学の技術をベースに組み込んだサ
ービスは他研究施設からの安全かつ円滑な動物搬入を可能にしたため，最前線の研究活動
を活性化し，その結果として研究業績は質・量の両面で劇的に向上している。従来の実験
動物施設とは一線を画す画期的な運営法により本学部における研究の底上げに大いに貢献
している。
▼医学部附属バイオイメージング研究センター
平成 18（2006）年 4 月に附置研究所として開設された本センターは，画像部門，RI 部
門の 2 部門から構成され，電子顕微鏡，各種限外顕微鏡など高精度・微細画像解析機器，
分子プローブを用いた生体内標的分子の挙動解析機器を設備した研究施設として基礎研
究・応用研究を推進している。
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〔点検・評価〕
▼医学部附属遺伝子高次機能解析センター
平成 14（2002）年度より文部科学省ハイテク・リサーチ・センターに選定され，現在は
第 2 期のプロジェクト研究が進行中である。また前述のとおり，大学全体の共同利用施設，
また，地域の研究機関の利用なども積極的に受け入れていることにより，他学部等外部の
研究者との共同研究が推進されたケースも数多くある点は高く評価できる。
▼医学部附属バイオイメージング研究センター
共同研究利用施設として長年の重責を担ってきたが，改組・附置研化に伴い，近年進歩
が著しい画像解析技術をより一層医学研究に導入できるものと考える。
独立研究科の施設・設備等
任意：独立研究科における，当該研究科専用の施設等整備の適切性

該当しない
夜間大学院などの施設・設備等
任意：夜間に教育研究指導を行う大学院における，施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の適
切性

該当しない
本校以外に拠点を持つ大学院以外の施設・設備等
任意：本校以外の場所にも拠点を置き，教育研究指導を行う大学院における施設・設備の整備の適切性

該当しない
キャンパス・アメニティ等
必須：キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況

〔現状の説明〕
キャンパス・アメニティ整備は，医学部けやき会（父母会）により，学生アメニティ整
備備品として年 1 回 50 万円（限度額）の支援を受けている。医学部学生ラウンジの再整
備や経年劣化による備品破損等の備品購入に使用している。
〔点検・評価〕
医学部けやき会からの支援が主体ではあるが，キャンパス・アメニティ支援体制は確立
されている。
しかし，医学部予算編成において，教育・研究活動経費が優先され，キャンパス・アメ
ニティ整備費用が余り優先されないのが現状である。
キャンパス・アメニティ等
必須：
「学生のための生活の場」の整備状況
必須：大学周辺の「環境」への配慮の状況

〔現状の説明〕
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医学部学生ラウンジは昭和 61（1986）年７月に施工したＭ5 号館 2 階に位置し，広さ
473.4 ㎡（テーブル 50 台，イス 103 脚）のスぺースを確保している。ラウンジ内には 2
つの個室（各 36 ㎡）があり，1 つは第 4 学年が主体の医学部北里会クラブを取り纏める医
学部北里会室，もう 1 つは第 6 学年が自主的に組織する国家試験対策室がある。その他に
ラウンジでは昼食時の弁当販売，自動販売機（飲料・軽食・アイスクリーム）
，コピー機，
パソコン，ピアノを設置している。また，Ｍ１号館 2・3 階フロアーには，授業の合間の
休憩場所としてベンチ（2 階 8 台，3 階 11 台）を設置している。
〔点検・評価〕
医学部学生ラウンジは，学生の自習や休憩場所として多くの学生が自由に利用している。
しかし，施工後 20 年以上が経ち老朽化しており，テーブルやイス等の備品整備が必要
である。
利用上の配慮
必須：施設・設備面における障害者への配慮の状況

〔現状の説明〕
医学部校舎内のバリアフリー化の一環として，平成 16（2004）年 3 月にＭ１号館玄関
入口 2 箇所，中庭出入口及び学生ラウンジの入口を自動扉に改修した。また，段差があっ
た学生ラウンジ及び中庭等にはスロープを設けるとともに，Ｍ1 号館の 1 階から 3 階まで
のフロアーに障がい者用（車椅子対応）トイレを各階 1 箇所設置した。
平成 16（2004）年度からの 3 年計画でエレベーターの改修工事が行われ，各装置や内
装のリニューアルとともに障がい者対応に改修した。
〔点検・評価〕
平成 15（2003）年度末からバリアフリー化され，またエレベーターも身体障害者対応と
して改修したので，概ね改善されたと言える。
しかし，Ｍ2 号館は他の建物より高さが低いため，4 階から 6 階は隣接するＭ1 号館との
段差（階段）があり，身体障害者には不便を来たしている。
利用上の配慮
必須：キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況
任意：各施設の利用時間に対する配慮の状況

〔現状の説明〕
5 年次生の臨床実習を行う「東病院」への移動に，大学病院からのシャトルバスを利用
している。シャトルバスは 8:00 から 20:30 の間，1 時間に 3 往復して大学病院と東病院を
結んでいる。
〔点検・評価〕
臨床実習で東病院から戻ってくる５年次生のために，平成 17（2007）年からシャトルバ
スの運行時間延長を実施している。学生からは非常に便利になったと好評である。
組織・管理体制
必須：施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
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〔現状の説明〕
医学部校舎の施設・設備は学部の総務課が管理し，その運用，改修及び修理等は，各年
度事業計画として年次に実施されている。また，各研究室や各科等からの要望や依頼に基
づき，相模原キャンパスの管理・営繕センターで維持・管理（工事等）している。
〔点検・評価〕
医学部校舎は，Ｍ7 号館（遺伝子高次機能解析センター）が築 6 年，Ｍ4 号館（RI 棟）
が築 16 年，Ｍ5 号館が築 21 年，それ以外は築 30 数年が経過しているため，各棟の空調
設備，照明器具，給排水設備，消防設備，講義室の改修など主な設備は，管理・営繕セン
ターと協議し，事業計画により更新・改修し，ほぼ完了している。
しかし，現在，年次計画中の外壁改修工事等，今後の大規模な改修は，平成 27（2015）
年度に予定されている建替え時期等を考慮に入れ対応する必要があると思われる。また，
Ｍ1 号館にあるほとんどの研究室は空調システムが古く，精細な空調管理ができないのが
現状である。そのため，各研究室からの要望が多数でている。
組織・管理体制
必須：施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況

〔現状の説明〕
医学部校舎は衛生的な環境を保つため，害虫防除調査及び駆除を実施し，研究室や講義
室は，空気環境の測定を行い，空気中の濃度が学校環境衛生基準の範囲内であるかを調査
している。また，平成 19（2007）年度から相模原キャンパス衛生委員会の職場巡視が行わ
れ，不備な点があれば改修している。
清掃は，日常清掃と定期清掃に区分し，業務委託により衛生保持に努めている。
相模原キャンパスには防災センターがあるが，さらに，医学部では防災対策委員会を設
置し，そのもとで各階毎に自衛防災隊を設けている。また，学生からも防災委員を選出し，
避難時のリーダーとしている。防災訓練は，消火器・消火栓等の操作訓練，避難訓練（学
生は第１学年が参加）を年 1 回実施している。防災関係資料・設備として，各教室や廊下
に「ハンドマイク」
，
「避難経路図」
，
「地震発生時の学生心得」などを設置している。さら
に教職員へは「災害時の学生指導マニュアル」を配布して災害時に備えている。
その他の施設・設備として，玄関を自動ドアに，エレベーターも障がい者仕様に改修し，
バリアフリー化するとともに，耐震等の安全対策を施すなど，施設利用者の安全確保や快
適環境の整備を実施している。
〔点検・評価〕
上水配管，給湯配管は各棟改修を順次行って，ほぼ完了しているため現状では衛生面に
関してトラブルは発生していない。また，エレベーターは障がい者仕様に改修するととも
に，耐震等の安全対策を施されているので安全面は確保されている。
しかし，建物が医学部開設当初のＭ1 号館では築 30 数年が経過し，主な施設・設備（上
水配管・給湯配管，空調機等）は改修されているが，部分的な改修でトイレのウォシュレ
ットを設置するなど，さらに衛生面の向上に努める必要がある。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
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老朽化した医学部校舎等の建て替えに向けた対応策として，既存施設での不具合な点を
補うとともに，IT 等の最先端技術を備えた講義室・実習室の完備及び学生の利便性等
を考えた学習施設等の整備と研究者が機能的に研究できる研究スペース等は確保する。
また，学生及び職員が快適で過ごせる環境にするとともに周辺地域住民の方々を含めて
災害時等においても安心でいられる施設にする。
◇施設・設備の整備
1 実習室について，築後 30 数年経過し老朽化しているがまだ未改修であるので，年次計
画で整備をする。
2 Ｍ1 号館 9 階にあった動物センターの跡地として有料研究室や集談室等として改修され
たがこれで十分な研究室スペースが確保されたとはいえない。老朽化した医学部校舎等
の建て替えに向けた対応策のなかで研究スペース等は検討していく。
3 教員が講義で使用するコンピュータは，本人持参あるいは事務局で貸し出しているが，
各講義室教壇にコンピュータを常設する方向で調整していきたい。その場合のウイルス
対策は必須である。また，プロジェクターの機種との兼ね合いを考えながら，講義室の
照明設備の見直しを検討する。
◇先端的な設備・装置
1 医学部附属遺伝子高次機能解析センター
利用者急増に伴い，年間の動物搬入頭数は年間約 10,000 頭に達している。特にマウ
スの飼育に関しては限界に達し，実験室を飼育スペースに改修するなどの対応で凌いで
いる状況である。今後，施設の増築を検討する。将来は，理学部，獣医学部等と連携し，
学部学生への生殖工学，実験動物学管理等の教育を行う。
2 医学部附属バイオイメージング研究センター
画像部門では，ルチン化している従来の解析手段に加え，最先端の研究を支援すべく，
中長期的に種々の顕微鏡の整備ならびに関連技術の確立と確保に力を注いでいく。RI 部
門では，動物用ガンマカメラ等の大型機器の設置要望を積極的に推進するとともに，同
系機器の最新手法を収集と専用ホームページへの公開を推し進める。
◇キャンパス・アメニティ等
1 医学部けやき会の学生アメニティ整備備品支援体制が今後も継続されるよう，協力体制
を築いていくことが重要と考える。次年度以降も援助を受け，学生のための生活の場と
して，多くの学生が利用しやすい医学部学生ラウンジとする。
◇利用上の配慮
1 老朽化した医学部校舎等の建替え更新時に，バリアフリー化を含めた障がい者に配慮し
た施設・設備に整備する。
◇組織・管理体制
1 現在，年次計画中の外壁改修工事等，今後の大規模な改修は，関係部門と十分調整のう
え，安全性を第一に今後老朽化した医学部校舎等の建て替えに向けた対応策のなかで，
総合的に検討していく。
２‑
４．海洋生命科学部・水産学研究科
〔到達目標〕
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学部・研究科はその教育研究理念・目的の実現のため，三陸キャンパスの特色を生かし
ながら，学部教育研究を支える施設・設備を整備し，その有効活用を図る。また，学術研
究の進展，社会的要請ならびに構成員の要望を反映させ，使用者の安全にも配慮しながら
計画的にその更新・充実を進める。そのため，以下の到達目標を設定した。
（平成 12（2000）
年度学科及び研究科改組時，平成 14（2002）年度日本技術者教育認定機構(JABEE)試行
審査受審時及び平成 20（2008）年度学部名称変更時に設定）
◇施設・設備等の整備
1 教育・研究の質と効率性を保障するため，校舎，教育・研究用設備，付属施設の確保・
整備・維持に努める。
2 学部内 LAN を整備し，学生・教職員の情報収集・発信を支援するとともに，授業等で
の活用を促進し，教育の効率化につなげる。
3 事業実施の場合は，可能な限りの補助金の導入と，綿密な財政計画の下にこれを実施し
ていく。
◇先端的な設備・装置
1 研究の高度化を目指し，計画的な研究機器の導入・更新を図る。
2 近隣研究機関との設備・機器の相互利用を図る。
◇キャンパス・アメニティ等
1 充実した学生生活を支援するため，運動場，体育館，学生ホールなどの学内アメニティ
の整備を計画的に進める。
◇利用上の配慮
1 学生の通学条件や生活条件に関わる問題点を整理し，その改善を図る。
2 各施設の利用時間についてはセキュリティに配慮しながら利用時間の延長を図る。
◇組織・管理体制
1 施設・設備に関わる学部内の委員会を適切に運用し，効果的管理体制を構築する。
2 教育研究安全管理委員会を設置して教育・研究・調査に関わる安全マニュアルを策定す
るとともに，その徹底を推進する。
施設・設備等の整備
必須：大学・学部・大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切
性
任意：記念施設・保存建物の保存・活用の状況

〔現状の説明〕
1) キャンパスの概要
本学部の 2 年次生以降の学部学生と大学院生が学ぶ三陸キャンパスは，学校法人北里研
究所が所有する岩手県大船渡市の越喜来半島の一角に位置している。三陸キャンパスにお
いて教育研究に供せられる全ての施設・設備は学部・研究科専用である。校地面積は
500,809.00 ㎡であり，その他に山林 5,782,294.00 ㎡の敷地を所有している。学部校舎はＦ
1 号館〜Ｆ4 号館，図書館，体育館などを擁し，その面積は 10,793.90 ㎡となっている。校
舎内には，講義室 6 室，演習室 3 室，実験室 16 室，実習室１室，研究室 40 室等を設置し
ている。校舎等については昭和 47（1972）年度に建設された鉄筋コンクリート 4 階建て
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のＦ1 号館を中心に校舎 3 棟，及び図書館，体育館，屋内水槽施設で運営されてきたが，
後に 2 講座が増設された事や，既存講座の研究スぺースの拡大，学生福利厚生施設の充実
等を目的に，平成 4（1992）年度に屋内水槽施設を取り壊し，屋内水槽施設を含めた鉄筋
コンクリート 3 階建てのＦ4 号館が建設され，現在に至っている。
2) 講義室，演習室の整備状況
本学部には，専用講義室5室（総面積890.61 m2，収容人員842人），演習室２室（面積
105.10m2，収容人員88人）に加え，研究活動の中心となる３講座10研究室がある。4年次
生はこれら研究室で卒業論文研究に取り組む。講義室５室のうち1室はＦ3号館に，残り4
室はＦ4号館2階に集約されている。Ｆ4号館の4室（第1〜第4講義室）はAV設備で相互に
結ばれ，必要に応じ同一講義を全室で聴講可能なシステムとなっている。Ｆ4号館の他の1
室は小教室としてセミナーや大学院講義などに活用されている。講義室のうち第１講義室
と第４講義室は収容人員が226人と182人であり，主に一般の授業科目の講義に使用されて
いる。第2，第3講義室の収容人員は122人で主に2年次の英語科目や教職課程科目の授業に
使用されている。大講義室2室にはビデオプロジェクターとコンピュータが常設され，画像
資料の提示に供されるとともに，スクリーン位置の工夫により板書との並行利用も可能で
ある。また，各教室には学内LAN端末が導入され，遠隔授業の実施にも対応できる条件を
整えている。Ｆ3号館4階の講義室は予備講義室としている。この他，専門英語では教員の
ほぼ全員が講義に当たるため，同時に13の講義が並行して行われることがあるが，この場
合には教授室など講義室以外の場所も利用されている。
本学研究科の教育研究施設としては，研究科専用の講義室1室Ｆ4号館2階（65㎡，収容
人員24人）と院生のコミュニケーション施設として自習室1室Ｆ1号館5階（36.98㎡，収容
人員10人）を有するとともに，学部との共用となるが演習室1室（Ｆ1号館2階58㎡，収容
人員30人）をセミナー室として設けてある。
3) 実験・実習室の整備状況
2，3 年次生用学生実験室 6 室（総面積 938.12m2，収容人員 528 人），4 年次生用実験
室 11 室（総面積 853.09m2）及び実習室 1 室（面積 150.75m2，収容人員 18 人）は，Ｆ1，
2，3 号館に分散して配置されている。このうち，Ｆ3 号館 2 階の 2 室は 2 年次生に対する
化学系，生物系の両学生実験に使用されている。Ｆ3 号館 3 階の 2 室は，3 年次生の生物
系学生実験室に使用されている。Ｆ1 号館の学生実験室は 3 階と 4 階に 1 室ずつ（収容人
員は各 48 人）置かれ，3 年次の化学系学生実験用に供されている。これらの学生実験室は
いずれも AV 設備を備え，実験講義や資料提示に活用されている。また，実験室には各実
験台の近くに水道と流しを設置するとともに，化学系の実験室ではドラフトや換気扇を設
置して安全性への配慮を行っている。4 年次生と大学院生が所属する講座研究室は，1 研
究室当たり教員居室を含め 6〜7 室（273〜324 ㎡）を基本としている。
大学院学生の研究や実験のための活動スペースは研究室ごとに設けており，レポートや
論文作成のためのデスクを置いている。
4) 付属施設の整備状況
付属する主な施設としては学部・研究科の教育研究に欠かす事のできない屋内外実験水
槽施設を有する。Ｆ4 館 1 階に置かれる屋内実験水槽施設（面積 427.13 ㎡）は FRP 水槽
50 基を，屋外実験水槽施設（敷地面積 1,400 ㎡）は FRP 水槽 60 基をそれぞれ擁する。両
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施設とも海水・淡水ならびにエアー供給システムを備えている。この他，実験・研究用共
通施設として恒温実験室，遺伝子組換え実験室，電子顕微鏡室などがある。遺伝子や微生
物を取り扱う実験室では対象生物の危険度及び拡散防止に対応した設備を整備し，安全性
に配慮した実験を行っている。教育研究用機器備品についても質量分析機など最新の高性
能分析装置を数多く整備している。さらに，海上における教育・研究設備として調査研究
用小型船舶（0.9 t）及び海面筏（49.50 ㎡）２基を有している。
5) 図書館の整備状況
文献検索，学生の自習等に利用される海洋生命科学部図書館は閲覧室（332.3㎡，117席），
書庫（295㎡），及びレファレンスルーム・事務室（35.41㎡）からなる。図書の冊数，定
期刊行物の種類はそれぞれ43,155及び4,102（内国書1,685，外国書2,417）となっている。
利用者によるオンライン検索，インターネット検索のためのコンピュータ端末は現在57台
設置されている。
〔点検・評価〕
三陸キャンパスは，親潮と黒潮が合流する世界有数の漁場と三陸海岸を眼下に臨む大船
渡市三陸町越喜来半島の高台にあり，海洋生物と環境の多様性に富むフィールドを有し，
大 自 然 の 中 で 実 践 的 教育 研 究 に 打 ち 込 める 環境 に あ る 。 本 学 部 の 現有 校 地 面 積 は
500,809.00 ㎡となっており，校地基準面積 64,000.00 ㎡に対しては圧倒的な余裕となって
いる。しかし，未整地の部分が多くを占め，本来校地として利用できる部分は限られた一
部と言える。これを今後校地として利用するにはまだ多額の投資が必要と思われるが，学
部運営の今後の展開に備えるだけの校地原資を保有することは事実である。校舎面積につ
いては，10,793.90 ㎡となっており，基準面積 9,057.40 ㎡に対しては 1,736.50 ㎡の余裕と
なっている。平成 4（1992）年度に建設されたＦ4 号館 3 階には太平洋を展望する 180 席
の学生食堂をはじめ，売店，学生ホール，ミーティングルームが設けられ，学生の福利厚
生施設の改善が図られた。付属施設の屋内，屋外実験水槽については，平成 4 年，平成 10
（1998）年に更新した。また，研究用機器備品については年次計画による更新を図るとと
もに，大型設備についても補助金の導入等をもって取得するなど，十分な対応ができてい
ると考える。平成 12（2000）年度に実施された大学基準協会による相互評価においても，
施設・設備に関する問題点の指摘は図書館閲覧室の席数不足のみであったが，この点につ
いても既に解決済みである。一方，分散している学生実験室については，100 名規模の実
験を余儀なくされることに加え，実験室の構造・規模や配置に問題もあり，教員の負担軽
減や教育効果の面からも改善の必要がある。また，ガスバーナー等の熱源を使用する実験
は窓の開放が困難なため，夏場対策として空調設備の設置が望まれている。校地について
は自然観察等の課外活動の場については事欠かないものの，運動場等については充分とは
言えず，市営の施設を借りて活動を行っている。校舎等についてはその多くが築後 35 年
を経過しており，大規模改修工事の必要に迫られている。
施設・設備等の整備
必須：教育の用に供する情報処理機器などの配備状況

〔現状の説明〕
学部内 LAN が専用回線を経て法人 LAN システムに接続されている。事務室，保健室，
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研究室，講義室，図書館，就職資料室（31 ㎡）
，コンピュータ室（40 ㎡）
，学生ホールに
LAN システムの端末が配備されている。LAN システムはインターネットによる情報検索
に利用されるばかりでなく，授業の支援システムとしても活用が始まっている。すなわち，
1 年次生科目の一部で実施されているサイバー授業はこのシステムを利用したもので，三
陸キャンパスにおいて相模原キャンパス開講の授業を履修できるようにしている。また，
英語教育の多角的展開を可能にする CALL システムも LAN システムを通じて三陸キャン
パスでの利用が可能になっている。学生が自由に使えるパーソナルコンピュータは図書館
（57 台）のほか，コンピュータ室，就職資料室，学生ホールにも合わせて 35 台配備され
ている。なお，4 年次生及び大学院生用として各研究室にパーソナルコンピュータを備え，
教育・研究活動に供している。一方，本学では平成 14（2002）年度より 1 年次生から学
生全員にメールアドレスを配付している。
〔点検・評価〕
学内 LAN の整備はされているが，これを活用するための教育設備・機器の充実が今後
の課題である。
先端的な設備・装置
任意：先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性
任意：先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の，他の大学院，大学共同利用機関，附置研
究所等との連携関係の適切性

〔現状の説明〕
本学部では開設当初から海洋環境や海洋生物に関わる基礎的研究を基にその成果を水産
業の現場に還元すべく活発な研究活動を展開してきた。また，高度・先端的な研究活動へ
の学部学生，大学院生の関与を通じて大きな教育効果を挙げてきた。これらの点は，本学
部・研究科の特徴の一つと考えている。近年，当該研究分野においても研究の高度化が進
み，細胞レベル，分子レベルのアプローチが必要となってきており，特に分子生物学的手
法の導入は目覚ましいものがある。学部・研究ではこのような現状に基づき，先端的教育
研究を支える施設・設備・機器の整備・更新を計画的かつ積極的に行っている。現在，学
部・研究科が所有する大型機器，ならびに研究施設は以下のとおりである。
①組織・細胞レベルでの解析に用いられる機器：走査電子顕微鏡，透過型電子顕微鏡，
蛍光画像顕微鏡システム，レーザースキャン顕微鏡，フローサイトメーター
②分子レベルでの解析に用いられる機器：，LC/MS/MS システム，レーザーイオン化飛
行時間型質量分析装置，アミノ酸分析装置
③遺伝子解析に用いられる機器：DNA シークエンサー（2 基）
，プロテインシークエン
サー（2 基）
，マイクロアレイ解析装置
④生物の飼育，培養に用いられる施設：恒温実験室，屋外・屋内水槽施設
また，電子顕微鏡室，遺伝子組換え実験室，安定同位体比測定装置室，高性能質量分析
装置室を設置してその適切な管理と使用を図っている。
三陸キャンパスはその地理的環境から，本学の相模原，白金，十和田キャンパスの機械・
設備を利用した共同研究や連携は難しい条件にある。他学部・他研究科との共同研究も展
開されているが，機械・設備の相互利用の例は少ない。
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〔点検・評価〕
本学部・研究科は先端的な教育研究や基礎的研究を推進する上でおよそ過不足ない大型
機器や研究設備を整備してきたと評価する。これらの機器，設備の活用により，学部・研
究科は多くの研究成果を生んでおり，これらは国内外から高い評価を受けている。一方，
一部の機器は使用年数の経過とともに不具合が生じたり，より高い性能が要望される例も
見られる。これらについては更新の必要がある。
先端的研究の用に供する機械・設備について他の大学院や大学共同利用機関の利用や連
携が難しいため，必要な機器は全て学部独自に整備しなければならず，財政的には効率の
悪い状態にある。一方，現状では学部研究者が自由に大型機器を利用できる状態にあると
も言える。
独立研究科の施設・設備等
任意：独立研究科における，当該研究科専用の施設等整備の適切性

該当しない
夜間大学院などの施設・設備等
任意：夜間に教育研究指導を行う大学院における，施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の適
切性

該当しない
本校以外に拠点を持つ大学院以外の施設・設備等
任意：本校以外の場所にも拠点を置き，教育研究指導を行う大学院における施設・設備の整備の適切性

該当しない
キャンパス・アメニティ等
必須：キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況
必須：
「学生のための生活の場」の整備状況
必須：大学周辺の「環境」への配慮の状況

〔現状の説明〕
本学部に組織されている教務委員会，学生指導委員会，図書委員会，施設委員会はそれ
ぞれが担当する分野に関わる施設・設備・環境について学部長からの諮問あるいは自らの
分析に基づいて問題点を抽出するとともに，問題解決策について検討を行っている。検討
結果は教授会にて審議の上，これを実施に移す。各委員会がカバーすべき分野は以下のと
おりである。
教務委員会：講義室，実験室，演習室等の設備，備品など
学生指導委員会：学生ホール，体育館，運動場，通学環境，食堂など
図書委員会：図書館の設備，備品
施設委員会：屋外，屋内水槽，海面施設，研究用大型機器室など
キャンパス・アメニティの形成に関わる学生の要望聴取は主に教員組織である学生指導

791

基準 10 施設・設備

委員会が事務組織学生課と連携しながら，その役割を果たしている。学生指導委員会は学
生の福利厚生，課外活動を含む学生生活全般に関して支援する。その一環として“ボイスボ
ックス”（投書箱）を設置し，常時学生の要望をくみ上げるよう図っている。提出された投
書は学部長に集約された後，関係事務部局，委員会にその検討が委ねられ，迅速な対応に
努めている。また，対応結果を掲示してこれを周知している。
三陸キャンパスにおける「学生のための生活の場」についてその整備状況を以下に示す。
▼グラウンド・体育館：グラウンド（18,500 ㎡）は一部にテニスコート（全天候型）１面
を含む。多くのクラブ活動はこのグラウンドを使用して行われているが，グランドを使
用する運動系クラブが同時にここで活動するには面積が不足しているので，サッカー部，
硬式野球部などのクラブは本学部が立地する大船渡市のグラウンド（山村広場，大船渡
市市営グラウンド）を借用して活動している。体育館（1,517 ㎡）は部室（23 室）を併
設し，室内スポーツに利用される。また，市内近隣小学校，中学校の体育館，ならびに
市営体育館を借用し，課外活動に利用している。なお，市の施設利用に関しては大船渡
市のご厚意によりこれを無料で提供頂いている。
▼学生ホール・食堂・売店：Ｆ4 号館 3 階には学生ホール，学生食堂，売店，ミーティン
グルームがある。学生ホール（284 ㎡）には 78 名がくつろげる椅子・テーブルが設置さ
れ，学生の休憩，談話，及び自習室として利用されている。また，北里大学ＰＰＡ（Parents
and Professors' Association）
〔http://www.kitasato-u.ac.jp/ppa/ppa.html〕より寄贈さ
れた大型テレビ，ピアノが設置され，昼休みや放課後にこれを楽しむことが可能となっ
ている。食堂（450 ㎡，厨房等付属設備含む）は 180 席を備え，売店（105 ㎡）は日用
雑貨，文房具，飲食品，書籍を販売している。この食堂と売店は大船渡市の第 3 セクタ
ー「三陸ふるさと振興株式会社」に業務委託している。マリンホール（Ｆ4 号館）にお
かれているミーティングルーム（47 ㎡）は体育会及び文化会等，学生の会議や各種イベ
ントに自由に利用できるようなっている。
▼庭園：Ｆ4 号館と図書館の間のスペースには樹木やベンチなどが置かれた庭園が設置さ
れている。このスペースからは海を眺望でき，学生の憩いの場所であるばかりでなく，
バーベキューなども楽しめる場として活用されている。
三陸キャンパスは山林に囲まれた環境にあり，周辺１㎞以内には学生用アパートが 2
棟あるのみで住宅，農地等は所在しない。キャンパスの面する海岸沖には定置網施設が
あるものの，海岸線に漁業用施設は置かれていない。学部は合併浄化槽を設けて廃水処
理するなど周辺環境に配慮しているものの，学部そのものの活動において周辺住民や産
業に対する顕著な影響は想定しにくい。研究調査や学生実験などで海岸を活用して生物
採集を行う場合も，漁協等の許可を得た上，その監視の下これを実施している。一方，
学生の多くは周辺の崎浜地区，浦浜地区のアパートに暮らしており，オリエンテーショ
ンなどを通じて交通マナーや生活マナーを指導している。
〔点検・評価〕
キャンパス・アメニティ整備のための要望聴取，計画立案，計画遂行，点検は，学部長
の統括の下，各委員会の活動により適切に進められている。学部では，今後各施設の老朽
化などの問題に対応して行かなければならないが，これらを計画的かつ着実に進めてゆく
ため，キャンパスマスタープラン検討委員会が平成 19（2007）年度に設置され，この面で
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の体制も整いつつある。山と海に囲まれ，自然豊かな三陸キャンパスはその環境自体が極
めて特色ある学生のための生活の場とアメニティを提供している。キャンパス内について
は一応の施設を整えており，大きな問題はない。学生ホールや食堂では学生数に比して十
分なスペースを確保しており，混雑という状態は見られない。しかし，キャンパスには平
地が少ないうえ，校舎近辺の平らな部分は全て駐車場となっているため，学生が軽い運動
をするスペースが確保されていない。また，海が間近にあるにもかかわらず，キャンパス
から海岸へのアプローチが確保されていないため，その特色を生かしていない。体育館は
開学当初に建設されたものであり，老朽化が進み，改修の必要性が強い。課外活動に用い
られる部室は複数のクラブで共用せざるを得ない場合もあるが，現在の所，学生からの苦
情は今のところほとんどない。グランドは一応のスペースを確保しているが，大船渡市の
施設を借用することで対応しており，クラブ活動もこの措置により活性化が図られている。
利用上の配慮
必須：施設・設備面における障がい者への配慮の状況
必須：キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況
任意：各施設の利用時間に対する配慮の状況

〔現状の説明〕
三陸キャンパスにおいては定期バスが唯一の公共交通機関であるが，運行頻度が極めて
低いため，これを通学に利用するには不便が大きい。従って，通学は自動車，オートバイ，
自転車の利用か，徒歩に限られる傾向にある。しかし，最も近くの集落からでも 1 Km 以上
あり，また傾斜の大きい坂路を利用せざるを得ないことから，実質的に障がい者にとって
通学自体が極めて困難な環境にある。従って，本学部ではこれまで障がい者を受け入れた
実績はない。また，施設・設備面におけるバリアフリー化，エレベーターの設置等も未整
備である。
三陸キャンパスは岩手県大船渡市に所在しており，本学の白金，相模原，十和田キャン
パスとは遠隔の地にある。これらのキャンパスへの移動において利用可能な公共交通機関
は三陸鉄道，大船渡線，東北新幹線を乗り継ぐ鉄道経路か東京行きの深夜バスがあるのみ
である。従って，キャンパス間の交通導線や交通手段の整備は極めて難しい。
各施設の利用時間は以下のとおりであり，可能な限り利用時間を長く確保することで学
生の利便を図っている。
○学生ホール（F-4 号館 3 階）

9:00〜21:00

○コンピュータ室（F-1 号館 2 階）

9:00〜23:00

○就職資料室（F-1 号館 1 階）

24 時間開放

○体育館

8:00〜23:00

○図書館

9:00〜21:00（平日）
，9:00〜15:00（土曜日）
ただし，日曜・祝祭日は閉室

〔点検・評価〕
キャンパスの立地条件から現段階では障がい者の受入は極めて難しい。また，学部学生，
大学院生が就職活動を行う際は，首都圏まで上記の手段を使って移動することを余儀なく
され，これに伴う時間的，経済的負担は大きい。
793

基準 10 施設・設備

三陸キャンパスでは公共交通機関の便が悪いため，ほとんどの学生は自動車，オートバ
イ，自転車，徒歩等自力で通学している。このことは，是非を別にして，キャンパスを夜
遅くまで利用することを可能にしている。一方，学部キャンパスからも最も近い崎浜地区
には多くの学生が下宿しているが，この地区では高速インターネット回線が整備されてお
らず，自宅ではインターネットの利用が難しい状況にある。従って，学部キャンパス内の
当該施設利用時間を確保することは極めて重要である。マリンホール，コンピュータ室，
就職資料室ではインターネット端末が具備されたコンピュータが設置されており，これら
の利用時間延長は本年度に実施したものである。また，図書館においては職員の勤務時間
後は学生アルバイトを活用して利用時間延長を図っている。このように，学部では学生や
父母の要望を聴取しながら，利用時間の確保について適切な対応を図るべく努力してきた
ことは評価できる。
組織・管理体制
必須：施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
必須：施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況

〔現状の説明〕
施設・設備等を維持・管理するため，学部では次のような委員会が設置され，各施設・
設備の維持・管理を行っている。
・図書委員会：図書館閲覧室，書庫，情報検索システム
・池管理運営委員会：屋外水槽・屋内水槽
・海面施設運営委員会：調査研究用船舶，研究用海面筏
・高性能質量分析装置管理委員会：高性能質量分析装置ならびに同装置室
・遺伝子組換え実験安全委員会：遺伝子組み換え実験室ならびに収容されている装置・機
器
・DNA シークエンサー管理委員会：DNA シークエンサー
・施設委員会：学内施設全般
施設・設備ならびに教育・研究上の安全確保は委員会を設置して対応している。各委員
会の機能とともにこれらをリストアップする。
・廃棄物処理検討委員会：学部内の全ての領域から出るゴミ，廃棄物の廃棄法，処理法，
廃棄場所の管理についてマニュアルを策定，これを指導することにより分別回収とともに
衛生・安全の確保を図っている。
・防災委員会：大地震等の災害に備え，防火訓練等を企画，指導するとともに消防署と連
携して学内施設の安全性確保に関わる提言と指導を行っている。
・三陸キャンパス衛生委員会：学部教職員の労働条件，労働環境，健康維持について検討，
必要な場合には提言を行っている。
・教育研究安全管理委員会：学生実験，研究室における調査・研究の安全確保を目標とし
て平成 18（2006）年度に設置された。現在，安全マニュアルを策定中である。
〔点検・評価〕
各委員会は委員会規程に基づき適切な活動を行っており，設備の整備・改修や施設の維
持・管理は財政上許容される範囲で適正に実施されている。一方，委員会は新たな施設導
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入の度に順次設置されてきた経緯もあり，現段階では各委員会のカバーすべき施設が重複
する場合もある。
教育・研究，学生生活の衛生と安全性を確保するための委員会は相応に整備されており，
大きな問題はない。上記委員会活動以外では外部業者に委託して学内（研究室を除く）の
校舎，キャンパスの清掃を毎日行っている。また，同様に窓ガラスや廊下の清掃，ワック
スがけをそれぞれ年に 2 回ならびに 3 回行っており，美観とともに十分な衛生面への配慮
が行われていると考えられる。一方，教育研究安全管理委員会は設置されて間もないこと
もあるが，具体的活動成果が期待される。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇施設・設備等の整備
1 三陸キャンパスは広大な敷地を有し，教育研究目標を達成するために必要なキャパシテ
ィを持った施設・設備を備えているが，Ｆ4 号館を除く各校舎は築後 35 年を越え，給
排水，暖房設備等の老朽化が顕著となっている。運動場，体育館等の改修，整備を含め，
今後学部にとって大規模改修のための大きな財政負担が予測される。事業実施の場合は，
可能な限りの補助金の導入と，綿密な年次計画でこれを実施していく。平成 21（2008）
年度からは，学生実験室等の新設，これに伴い生じる現校舎の空きスペースの活用，研
究室・実験室・食堂等の空調整備，Ｆ1,2,3 及び図書館の屋上防水処理，小規模グラン
ド設置などに順次取り組む。
2 情報処理機器を含めた教育研究施設・設備の改善を目的とし，平成 21（2009）年度に
は一部講義室の各机に LAN 接続と電源を配置し，学生がコンピュータを用いて学習で
きるシステムを構築するとともに，学内から無線 LAN を用いてインターネットにアク
セスし，CALL システムなど e-Learning の利用が可能な条件を整備する。
◇先端的な設備・装置
1 研究のさらなる高度化を目指し，今後とも計画的な研究機器の導入や更新を図る。この
際，外部資金を積極的導入し，学部経営に支障を来さないよう努める。
2 釜石市平田地区に所在する北里大学寄付研究部門【海洋バイオテクノロジー】釜石研究
所の設備・機器を感染制御機構が進める微生物創薬プロジェクト等に参画しながら有効
活用する。
◇キャンパス・アメニティ等
1 三陸キャンパスはその立地条件から都会と同質のアメニティを整備することは難しい側
面もあるが，財政的裏付を取りながら可能な限りその整備を進める。平成 20（2008）年
度からは 3 年計画でキャンパス整備マスタープラン委員会の下，小規模グラウンド，海
岸への遊歩道を整備するとともに，運動場の整備，体育館の一部改修を順次進めてゆく。
また，施設・設備の整備に際しては，自然環境や海浜環境の保全，生物多様性の維持な
ど，本学部の教育研究の基本となるべき考え方に沿って実施する。
◇利用上の配慮
1 障がい者の受入は難しい状況にあるが，自治体との連携により周辺環境や通学環境の整
備に向けた努力を継続する。平成 20（2008）年度建設の学生実験棟にはエレベーター
を設置する。
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2 キャンパス間の移動に関わる問題を解決する現実的方法はないが，学生の就職活動に関
わる負担については企業説明会への無料貸し切りバスの提供などその軽減を図る。
3 各施設の利用時間については現在も最大限の措置を執っているが，引き続きセキュリテ
ィに配慮しながらこれを継続する。
◇組織・管理体制
1 学部の将来構想に基づいたキャンパス整備を計画的に進めるため，平成 19（2007）年
度に「三陸キャンパス整備マスタープラン策定委員会」を設置した。全学委員会である
海洋生命科学部教育・研究・環境拡充委員会と連携しながら，その活動を着実に進めて
ゆく。
2 平成 21（2009）年度に向け，関連各委員会のカバーすべき内容と施設・設備を精査し
た上，その整理統合を図る。
3 教育研究安全管理委員会を設置し，教育・研究・調査に関わる安全マニュアルを策定す
るとともに，その徹底を推進する。
２‑
５．看護学部・看護学研究科
〔到達目標〕
看護学部・看護学研究科の教育研究理念・目的を実現させるための施設・設備の整備と
学生にとって快適な教育・研究環境を整えること，さらに時代に則した情報化やその教育
に対応できる施設・設備の充実を計画的に推進するため，次の到達目標を設定した。
（平成
17（2005）年度事業計画，新校舎建設構想ワークショップ立ち上げ，平成 20（2008）年
度看護学部新校舎構想委員会発足時に設定）
◇施設・設備等の整備
1 平成 24（2012）年度竣工を目途に校舎の建て替えを計画する。
2 新校舎への建て替えにより，講義室確保，実習室面積・機能の拡大，実習講義室の新設，
共通実習室の拡充を図る。
3 新校舎において，情報化教育施設の充実をより推進し，最新の情報教育に即した機器の
整備，遠隔授業等が行える環境の整備，テレビ会議システムなど通信設備の整備により，
大学院教育の充実や国際交流の推進を図る。
4 当面の学生自習室等のスペース確保対策として，大学附属施設である「看護キャリア開
発・研究センター棟」の利用を検討する。
◇夜間大学院などの施設・設備等
1 大学院生の要望を傾聴し，専門図書を有する看護学部図書館の開館時間延長について検
討する。
◇キャンパス・アメニティ等
1 学生指導委員会と学生との懇談会を通じて意見・要望を取り入れ，キャンパス・アメニ
ティの向上，改善や改修等の整備を行う。
2 当面の学生休憩スペース・食事場所の確保対策を検討する。
施設・設備等の整備
必須：大学・学部・大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切
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性
任意：記念施設・保存建物の保存・活用の状況

〔現状の説明〕
看護学部及び看護学研究科は，相模原キャンパスの広大な敷地の一角に位置している。
校舎は鉄筋コンクリート鉄骨造４階建・延べ面積 6,679.48 ㎡であり木々に囲まれた静かな
環境にある。
キャンパス共用の講義室 11 室，演習室 1 室，体育館 1 室，学部専用の演習室 1 室，学
生自習室・ラウンジ 1 室，講堂 1 室，実験室 3 室，実習室 5 室，多目的室 1 室，情報処理
施設 2 室等の他に専門図書を有する看護学部図書館がある。
また，実習病院として北里大学病院（1,069 床）が同じキャンパス内にある。さらに 500m
離れた場所には，北里大学東病院（580 床）があり，本学部の臨地実習の大半をこの 2 つ
の病院で行っている。
現在の看護学部校舎は，昭和 56（1981）年 3 月に，北里看護専門学校校舎として建て
られたもので，その後，昭和 61（1986）年 4 月看護学部の開設に伴い引き継いだ校舎で
ある。平成 2（1990）年度に大学院修士課程，平成 9（1997）年度に博士課程を開設した
ことに伴い，大学院研究室の確保のため大改修を行って現在に至っている。平成 16（2004）
年度に，文献検索室を改修して情報演習室を設け，教育用パソコン 57 台を設置した。
〔点検・評価〕
施設・設備については，適切な改修・補修を行っている。平成 17（2005）年度には，授
業・実習等に影響があった多目的室の空調騒音を取り除くための空調機取替工事を施工し
た。学生数に比して手狭であること，竣工から 30 年近くが経ち老朽化している現状であ
るが，多目的室の有効利用や改修により，教育研究環境の維持向上に努めている。
学部学生の講義については，キャンパス内の共用の講義室を使用している。臨地実習施
設については，特定機能病院で三次救急をも担う北里大学病院と消化器疾患治療センター，
神経・運動器疾患治療センター，精神神経疾患治療センターを中心とする急性期から慢性
期まで幅広い医療に対応する北里大学東病院が隣接しており，機能の異なる二つの病院で
実習が行える環境は，非常に恵まれた環境である。
施設・設備等の整備
必須：教育の用に供する情報処理機器などの配備状況

〔現状の説明〕
情報処理機器として，情報演習室に教育用のパソコン 57 台，サーバ 1 台，プリンタ 2
台と，学生コンピュータ室に教育用のパソコン 25 台，プリンタ 3 台を設置している。看
護学部図書館には 5 台の検索用パソコンを配備している。また，看護学研究科研究室には
大学院学生数に応じてパソコンを設置している。講義等の貸出用機器として，ノートパソ
コン 5 台，プロジェクター6 台，書画カメラ 1 台を事務室で管理している。
教員と職員は，学部内 LAN を利用して教育・研究に関する情報の伝達を行っている。
〔点検・評価〕
学生が使用する講義室及び情報演習室には，教育に必要な情報機器が設置されている。
看護学部校舎の学生ラウンジには LAN ケーブルの配線があり，インターネットを利用で
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きる環境になっている。学生に対して専用パソコンの配布等は行っていないが，情報機器
が不足している状況ではない。
先端的な設備・装置
任意：先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性
任意：先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の，他の大学院，大学共同利用機関，附置研
究所等との連携関係の適切性

〔現状の説明〕
該当しない
〔点検・評価〕
現時点では，先端的な教育研究の装備はないが，今後の看護教育にどのような機器を導
入すべきか検討する必要性を感じる。
独立研究科の施設・設備等
任意：独立研究科における，当該研究科専用の施設等整備の適切性

該当しない
夜間大学院などの施設・設備等
任意：夜間に教育研究指導を行う大学院における，施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の適
切性

〔現状の説明〕
一部，夜間に大学院における教育研究の指導を実施している。
〔点検・評価〕
夜間の場合も，昼間と同じように施設・設備の利用ができるよう配慮を行っている。
キャンパス・アメニティ等
必須：キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況
必須：
「学生のための生活の場」の整備状況
必須：大学周辺の「環境」への配慮の状況

〔現状の説明〕
看護学部校舎は相模原キャンパスの中心部から若干離れた場所に位置するため，キャン
パスの中心に位置する学生ホールや学生食堂の利用がやや不便であることから，校舎内に
学生の休憩スペースや，食事をする場所の確保が必要である。現在それらのスペースとし
て学生ラウンジが使用されている。学生ラウンジは 100 席が確保され，飲み物の自動販売
機，電子レンジを設置している。平成 20（2008）年度には，テーブル・長椅子の取り替え
を行った。女子ロッカー室の環境改善のため照明器具の取替と空調装置を新設し，平成 19
（2007）年度よりセキュリティ面を重視して防犯システムを導入した。男子学生の増加に
より，狭くなった男子ロッカー室を移転し，エアコンの設置など必要な改修を行った。
キャンパス・アメニティの形成・支援に関しては，学生指導委員会が主体となって，こ

798

基準 10 施設・設備

れにあたっている。学生指導委員・クラス主任と学生との懇談会を定期的に開催して，学
生からの意見や要望を直接吸い上げている。キャンパス全体に関する意見・要望について
は，全学の学生指導委員会に提案し検討を行っている。
〔点検・評価〕
学生ラウンジは，インターネットが利用できる環境であり学生の自習や休憩・コミュニ
ティスペースとして，多くの学生が自由に利用している。校舎は老朽化しているが，女子
学生・教員が多数であること等を考慮してのトイレの改修（シャワートイレ）や学生ラウ
ンジに直接降り注ぐ日光を防御するための遮光フィルム施工など，細やかな部分での整備
は評価を得ている。問題点としては，学生ラウンジの広さが不足しており，複数の学年次
生が一斉に利用する時間帯には支障がある。
利用上の配慮
必須：施設・設備面における障がい者への配慮の状況
必須：キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況
任意：各施設の利用時間に対する配慮の状況

〔現状の説明〕
看護学部校舎には障がい者用の設備は整備されていない。共用の講義棟は障がい者用エ
レベーター，障がい者用トイレ，手すり，スロープ等を含むバリアフリー対策を講じてい
る。
キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備については，相模原
キャンパス全体で対応するものと捉える。看護学部校舎内の各施設の利用時間は，図書館：
21 時，学生コンピュータ室：21 時，学生ラウンジ：22 時である。
〔点検・評価〕
学部の特性から，身体に障がいを持つ学生の入学がほとんどなく，施設・設備面の整備
が急務の状況には至っていない。
組織・管理体制
必須：施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
必須：施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況

〔現状の説明〕
維持・管理は，業務委託と看護学部事務室の総務課，教務課の事務職（一部資格を有す
る者を含む）が行っている。ただし，実習室・研究室の維持・管理は室ごとに管理者を定
め，教員が担当している。衛生・安全面については，全学の「相模原キャンパス安全衛生
委員会」
「相模原キャンパス防災委員会」と「看護学部防災対策委員会」の方針に沿って対
応している。清掃は委託業者が行い，週ごとに清掃報告がある。安全については，施設・
設備の保守・点検と防犯システム（一部）を業務委託している。
〔点検・評価〕
施設・設備等の維持・管理はキャンパス全般として捉え，一括で委託する場合と学部，
部門等の施設・設備の違いにより，それぞれの学部，部門での維持・管理に委ねられてい
る。現状では維持・管理，衛生・安全面に問題はなく良好に保たれている。
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〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇施設・設備等の整備
1 学部開設 25 周年計画として平成 24
（2012）
年度竣工を目途に校舎の建て替えを計画し，
看護学部新校舎構想委員会を立ち上げて検討を開始した。その構想をもとに実習室面
積・機能の拡大，実習講義室の新設，共通実習室の拡充等施設の整備・充実を図る。
2 看護学部校舎には，学部学生の自習室等のスペースが不足している状況で，定期試験時
や国家試験勉強シーズンには面接室や多目的室を開放して対応している。新たな対応策
として，大学の附属施設である看護キャリア開発・研究センターの施設も利用すること
とする。
3 情報基盤センターとの共同のもとに充実した情報教育が行えるよう，情報処理機器の配
備を図るとともに，情報機器を含む管理者の対応（業務委託等）を検討する。
4 校舎の建て替えに際しては，最新の情報教育に即した機器の整備を行うこと，遠隔授業
等が行える環境の整備，テレビ会議システムなど通信設備の整備により，大学院教育の
充実や国際交流の推進も図る。
◇夜間大学院などの施設・設備等
1 大学院生の要望を傾聴し，専門図書を有する看護学部図書館の開館時間延長を具体的に
検討する。
◇キャンパス・アメニティ等
1 学生指導委員会と学生との懇談会をさらに充実し，学生の意見・要望を取り入れ，キャ
ンパス・アメニティの向上を推進する。
2 学生の休憩スペース・食事場所の確保対策として，
多目的室を開放することを検討する。
２‑
６．理学部・理学研究科
〔到達目標〕
本学部及び本研究科の教育研究目的を実現するために十分かつ適切な施設・設備を有し，
利用する学生が安全・快適な環境の下に学生生活を送ることができるようにするとともに，
これら施設・設備を適切に維持・管理するシステム及び長期的な計画をもって整備・更新
する体制を構築するため，次のとおり到達目標を設定した。
◇施設・設備等の整備
1 情報科学演習室に設置してあるパソコンについて，最新機種への更新を定期的に実施す
る。
（平成 19（2007）年度理学部教授会において設定）
2 学生自習室について，引き続き利用実態の把握に努め，施設・設備の充実を図る。
（平成
17（2005）年度及び平成 20（2008）年度事業計画において設定）
◇キャンパス・アメニティ等
1 学生の価値観や時代の変化に迅速に対応するため，学生からの要望や実態を把握し，そ
れに対応するための体制を構築する。
（平成 18（2006）年度事業計画において設定）
◇利用上の配慮
1 障がい者に対する配慮は，特別の配慮を必要とする学生が入学した場合には，その状況
や要望について十分に把握し，個別に対応する。
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◇組織・管理体制
1 これまでの既定方針に則り，本学部及び本研究科の教育・研究拠点であるＳ号館の建て
替え資金と，教育研究用設備の更新・整備資金等，将来の投資資金を内部留保するため
に，減価償却引当特定資産の積立及び施設設備拡充引当特定資産の計画的な積立を実施
する。
（平成 17（2005）年度〜平成 20（2008）年度事業計画において設定）
施設・設備等の整備
必須：大学・学部・大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切
性
任意：記念施設・保存建物の保存・活用の状況

〔現状の説明〕
理学部・理学研究科（Ｓ号館）は，地上 4 階建（建築面積 12,185.84 ㎡）で平成 10（1998）
年 3 月にキャンパスの北側に建設された。1 階は，①研究エリア（特別研究室，実験動物
室）
，②管理エリア（学部長室（研究科長室）
，事務室，会議室非常勤講師室）
，③学生エリ
ア（学生ロッカー室，ホール，自習室）に区分されている。2 階，3 階，4 階はそれぞれ生
物系（生物科学専攻）
，物理系（分子科学専攻・生物科学専攻）
，化学系（分子科学専攻）
エリアに分けられ，研究室と実習室がある。また，共通スペースとして，2 階に図書館と
RI 実験室，3 階にＮＭＲ測定室，Ｘ線結晶構造解析室，情報科学演習室，セミナー室とホ
ール，4 階にはテラスが設けられている。
Ｓ号館には講義室はなく，一般教育部（Ｌ1〜2 号館）
，講義棟（Ｌ3 館）を使用してい
る。演習室としては情報科学演習室（162.23 ㎡）
・セミナー室 1（69.11 ㎡）
・2（69.11 ㎡）・
3（68.50 ㎡）
［セミナー室 2・3 は間仕切りを除いて１室にできる］を設置している。情報
科学演習室には端末 61 台を設置し，講義・演習等に利用している。セミナー室について
は固定型の高性能プロジェクターとテレビ会議システムを導入し，マルチメディア化を図
っている。実習室は各学科 2 部屋ずつあり，物理学科は物理実習室 1（226.76 ㎡）
・2（275.64
㎡）
，化学科は化学実習室 1（295.23 ㎡）
・2（295.23 ㎡）
，生物科学科は生物実習室 1（279.84
㎡）
・2（279.84 ㎡）となっている。実験・実習用機器については，毎年各学科より提出さ
れた計画をもとに研究委員会・運営委員会・教授会で検討を行い，適宜購入している。
〔点検・評価〕
研究室・実習室ともに，各学科ともそれぞれのカリキュラム・学生数からみて適切な規
模・設備を備えており，校舎と設備機器，図書館等の稼働率も極めて高く，有効利用でき
ている。
また，
学生の自習スペースの確保が課題となっていたが，
対策として平成 19
（2007）
年度に新たに 1 階に自習室を設置した。
施設・設備等の整備
必須：教育の用に供する情報処理機器などの配備状況

〔現状の説明〕
3 階情報科学演習室に 61 台端末を設置して講義・演習に使用する他，3 階学生ホールに
18 台，１階自習室に 14 台の端末を設置し，図書館には 4 台の貸し出し用ノートパソコン
を備え，学生が自習のために利用できるようにしている。セミナー室は，平成 19（2007）
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年度に固定型の高性能プロジェクターとテレビ会議システムを導入し，マルチメディア化
を実施した。
〔点検・評価〕
平成 19（2007）年度に１階自習室に 14 台のパソコンを設置したことにより，学生の利
用環境は大幅に改善されたが，最新化への対応が問題となる。セミナー室のマルチメディ
ア化は，講義時間等を有効に利用することができた。また，テレビ会議システムの導入に
より，他学部・研究科等で行われる講義の聴講や，遠隔地キャンパス及び他研究機関の研
究者との資料，画像等を用いたディスカッションもできるようになり，教育と研究の双方
で大きな効果が期待できる。
先端的な設備・装置
任意：先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性
任意：先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の，他の大学院，大学共同利用機関，附置研
究所等との連携関係の適切性

〔現状の説明〕
本学部では，先端的な教育研究や基礎的研究を行うため最先端の実験機器・装置を整備
している。主なものとして，単結晶自動Ｘ線構造解析装置，NMR（500MHz）
，二重収束
質量分析計，NMR（600MHz）
，共焦点レーザースキャン顕微鏡，DNA シークエンサー等
がある。
〔点検・評価〕
実験機器・装置については，毎年各学科からの要望を基に研究委員会で検討を行い，特
に大型の機器については，各学科で積立を行うなどして年次計画を策定して効率的な購入
を行っており，装備面の整備については適切に行われている。
独立研究科の施設・設備等
任意：独立研究科における，当該研究科専用の施設等整備の適切性

該当しない
夜間大学院などの施設・設備等
任意：夜間に教育研究指導を行う大学院における，施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の適
切性

該当しない
本校以外に拠点を持つ大学院以外の施設・設備等
任意：本校以外の場所にも拠点を置き，教育研究指導を行う大学院における施設・設備の整備の適切性

該当しない
キャンパス・アメニティ等
必須：キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況
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必須：
「学生のための生活の場」の整備状況
必須：大学周辺の「環境」への配慮の状況

〔現状の説明〕
Ｓ号館 1 階には 20 席の座席と 14 台のパソコンを設置してある自習室，2 階には 76 席
の閲覧室を備えた図書館があり，学生の自習用スペースとなっている。また，教員と学生
間のコミュニケーションスペースとして 3 階には学生ホール，給湯室，4 階にはテラス，
玄関前にはベンチが設けられている。また，学生ホールに 3 台，1 階学生ロッカー横には
1 台の自動販売機が設置してある。学生が快適に学生生活を送るため，学生からの意見や
要望に対しては，学生指導委員会において支援策について協議を行っている。意見・要望
がＳ号館以外の相模原キャンパスに関する場合には，さらに教学センターと調整を行い，
全学組織である北里大学学生指導委員会で検討を行う。
周辺の環境に対しては，薬品や微生物，放射線等を使用する実験に際して発生する廃棄
物について，処理基準や方法，汚染が発生した際の対応方法を定め，影響を発生しないよ
うに対策を行っている。また，交通マナーや自転車の駐輪マナーについて，学生便覧やオ
リエンテーションにおいて学生に指導を行っている。
〔点検・評価〕
3 階学生ホールは，学科間や教員と学生間のコミュニケーションスペースとして有効に
機能している。しかしながら，試験時期などには座席が不足する事態が発生していたこと
から，平成 19（2007）年度に新たに 1 階に自習室を設け，その状態は改善されている。
キャンパス・アメニティの形成・支援のために学部単独で実施可能なことには限りがある
ことから，相模原キャンパス全体での取り組みも必要となるが，複数の学部の意見や要望
の取り纏めや調整が必要になるため，十分に意見が反映されない，決定に時間がかかる等
の問題がある。
薬品や微生物を使用した実験は，それぞれ化学物質安全管理委員会や，遺伝子組換え
DNA 実験安全委員会，RI 委員会等により厳正に管理され，規程やマニュアルに則って適
正に実施しており，大学周辺の環境に対する配慮は適切に行われている。
利用上の配慮
必須：施設・設備面における障がい者への配慮の状況
必須：キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況
任意：各施設の利用時間に対する配慮の状況

〔現状の説明〕
Ｓ号館では，障がい者への配慮として玄関にスロープ，手すり，自動扉の設置，エレベ
ーターの配備，車椅子用トイレの設置を行っている。また，ポータブルアシストホン（赤
外線補聴器）システムを備えており，聴覚障がい学生に対する配慮も行っている。理学部
の施設は，
図書館が月曜日から金曜日は 20 時まで，
土曜日には 17 時まで開館している他，
自習室と 3 階学生ホールも同様に 20 時まで利用できるようになっており，授業が終了し
た後もゆとりをもって利用できるように配慮して，学生が十分に活用できるようにしてい
る。
なお，キャンパス間の移動手段の整備については，学部単位で対応は不可能であり，理
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学部としての対応は行っていない。
〔点検・評価〕
施設・設備面では十分に障がい者に対する配慮が行われており，障がい学生所属学科内
の教授連絡会を通じ，各教員に状況を把握してもらい，障がい者が受講するに際しての配
慮も含め適切に対応していると考える。図書館については，昨年度まで土曜日は第 1・3・
5 のみの開館であったが，第 2・4 土曜日も利用したいとの要望に応え，平成 20（2008）
年度より毎週土曜日を開館することとし，利用者に対する利便性を向上させた。
組織・管理体制
必須：施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
必須：施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況

〔現状の説明〕
基本的にはＳ号館については事務で管理をしており，セミナー室の使用は教務係，その
他の施設の使用については総務係が管理している。なお，研究室にあっては当該講座の教
授，実習室にあっては各学科長が管理の責任者となっている。建物全体の管理は，専任の
管理・営繕センター職員及び建物管理会社への委託によってなされ，特に防災設備・電話・
電気・衛生設備等は専門会社と保守契約を締結し万全を図っている。衛生面についても外
部業者に委託し，研究室と実習室を除いて毎日清掃を行っており，その作業については報
告書が毎日事務室に提出されている。
〔点検・評価〕
セミナー室・演習室等の設備については，専任職員の適切な管理運営のもとに，専門業
者による法定点検作業を実施し，講義・演習・実習等に支障を来さぬよう快適な環境を提
供している。研究室・実習室については，教授や学科長を責任者とする体制は適切に機能
しており，修繕やその他要望があった場合は，事務室がそれに対応している。特に施設・
設備の更新は年次計画を策定し，教育・研究活動が円滑に実施されるようにしている。ま
た，衛生・安全面の確保するシステムは適切に整備されており，問題はないと考える。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
現状において施設・設備の維持・管理体制及び衛生・安全管理のシステムは有効に機能
していると思われるが，学生からの意見や要望について，学生満足度調査を実施し，実態
や学生の要望の把握し，学生指導委員会における検討を経て，維持・向上を図る。
◇施設・設備等の整備
1 情報科学演習室のパソコンについて，5 年ごとに計画的にリースで購入し最新機種への
更新を行い，学生ホール及び学生自習室のパソコンについては，北里大学ＰＰＡ等の支
援により年次的に更新・充実を図る。
2 学生自習室について，その利用実態を把握し，学生指導委員会で検討を行って十分なス
ペースの確保に努める。
◇キャンパス・アメニティ等
1 学生から収集したキャンパス全体に係る意見や要望に対して，迅速かつ円滑に対応する
ために，理学部学生指導委員会と北里大学学生指導委員会が十分に協力するとともに，
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事務組織である学生係と教学センターとの緊密な連携体制の構築を進めていく。
◇利用上の配慮
1 障がい者に対する配慮は，障害の内容や程度によって大きく異なることから，今後さら
に特別の配慮を必要とする学生が入学した場合には，個別に対応していく。
2 施設の利用時間については当面現状の体制を維持していくが，利用状況の分析や利用者
の要望について十分に把握し，必要があれば対策を講じていく。
◇組織・管理体制
1 本学部及び本研究科の教育・研究拠点であるＳ号館は，平成 10（1998）年 3 月に竣工
し築後 10 年という比較的新しい建物であるが，これまで，将来の建て替えに必要な資
金として，減価償却引当特定資産の 100％相当額を内部留保しつつ，さらに，将来の施
設・設備の更新計画推進に必要な資金として，施設設備拡充引当特定資産の積立を実施
してきた。教育・研究用の設備・装置については，各学科で積立を行うなどして，計画
的に更新・整備を行いその充実を図ってきたが，今後も引き続き，減価償却引当特定資
産の 100％相当額の内部留保と，施設設備拡充引当特定資産として毎年度 100,000 千円
以上を目標に積立を行うことにより，計画的に資金の内部留保を図る。
２‑
７．医療衛生学部
〔到達目標〕
学部の各施設が大学設置基準を十分に満たしているとともに，施設・設備の維持・整備
を適切に行っていくことにより，教育・研究が円滑に行える環境を保持していく。
◇施設・設備等の整備
1 施設・設備の衛生・安全の維持管理を適切に行い，良好な教育・研究環境を保持すると
ともに，本学部の教育研究目標を達成するために老朽化しつつある施設・設備について，
長期的な計画をもとに建替え，更新に向けた検討を行う。
2 開学時に揃えた教育・実習用機器，備品を計画的に遂次更新に努める。
3 教育に利用される情報処理機器などの配備を計画的に実施する。
◇先端的な設備・装置
1 先端的な教育研究を推進するために必要な設備・装置は，研究委員会が中心となり計画
的に導入及び更新を図る。
◇キャンパス・アメニティ等
1 学生委員との懇談会の実施により，学生の視点の要望に関して積極的な対応を図る。
2 遊休地（Ａ1 号館中庭，Ａ3 号館 5Ｆ等）の活用を検討する。
◇利用上の配慮
1 施設・設備の管理体制を整備し，教員・学生が円滑に施設・設備を利用できるよう必要
な措置を講ずる。
2 何らかの障害を有する学生も施設・設備の利用上不利益をこうむらないよう必要に応じ
た整備を推進する。
◇組織・管理体制
1 法令及び学内規程に基づき，施設・設備の衛生・安全の維持管理の徹底を図る。
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施設・設備等の整備
必須：大学・学部・大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切
性
任意：記念施設・保存建物の保存・活用の状況

〔現状の説明〕
本学部は，相模原キャンパスにＡ1 号館・Ａ2 号館・Ａ3 号館の 3 棟の建物を持つ。
教員の研究室は，個室 34，共同 61，合計 95 室で総面積は 7,353.24 ㎡。教員一人当た
りの面積は 69 ㎡に相当し，獣医学部，海洋生命科学部に次ぐ広さである。また，専用講
義室 18（1,933.52 ㎡）
，共用講義室 21（3,480.54 ㎡）
，演習室（共用含む）6（441.54 ㎡）
，
学生自習室（共用含む）2（525.35 ㎡）
，実験室（共用含む）26（2,900.22 ㎡）
，実習室（共
用含む）22（5,754.95 ㎡）
，情報処理施設１（120.0 ㎡）である。
〔点検・評価〕
Ａ1 号館は昭和 48（1973）年，Ａ2 号館は昭和 56（1981）年，Ａ3 号館は平成 6（1994）
年に建設された。建物としては，Ａ1 号館の老朽化が目立ち，Ａ2 号館も老朽化してきた。
本学部の各学科・専攻等は学生を育成する目的がそれぞれ違い，8 つの分野に分かれて
いるので，それぞれの専攻等の専門性に応じて，広さや設備が大きく異なる。例えば，診
療放射線科学専攻のように大型機器を教育に使用する専攻と，大型機器をあまり使用しな
い専攻とでは，自ずと必要とする広さや設備にかける費用は異なる。
現時点では，教育研究に必要な広さは確保されていると考えられる。
Ａ1 号館は昭和 48（1973）年建設で，古い耐震基準に基づいて建設されている。現在の
基準には合致していないが，平成 16（2004）年の目視診断の結果は，外観及び構造的に耐
震強度は旧基準を満たしているとの見解であった。
耐震強度の安全性は確認されたが，老朽化が進んでおり建替えが必要と考える。
施設・設備等の整備
必須：教育の用に供する情報処理機器などの配備状況

〔現状の説明〕
本学部にある教育用のパソコン，サーバ，プリンタは以下のとおりである。
・Ａ1 号館コンピュータ室：PC64 台，無線ノート PC7 台，プリンタ 1 台
・Ａ3 号館情報演習室：PC60 台，無線ノート PC８台，プリンタ 1 台，サーバ 3 台
・Ａ3 号館閲覧検索室：PC5 台
Ａ1 号館とＡ3 号館の大講義室 8 室には液晶プロジェクター，ビデオ装置及び書画カメ
ラが，小講義室５室には液晶プロジェクターが備え付けてある。講義等の貸し出し用とし
て，事務室にはノート PC6 台とコンパクトなプロジェクター5 台を備えている。
〔点検・評価〕
「パワーポイント」を使用するデジタルプレゼンテーション形式の講義には，十分対応
可能な機器が整備されている。
Ａ1 号館コンピュータ室（PC64 台）の授業利用率は 30%，Ａ3 号館情報演習室（PC60
台）
の授業利用率は 40%であり，
授業使用時以外は午後 8 時まで学生に開放しているため，
学生の利用環境は良好と言える。また 4 年生は配属研究室のコンピュータ環境を活用でき
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る。
先端的な設備・装置
任意：先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性
任意：先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の，他の大学院，大学共同利用機関，附置研
究所等との連携関係の適切性

〔現状の説明〕
本学部では，先端的な教育研究及び基礎的研究を実施するため，装備の充実を心がけて
いる。平成 16（2004）年度には網羅的遺伝子解析システムを臨床工学専攻，医療検査学科
などの共同申請によって購入している。平成 18（2006）年度には，診療放射線技術科学専
攻の教育研究用機器としてデジタル画像診断装置システムを一新した。さらに同年に遺伝
子高次解析システムを導入している。
〔点検・評価〕
本学部は，常に先端的な教育研究や基礎的研究に目を向けて，そのために必要とされる
機器を学部内で整備するように心がけている。先端的な装備をするためには高額の研究費
を必要とする場合が多く，上述の機器システムもデジタル画像診断装置は本体と付帯工事
費で 2 億 4 千万近くを要した。このような大規模な支出を伴う機器購入には，予算措置に
対する慎重な事前計画とさらに私立学校施設整備費補助金を申請する必要がある。
独立研究科の施設・設備等
任意：独立研究科における，当該研究科専用の施設等整備の適切性

該当しない
夜間大学院などの施設・設備等
任意：夜間に教育研究指導を行う大学院における，施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の適
切性

該当しない
本校以外に拠点を持つ大学院以外の施設・設備等
任意：本校以外の場所にも拠点を置き，教育研究指導を行う大学院における施設・設備の整備の適切性

該当しない
キャンパス・アメニティ等
必須：キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況
必須：
「学生のための生活の場」の整備状況
必須：大学周辺の「環境」への配慮の状況

〔現状の説明〕
本学におけるキャンパス・アメニティの形成，支援のための体制は，専任教員・学生課
職員からなる学生指導委員会を中心として確立している。キャンパス環境や施設整備のた
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めの情報収集や調査，学生生活全般の改善のために必要な努力を継続的に行っている。
学生のための生活の場としては，Ａ3 号館 1 階と 2 階にそれぞれ「学生ラウンジ」があ
り，Ａ3 号館の 2 階に自習室がある。本学部は，相模原キャンパスの建物配置からみると
ほぼ中央にあたる。学部の建物の前に広場があり，向かいには学生ホール（その一角にコ
ンビニエンスストア）
，その奥に売店（文具・書店）と学生食堂があるという好位置にある。
〔点検・評価〕
1) キャンパス・アメニティ： 学生指導委員会では，1 年に 1 回，各学科・専攻の各学年
代表の学生委員と学生指導委員（教員）とで懇談会を開催している。この懇談会では，
駐輪場，喫煙，学生のマナーや売店の問題及びキャンパス全体の施設設備の問題点や充
実の要望，コピー機設置等，要望や意見が出される。この懇談会で出された意見は，学
部で検討，または大学側に要望意見として提出し，改善可否の結果を学生に掲示により
回答し，実施可能なものから改善する。
改善された具体例としては，トイレの全面改修，AED の設置，コピー機の設置，駐輪
場の整備等である。
2) 学生のための生活の場の整備：

学部前の芝生広場は学生・職員の憩いの場として気

分転換などに大いに活用されている。また，他学部と比較すると学生ホール，コンビニ
エンスストア及び学生食堂に隣接しておりこの立地条件が本学部学生のアメニティ向上
に寄与している。学部に隣接してできた体育館もその前に開放感のある広場があること
から，学生生活の場としての環境は向上している。
利用上の配慮
必須：施設・設備面における障がい者への配慮の状況
必須：キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況
任意：各施設の利用時間に対する配慮の状況

〔現状の説明〕
1) 施設・設備面における障がい者への配慮の状況：
医療衛生学部にある 3 つの建物のうち，Ａ3 号館には，入り口に車いす専用のスロープ
と取手があり，エレベーターには車イス用のスイッチが別に取り付けられている。廊下，
講義室・実習室の入り口や境にも段差はない。
Ａ1 号館は昭和 48（1973）年に建設された建物である。当初はなかったが，入り口をス
ロープに改修し，エレベーターも障がい者に配慮したものに取り替えた。
Ａ2 号館は，入り口の 1 カ所に鉄板製のスロープを設置しているが，他の入り口は段差
があるままである。エレベーターも車イス対応にはなっていない。
2) 各施設の利用時間に対する配慮の状況：
医療衛生学部の各施設は，原則として午前 7 時から午後 10 時まで使用できる。
平日と土曜日は，午前 7 時前または午後 10 時以降，日曜・祭日・学園の休業日に学部
施設を使用する場合には，
「時間外（または宿泊）使用許可願」を，当日の午後 3 時（土曜
日は午前 11 時）までに学部事務室に提出させ，許可を与えている。
なお，キャンパス間の移動手段の整備については，本学部の教育は相模原キャンパス内
でほぼ完結するためその必要がなく学部としての対応はとっていない。
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〔点検・評価〕
1) 施設・設備面における障がい者への配慮の状況：
平成 6（1994）年に建設されたＡ3 号館と，部分的に修繕をしたＡ1 号館は，バリアフ
リーに向けた取り組みがなされている。Ａ2 号館については段差の改善は可能であるが，
エレベーターの変更は困難であるため，現状どおりＡ1 号館を経由して利用することとし
たい。
2) 各施設の利用時間に対する配慮の状況：
「時間外（または宿泊）使用許可願」には，使用日時，使用場所，使用目的，使用者全
員の氏名を明記し，使用責任者である教員の氏名を記入し押印のうえ提出することになっ
ている。時間外使用の主な理由を見ると，卒業研究，実習・実験，実技の練習などである。
Ａ3 号館からＡ1・Ａ2 号館への連絡出口は午後 10 時以降一旦出ると自動閉錠となり，
中に入ることができない仕組みになっている。安全性と管理の面からはやむを得ないが，
一部の教員からは改善の要望がある。
組織・管理体制
必須：施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
必須：施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況

〔現状の説明〕
医療衛生学部では，教育研究活動方針に沿って，学部の管理・運営を円滑に推進するた
め，
「総務委員会」を置いている。各学科・専攻の専任教授から各１名等計 10 名が構成員
である。委員会の任務の１つに「施設・設備の整備に関する事項」が定められており，施
設の利用に関することは，総務委員会での合意を得て許可される。
施設・設備の衛生面については，キャンパス全体の衛生面を監視する「相模原キャンパ
ス衛生委員会」がある。この委員会に学部からも教職員が加わって，ともに活動している。
各学部から，産業医，衛生管理者，衛生に関して知識を有する者のほか教職員の代表が集
まって 18 名で構成される。
キャンパス衛生委員会では，職場巡視を定期的に行っている。1 学部につき年間 3 回程
度巡視する。その結果をもとに，学部長宛に委員長名で巡視報告及び改善勧告を行い，教
職員や学生の環境面のチェックを行っている。
また，安全に関することは，学部の「防災対策委員会」が担っている。委員会の構成は，
総務委員長（相模原キャンパス防災委員会委員）
，各学科・専攻等計 10 名の委員で構成さ
れる。
防災対策委員会は，1)防災応急計画の策定及び改正に関すること，2)自衛防災隊の編成
及び活動に関すること，3)施設の立地条件の確認に関すること，4)施設の耐震化及び設備，
備品等の安全対策に関すること，5)食料，飲料水，医薬品，寝具等の備蓄及び応急復旧用
資機材等の設備に関すること，6)緊急連絡網の策定及び管理に関すること。
（管理者は防災
責任者とする。
）
，7)避難地及び避難経路の指定並びに避難誘導に関すること，8)防災教育
及び訓練に関すること，9)その他防災について必要な事項を審議する。
〔点検・評価〕
各学科・専攻等の研究室，実習室の管理は，学科・専攻にゆだねられ，施設の日常的な
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維持・管理は，事務長が責任者となる。学科・専攻に属さない施設は，学部長預かりであ
り，施設の利用は，総務委員会に諮って許可を得る。
施設・設備の衛生面については，
「相模原キャンパス衛生委員会」が適切に活動を続け，
教職員・学生を取り巻く施設設備での衛生を確保するシステムとして改善に寄与している。
医療衛生学部では，委員会の勧告をくみ取り，いくつかの改善を実施した。
防災委員会は，定期的に委員会を開催し，安全への取り組みを行っている。火元責任者
の選任と任務の周知徹底，建物内の避難誘導図の作成，機器・保管庫等の転倒防止策及び
防災対策勉強会の開催等を実施し安全面の向上に努めている。また，研究室内の動線確保
や安全面でのチェックリストに基づき，点検を行っている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇施設・設備等の整備
1 施設・設備等の整備については，計画的な保守や更新を行っていく事が必要である。具
体的には非常放送アンプの更新，空調機の更新，冷温水発生機の整備，冷凍機の整備及
び非常用発電機の更新等を推進する。
2 学部が開設されて 15 年になり，開学時に揃えた教育・実習用の機器や備品の更新を遂
次行っているが，さらに計画的に整備・更新していく。
3 教育の用に供する情報処理機器などの配備について，IT 技術の進歩は急速であり既配備
情報処理機器の更新を積極的に進める。特にＡ3 号館の情報処理機器は現行のリース契
約が平成 21（2009）年度 3 月で満了となるため，より上級機種への更新を行う。
◇先端的な設備・装置
1 自習室への無線 LAN 整備や講義室間の遠隔授業システムの構築を推進する。
今後も本学部における先端的な教育研究を展開するためには，研究委員会を中心として，
計画的に機器の更新を行うとともに，学部内のコンセンサスを得て，新しい機器を装備
して最新の研究ができるように配慮する。
◇キャンパス・アメニティ等
1 キャンパス・アメニティについて，学生指導委員会委員（教員）と学生委員との懇談会
は本学部の良き取り組みとして今後もさらに充実を図り，要望事項には積極的に対処す
る。
2 学生のための生活の場の整備として，現状の学生生活の場の改善を図るとともに遊休地
（Ａ1 号館中庭，Ａ3 号館 5Ｆ等）の活用を検討する。
◇利用上の配慮
1 各施設の利用時間に対する配慮の状況について，各施設の利用時間に関しては学生の勉
学への意欲や，教員の研究のためには，夜間でも自由に出入りできる状態にあるほうが
望ましい。磁気式の学生証や教職員の身分証明書，あるいは指紋認証システムを建物の
出入りに導入すれば，これらの弊害はなくなると考えられる。現時点では，学生の安全
と施設の管理を優先している状況であるが，将来的には，新しいシステムの導入を検討
する。施設利用管理の現在の仕組みは，必要な調整機能として確立されている。今後も
総務委員会による合意という現行システムの継続が合理的である。
2 施設・設備面における障がい者への配慮の状況について，今後，3 つの建物のすべてが
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障がい者に配慮した使用空間となるように再点検し，必要度の高いところから計画的に
改修する。特にＡ2 号館入口段差スロープ等の未実施箇所はスロープに改修する。
3 学生食堂，駐輪場等相模原キャンパス全体に関係する学生生活の場の検討については本
学部も積極的に意見を述べ改善を図っていく。
◇組織・管理体制
1 施設・設備の衛生面については，キャンパス衛生委員会の活動が良く機能しているので，
学部としては今後も当該委員会の支援と指摘事項に適切に対応していく。
2 防災対策委員会は，今後さらに活動を活発にし，安全確保のため①避難訓練（火災・地
震想定）や防災教育の定期的な実施，②保管庫･薬品棚等の転倒防止等を継続的に行う。
２‑
８．一般教育部
〔到達目標〕
本学 7 学部すべての 1 年生の教育を受け持つ一般教育部として，快適，安全かつ効率的
に利用できる環境を整える。現状の建物が建築後 40 年経過しているため，平成 22（2010）
年度に新校舎が竣工予定である。この機会を捉え，次の到達目標を設定する。（平成 19
（2007）年 11 月定例理事会・評議員会にて一般教育部新棟建設計画推進の承認）
◇施設設備等の整備
1 学生，教員双方が利用しやすい講義室の環境を整備する。教室の規模（大中小講義室）
とその数の見直し，及びそれぞれの講義室に適した机など什器の選択と配備を行う。
①パソコンを使用した講義を効率よく行うための整備（プロジェクターの高照度への更
新，講義室で個々の学生がネットに接続可能な LAN 環境の改善など）を行う。
②学習支援室を独立させ，利用しやすい場所に設置する。
③実習用機器等教育に要する設備の更新について，中長期的な観点から検討する委員会
を組織し，今後 5−7 年間の検討に入る。
◇先端的な設備・装置
1 一般教育部の組織の特殊性から，先端的な装置を独自に設置することは困難なので，各
学部や関係機関の装置などをより有効に利用できるように，設備リストの整備を求める
ことなどについて協議していく。
◇キャンパス・アメニティ等
1 学生の談話室・自習室を学生数に見合った面積に拡充する。
◇利用上の配慮
1 現在 2 カ所に分かれている講義棟を新棟建設にあたっては連結し，利便性を高める。
◇組織・管理体制
1 新棟竣工までに，一般教育部と相模原キャンパス衛生委員会・防災委員会との間で連携
について協議を行い，職場巡視の方法などを確定する。
施設・設備等の整備
必須：大学・学部・大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切
性
任意：記念施設・保存建物の保存・活用の状況
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〔現状の説明〕
1) 施設・設備
講義室，実習室は約 1,800 人の１年生に対する教育を行うのに支障のない大きさと数が
用意されている。ただし一部はキャンパス内の別棟であるＬ3 号館も使用している。学生
が利用する一般教育部の施設としては，教養図書館，学習支援室を持っている。また，大
学附属施設である高等教育開発センターが置かれている。自然科学系の物理学，化学，生
物学はそれぞれ研究室をもっており，文系，数理系の教員には個人の研究室が用意されて
いる。このほか，大中小の会議室，カンファレンスルーム等が用意されている。一般教育
部の 2 つの建築物（Ｌ1，Ｌ2 号館）は相模原キャンパス内で最も古い建物で，平成 22（2010）
年度に新棟竣工が決定している。
2) 講義室・実習室
現在，一般教育部の 2 つの建物に，小教室 11 室，中教室 3 室，大教室 2 室，語学学習
教室大小 2 室，情報処理学習教室 4 室，物理，化学，生物の各実習室等を備えている。大
教室では演示実験ができる設備が整っている。このほか必要に応じてキャンパス内のＬ3
号館の講義室も利用している。
3) 教育用機器
ほとんどの講義室にプロジェクター，ビデオデッキ，書画カメラ等が設置されている。
4) 語学学習施設・情報処理学習施設
語学学習用の教室にはそれぞれパソコンシステムと，LL システムを備えている。情報処
理学習の講義のためには十分な数のパソコンが完備している。
5) 実験・実習用機器・備品の活用，更新，充実
学生実験用の機器は，実習内容に即したものが用意されており，有効に活用されている
が，一部の機器については買い替え更新の時期を迎えている。
6) 教養図書館の 3 階に学祖北里柴三郎博士の「記念室」があり，北里柴三郎博士の銅像レ
プリカが 3 基，蔵書が数十冊展示されている。またパネルによる業績等の紹介が数十点展
示されている。現在では，この「記念室」を学生の閲覧席として，試験前や授業等に開放
している。そのため，
「記念室」としての役割というよりも学生の「自習室」として利用さ
れている。また高校の補習を目的とした学習支援室が，同じく教養図書館の３階に開設さ
れている。
〔点検・評価〕
講義室については，学生から古くて使いにくいと言う声があがっている。また空調設備
などは教育研究に支障がないように保守・更新が行われているものの，全体の設計が現代
の基準から見て必ずしも十分とは言えない。設備の面でも教員へのアンケートの結果，も
っと明るいプロジェクターが欲しいとの声が度々上がっている。400 人近く収容できる大
講義室では，照明設備なども現状では使いにくいものとなっている。講義の少人数化など
で，現状の教室のやりくりはかなり大変で，フル稼働している状況といってよい。また LL
システムは設置から 10 年以上が経過しており，老朽化が進んでいるが，現在パソコンシ
ステムの方が主に使用されているので支障は来していない。現状では中長期的視点で，実
習用機器の更新等について検討するシステムがないので，センター間，単位間の調整が難
しい状況にある。これを解決するためのシステム（委員会等）を設置する必要がある。
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相模原キャンパス内に，創始者の業績等を知ることのできる記念室があることは，評価
される。自習室として開放することで，学生たちが北里柴三郎博士の功績，北里の歴史や
資料に触れる機会をもてるという点が長所と言える。しかし問題点としては，
「記念室」と
しての役割が希薄になったということである。
学習支援室は効果を挙げているが，やや行きにくい場所にあり，入りにくい印象である
という声が学生から聞かれる。
施設・設備等の整備
必須：教育の用に供する情報処理機器などの配備状況

〔現状の説明〕
現在，情報処理機器として，150 台以上のパソコンが設置されており，情報科学などの
授業を行なう分には，十分な台数が備えられている。しかし，他科目でパソコンを使った
講義をしたい場合においては，現在の情報環境では十分に対応できない場合がある。
〔点検・評価〕
情報処理関係の 1 回の講義には十分なパソコンが設置されており，
また，
現在 e-Learning
の実施に向けた取り組みも進んでいることは評価できる。しかし，インターネットを利用
した講義が，多くの科目で行われる状況となってきている中で，講義室の LAN 環境が必
ずしも十分整備されているとは言えない。
先端的な設備・装置
任意：先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性
任意：先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の，他の大学院，大学共同利用機関，附置研
究所等との連携関係の適切性

〔現状の説明〕
一般教育部では，特に先端的な設備・装置は所有していない。
〔点検・評価〕
一般教育部は教育に重点をおく組織ではあるが，各教員はそれぞれ専門的研究を行って
いる。特に自然科学系では，先端的な装置の必要性も高い。しかし大型機器の予算がない
ために独自に調達・設置することは困難である。一方，医学部などとの共同研究で，遺伝
子高次機能解析センターやバイオイメージング研究センターなどの利用が可能であり，そ
の点は評価される。
独立研究科の施設・設備等
任意：独立研究科における，当該研究科専用の施設等整備の適切性

該当しない
夜間大学院などの施設・設備等
任意：夜間に教育研究指導を行う大学院における，施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の適
切性
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該当しない
本校以外に拠点を持つ大学院以外の施設・設備等
任意：本校以外の場所にも拠点を置き，教育研究指導を行う大学院における施設・設備の整備の適切性

該当しない
キャンパス・アメニティ等
必須：キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況
必須：
「学生のための生活の場」の整備状況
必須：大学周辺の「環境」への配慮の状況

〔現状の説明〕
一般教育部では，学生指導委員会及び一般教育部北里会運営委員会が連携して，アメニ
ティ整備の検討を行っている。現在Ｌ１号館には学生が自由に利用できる「コモンルーム」
（学生談話室）
，
「サンポケット」
（一人用の机や，数人で利用できる円卓，パソコン等を設
置したスペース）及び中庭が設置されている。なお，大学周辺の環境への配慮については
一般教育部としては特に取り組んでいない。
〔点検・評価〕
コモンルーム，サンポケットともに，学生に日常的に有効に利活用されている点は評価
される。問題点は，学生数に対して面積，席数が少ないことや建物自体の老朽化により必
ずしも，十分快適な状態にないということである。平成 22（2010）年度には新棟が竣工さ
れることから，現時点では必要最小規模・経費の範囲で現状改善に取り組んでいる。
利用上の配慮
必須：施設・設備面における障がい者への配慮の状況
必須：キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況
任意：各施設の利用時間に対する配慮の状況

〔現状の説明〕
建築当時は十分な配慮がなされていなかったが，現在では全面バリアフリー化がはから
れている。具体的には，身体障がい者のためのエレベーター，エレベーター用の車いす，
トイレ，専用駐車場が用意されている。さらに，エレベーターがない建物（Ｌ2 号館）の
２階にはエレベーターのあるＬ1 号館の 2 階から移動できるよう，渡り廊下が設置してあ
る。なお，交通動線・交通手段の整備については一般教育部としては特に取り組んでいな
い。また現状ではＬ1 号館とＬ3 号館が離れているために，学生や教員の移動に不便な点
がある。
教養図書館は平日 19 時まで，土曜 13 時まで利用できる。Ｌ1 号館は原則として 22 時
までは使用可能である。安全のために警備員による巡回を行っている。
〔点検・評価〕
最低限のバリアフリー化は施されている。しかし建物の構造上，実際の使い勝手は必ず
しも快適とは言えない。Ｌ2 号館にエレベーターが設置されていないことは，車いす利用
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者の便宜を考えると問題である。
なお，談話室は遅くまで利用している学生がおり，講義室は講義終了後や休日に課外活
動等有効に利用されている点は評価できる。
組織・管理体制
必須：施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
必須：施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況

〔現状の説明〕
Ｌ1・2 号館の講義室及び附属設備については一般教育部事務室の責任により管理してい
る。教員の居室についてはそれぞれの教員が管理しており，研究室ならびに実習室につい
ては各単位主任が責任者となり管理している。また，安全確保については 10 年程前に地
震対策としてロッカーの固定などを実施したが，その後の調査は行われておらず，不十分
である可能性がある。一般教育部は独自の専門委員会がないため，相模原キャンパス衛生
委員会の主導により職場巡視が行われるようになってきた。
〔点検・評価〕
講義室の管理は教務係が担当しており，定期点検及び不具合への速やかな対応により，
講義に支障を来さないような体制を維持している。教員の居室ならびに研究室・実習室に
ついては，各教員・単位主任からの要望を受け，事務室がそれに対応している。また，施
設・設備の更新については，相模原キャンパス管理・営繕センターとの打合せにより年次
計画を策定することで，教育・研究活動に支障が出ないようにしている。
Ｌ2-24 教室のホルムアルデヒド問題など，相模原キャンパス衛生委員会の指導を受け改
善策がとられており，環境が改善されつつある。職場巡視が軌道に乗り，細部に亘ってチ
ェックを受けることにより，講義室・研究室・事務室の環境が改善される。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇施設設備等の整備
1 一般教育部の建物は平成 22（2010）年度に新棟が竣工予定であるので従来の懸案事項
を可能な限り改善して現代の要求に適応した設備の充実を図っていく。
2 什器や各種設備（AV 機器の更新）や LAN 環境など情報教育に必要なインフラ整備につ
いても予算内で最善の策を検討する。
3 平成 20（2008）年 4 月の社団法人北里研究所との法人統合を機に，北里研究所や白金
キャンパスにおかれている「北里柴三郎記念室」と協議して，教養図書館内の「記念室」
の展示物や展示方見直しを行う。
◇先端的な設備・装置
1 一般教育部の組織上の性格や，予算執行上の体制などから，独自に先端的な設備や装置
を設置することはきわめて困難な状況にある。そこで相模原キャンパスの他の専門学部
等の装置を有効に共同利用する必要がある。このために，各学部に所有装置のリストを
開示してもらい，積極的に相互利用する。
◇キャンパス・アメニティ等
1 アメニティや学生の生活の場については，新棟の竣工後に北里大学ＰＰＡの支援も視野
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に入れ，学生指導委員会と一般教育部北里会運営委員会を中心に，全学学生指導委員会
等関係部門との連携を図りつつ整備に関する協議をしていく。談話室・自習室について
は，新棟では十分な面積を確保する。
◇理用上の配慮
1 現状では 1 年次生の講義を行う建物が 2 か所（L1，L2 と L3 号館）に分かれているが，
新棟は L3 号館と渡り廊下で接続する計画であり，これにより学生教員双方の利便性が
高められる。
◇組織・管理体制
1 新校舎が竣工した時点で，新たな施設・設備の衛生・安全の確保に関する管理体制につ
いて関係部門で協議する。その際は，相模原キャンパス衛生委員会・防災委員会等の主
管事務局等との連携を図っていく。職場巡視のシステムによって，地震対策などの管理
が一律に確実に行われるようにする。
２‑
９．医療系研究科
〔到達目標〕
医療系研究科の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の達成に向けた，
安全かつ充実した施設・設備により，教育研究に寄与するとともに，キャンパス・アメニ
ティの向上による快適な学生生活を築くために，次の到達目標を設定した。
◇施設・設備等の整備，先端的な設備・装置
1 先端的な設備・装置を兼ね備えた，本研究科独自の安全かつ充実した施設・設備を保有
する。
（平成 18（2006）年第 105 回研究科委員会，平成 20（2008）年第 129 回研究科
委員会・研究科長所信表明で設定）
◇夜間大学院などの施設・設備等
1 社会人学生等に対して，昼夜変わらない施設・設備の利用やサービスの提供を行う。
◇キャンパス・アメニティ等，利用上の配慮
1 学生等の要望を取り入れたキャンパス・アメニティの形成及び周辺環境に対する取り組
みによって地域住民と共生する。
◇組織・管理体制
1 法人本部及び基礎学部との緊密な連携の下，施設・設備等の維持・管理及び衛生・安全
を確保する。
施設・設備等の整備
必須：大学・学部・大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切
性
任意：記念施設・保存建物の保存・活用の状況

〔現状の説明〕
本研究科は，医学部と医療衛生学部を基礎学部として開設された経緯から，研究科独自
の施設（記念施設・保存建物を含む）を有しておらず，基礎学部が有する施設の一部を占
有または共有スペースとして使用しており，設備についても大半が共用である。
なお，本研究科の占有スペースは，講義室 5 室（30 人以下収容：１室，31 人〜50 人収
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容：4 室）
，演習室 5 室（63.00 ㎡：4 室，63.60 ㎡：1 室）
，実験・実習室室（336.74 ㎡）
，
学生専用自習室 1 室（38 人収容 306.5 ㎡）である。
〔点検・評価〕
基礎学部である医学部及び医療衛生学部によって充分に整備された施設・設備を共用し
ており，本研究科の教育研究目的を実現する環境の整備状況は適切である。
施設・設備等の整備
必須：教育の用に供する情報処理機器などの配備状況

〔現状の説明〕
本研究科占有の講義室には，学内 LAN が整備され，液晶プロジェクター及びスクリー
ンを設置し，パソコンによるパワーポイント等を使用した講義に対応している。
また，事務室には貸し出し用のノートパソコン 10 台（Windows：5 台，Mac：5 台）と
液晶プロジェクター4 台を備えている。
〔点検・評価〕
現在主流のパソコン等を使用した講義形態に即した情報処理機器の配備状況となってお
り，機器の更新も適切に行われている。
先端的な設備・装置
任意：先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性
任意：先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の，他の大学院，大学共同利用機関，附置研
究所等との連携関係の適切性

〔現状の説明〕
本研究科の設備・装置は，大半が基礎学部である医学部及び医療衛生学部との共用であ
り，基礎学部における装備面の適切な整備は本研究科にとっても有効的である。
また，本学には AKPS 共同研究のように，学内の他学部・研究科の教員との共同研究に
対して助成を行う制度があり，申請及び審査を経て先端的研究の用に供する機械・設備を
整備し，利用することが可能である。
〔点検・評価〕
先端的な教育研究や基礎的研究のための装備面の整備にあたっては，学内の審査を経て
おり，積極的に私立大学等研究施設整備費補助金に申請を行っている。
また，AKPS 共同研究は，学内での審査を経て採択されており，新規課題１件（3 年間）
に資金を重点配分し，全学的な研究戦略に基づく研究拠点になりうるプロジェクトに発展
させ，国の大型助成金の獲得を目指す足掛かりとなっている。
独立研究科の施設・設備等
任意：独立研究科における，当該研究科専用の施設等整備の適切性

該当しない
夜間大学院などの施設・設備等
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任意：夜間に教育研究指導を行う大学院における，施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の適
切性

〔現状の説明〕
本研究科では，大学院設置基準第 14 条（教育方法の特例）の規定に基づき，昼夜開講
制を布き，講義及び教育研究指導を実施している。夜間も講義室，演習室，実験室，学生
専用自習室等の施設・設備を使用でき，医学図書館についても午前 0 時までの利用が可能
である。
〔点検・評価〕
昼夜開講制，医学図書館の夜間開館は，特に社会人学生に有効であり，教育研究が推進
できるよう配慮され，適切に運用されている。
本校以外に拠点を持つ大学院以外の施設・設備等
任意：本校以外の場所にも拠点を置き，教育研究指導を行う大学院における施設・設備の整備の適切性

該当しない
キャンパス・アメニティ等
必須：キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況
必須：
「学生のための生活の場」の整備状況
必須：大学周辺の「環境」への配慮の状況

〔現状の説明〕
キャンパス・アメニティの形成及び学生のための生活の場の整備は，キャンパスマスタ
ープランの基本に則り，年次計画で整備される。北里大学学生指導委員会において，学生
食堂及びコンビニエンスストア，学生ホール等の学生厚生施設に対する学生からの要望等
を検討し，改善に努めている。
また，法人本部が中心となり，周辺環境の汚染を未然に防止する目的で定期的に空気環
境測定及び下水，実験排水調査，緑地保全等に全学的に取り組んでいる。
〔点検・評価〕
キャンパスマスタープランによるキャンパス・アメニティの形成及び北里大学学生指導
委員会における学生等の要望を取り入れた支援体制は確立されている。地域住民との共生
を目指した環境に対する取り組みは評価できる。
利用上の配慮
必須：施設・設備面における障がい者への配慮の状況
必須：キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況
任意：各施設の利用時間に対する配慮の状況

〔現状の説明〕
本研究科は，基礎学部である医学部及び医療衛生学部の有する施設・設備を共用してい
るため，基礎学部の障がい者に対する配慮に準拠しており，適切な整備は本研究科にとっ
ても有効的である。
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キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段は各キャンパスとも距離が
離れていることから特に整備されておらず，公共交通機関を利用している。
各施設の利用時間は，昼夜開講制を布いているため，特に社会人学生に対して，夜間も
講義室，演習室，実験室，学生専用自習室等が利用でき，医学図書館は午前 0 時まで利用
できるよう配慮されている。
〔点検・評価〕
障がい者への配慮については，建物の構造上の問題がある場所を除いては概ねバリアフ
リー対策が施されており，各施設の利用時間は学生等の利用者の要望に応えるよう配慮が
なされている。
組織・管理体制
必須：施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
必須：施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況

〔現状の説明〕
本研究科では，日常的な施設・設備等の維持・管理及び衛生・安全の確保は，講義室及
び学生専用自習室等は事務室において，研究室及び実習室等については指導教授による責
任体制の下に行われている。
なお，全体的な施設・設備等の維持・管理及び衛生・安全の確保は，法人本部並びに北
里大学相模原キャンパス安全衛生委員会，防災対策委員会等の委員会組織によって，責任
体制・システムが確立・整備されている。
〔点検・評価〕
全学的に施設・設備等の維持・管理及び衛生・安全の確保は，確立・整備され，日常的
に事務室並びに教員によって実施されている。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇施設・設備等の整備，先端的な設備・装置
1 施設・設備について，基礎学部と共同して整備に努めるとともに，講義形態等に即した
情報処理機器の配備について，年次計画によりさらに充実した環境整備を行っていく。
2 内外の助成金及び補助金等の外部資金の獲得による先端的研究の用に供する機械・設備
を整備する。
◇夜間大学院などの施設・設備等
1 社会人学生の増加に伴い，夜間における施設・設備の利用やサービスの提供について，
可能な限り対応する。
◇キャンパス・アメニティ等，利用上の配慮
1 法人本部主導の下，法人本部または基礎学部の計画に則り，共同して整備する。
◇組織・管理体制
1 現行の責任体制及びシステムを継続して，さらに充実を図り，事案発生を予防する。
２‑
１０．感染制御科学府
〔到達目標〕
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実践的な研究能力や問題発見能力・問題解決能力を有する高度専門研究者・技術者の育
成を目的とした研究型大学院として研究の最前線の高度な知識と先端的技術を修得できる
ように，施設・設備の維持・整備を適切に行う。このように教育・研究が円滑に行える環
境を保持していくため，次の到達目標を設定した。
（平成 20（2008）年度北里生命科学研
究所運営会議及び感染制御科学府学府教授会で，平成 21（2009）年度事業計画として一部
設定）
◇施設・設備等の整備
1 研究設備，機器等の老朽化が予測されるため，修繕や買い換えについて予算確保を行う。
また相模原キャンパスとの遠隔会議システムを利用した講義方法も検討する。
2 学生用の情報処理機器の提供について，経費面や維持管理面から検討する。
◇先端的な設備・装置
1 共同利用機器の円滑な管理・運営について整備を図る。また機器の老朽化による買い換
えの時期が近づくため，外部資金の確保にも努めながら共有性の高い機器から順次計画
的な買い換えを検討する。
◇独立研究科の施設・設備等
1 施設，設備，機器の修繕や買い換えについての長期的な計画を作成する。
◇キャンパス・アメニティ等
1 白金キャンパスにおける駐輪場の確保等の問題を早急に解決する。
◇利用上の配慮
1 障がい者用のトイレの設置や場所について白金キャンパス全体で検討する。また更なる
バリアフリー化に向けた検討も行う。
◇組織・管理体制
1 施設・設備の管理体制を整える。
施設・設備等の整備
必須：大学・学部・大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切
性
任意：記念施設・保存建物の保存・活用の状況

〔現状の説明〕
感染制御科学府は北里生命科学研究所・感染制御科学府棟としてのⅠ号館全体のほか，
薬学部Ｙ1・Ｙ3 号館，理学部Ｓ号館（相模原キャンパス）の一部を使用している。
博士前期（修士）課程と博士後期課程の全学年定員 48 名に対し，講義室を 2 室，セミ
ナー室（演習室）3 室， 実験室 34 室を有している。また，DNA シークエンサーや超遠心
器など共有性が高く高額な研究機器を効率良く利用できるよう，共有機器室として 2 室を
整備している。
〔点検・評価〕
現状において教育研究目的を実現するための施設・設備の状況は，適切と評価できるが，
研究機器の老朽化のための買い換え等の予算確保が課題となる。また，研究室が白金キャ
ンパスと相模原キャンパスに分かれている。講義や行事等は白金キャンパスで行われるた
め相模原キャンパスの学生は時間的な要素も含め問題がある。
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施設・設備等の整備
必須：教育の用に供する情報処理機器などの配備状況

〔現状の説明〕
平成 14（2002）年度に 21 世紀 COE プログラムが採択されたことに伴い，教育・研究
用として本学府大学院学生全員にノート型パソコンの無償貸与を開始した。
平成 18
（2006）
年度に同プログラムが終了した後も，学府の教育・研究費の予算から支出し，貸与を継続
している。また，各フロアー・各研究室には通常の情報コンセント及び無線 LAN が整備
されおり，日々活用されている。
〔点検・評価〕
本学府は設置６年のまだ新しい大学院であるがノート型パソコンの無償貸与を開設当初
よりおこなってきたことは，学生の教育・研究に資することとして高く評価できる。
先端的な設備・装置
任意：先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性
任意：先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の，他の大学院，大学共同利用機関，附置研
究所等との連携関係の適切性

〔現状の説明〕
感染制御科学府（以下「学府」という）の先端的な教育・研究を推進するための設備と
して共有機器室，低温実験室，冷蔵・冷凍庫室，無菌室，ジャーファーメンター室，培養
室，洗浄・培地調整室，生物活性評価室，NMR 室，電顕室などを整備している。また，
動物実験の際には，白金キャンパス内の北里大学基礎研究所の実験動物管理センターを共
同利用施設として利用している〔http://www.kitasato-u.ac.jp/kiso-ken/〕
。その他の質量分
析や NMR 分析などを行う際は，薬学部の化学系共有機器室を利用するなど，学内での連
携も適切に行われている。学府の創設費により購入され各研究室に整備された研究機器に
ついては，その後は必要性により各研究室の予算を用い個別に整備補充されている。
また，DNA シークエンサー，超遠心器，フロートメーター，電子顕微鏡などの共有性が
高く高額な研究機器は共有機器として共有機器室や電顕室に設置し，効率よく共同利用で
きるようにしている。
〔点検・評価〕
学府の教育・研究に必要な機器や設備は適切に整備されている。共有機器室に設置され
ている研究機器については，共同利用研究機器運営管理委員会が機器ごとに管理責任者を
任命し，その維持管理を行っている。また，新規や買い換え共有機器の検討についても共
同利用研究機器運営管理委員会が行い上申している。
独立研究科の施設・設備等
任意：独立研究科における，当該研究科専用の施設等整備の適切性

〔現状の説明〕
感染制御科学府は北里生命科学研究所・感染制御科学府棟としての I 号館全体のほか，
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薬学部Ｙ1・Ｙ3 号館，理学部Ｓ号館（相模原キャンパス）の一部を使用している。
博士前期（修士）課程と博士後期課程の全学年定員 48 名に対し，講義室を 2 室，セミ
ナー室（演習室）3 室, 実験室 34 室を有している。また，DNA シークエンサーや超遠心
器など共有性が高く高額な研究機器を効率良く利用できるよう共有機器室として 2 室を整
備している。
〔点検・評価〕
現状において教育研究目的を実現するための施設・設備の状況は，適切と評価できるが，
研究機器の老朽化のための買い換え等の予算確保が課題となる。また，研究室が白金キャ
ンパスと相模原キャンパスに分かれているが，講義や行事等は白金キャンパスで行われる
ため相模原キャンパスの学生は時間的な要素も含め問題がある。
夜間大学院などの施設・設備等
任意：夜間に教育研究指導を行う大学院における，施設・設備の利用やサービス提供についての配慮の適
切性

該当しない
本校以外に拠点を持つ大学院以外の施設・設備等
任意：本校以外の場所にも拠点を置き，教育研究指導を行う大学院における施設・設備の整備の適切性

該当しない
キャンパス・アメニティ等
必須：キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況
必須：
「学生のための生活の場」の整備状況
必須：大学周辺の「環境」への配慮の状況

〔現状の説明〕
白金キャンパスは本学府のほか，薬学部・薬学研究科，北里研究所病院，法人本部，学
生食堂，3 つの附置研究所などで構成されている。キャンパスの環境整備については各部
代表者による北里白金構内運営委員会を設置し，その委員会の下に駐車場・駐輪場運営部
会，廃棄物保管庫等運営部会，構内環境保全部会，防災安全部会，職員宿舎運営部会の 5
部会に分かれキャンパスのアメニティの向上についての検討を行っている。また，学生食
堂・売店・学生ホール等の学生に対するアメニティについては，白金キャンパスにおいて
は薬学部・薬学研究科と，相模原キャンパスにおいてはキャンパス内の他学部・他研究科
と共同で利用している。
〔点検・評価〕
北里白金構内運営委員会と，その委員会の活動により白金キャンパスのアメニティに関
しては特に大きな問題は起きていない。薬学部が 6 年制になったことから，白金キャンパ
ス全体で学府学生のための駐輪場の確保が今後困難になると思われる。また，学府施設内
は全面禁煙であるため，白金キャンパス内の喫煙場所についても今後の課題となる。
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利用上の配慮
必須：施設・設備面における障がい者への配慮の状況
必須：キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況
任意：各施設の利用時間に対する配慮の状況

〔現状の説明〕
北里生命科学研究所・感染制御科学府（以下「学府」という）棟内にはエレベーターが
設置され，床は段差なく作られている。しかし障がい者用のトイレについては，棟内には
設置されていない。
現在学府は，白金キャンパスと相模原キャンパスに研究室があるが，公共の交通機関の
利用が整備されているため，大学としての別の交通手段の整備はない。
〔点検・評価〕
平成 14（2002）年度開設より障がい者の学生の入学はないが，今後，障がい者用のトイ
レの設置や研究室・講義室のドアを引き戸に改修するなど，障がい者に適した環境につい
て検討する余地がある。
白金キャンパスは JR 恵比寿駅，地下鉄広尾駅，白金高輪駅から徒歩が可能な立地であ
るが，相模原キャンパスは最寄り駅から公共バスを利用しなければならない。
棟内の施設の利用については，予約制であるが原則授業や学校行事以外は各室とも利用
時間の制限が無く開放されており，特に問題はない。
組織・管理体制
必須：施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
必須：施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況

〔現状の説明〕
本学府に設置された施設・設備は，管財部・中央監視と連携し事務室が維持・管理を
行っている。施設・設備・機器備品の書類上の管理は，事務室で全て行っている。
各研究室で購入した研究機器の維持・管理については，各研究室の責任者が行い修理等
については，一般研究費を充当している。
また，研究室が共同利用している研究機器については，利便性を考え共有機器室に設
置し，その管理運営は共同利用研究機器運営管理委員会が行っている。
学府においては，主に新入生を対象に安全教育の一環として基本技術講座の中に安全
講習会を開催している。日常の安全管理・衛生管理と環境被害防止は，学府長の指示の
もと各研究室で行っている。
〔点検・評価〕
施設・設備の維持管理については，管財部・中央監視・事務室と連携し，大きな問題
もなく管理されている。ただし平成 13（2001）年に構築された施設・設備のため，今後
は計画的な保守・管理が必要となる。
共同利用している研究機器について，共同利用研究機器運営管理委員会で取扱規則に
則り管理するなど概ね適切に行っている。
現状では研究活動に伴う安全管理・衛生管理と環境被害防止について，問題は生じて
いない。各研究者や管理責任者の安全管理・衛生管理と環境被害防止に対する高い意識
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の結果と思われる。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇施設・設備等の整備
1 基礎となる学部を持たない大学院という学府の特殊性から，予算管理が重要となるため，
施設，設備機器の修繕や買い換えについての長期的な計画を作成して，教育・研究環境
が保てるよう実行する。また遠隔会議システムの導入が完了に近いので，これを利用し
た講義が行えるよう準備を進める。
2 学府開設時においては，学生個人のパソコンを所有率が低かったが，現在ほとんどすべ
ての学生が所有している。今後継続してパソコンを無償貸与するかについては経費面や
維持管理面から検討する。
◇先進的な設備・装置
1 生命研が開設されて７年となるため，今後機器の老朽化による買い換えが必要になると
思われる。学府の予算は限られているため，外部資金の確保にも努めながら共有性の高
い機器から順次計画的な買い換えを検討する。
◇独立研究科の施設・設備等
1 基礎となる学部を持たない大学院研究科という学府の特殊性から予算管理が重要となる
ため，施設，設備，機器の修繕や買い換えについての長期的な計画を作成して，教育・
研究環境が保てるよう実行する。
◇キャンパス・アメニティ等
1 学府からの委員が加わった委員会において駐輪場の確保等の問題を早急に解決する。
2 学府内においては，施設も 7 年目を迎えたことから什器・備品等の使用状況を調査
し買い換えも視野に入れて予算化を進める。
◇利用上の配慮
1 障がい者用のトイレの設置や更なるバリアフリー改装等については，学部を持たない大
学院であることから，学生数や予算規模・施設規模から独自に設置することは厳しいた
め，白金キャンパス全体で検討するほか，機器等の長期予算計画に含めて検討する。
2 学生アンケートでは特に施設の利用時間についての意見などは出ていないが，今後意見
があれば対応を考える。
◇組織・管理体制
1 現状では大きな問題がないため，今後とも現在の管理体制を継続するが，人の入れ替わ
りなど研究体制等の変化が生じた場合はそれに応じた対応を速やかに進める。
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第１１章

図書・電子媒体等

１．大学全体
必須：図書，学術雑誌，視聴覚資料，その他教育研究上必要な資料の体系的整備とその量的整備の適切
性
必須：図書館の規模，開館時間，閲覧室の座席数，情報検索設備や視聴覚の配備等，利用環境の整備状
況とその適切性
必須：学術情報の処理・提供システムの整備状況，国内外の他大学との協力の状況
必須：学術資料の記録・保管のための配慮の適切性
任意：資料の保存スペースの狭隘化に伴う集中文献管理センター（例えば，保存図書館など）の整備状
況や電子化の状況

〔到達目標〕
本学の図書館は，学部等の専門分野に応じて必要な資料が異なる点や，各キャンパスの
地理的な条件により，各学部等に開設する 7 図書館をもって構成しており，いわゆる「大
学図書館」は，医学図書館（相模原）に置いている。大学図書館の目的は，
「本大学におけ
る教育研究等の活動に必要な図書及び資料等を収集・整理し，これを効果的な利用に供す
るとともに文献，その他の情報サービスを行い，本学の教育研究等の充実と発展に寄与す
る」
（北里大学図書館規程）としている。この目的を達成するために次の目標を設定した。
平成 19(2007) 年度第 1 回大学図書館運営委員会、第 2 回大学図書館運営委員会
平成 19(2007)年 9 月〜平成 20(2008)年 5 月 次期図書館システム検討委員会
平成 20(2008) 年度第 1 回大学図書館運営委員会、第 2 回大学図書館運営委員会
◇資料の効率的な提供
限られた予算で効果的に必要とされる資料を提供するためには，全学的なネットワーク
を有効に活用する必要がある。基幹ネットワークについては情報基盤センターが整備し，
提供しているが，図書館ではこのネットワークを利用し役立つコンテンツを提供していく。
1 図書館情報システムはこの基盤となるもので，現在のシステムをバージョンアップした
新システムに更新する。
2 システム更新に合わせ My Library 等のより利用者に使いやすいシステムを提供する。
3 図書館独自のコンテンツについては，20 年以上作成を続けている特集記事検索データベ
ースの提供を継続する。
4 図書・雑誌等の情報提供については，今後電子化がより進行すると考えられるので，可
能な限り電子媒体で提供するよう努力する。
◇快適な研究・学習環境の提供
図書館の機能としては資料の提供だけでなく，それを利用して研究・学習する場を提供
することが重要になる。
1 学生には十分な数の座席数を備えるとともに，グループ学習用スペース，視聴覚資料を
利用した学習施設を整備する。
2 今後の薬学部，医学部の学生収容定員の増加に合わせた施設設備を整備する。
◇将来の資料保存へ向けての方策
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電子化の進行により，従来の冊子の増加は抑えられるが，これまで数十年にわたって蓄
積してきた資料の保存を効率的に行う方策を検討する必要がある。
1 各館で独自に対応するのは非効率的であるので，北里大学全体で集中的に保存・管理・
利用出来るような場所を確保する。
2 電子化された資料については，恒久的な利用が保証されているものは冊子の保存を行わ
ないなどの基準を定める。
◇ネットワークによる効果的な資源の共有化
1 図書館情報資源は北里大学内の利用にとどまらず，国立情報学研究所の NACSIS システ
ムや他大学図書館，公共図書館などのネットワークを活用し，情報を必要とする人に提
供しやすい環境を作る。
2 一般への利用開放を進めるために，施設面での対応を図る。
◇図書館に必要とされる人材の育成
1 優れたサービスを今後も提供していくためには，情報ネットワークの知識・技術に秀で
た図書館職員を養成することが必要となる。図書館全体の将来計画をマネージメントで
きる人材の育成が必須である。
図書，図書館の整備
必須：図書，学術雑誌，視聴覚資料，その他教育研究上必要な資料の体系的整備とその量的整備の適切性
必須：図書館の規模，開館時間，閲覧室の座席数，情報検索設備や視聴覚の配備等，利用環境の整備状況
とその適切性

〔現状の説明〕
本学の図書館構成は，各キャンパスの学部新設に応じて図書館を設立してきたため，全
学で７つの図書館が存在し，相模原キャンパスには 4 つの図書館が 1 つのキャンパス内に
存在している。所在地，主な利用対象者は次の通りである。
図書館名
白金図書館
獣医学部図書館
医学図書館

所在地
白金キャンパス（東京）
十和田キャンパス（青森）
相模原キャンパス（神奈川）

海洋生命科学部図書館
看護学部図書館
理学部図書館
教養図書館

三陸キャンパス（岩手）
相模原キャンパス（神奈川）

主な利用対象者（学部等）
薬学部，感染制御科学府，北里研究所病院
獣医学部（獣医畜産学部）
医学部，医療衛生学部，医療系研究科，北
里大学病院・東病院
海洋生命科学部（水産学部）
看護学部，北里大学病院・東病院
理学部
一般教育部（各学部１年次生）

本学において「大学図書館」とは各図書館を組織的に統合するものであり，図書館とし
ての施設，専任の職員は持たない。大学図書館規程により大学図書館長の選出された図書
館には大学図書館事務室がおかれ，同図書館の実務責任者が，大学図書館実務責任者を兼
務する。具体的な運営は，全学の図書館に関わる事項については大学図書館運営委員会で
審議し，結果を各図書館へ周知している。
大学図書館として冊子の資料の購入，保存は行っていないが，全学で共通して利用する
データベースや電子ジャーナルについては大学図書館の予算として契約している。全学の
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図書館で共通して利用される図書館情報管理システムの導入，運用，保守については大学
図書館が予算化し実施している。
〔点検・評価〕
７図書館が存在することにより，各学部の利用者の手近なところに学部図書館があるこ
とは，一見便利ではあるが，各図書館がそれぞれの学部利用者の必要とする資料を重点的
に整備しているため，当該図書館の分野を超えた資料を必要とするときは複数の図書館を
訪れなければならない。また図書館が分散することで，それぞれを運用するための人員が
必要とされ，開館時間の延長についても十分な対応が困難になる。
平成 14（2002）年には大学図書館が中心となり，各キャンパス別々であった図書館情報
システムを，同一のシステムに統合したことで，利用者サービスは向上できたと考える。
データベース，電子ジャーナルについても全学サイトライセンス化を進め，全てのキャン
パスで同等な情報の入手が可能となったが，情報システムについては定期的な保守，更新
も必要となった。
情報インフラ
必須：学術情報の処理・提供システムの整備状況，国内外の他大学との協力の状況
必須：学術資料の記録・保管のための配慮の適切性
任意：資料の保存スペースの狭隘化に伴う集中文献管理センター（例えば，保存図書館など）の整備状況
や電子化の状況

〔現状の説明〕
本学図書館の学術情報処理・提供システムは，インターネット接続環境が平成 6（1994）
年の大学図書館情報ネットワーク化により整備された。その後，本学情報基盤センターに
より回線の増強が図られ，図書館 LAN についても VLAN 化され，全学の図書館システム
の運用に支障がないようにしている。
提供のためのシステムは，平成 14（2002）年度に全学の図書館情報システムを富士通製
iLiswave に統一し標準化を行い，学術情報の利用については国立情報学研究所(NII)の
NACSIS-CAT, NACSIS-ILL を利用し，他大学との書誌・所蔵情報の共有化，相互貸借シ
ステムの効率化を図っている。
他大学との交流については，大学図書館として私立大学図書館協会に加盟しており，こ
の活動を通して，研究会などへの参加等で職員の研修を行っている。また医学図書館は「日
本医学図書館協会」
，薬学図書館は「日本薬学図書館協議会」
，看護学部図書館は「日本看
護図書館協会」にそれぞれ加盟しており，これらを通じて研修・相互協力の推進を図って
いる。これらの協会の活動の一環として，電子ジャーナルコンソーシアムにも参加してお
り，電子ジャーナルの購入経費の削減に努めている。
〔点検・評価〕
学術情報の処理・提供システムについては全学で共通化され，利用者はキャンパスを移
動しても同一環境で利用できるメリットがある。図書館職員にとっても人事異動に伴い新
しいシステムを習得する必要が無く，利用者・職員ともに効率化が図られていると考える。
情報ネットワークのインフラである基幹ネットワークについては，情報基盤センターに
より整備され，高速・安定化が図られている。こうしたシステムは数年ごとに更新するた
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め，保守契約を締結し着実にフォローする必要性が新たに生じている。
増大し続ける図書や雑誌，学術資料の保存については，各図書館で書架の増設を行い対
応しているが，このままでは近い将来保存スペースが限界に達するおそれがあり，計画的
な対策が望まれる。

２．各キャンパス・学部
２‑
１．白金図書館
図書，図書館の整備
必須：図書，学術雑誌，視聴覚資料，その他教育研究上必要な資料の体系的整備とその量的整備の適切性
必須：図書館の規模，開館時間，閲覧室の座席数，情報検索設備や視聴覚の配備等，利用環境の整備状況
とその適切性

〔現状の説明〕
白金図書館は白金キャンパスに開設され，薬学部，薬学研究科，感染制御科学府が共有
し，北里生命科学研究所の研究者や北里研究所病院職員も利用する。
本図書館の図書は，資料購入費の約 90％が学術雑誌の購入に充てられているため，図書
の購入に制約があるが，その中においても，学生の基礎及び専門科目の学習に必要な図書
は最新版を整備し，教育研究に必要な集書に努めている。薬学 6 年制のスタートに伴い，
現在は臨床系分野を中心に図書の整備を行っている。
本図書館において学術雑誌は，最も重要かつ貴重な資料であり，本学の中で最も歴史の
古い本図書館は，1800 年代の希少な外国雑誌や最新の情報を必要とする学術雑誌（タイト
ルは約 4,700 種類）を所蔵し，二次資料も Chemical Abstract を第１巻から所蔵する。
本図書館は，3 号館の 1 階に位置し，館内スペースは地下書庫を合わせ約 1,190 ㎡，学生
閲覧席数 136 席，教職員のための専用閲覧席，文献検索コーナーも設けている。別棟の本
館地下には電動書架を完備した約 10 万冊を収納できる書庫を備えている。
図書館ネットワークの環境は，学生閲覧席に 20 台，教職員閲覧席に 10 台，計 30 台の
LAN を敷設し，平成 13（2001）年１月より導入した『SciFinder Scholar』について，毎
年 4 月に行われるオリエンテーション時に講習会を行っている。本図書館ホームページで
は『外部文献依頼』から相互貸借の申し込みができる。
〔点検・評価〕
電子ジャーナルは利用者に定着し，利用率も高く好評を得ており，今や教育・研究には
不可欠な存在である。日本薬学図書館協議会加盟館の中でも，本図書館は蔵書数や電子ジ
ャーナルタイトル数はトップクラスである。他館からの文献複写の依頼も多く，薬学系大
学の中核的存在になっている。
図書については，薬学系資料が充実しており，加えて学生の薬剤師国家試験対策問題集
コーナーが設置されていることから，頻繁に利用されている。学生及び教員からの購入希
望図書は，常時カウンターや図書館のホームページからの申し込みができ，蔵書構成も専
門資料に偏ることなく，人文分野の資料やパソコン雑誌など，利用者の要望に配慮した構
成になっていると受け止めている。
昭和 40（1965）年 11 月に竣工した本図書館は，施設・設備の老朽化が否めない。大掛
かりな改修は予算上無理があるため，長期計画をたてて館内環境を整備していく。本館地
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下に約 10 万冊を収納できる書庫を備えていることは長所であるが，蔵書冊数に比べて図書
館内の収容冊数が限られているため，書庫が分散していることが問題点として挙げられる。
２‑
２．獣医学部図書館
図書，図書館の整備
必須：図書，学術雑誌，視聴覚資料，その他教育研究上必要な資料の体系的整備とその量的整備の適切性
必須：図書館の規模，開館時間，閲覧室の座席数，情報検索設備や視聴覚の配備等，利用環境の整備状況
とその適切性

〔現状の説明〕
獣医学部図書館は獣医学部キャンパスに開設され，獣医学部，獣医畜産学研究科の学生
が利用する。蔵書に関しては，和書，洋書，雑誌（欧文誌・和文誌）を所蔵し，その大半
は専門分野（動物生命科学）に関する学術雑誌である。視聴覚資料は 304 点所蔵し，授業・
実習に関する分野を中心に収集している。大学図書館で提供しているデータベースの他に，
農学関連のデータベース CAB Abstracts，研究社オンライン辞書が利用できる。
本学部図書館は鉄筋コンクリート 3 階建で，1 階は学生相談室と共用し，閉架書庫が設け
られている。2 階は閲覧室 1・受付カウンター・事務室・書庫となっており，視聴覚資料を
利用するためのブースが 2 席，カラーコピー機，蔵書検索等のために 5 台の端末を設置し
ている。3 階は閲覧室（2・3・4）が設けられており，閲覧室 3 には 20 台の端末と持参の
ノートパソコンを使えるように接続端子（5 台）も備えている。閲覧室 4 は利用者のニーズ
に合わせてテーブルを可動できるようにしてあるため，会議やグループ学習など多目的に
利用できる。
学生閲覧席は，平成 13（2001）年，平成 16（2004）年の改修工事により，座席数を以
前の 95 席から 198 席に増設し，座席数不足の改善を行った（平成 12（2002）年相互評価
時の勧告事項の改善）
。
開館時間は，平日は午前 9 時より午後 8 時まで，土曜日は午前 9 時より午後 5 時までで
あるが，試験期間前については午後 10 時まで延長している。
資料検索の環境については，パソコンはすべて学内 LAN に接続されており，インターネ
ット上から蔵書検索・文献検索・電子ジャーナルの利用等が可能となっている。外部文献
複写到着・希望図書配架等の連絡などメール・電話で連絡をとり迅速な対応を図っている。
〔点検・評価〕
学習用及び教育・研究用の図書，学術雑誌，視聴覚資料等は，学生や教員のニーズを把
握した上で購入・整備されており，利用者に対して有効に提供していると考える。
外国雑誌の高騰により，購入雑誌が減少しているが，その受け入れの決定は教員や学生
のニーズを踏まえ，本学部図書委員会で行っている。中止する雑誌については，他学部で
補完可能かどうかを確認した上で行っており，適切に配慮していると受け止めている。
２‑
３．医学部図書館
図書，図書館の整備
必須：図書，学術雑誌，視聴覚資料，その他教育研究上必要な資料の体系的整備とその量的整備の適切性
必須：図書館の規模，開館時間，閲覧室の座席数，情報検索設備や視聴覚の配備等，利用環境の整備状況
とその適切性
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〔現状の説明〕
医学図書館は相模原キャンパスに開設され，医学部，医療衛生学部，医療系研究科が共
有し，大学病院も利用する。蔵書については全体の 78%を雑誌が占めており，医学図書館
の特徴でもある。
年々増加する資料保存の対策として医療衛生学部 A１号館１階に別置書庫を設け，平成
15〜17（2003〜2005）年度の 3 年間で移動式書架を設置し，平成 15 年度に 12,000 冊，平
成 18 年度に 22,000 冊の製本雑誌を移動した。
平成 5（1993）年，医療衛生学部の開設に伴い，医療衛生学部の教職員・学生が利用者
に含まれるようになり，医療衛生学部の利用に必要な図書・雑誌については別予算で購入
している。平成 12（2000）年度より，新たに開設された医療系研究科からも必要な図書予
算の提供を受けて，主に雑誌を整備している。
電子ジャーナルについては大学図書館での契約を重点的に進めているが，医学図書館独
自で契約しているものも 100 タイトル以上ある。
学生閲覧室については図書館のメインフロアである 2 階にある 80 席を中心に，館内各所
にある個人用キャレル 40 席，PC キャレル 51 席，その他 44 席，合計 215 席を有する(平成
13(2001)年 33 席増設。
相互評価時の勧告事項の改善)。
このほかに医学部内に自習室 88 席，
医療衛生学部閲覧・検索席 89 席がある。学生閲覧席としては，医学図書館 215 席，医療衛
生学部閲覧・検索席 89 席を合わせた 304 席を配置している。
館内全てで無線 LAN を利用可能とし，貸出用ノート PC 10 台，館内各所に設置された
PC 51 台を学習・教育用に活用している。
〔点検・評価〕
学術雑誌については当初より重点的に収集しており，和雑誌，外国雑誌を多数受け入れ
ている。これは全国の医科大学の図書館のなかでも上位 10%に入る点数である。
図書については医学系のみならず他の分野にも及ぶが，一般教育については教養図書館
が，看護学については看護学部図書館が，それぞれ収集分野を明確にして重複を極力避け
て収集している。他大学に較べ所蔵冊数は多いとはいえないが，必要な図書については予
算の許す限り効率的に収集していると考える。
学生閲覧席数は 304 席を持って医学部（500 名）
，医療衛生学部（954 名）
，医療系研究
科（240 名)，計 1,694 名の学生に対応している。開館時間については，平日は午前 9 時か
ら午前 0 時まで，土曜日は午前 9 時から午後 5 時までとしており，他の同種図書館に較べ
ても長い方であり，現状では特に利用者の不満はない。
２‑
４．海洋生命科学図書館
図書，図書館の整備
必須：図書，学術雑誌，視聴覚資料，その他教育研究上必要な資料の体系的整備とその量的整備の適切性
必須：図書館の規模，開館時間，閲覧室の座席数，情報検索設備や視聴覚の配備等，利用環境の整備状況
とその適切性

〔現状の説明〕
海洋生命科学部図書館は三陸キャンパスに開設され，海洋生命科学部，水産学研究科の
学生，教職員が利用する。図書は，洋雑誌，和雑誌，単行本に分けて開架式で蔵書されて
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いる。蔵書は本学部図書館の特徴である海洋生命科学・水産学を中心として関連する基礎
科学に関する学術資料，学協会雑誌・各種研究機関の研究報告，及び視聴覚資料を備えて
いる。教科書と参考書は本学部カリキュラムの必修科目及び選択科目については各 5 冊を
そろえている。
図書，視聴覚資料については年 2〜3 回，利用者から希望を取り，本学部図書委員会で検
討の上，購入している。BA や CA などデータベース化がなされたものについては，順次図
書の棚卸しを実施することにより，新規図書や雑誌のためのスペース確保に努めている。
寄贈図書や購入図書で利用が無いものについては，図書委員会にて有効利用を検討後，譲
渡処分や廃棄処分を行っている。
本学部図書館は，学生閲覧室（348 ㎡ 117 席，
（平成 13(2001)年 68 席増設。相互評価時
の勧告事項の改善）
，書庫(345 ㎡)及びレファレンスルーム・事務室（21 ㎡）からなる。書
庫は 3 フロアを有し，各々洋雑誌，和雑誌，単行本に分けて開架式で蔵書されている。メ
インフロア（2 階）にはコピー機 1 台，書庫各階にも若干の閲覧スペースとコピー機 1 台を
設け，その場での閲覧，コピーが出来るようになっている。
開館時間は，夏・冬・春期休業期間の閉館時間をそれぞれ午後 5 時(平日)及び午前 12 時
（土曜）としている。平日の午後 6 時〜9 時については図書館員の時差出勤を実施し，書庫
の閲覧時間を午後 6 時まで延長し，以降は閲覧室のみの使用が可能で，学生の授業終了後
の学習に活用されている。
情報検索設備に関しては，学部内 LAN が専用回線を経て北里研究所 LAN システムに接
続されており，利用者によるオンライン検索，インターネット検索が可能なコンピュータ
ー端末は現在 49 台設置している。
〔点検・評価〕
学部教育に関連する図書，雑誌，視聴覚資料等は最低限必要なものは取り揃えている。
とりわけ学生の勉学に必要な図書は利用に支障を来さない数が購入されている。ただ学生
からの希望は一般図書，雑誌が多く，学部図書館として受け入れが難しいものもある。
閲覧室，レファレンスルームは現在のところ過不足なく整備している。学術雑誌は電子
化が進んでおり，雑誌の収容スペースについては，二次資料等を箱詰にて保管する対策を
講じることで確保に努めている。図書に関しては適切な時期に図書委員会で協議の上廃棄
等により対応する。
開館時間については，学生の要望を取り入れ，午後 9 時までの利用が可能であり，閲覧
室の座席数においては設置基準を満たし，JABEE（日本技術者教育認定機構）による実地
審査においても評価を受けている。
図書館の利用形態として学生のオンライン，インターネット検索利用者が急増している
が，無線 LAN の配備などにより対応しつつある。インターネットの普及にともない従来に
比べ，図書館の利用者は少なくなる傾向にあるが，海洋生命科学・水産学に関わる数少な
い県内の図書所蔵機関としての役割を果たしている。
２‑
５．看護学部図書館
図書，図書館の整備
必須：図書，学術雑誌，視聴覚資料，その他教育研究上必要な資料の体系的整備とその量的整備の適切性
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必須：図書館の規模，開館時間，閲覧室の座席数，情報検索設備や視聴覚の配備等，利用環境の整備状況
とその適切性

〔現状の説明〕
看護学部図書館は，相模原キャンパスに開設され，看護学部，看護学研究科の学生及び
大学病院・東病院の看護職員等も利用する。本学部図書館の資料購入については，教職員・
学生から希望図書を募り，看護系大学図書館に適した資料の購入に努めている。今年度よ
り購入決定の一手段として，洋書の見計らい図書を一定期間図書館内に展示し，専任教員
の意見を吸収し購入するシステムをとることとし，バランスのとれた蔵書構成に心がけて
いる。特に博士課程の学生及び教員用図書資料として，感染看護学，クリティカルケア看
護学，がん看護学，家族看護学，家族生涯教育学，看護情報管理学の領域の図書資料を収
集している。
学術雑誌については，教育・研究上必要となる基本的なものとして看護関係のみを収集
し，他の領域の雑誌は他学部の図書館あるいは他大学，他機関の図書館を利用する方針を
とっている。現在購入している雑誌の種類は，和雑誌 107 種類，洋雑誌 67 種類である。
学生閲覧室 310 ㎡，学生閲覧席数 58 席，視聴覚スペース 18 ㎡・視聴覚室１の規模の図
書館であり，視聴覚機器については，グループ視聴室の１台を含め合計７台ある。
〔点検・評価〕
看護系の所蔵雑誌は充実しており，相互貸借の複写受付数も相当数有り，全国の看護系
学校や病院図書室から非常に高い評価を受けている。他大学の紀要及び年報の整備が昨年
完了し，
研究者からも評価され，
他大学からも複写の申込みが増加した。
また，
平成 19
（2007）
年度より本学卒業生への図書の貸出を実施し，利用者の拡充に努めている。
書庫の狭隘化対策として，平成 16（2004）年度に未製本雑誌書架を増設し，翌 17（2005）
年度には単行本書架と未製本雑誌書架の増設及び，視聴覚書架をスライド式書架に入れ替
えた。平成 18（2006）年度には，製本書架を周密書架に入れ替え，今後 10 余年分の雑誌
が収納可能となり，増加する図書に適切に対応していると考える。
２‑
６．理学部図書館
図書，図書館の整備
必須：図書，学術雑誌，視聴覚資料，その他教育研究上必要な資料の体系的整備とその量的整備の適切性
必須：図書館の規模，開館時間，閲覧室の座席数，情報検索設備や視聴覚の配備等，利用環境の整備状況
とその適切性

〔現状の説明〕
理学部図書館は相模原キャンパスに開設され，理学部，理学研究科の学生が利用する。
本学部図書館の資料購入については，学生・大学院生及び教員のための専門分野の資料を
中心に蔵書構築を実施している。毎年度のカリキュラムに基づいた学生用参考書の補填，
年間を通しての学生，教職員からの希望図書の購入，又年 1 回の見計い展示による図書購
入を行い，理学系参考図書資料，専門図書資料の収集を行っている。
雑誌については北里大学全体での電子ジャーナルコンソーシアム契約により，電子ジャ
ーナルの購読を進めている。
本学部図書館は，総面積 314 ㎡，学生閲覧席数 76 席（平成 13(2001)年 18 席増設。相互
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評価時の勧告事項の改善）
，収容可能冊数 36,000 冊，蔵書検索等に利用される検索器は 3
台設置している。貸し出し用パソコンを４台用意し，閲覧席で使用が可能である。視聴覚
資料コーナーには，AV ブースが１台設置，その他カラーコピー機１台の設置状況である。
館内は無線 LAN 対応になっており，図書館貸し出し用ノートパソコンや持参したノートパ
ソコンを閲覧席で使用でき，印刷もワイヤレスで可能となっている。
〔点検・評価〕
本学部図書館は手狭ではあるが，資料がすぐ近くに面しているため利用効率は良いと受
け止めている。反面，書架が少ないため慢性的な満架状態がつづいている。そのため，他
学部と重複した資料の購入中止や廃棄，また電子利用できる資料の廃棄を絶えず行わなけ
ればならず，図書館機能の一つであるところの保存機能の面が果たせずにいる。長年の懸
案事項であった大量の紛失本については，3 年前より BDS（無断持ち出し防止装置）を導
入したため解消されている。
２‑
７．教養図書館
図書，図書館の整備
必須：図書，学術雑誌，視聴覚資料，その他教育研究上必要な資料の体系的整備とその量的整備の適切性
必須：図書館の規模，開館時間，閲覧室の座席数，情報検索設備や視聴覚の配備等，利用環境の整備状況
とその適切性

〔現状の説明〕
教養図書館は相模原キャンパスに開設され，一般教育科目を学ぶ各学部１年次生ならび
に相模原キャンパスの学部並びに研究科の学生が利用する。本図書館では，学生・教職員
の人文社会科学的教養と自然科学一般の教養を涵養するため，人文社会科学関連の図書及
び他の専門学部図書館ではあまり収集されない基礎的な自然科学関連の図書・資料を収集
している。学生用図書としては，毎年第１学年のシラバスに掲載される教科書・参考図書
を講義用図書として優先的に整備している。また教員からなる図書委員会において収書方
針を決定し，その方針に基づく選書・収書を行うとともに，一般教育部全教員を対象とし
て購入希望を募るなど，教育・研究用の資料の整備も行っている。
本図書館は地上 3 階，地下１階，総床面積 1,598 ㎡，収容可能冊数 150,000 冊，総座席
数 198 席である。学生閲覧座席数は 163 席であり，閲覧室は 2 階を中心に１階，地階にあ
り，2 階窓側にはキャレル席を設けている。3 階にはゼミ・サークル単位での学習・研究の
ためのゼミ室１室，教職員閲覧室，学祖北里柴三郎記念室がある。1 階には雑誌コーナー，
参考図書コーナー，視聴覚資料コーナー，AV ブース，インターネットに接続したパソコン
を設置した検索コーナー，談話室，事務室がある。一般書架は 2 階と地階にあり，地階に
は電動集密書架を設置している。その他に利用者用複写機と入口には盗難防止装置（BDS）
を設置している。
〔点検・評価〕
学生の学習においてもっとも必要となる講義用の参考図書を重点的に整備することによ
り，学生に対する資料整備は充実した形になっている。教員からの購入希望に対しては随
時可能な限り対応し，教育・研究に効果的な蔵書構築を目指している。他の専門学部図書
館にはない人文社会科学分野の資料を多く所蔵する本図書館の存在価値は大きい。
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平成元(1989)年築の当館は明るく開放的な造りになっており，学生の学習環境は良好とい
えるが，一方でインターネットに接続したパソコンの台数は十分とはいえず，その他の機
器・設備類の老朽化も見られる状態である。閲覧座席数も利用者の増大に伴い少なく感じ
られるようになりつつある。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
◇資料の効率的な提供
1 平成 21（2009）年度に更新を予定している図書館情報管理システム「iLiswave-J」の機
能を最大限に活用し，My Library 等の新しい機能を提供する。新システムの導入に際し
ては各図書館の担当者との定期的な連絡会を開催し，情報の共有化を図り，各館で均一
なサービスを提供できるようにする。
2 図書・雑誌の情報提供については電子ジャーナルのマルチサイト契約を活用し，統合後
の各キャンパスでの利用に対応する。重複タイトルの差し替えを認めている契約では，
平成 22（2010）年度契約までにより多くのタイトルが利用出来るように，大学図書館で
の調整を進める。平成 21（2009）年度より電子ジャーナル予算については，各学部図書
館からそのほとんどを大学図書館予算に移行する。これにより契約管理を円滑にする。
3 電子ブックについては日本語のものが少ないために，欧米の図書館に較べれば利用度が
少ないと考えられるが，相当数の利用が見込まれるものについては導入を進める。
◇快適な研究・学習環境の提供
1 現状の施設・設備で可能なことはほとんど行っている。薬学部では 6 年制への移行によ
り収容定員の増加が見込まれるため，学生閲覧座席の増設を検討する。
2 相模原キャンパスにおいては，平成 21（2009）年度より一般教育部校舎建替計画が進行
する。マスタープランに沿って今後，各学部校舎の建替計画も浮上する。図書館につい
ても各図書館の機能を統合した「相模原キャンパス中央図書館」の必要性を議論する。
◇将来の資料保存へ向けての方策
1 「相模原キャンパス中央図書館」に全学図書館の共同保存書庫機能を持たせることを検
討する。
2 電子ジャーナル化を進めるにあたっては，バックファイルについても予算の許す限り購
入を検討する。
◇ネットワークによる効果的な資源の共有化
1 国内外の各種情報機関との連携を促進する。一機関内だけでは必要な情報をまかなうこ
とはできず，他機関への相互貸借は不可欠となっている。今後は大学等の学術機関だけ
でなく，公共図書館などの一般への情報提供も必要となる。相模原市内の市立図書館と
大学図書館の連携はすでに 10 数年の実績があり，一般利用者への開放に努める。
2 多くの大学病院において入院患者・外来患者へ医療情報を適切に提供するための病院内
図書館が設けられつつある。平成 25（2023）年度開院を目指して計画中の新病院にはこ
うした機能も考えられ，その際は大学図書館として協力する。
◇図書館に必要とされる人材の育成
1 図書館では定年退職者の補充が行われず，欠員については臨時職員・派遣職員で対応し
てきた。業務の外注化は避けられない流れではあるが，今後の図書館を担う次代の人材
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育成に努力する。
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第１２章

管理運営

必須：学部教授会の役割とその活動の適切性
必須：学部教授会と学部長との間の連携協力関係及び機能分担の適切性
必須：学部教授会と評議会，大学協議会などの全学的審議機関との間の連携及び役割分担の適切性
必須：大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性
必須：大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性
必須：学長，学部長，研究科委員長の選任手続の適切性，妥当性
必須：学長権限の内容とその行使の適切性
必須：学部長や研究科委員長の権限の内容とその行使の適切性
必須：学長補佐体制の構成と活動の適切性
必須：大学の意思決定プロセスの確立状況とその運用の適切性
必須：評議会，大学協議会などの全学的審議機関の権限の内容とその行使の適切性
必須：教学組織と学校法人理事会との間の連携協力関係及び機能分担，権限委譲の適切性
任意：管理運営に対する学外有識者の関与の状況とその有効性
必須：関連法令等及び学内規定の遵守
必須：個人情報の保護や不正行為の防止等に関する取り組みや制度，審査体制の整備状況

〔到達目標〕
大学審議会は，
「21 世紀の大学像と今後の改革方策について（答申）」（平成 10（1998）
年）の中で，各大学に責任ある意思決定と実行を求め，組織運営体制の整備を促している。
特に 1) 責任ある運営体制の確立，2) 大学情報の積極的な提供，は 21 世紀の大学運営に不
可欠な事項であると指摘する。
本学もまた，理念・目的及び教育研究目標の実現を目指し，充実した生命科学の教育研
究を行うために，適切で効率的な管理運営により一層努めなければならない。全学の教学
運営と各学部・研究科の教育研究に関する機能分担と連携協力の関係，各審議機関の役割，
学長を中心とする大学執行部のリーダーシップを発揮する仕組みなどを整備することが重
要である。このために次の目標を設定した。
（平成 12（2000）年度大学相互評価時に設定）
1 北里大学学部長会及び北里大学大学院委員会の機能と役割の強化
2 全学将来構想等の実現に関わる大学執行部の指導性発揮の仕組みづくり
3 学長を補佐する副学長の充実（学長補佐体制の強化）
4 大学全般の教育研究運営に関わる後継者の育成
教授会，研究科委員会
必須：学部教授会の役割とその活動の適切性
必須：学部教授会と学部長との間の連携協力関係及び機能分担の適切性
必須：学部教授会と評議会，大学協議会などの全学的審議機関との間の連携及び役割分担の適切性
必須：大学院研究科委員会等の役割とその活動の適切性
必須：大学院研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性

〔現状の説明〕
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▼各学部教授会・一般教育連合教授会
本学は，大学学則の規定により各学部に教授会を置いている（学則第 56 条）
。学部教授
会は，当該学部の専任教授をもって構成される。ただし，必要あるときは，当該学部の准
教授，専任講師，助教を加えることができる。一般教育部には一般教育連合教授会を置い
ている（学則第 56 条）
。一般教育連合教授会は，一般教育部の専任教授と，各学部の専任
教授の中から当該学部教授会において選任された者をもって構成される。これによって各
学部と一般教育部の協調が図られる。
学部教授会，一般教育連合教授会は，当該学部等の教育研究に関わる重要事項を審議す
るための審議機関である。教授会の議長は，学部長（一般教育部長）が務める。大学学則
第 53 条に規定される学部長（一般教育部長）は，当該学部等の専任教授の互選により選任
される（学部長候補者選考等に関する規程）
。学部教授会，一般教育連合教授会の運営につ
いては各々教授会規程が定められ，規程に基づいて運営されている。教授会は毎月 1 回（医
学部は 2 回）定例日に開催されるほか，必要に応じて臨時に開催される。
代議員の議決をもって教授会の議決とする制度は，医学部主任教授会が実施している（学
則第 57 条）
。主任教授会は教員人事等のあらかじめ委任を受けた事項を審議する。また，
各教授会には議案整理のための運営委員会，専門委員会を置くことができ（学則第 57 条）
，
複数の教授会がこの制度を取り入れて教授会運営の円滑化を果たしている。運営委員会は，
学科長相当の役職者をもって構成され，種々の案件について教授会以前に調整を行う。教
育研究の方針や運営等の情報を共有するために，助教以上の教員を構成員とする拡大教授
会が，薬学部，獣医学部，海洋生命科学部，看護学部に置かれ，機能している。
▼各学部教授会・一般教育連合教授会の審議事項
学部教授会・一般教育連合教授会の審議事項（学則第 56 条）は下表のとおりである。
（表
12-1，12-2）
表 12-1 学部教授会の審議事項
1) 学則の変更に関する事項，2) 入学，進級，卒業，編入学，転入学，再入学，転学部，転学科，転専
攻，転学，休学，復学，留学，退学，除籍などの学生の身分に関する事項，3) 学生の指導及び賞罰に
関する事項，4) 教育課程及び履修方法に関する事項，5) 定期試験，追再試験に関する事項，6) 学位に
関する事項，7) 留学及び派遣に関する事項，8) 教授，准教授，講師，助教，助手の選考並びに進退に
関する事項，9) 学長の諮問した事項，10)その他学事に関する事項

表 12-2 一般教育連合教授会の審議事項
1) 学則の変更並びに一般教育部の諸規程の制定及び改廃に関する事項，2) 学生の指導に関する事項，
3) 教育体制及び教育の実施に関する事項，4) 定期試験及び追再試験に関する事項，5) 一般教育部に所
属する教員の留学及び派遣に関する事項，6) 一般教育部の教授，准教授，講師，助教及び助手の選考
及び進退に関する事項，7) 学長の諮問した事項，8) その他学事に関する事項
一般教育連合教授会では学部教授会の 2) 学生の身分，4) 教育課程及び履修方法，6) 学位は扱わない。

▼学部長・一般教育部長の業務基準・権限基準（専決事項）
学部長，一般教育部長の業務基準・権限基準（専決事項）は，
「学校法人北里研究所業務
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基準・権限基準に関する規程」に定められている。
学部長の基本的な業務基準：

「学長の命を受けて，当該学部及び附属施設の教育・研究

に関する業務を統括し，あわせて所属教職員を指揮して分掌業務の円滑な運営にあたる
とともに，理事会の一員として法人全般の運営に参画する」
（同規程第 7 条）
一般教育部長の基本的な業務基準：

「学長の命を受けて，一般教育部の教育・研究に関

する業務を統括し，あわせて所属教職員を指揮して分掌業務の円滑な運営にあたる」
（同
規程第 9 条）
権限基準（専決事項）
： 全般 7，総務（庶務）関係 7，人事関係 6，経理関係 1，寄付金関
係 1，教務関係 25，学生関係 4，入試・広報関係 13，就職関係 4，図書館関係 2，計 70
項目。
（同規程第 7 条）
▼学部教授会と北里大学学部長会との連携・役割分担
大学には北里大学学部長会が置かれている（学則第 55 条）
。学部長会は，
「大学全般にわ
たる学事に関する事項を協議する」ための協議機関である。学長（議長）
，副学長，学部長，
一般教育部長，大学附属病院長，大学図書館長，北里生命科学研究所長，学生指導委員長
の 19 名をもって構成される。学部長会と大学院委員会との意思疎通を円滑にするために，
大学院委員会構成員の感染制御科学府長が常時陪席する。学部長会は毎月第一金曜日に定
例開催されるほか，臨時に開催される。全学将来構想，大学全体に及ぶ教育研究計画，新
たな学部学科等の設立計画などは，学長（議長）から提案され，各学部長の意見が聴取さ
れ，教学役職者の合意形成の下に協議，承認される。より多くの意見を必要とするときは，
教授会へ意見が求められる。一方，各学部教授会・一般教育連合教授会で審議された教育
研究の重要事項は，業務処理基準に沿って，学部長会に提案され，大学の教育研究方針に
照らした上で協議，承認される。さらに十分な協議を要する案件は，当該教授会を始め全
学専門委員会へ照会される。
▼北里大学学部長会の協議事項
学部長会の協議事項（学則第 55 条）は下表のとおりである。
（表 12-3）
表 12-3 学部長会の協議事項
1) 教育研究の基本方針及び学事計画に関する事項，2) 学部，学科，専攻，一般教育部，課程，附属施
設等の設置，改廃に関する事項，3) 大学学則及び学事規程に関する事項，4) 教育研究組織に関する事
項，5) 教育職員の人事に関する事項，6) 教育課程に関する事項，7) 学生の課外活動，厚生補導，就職
指導に関する事項，8) その他大学全般にわたる学事に関する重要事項

▼大学院各研究科委員会・学府教授会
大学院各研究科には，大学院学則の規定により研究科委員会を置いている（大学院学則
第 13 条）
。研究科以外の教育研究上の基本となる組織規定（学校教育法第 100 条）に基づ
いて設置された大学院感染制御科学府には，教授会を置いている（大学院学則第 13 条）
。
研究科委員会・学府教授会は，研究指導教授をもって構成される。ただし必要あるとき
は，授業科目の授業を担当する専任教授，専任准教授，専任講師，専任助教を加えること
ができる。
839

基準 12 管理運営

研究科委員会・学府教授会は，当該研究科・学府の教育研究に関わる重要事項を審議す
るための審議機関である。研究科委員会・学府教授会の議長は，研究科長（学府長）が務
める。研究科長は，当該研究科の基礎となる学部長が兼務する（大学院学則第 11 条）
。医
療系研究科長は，研究科が医学部と医療衛生学部を基礎とするために，研究科構成員の互
選により選任している。研究科委員会・学府教授会の運営については各々別の規程が定め
られ，規程に基づいて運営されている。研究科委員会は毎月 1 回定例日に開催されるほか，
必要に応じて臨時に開催される。研究科によっては研究科委員会の下部組織として議案整
理のための運営委員会を置き，研究科委員会運営の円滑化を図っている。
▼大学院各研究科委員会・学府教授会の審議事項
各研究科委員会・学府教授会の審議事項（大学院学則第 13 条）は下表のとおりである。
（表 12-4）
表 12-4 各研究科委員会・学府教授会の審議事項
1) 学則の変更に関する事項，2) 学生の入学，退学，転学等に関する事項，3) 学生の指導及び賞罰に関
する事項，4) 教育研究組織に関する事項，5) 教員人事に関する事項，6) 教育課程に関する事項，7) 研
究に関する事項，8) 学位論文の審査に関する事項，9) 学位に関する事項，10) 学長が諮問した事項，
11) その他学事に関する事項
学府教授会では，4)「教育研究組織」を「教育組織」に読み替え，7) 研究に関する事項を審議事項から除
いている。学府が教育部だからである。7)は，研究部である大学附属北里生命科学研究所運営会議が扱う。

▼研究科長，学府長の業務基準・権限基準（専決事項）
研究科長，学府長の業務基準・権限基準（専決事項）は，
「学校法人北里研究所業務基準・
権限基準に関する規程」に定められている。
研究科長，学府長の基本的な業務基準： 「学長の命を受けて，当該研究科・学府の教育・
研究に関する業務を統括し，あわせて所属教職員を指揮して分掌業務の円滑な運営にあ
たる」
（同規程第 8 条）
権限基準（専決事項）
： 学部長の権限基準に準ずる。全般 7，総務（庶務）関係 7，人事
関係 6，経理関係 1，寄付金関係 1，教務関係 25，学生関係 4，入試・広報関係 13，就職
関係 4，図書館関係 2，計 70 項目。
（同規程第 8 条）
▼大学院各研究科委員会と学部教授会との相互関係
各研究科委員会は，学部教授会とは別個に組織され，運営されている。相互の連携につ
いては，研究科長（学部長）
，専攻長（学科長）相当の役職者を構成員とする合同の運営委
員会等を開催し，意見調整を行い意思の疎通を図っている。
▼大学院各研究科委員会と北里大学大学院委員会との連携・役割分担
大学には，大学院の教育研究の重要事項を協議するために北里大学大学院委員会が置か
れている（大学院学則第 10 条）
。大学院委員会は，学長（議長）
，副学長，研究科長，学府
長，大学附属病院長，大学図書館長，北里生命科学研究所長の 17 名をもって構成される。
大学院委員会は学部長会とは別個に開催されるが，相互の意思疎通を円滑にするために，
医療系研究科の基礎学部である医学部長，医療衛生学部長，一般教育部長，学生指導委員
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長が常時陪席する。大学院委員会は毎月第一金曜日に定例開催されるほか，臨時に開催さ
れる。全学将来構想，大学院全体に及ぶ教育研究計画，新たな研究科・専攻等の設立計画
や，各研究科委員会・学府教授会で審議された教育研究の重要事項を中心に協議される。
運営は学部長会に準ずる。
▼北里大学大学院委員会の協議事項
大学院委員会の協議事項（大学院学則第 10 条）は下表のとおりである。
（表 12-5）
表 12-5 大学院委員会の協議事項
1) 教育研究の基本方針及び学事計画に関する事項，2) 研究科，学府，課程，専攻，附属施設等の設置，
改廃に関する事項，3) 学則及び学事規程に関する事項，4) 教育研究組織に関する事項，5) 教員人事に
関する事項，6) 教育課程に関する事項，7) 研究に関する事項，8) 大学院学生に関する事項，9) 学位
に関する事項，10) その他大学院全般にわたる学事に関する重要事項

〔点検・評価〕
▼教授会
教授会は，当該学部等の教育研究の重要事項を審議する機関として位置付けられ，法令
及び大学学則，教授会規程に従って運営されている。定例会・臨時会ともに審議議案，報
告議案は構成員に事前に示され，実質的な審議が行えるように必要な配慮をしている。教
授会の議長は，学部長（一般教育部長）が務め，案件の審議を尽くすことに十分な配慮を
している。医学部では主任教授会を置き，教授会運営を効率化している。各教授会には議
案の整理のための運営委員会，専門委員会を置いて教授会運営の円滑化を図っている。薬
学部を始め 4 学部において拡大教授会を置き，より多くの教員の参加の下に教育研究の方
針や運営等の情報の共有化に努めている。よって，教授会の位置付けは明確であり，運営
は適切に行われていると考える。
学部教授会・一般教育連合教授会の審議事項は，大学学則，教授会規程に定められてい
る。学部長，一般教育部長の業務基準・権限基準（専決事項）は，
「学校法人北里研究所業
務基準・権限基準に関する規程」に定められている。これにより，審議機関と執行機関（学
部長・一般教育部長）の役割は明確にされており，相互の連携協力と機能分担の関係も明
確化されていると受け止めている。
▼学部長会
学部教授会と学部長会との連携・役割分担については，前者で審議された教育研究の重
要事項は，業務処理基準に沿って，学部長会に提案され，大学の教育研究方針に照らした
上で協議承認されており，全学の合意形成が図られている。全学将来構想など大学全体に
及ぶ重要事項は，議長（学長）から提案され，各学部長の意見が聴取され，教学役職者の
合意形成の下に協議承認されている。案件によっては，さらに教授会や全学専門委員会へ
照会されるなどの手続きがとられている。よって，学部教授会と学部長会との連携・役割
分担は，適切に行われていると受け止めている。
▼研究科委員会
研究科委員会・学府教授会は，当該研究科等の教育研究の重要事項を審議する機関とし
て位置付けられ，法令及び大学院学則，研究科委員会規程に従って運営されている。定例
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会・臨時会ともに審議議案，報告議案は構成員に事前に示され，実質的な審議が行えるよ
うに必要な配慮をしている。研究科委員会（学府教授会）の議長は，研究科長（学府長）
が務め，案件の審議を尽くすことに十分な配慮をしている。よって，研究科委員会・学府
教授会の位置付けは明確であり，運営は適切に行われていると考える。
研究科委員会・学府教授会の審議事項は，大学院学則，研究科委員会規程（学府教授会
規程）に定められている。研究科長・学府長の業務基準・権限基準（専決事項）は，
「学校
法人北里研究所業務基準・権限基準に関する規程」に定められている。これにより，審議
機関と執行機関（研究科長・学府長）の役割は明確にされており，相互の連携協力と機能
分担の関係も明確化されていると受け止めている。
▼大学院委員会
研究科委員会（学府教授会）と大学院委員会との連携・役割分担については，前者で審
議された教育研究の重要事項は，業務処理基準に沿って，大学院委員会に提案され，大学
の教育研究方針に照らした上で協議承認されており，全学の合意形成が図られている。全
学将来構想など大学全体に及ぶ重要事項は，議長（学長）から提案され，各研究科長の意
見が聴取され，教学役職者の合意形成の下に協議承認されている。よって，研究科委員会
（学府教授会）と大学院委員会との連携・役割分担は，適切に行われていると受け止めて
いる。大学院委員会と学部長会との意思の疎通も適切に行われていると考える。
学長，学部長，研究科委員長の権限と選任手続
必須：学長，学部長，研究科委員長の選任手続の適切性，妥当性

〔現状の説明〕
▼学長の選任手続
学長は，
大学学則第 53 条において大学に置くことが規定されている。
学長の選任手続は，
「北里大学学長選考規程」に規定されている。本規程は，平成 20 年 12 月に改正された。
改正の理由は，① 学長の選考手続等を明確にするために，これまでの「北里大学学長選考
規程」
「北里大学学長候補者選考に関する管理委員会規則」
「北里大学学長候補者選考委員
会規則」を新「北里大学学長選考規程」に一本化する，② 本学の学長にふさわしい人物像
を具体化するために，学長候補者の項に「学長となることのできる者は，人格が高潔で学
識に優れ，かつ大学運営に関し識見を有すると認められる者」を新たに加える，③ 学長候
補者を広く学外からも求められるようにするために，これまで曖昧であった学外者の擁立
（他薦）を可能とするように改める，④ 大学執行部が社会状況の変化に的確に対処するた
めには，同一人の学長の長期在任による停滞等の弊害も考慮されるべきである。このため
に再任の上限を明確にし，
「同一人につき引き続き 3 期（9 年）を超えて学長に在任するこ
とはできない」を規定する，である。現任の学長は，平成 21（2009）年 6 月に任期満了を
迎える。新学長は，改正規程に従って 7 月に選任される。
▼学部長の選任手続
学部長の選任手続は，
「学部長候補者選考等に関する規程」に次のとおり規定されている。
1 学部教授会は，該当学部の専任教授の中から学部長候補者を 1 名選考し，学長に推薦す
る。
2 学部長選考にかかる教授会の構成員は，当該学部の専任教授のみで，准教授以下の教員
842

基準 12 管理運営

が加わることはできない。学部長の任期は 2 カ年，7 月 1 日に始まり，翌々年の 6 月 30
日をもって満了する。
▼研究科長・学府長の選任手続
研究科長・学府長の選任については，大学院学則第 11 条に次のとおり規定されている。
第 11 条 研究科に研究科長を，学府に学府長を置く。
2 研究科長は，当該研究科に基礎となる学部があるときはその学部長をもってあてる。基
礎となる学部が複数のときは研究科委員会構成員の互選により定める。
3 学府長は学府教授会構成員の互選により定める。
研究科長の任期は，学部長の任期と同じく 2 カ年（7 月 1 日に始まり，翌々年の 6 月 30
日をもって満了）としている。
〔点検・評価〕
本学の求める学長像は，このたびの学長選考規程の改正により一層明確になった。学長
の人物像が具体的に表され，また候補者を広く学外からも求められるようにし，同一人の
再任上限を 3 期 9 年としたことは，大学運営に明確なビジョンと情熱をもち，社会状況の
変化を的確に判断し，リーダーシップを発揮する適任者を大学が擁する上で適切な改正で
あったと受け止めている。これにより，学長が中心となって全学的な将来計画や教育研究
目標を策定し実行できる執行体制の制度的な側面は整備されたと考える。
学部長・一般教育部長の選任についても，規程に基づいて適切に行われている。研究科
長・学府長については，大学院学則にあるとおり，研究科長は，当該研究科の基礎となる
学部長が兼務する（大学院学則第 11 条）
。医療系研究科長は，研究科構成員の互選により
選任されている。学長，学部長・一般教育部長，研究科長・学府長の選任は，大学役職者
の重要な人事であり，学部長会（または大学院委員会）の協議を経て北里研究所理事会に
おいて審議決定される。
学長，学部長，研究科委員長の権限と選任手続
必須：学長権限の内容とその行使の適切性
必須：学部長や研究科委員長の権限の内容とその行使の適切性

〔現状の説明〕
▼学長権限
学長の権限については，学長の基本的な業務基準及び権限基準（専決事項）として，
「学
校法人北里研究所業務基準・権限基準に関する規程」第 5 条に次のとおり規定されている
（表 12-6）
。学長はこれに基づいて権限を行使している。
表 12-6 学長の基本的な業務基準及び権限基準（専決事項）
（学長）
第 5 条 学長は，北里大学を統轄し，これを代表し，教育・研究の方針及び計画について理事会に提案
するとともに，他方において，理事会の一員として経営的責任を負うことによって，教育・研究面の
調和を保持しつつ，教職員を統督し，教育・研究の向上を期することを基本的な業務とする。
2 学長の権限基準（専決事項）は，次の各号に掲げるとおりとする。
（詳細は規程を参照）
学事関係 9，学生関係 6，研究関係 2，入試・広報関係 6，就職関係 1，計 24 項目
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▼学部長権限
学部長の権限については，学部長の基本的な業務基準及び権限基準（専決事項）として，
「学校法人北里研究所業務基準・権限基準に関する規程」第 7 条に次のとおり規定されて
いる（表 12-7）
。学部長はこれに基づいて権限を行使している。
表 12-7 学部長の基本的な業務基準及び権限基準（専決事項）
（学部長）
第 7 条 学部長は，学長の命を受けて，当該学部及び附属施設等の教育・研究に関する業務を統括し，
あわせて所属教職員を指揮して分掌業務の円滑な運営にあたるとともに，理事会の一員として本法人
全般の運営に参画することを基本的な業務とする。
2 学部長の基本的な権限基準（専決事項）は，次の各号に掲げるとおりとする。
（詳細は規程を参照）
全般 7，総務（庶務）関係 7，人事関係 6，経理関係 1，寄付金関係 1，教務関係 25，学生関係 4，入
試・広報関係 13，就職関係 4，図書館関係 2，計 70 項目

▼一般教育部長権限
一般教育部長の権限については，一般教育部長の基本的な業務基準及び権限基準（専決
事項）として，
「学校法人北里研究所業務基準・権限基準に関する規程」第 9 条に次のとお
り規定されている（表 12-8）
。一般教育部長はこれに基づいて権限を行使している。
表 12-8 一般教育部長の基本的な業務基準及び権限基準（専決事項）
（一般教育部長）
第 9 条 一般教育部長は，学長の命を受けて，一般教育部の教育・研究に関する業務を統括し，あわせ
て所属教職員を指揮して分掌業務の円滑な運営にあたる
2 一般教育部長の基本的な権限基準（専決事項）は，第 7 条第 2 項に定める学部長の権限基準（専決事
項）を準用する。

▼研究科長・学府長権限
研究科長・学府長の権限については，研究科長・学府長の基本的な業務基準及び権限基
準（専決事項）として，
「学校法人北里研究所業務基準・権限基準に関する規程」第 8 条に
次のとおり規定されている（表 12-9）
。研究科長・学府長はこれに基づいて権限を行使して
いる。
表 12-9 研究科長・学府長の基本的な業務基準及び権限基準（専決事項）
（大学院研究科長・大学院感染制御科学府長）
第 8 条 大学院研究科長・大学院感染制御科学府長は，学長の命を受けて，当該研究科・学府の研究・
教育に関する業務を統括し，あわせて所属教職員を指揮して分掌業務の円滑な運営にあたることを基
本的な業務とする。
2 大学院感染制御科学府長が理事として選任された場合，理事会の一員として本法人全般の運営に参画
する。
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3 大学院研究科長・大学院感染制御科学府長の基本的な権限基準（専決事項）は，前条第 2 項に定める
学部長の権限基準（専決事項）を準用する。

〔点検・評価〕
上述のように学長，学部長・一般教育部長，研究科長・学府長の権限については，
「業務
基準・権限基準に関する規程」に定められ，各職は日常，これに従って権限を行使するよ
う努めている。
執行機関としての学長，学部長，研究科長等は，教授会及び研究科委員会（審議機関）
における教育研究の重要事項の審議結果に基づき，それに沿いつつ，最終的には自らの判
断と責任でそれぞれの権限を行使し，適正な管理運営に努めていると受け止めている。
しかし，大学教育の質保証を始めとする教学運営の課題は一層重要性を増しており，ま
た個々の課題もその内容が複雑になっている。それに伴い，学長，学部長，研究科長の教
学運営に割く労力と時間はますます大きくなってきており，大学全体及び各学部・研究科
の執行体制の強化が望まれる。
学長，学部長，研究科委員長の権限と選任手続
必須：学長補佐体制の構成と活動の適切性

〔現状の説明〕
▼副学長
学長の補佐体制は，3 名の副学長（学則第 53 条，表 12-10）を置いている。
副学長Ⅰ： 教育（主管） 研究（主管） 情報担当
副学長Ⅱ： 教育（副管） 入学 就職 チーム医療教育 医療系学部担当
副学長Ⅲ： 研究（副管） 農医連携教育研究 農学系学部担当
表 12-10 副学長の設置
（学長，学部長等）
第 53 条 本大学に学長及び学部長を置く。
2 本大学に副学長並びに学部の学科長又は運営委員，一般教育部に一般教育部長を置くことができる。
3 副学長に関する規程は別に定める。

副学長は，学長のスタッフとして位置付けられている。副学長の職務は，
「学長の職務を
助け，学長から委任された業務を代行する」としている（
「北里大学副学長に関する規程」
（平成 8（1996）年施行）
）
。
副学長の権限については，副学長の基本的な業務基準及び権限基準（専決事項）として，
「学校法人北里研究所業務基準・権限基準に関する規程」第 6 条に次のとおり規定されて
いる（表 12-11）
。副学長はこれに基づいて権限を行使している。
表 12-11 副学長の基本的な業務基準及び権限基準（専決事項）
（副学長）
第 6 条 副学長は，学長の職務を補佐し，学長から委任された業務を代行することを基本的な業務とす
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る。

副学長は，大学附属施設である北里大学感染制御研究機構の長（副学長Ⅰ）
，北里大学情
報基盤センターの長（副学長Ⅰ）
，北里大学入学センターの長（副学長Ⅱ）を務める。全学
委員会の北里大学入学試験委員会，北里大学入学広報委員会，北里大学発明委員会，北里
大学農医連携委員会，学長助成金審査委員会，AKPS 委員会，北里大学チーム医療教育委
員会，北里大学就職委員会，医療系教育・研究連携協議会準備委員会といった全学専門委
員会の委員長を務め，委員としても加わっている。
▼学長室
新たな教育課程や教育体制の構築，機能的な大学組織の編成，第三者評価への対応など
の全学的な教学上の重要課題を重点的に推進するために，平成 16（2004）年，学長室が設
置された。学長室は，学長のスタッフ組織として位置付けられている。学長室の業務は，
1) 農学系学部の再編，2) 大学評価（第三者評価）への対応，3) 教員多元的業績評価の推
進，3) 組織的な授業改善（FD）の取り組み，4) 大学広報，5) その他学長，副学長からの
諮問事項といった教育研究に関わる実務を，職員 4 名（うち 1 名は兼務）によって行って
いる。このたびの大学基準協会認証評価の受審にあたっては，北里大学点検・評価室が設
置されたが，学長室はその事務局も兼務している。
〔点検・評価〕
学長の補佐体制は，副学長 3 名と学長室のスタッフ組織により，飛躍的に強化されたと
受け止めている。教学運営の要である学部長会，大学院委員会の適切な運営のために，学
長，副学長，学長室，教学センター，入学センター，研究支援センター，就職センターの
役職者による議案精査を兼ねた「学部長会打合わせ会」を毎月第四木曜日，会議当日の金
曜日に定期的に開催している。
「副学長ミーティング」は毎月第三水曜日を定例開催として
いる。
「副学長ミーティング」は，教育研究の計画や懸案事項を実務の役職者と合同で検討
する。
副学長の職務と権限は，
「北里大学副学長に関する規程」と「業務基準・権限基準に関す
る規程」に定められ，副学長はこれに基づいて職務を行い，権限を行使している。教育研
究運営の大学行政管理業務は増加しているが，学長を補佐し，大学執行部としてリーダー
シップを発揮していると受け止めている。学長室による集中的な取り組みも着実に成果を
挙げている。
▼到達目標の達成状況
到達目標の第 2 項「全学将来構想等の実現に関わる大学執行部の指導性発揮の仕組みづ
くり」
，第 3 項「学長を補佐する副学長の充実（学長補佐体制の強化）
」については，大学
相互評価時（2000 年）に 1 名であった副学長を 3 名に増し（2004 年）
，学長を補佐し，学
長を中心とする大学執行部として指導力を発揮している。教育研究の業務は格段に増加し，
入学試験制度の多様化，就職指導の拡充，研究倫理の樹立など内容も精緻さを増している。
さらに学長室が設置（2004 年）され，獣医学部の改組，組織的な FD 活動，認証評価など
全学的な教学上の重要課題の解決に向けて集中的な取り組みが行われている。
到達目標の第 4 項「大学全般の教育研究運営に関わる後継者の育成」については，専任
教員の中から候補者 1 名を理事長が推薦し，理事会の承認を受けて理事の一員として教育
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研究運営に関わっている。
以上のことから，上記目標はいずれもおおむね達成できたと受け止めている。一方，教
学上の重要課題は山積している。大学機関調査組織の設置を検討し，当該組織による適切
な情報提供を含めて，人的拡充などの学長補佐体制のさらなる強化をはかる必要がある。
意思決定
必須：大学の意思決定プロセスの確立状況とその運用の適切性

〔現状の説明〕
▼大学の意思決定のプロセスは次のとおりである。
1 教授会・研究科委員会は，教育研究の重要事項の審議に先立ち，当該学部・研究科に設
置される教育委員会，研究委員会，入学試験委員会，総務委員会等の各種委員会に重要事
項の検討を付託し，委員会の検討結果をもって教授会・研究科委員会の議案としている。
2 教授会・研究科委員会は，委員会の検討結果を受けて重要事項を審議する。審議承認さ
れた重要事項は，業務処理基準に沿って，学部長会・大学院委員会に提案される。
3 学部長会・研究会委員会は，教授会・研究科委員会から提案のあった重要事項について，
大学の教育研究方針に照らした上で協議，承認する。さらに十分な協議を要する案件は，
当該教授会を始め全学専門委員会へ照会される。
4 大学全体の教育研究計画，新たな学部学科等の設立計画などは，通常，理事者（常任理
事）との事前の意見調整を経て，学長から学部長会・大学院委員会に提案される。学部長
会・大学院委員会は，当該案件について各学部長・研究科長の意見を聴取し，教学役職者
の合意形成の下に協議，承認する。より多くの意見を必要とするときは，あらかじめ（ま
たは学部長会・大学院委員会の協議の後に）教授会・研究科委員会へ意見が求められる。
全学専門委員会へ照会される場合もある。
5 前「3」
「4」の，学部長会・大学院委員会において協議承認された教育研究の重要事項は，
北里研究所理事会の審議に付され，決定される。これは，北里研究所寄附行為第 13 条「こ
の法人の業務は，理事会で決定し，その責任を負う」との規定に基づき，最終的な意思決
定機関である理事会における審議決定を行うものである。
〔点検・評価〕
大学の意思決定プロセスは，各学部・研究科に設置される専門委員会の実質的な調査研
究及び検討，教授会・研究科委員会の民主的な運営による意見聴取，といった各段階を経
て多数の意見が汲み上げられ，審議機関において十分な審議が尽くされていると考える。
学部長会・研究科委員会の構成員である学長，学部長，生命研所長（または学府長）
，大
学附属病院長は，理事者を兼ねている。したがって学部長会・研究科委員会において協議
承認された重要事項は，理事会における審議の過程でも，学部長会・研究科委員会の協議
の経過が報告され，個々の案件について十分な討議が尽され決定される。理事会の運営の
基本姿勢は，
「理事会は教学には直接介入せず，教学の自主性を尊重し，自立を支援する」
としており，この基本姿勢は一貫している。よって，大学の意思決定プロセスは適切に確
保され，運用されていると受け止めている。
▼到達目標の達成状況
到達目標の第 1 項「北里大学学部長会及び北里大学大学院委員会の機能と役割の強化」
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は，重要事項について大学の意思決定の手順が定着し，一定の機能強化が図られたと考え
る。個々の案件について実質的な審議を尽くす上では，事前に予測される問題点を提示す
るなど，より前進的な改善が望まれる。
評議会，大学協議会などの全学的審議機関
必須：評議会，大学協議会などの全学的審議機関の権限の内容とその行使の適切性

〔現状の説明〕
本学は，大学学部・大学院全体に及ぶ教育研究の重要事項を一本化して審議決定する「大
学評議会」
（意思決定機関）は置いていない。大学学部に関することは北里大学学部長会に
おいて，大学院研究科に関することは北里大学大学院委員会において，それぞれ協議承認
されることは「教授会，研究科委員会」の項ですでに述べた。学部長会・大学院委員会は，
教学全体の合意形成をはかる協議機関の役割を果している。学部長会の協議事項は「表
12-3」に，大学院委員会の協議事項「表 12-5」に示した。
学部長会・大学院委員会の下には，29 の専門委員会が置かれている（表 12-12）
。全学的
な重要事項は，各委員会に検討を付託される。委員会は，法令の改正等に基づく必要な学
内制度（ルール）の変更などを自主的に提言する役割も果している。
表 12-12 全学の専門委員会
北里大学入学試験委員会，北里大学入学広報委員会，北里大学広報委員会，北里大学生涯学習委員会，
北里大学教育研究の振興に関する検討委員会，北里大学学術奨励研究審査委員会，北里大学学術国際交
流助成審査委員会，北里大学遺伝子組換え実験安全委員会，北里大学 RI 安全管理委員会，北里大学実
験動物委員会，北里大学バイオセイフティ委員会，北里大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員
会，北里大学チーム医療教育委員会，北里大学農医連携委員会，北里大学発明委員会，北里大学海洋生
命科学部教育研究環境拡充委員会，北里大学自己点検・評価委員会，北里大学教員評価全学委員会，貸
与奨学生選考委員会，学長助成金審査委員会，AKPS 委員会，北里大学学生指導委員会，Sophia Kai
Ergon 編集委員会，北里大学就職委員会，医療系教育・研究連携協議会準備委員会，北里大学バイオサ
イエンスフォーラム運営委員会，北里大学図書館運営委員会，北里大学高等教育開発センター運営委員
会，北里大学看護 CDR センター運営委員会
2000 年（大学相互評価時）〜2008 年： 新たに設置された委員会 13，廃止された委員会 13

〔点検・評価〕
全学的な協議機関である学部長会・大学院委員会は，その位置付けに応じて教学全体の
合意形成に十分機能していると受け止めている。全学の専門委員会も検討，実施機関とし
ての役割を果している。委員会の改廃も適切に管理していると受け止めている。
教学組織と学校法人理事会との関係
必須：教学組織と学校法人理事会との間の連携協力関係及び機能分担，権限委譲の適切性

〔現状の説明〕
教学組織と学校法人理事会との間の連携協力関係及び機能分担，権限委譲については，
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「意思決定」の項において概略を述べた。
「大学の意思決定のプロセス」第 5 項及びその
「点検・評価」の項においてこのように記述した。
▼「5 前「3」
「4」の，学部長会・大学院委員会において協議承認された教育研究の重要事
項は，北里研究所理事会の審議に付され，決定される。これは，北里研究所寄附行為第
13 条「この法人の業務は，理事会で決定し，その責任を負う」との規定に基づき，最終
的な意思決定機関である理事会における審議決定を行うものである」
▼「学部長会・研究科委員会において協議承認された重要事項は，理事会における審議の過
程でも，学部長会・研究科委員会の協議の経過が報告され，個々の案件について十分な
討議が尽され決定される。理事会の運営の基本姿勢は，
「理事会は教学には直接介入せず，
教学の自主性を尊重し，自立を支援する」としており，この基本姿勢は一貫している（後
略）
」
▼教学側の協議承認事項は理事会において十分尊重されている。本学は，教学の執行機関で
ある学長，各学部長，生命研所長（又は学府長）
，大学附属病院長の 13 名は，寄附行為
の規定により理事となり理事会の審議に加わり，理事者として教学の意思を伝達する。
教学役職者と理事者との兼職の状況を以下に表す。
（表 12-13）
表 12-13 教学役職者と理事者の兼職の状況
教学役職者職名

理事職名

学長

理事長

副学長Ⅰ

学事担当・諸学校担当・情報担当常任理事

副学長Ⅱ

理事

学部長（7 名）

理事

生命研所長（又は学府長）

理事

大学附属病院長（4 名）

理事

北里研究所役員名簿：http://www.kitasato.ac.jp/houjin/organization/download/yakuin.pdf
▼大学・学部の将来構想や事業計画の懸案事項など特に十分な検討を必要とするときは，
「拡
大常任理事会」を適宜開催し，教学側と理事者側の意見調整を通して合意形成をはかるシ
ステムをとっている。
▼到達目標の達成状況
到達目標の第 1 項「北里大学学部長会及び北里大学大学院委員会の機能と役割の強化」
は，学部長会・大学院委員会への権限委譲を通して教育研究の実質的な審議を委ね，大学
運営と法人運営の役割分担を進めることを目標としていた。権限委譲は実現されていない
が，教学側の協議承認事項は理事会において十分尊重されている。教学の最高意思決定機
関としての「評議会」の必要性については，今後の議論としたい。
〔点検・評価〕
教学組織と学校法人理事会との間の連携協力関係及び機能分担は，適切に行われている
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と考える。教学側の協議承認事項は，理事会の審議の過程で十分尊重されている。それを
可能にするものが，教学の役職者（執行機関）が理事として理事会の審議に加わっている
ことである。
到達目標の達成状況で述べたとおり，教学の最高意思決定機関としての権限委譲を伴う
「評議会」の必要性については，今後学内で議論をする。
管理運営への学外有識者の関与
任意：管理運営に対する学外有識者の関与の状況とその有効性

〔現状の説明〕
大学の管理運営に学外有識者が関与する仕組みは本学にはない。法人の管理運営につい
ては，寄附行為の規定により，理事，評議員，監事に学外有識者が選任されている。
〔点検・評価〕
大学が社会からの意見を聴取し社会的責任を明らかにする観点から，管理運営について
第三者の意見を聴く仕組みは必要と考える。今後の検討課題としたい。
法令遵守
必須：関連法令等及び学内規定の遵守
必須：個人情報の保護や不正行為の防止等に関する取り組みや制度，審査体制の整備状況

〔現状の説明〕
▼関連法令等及び学内規定の遵守
1 本学は，法令，大学学則，大学院学則，寄附行為に基づき，組織運営規程や就業規則等
を定め，それらに則り，大学及び法人を運営している。大学・法人の諸規程は規程集
（CD-ROM）として取りまとめ，学内外に配付している。教職員が必要に応じて閲覧でき
るように教職員専用の共通フォルダにも掲出している。
2 法令遵守は学内報によっても周知されている。
3 学部長会，理事会等における議案の審議では，個々の案件に根拠となる関係法令及び学
内規定を添付することが慣行とされており，常に法令等に照らして判断することが習慣付
けられ，法令遵守の風土が醸成されている。
▼個人情報の保護
1 個人情報の保護については，
「個人情報の保護に関する法律」
（平成 17（2005）年施行）
及び関連する指針等に基づき，「北里大学における個人情報の保護に関する基本規程」を
制定（平成 17（2005）年 3 月）し，個人情報の保護を徹底している。
北里大学の個人情報保護の取り組み：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/privacy/index.html
2 学部等においては「学生等の個人情報の取扱いに関する内規」を，大学附属病院におい
ては「患者様の個人情報保護に関する基本方針，基本規程」を定めて適正な取扱いをして
いる。
「個人情報漏えい保険」に加入し，不測の事態にも対応できる体制も整えている。
法人の所有する情報については，
「情報セキュリティ基本ポリシー」
「情報セキュリティ対
策基準」を定め，適正な管理に努めている。
北里大学病院個人情報保護に関する基本方針：
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http://www.khp.kitasato-u.ac.jp/KojinJ/kojinkh.htm
▼不正行為の防止等に関する取り組み
1 不正行為の防止等に関する取り組みは，日本学術会議「科学者の行動規範について」
（平
成 18（2006）年）を踏まえ，
「北里大学研究倫理規準」
「北里大学における研究活動の不
正行為に関する規則」を制定（平成 19（2007）年 7 月）し，学内の研究者・実務者に周
知した。
北里大学における研究活動の不正行為に関する規則：
http://www.kitasato-u.ac.jp/research/hatsumei/rinri.html
2 「研究費不正使用防止計画推進室」を設置し，研究担当副学長を室長として，不正発生
要因の把握及び不正発生要因に対応する改善策の策定，実施に取り組んでいる。
3 文部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）
」を
受けて，「北里大学における公的研究費の運営・管理等に関する取組指針」を制定し，公
的研究費の適正な使用管理を周知，実施している。
北里大学における公的研究費の運営・管理等に関する取組指針
http://www.kitasato-u.ac.jp/research/hatsumei/download/sishin.pdf
〔点検・評価〕
▼関連法令等及び学内規定の遵守
関連法令等及び学内規定の遵守は，学内報において教職員に周知され，徹底されている。
教職員は，必要な規程を教職員専用共通フォルダから常時閲覧でき，法令遵守の環境が整
備されている。研究者も実務者も常に法令等に照らして判断することを習慣付けている。
法令遵守に対する教職員の意識は十分醸成されており，適正に行われていると受け止めて
いる。
▼個人情報の保護
個人情報の保護は，
「北里大学における個人情報の保護に関する基本規程」を制定し，学
生・患者様，教職員の個人情報の保護が徹底されている。基本方針，基本規程は，学内学
外に明示されている。法人の所有する情報も，
「情報セキュリティ基本ポリシー」等を定め
て適正な管理を行っており，情報管理は行き届いていると考える。
▼不正行為の防止等に関する取り組み
不正行為の防止に関する取り組みは，研究面では「北里大学研究倫理規準」
「北里大学に
おける研究活動の不正行為に関する規則」が研究者・実務者に周知され，研究倫理の遵守
と不正な研究活動の排除が学内学外に明示されている。
「公的研究費の運営・管理等に関す
る取組指針」を定めて公的研究費の適正な使用，管理に努めている。
産官学連携に付随的に発生する利益相反の問題についても，「北里大学利益相反マネジ
メント・ポリシー」を定めて，教職員に社会に対する説明責任を適切に果たすように周知
している。不正行為の防止を始めとする様々な取り組みは，社会に対する本学の誠実性を
示すものと受け止めている
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
本学は，大学教育の質保証，学部学科の改組，新たな教学組織の設置，入学志願者漸減
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傾向の歯止め，大学院改革など教学上の重要課題に直面している。
前期の到達目標 4 項については，第 1 項「北里大学学部長会及び北里大学大学院委員会
の機能と役割の強化」を除き，第 2 項「全学将来構想等の実現に関わる大学執行部の指導
性発揮の仕組みづくり」
，第 3 項「学長を補佐する副学長の充実（学長補佐体制の強化）
」
，
第 4 項「大学全般の教育研究運営に関わる後継者の育成」ともおおむね達成できたと評価
している。このことは各点検・評価の項で述べた。次期に向けては，以下を管理運営の改
善方策に設定する。
1 北里大学学部長会及び北里大学大学院委員会の機能と役割の強化
1) 学部長会・大学院委員会においてより実質的な審議を尽くす観点から，事前に予測され
る問題点を提示するなどの運営方法を工夫する。
2) 教学の最高意思決定機関としての「評議会」の必要性を議論する。
2 大学全体及び各学部・研究科の執行体制の強化
1) 大学教育の質保証を始めとする教学運営の重要課題に対応するために，大学全体及び各
学部・研究科の執行体制の強化をはかる。
3 学長補佐体制のさらなる強化
1) 人的拡充により学長補佐体制の強化をはかる。
2) 大学執行部に適切な情報提供を行う大学機関調査組織の設置を検討する。
3) 「副学長ミーティング」の充実をはかる。
4 管理運営について第三者の意見を聴く仕組みづくり
1) 大学が社会からの意見を聴取し社会的責任を明らかにする観点から，管理運営について
第三者の意見を聴く仕組みを検討する。
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第１３章

財務

必須：中・長期的な財務計画の策定状況およびその内容
必須：教育研究目的・目標を具体的に実現する上で必要な財政基盤（もしくは配分予算）の確立状況
任意：教育研究の十全な遂行と財政確保の両立を図るための制度・仕組みの整備状況
必須：文部科学省科学研究費，外部資金（寄附金，受託研究費，共同研究費など），資産運用益等の受け入
れ状況
必須：予算編成の適切性と執行ルールの明確性
任意：予算執行に伴う効果を分析・検証する仕組みの導入状況
必須：監事監査，会計監査，内部監査機能の確立と連携
必須：消費収支計算書関係比率および貸借対照表関係比率における，各項目毎の比率の適切性

〔到達目標〕
平成 20（2008）年 4 月の法人統合により，新学校法人の組織は，7 学部・2 専修学校・4 病
院・4 附置研究所を擁し，教職員数 5,694 名，予算規模 1,000 億円を超える全国でも有数の規
模と機能を有するものとなった。収益事業部門も加わったことで，学校経営への寄与が図られ，
教育・研究・医療の一層の充実を期する体制が整った。平成 24（2012）年には北里大学創立
50 周年，続いて平成 26（2014）年には北里研究所創立 100 周年の大きな節目を迎えることと
なり，更なる飛躍をめざした大規模な記念事業が展開される。
このようなことから，本学では財政面の重点施策として「財政基盤の強化」を掲げて取り組ん
でいる。これは，北里大学創立 50 周年記念事業として予定する新病院の建設をはじめ各キャ
ンパスの整備事業を遂行するための計画的な資金確保と，法人全体及び各部門の安定した運営
をはかるものである。また，本学の財政運営は「部門独立採算制」のもとで健全な運営を行っ
ていくことを基本原則としており，各部門等の不断の経営努力により，諸事業の達成に向けて
法人全体で少なくとも帰属収入の 5％以上の帰属収支差額の確保を目指すこととしている。
（平
成 15（2003）第 16 期理事会発足時，平成 18（2006）第 17 期理事会発足時に設定）
【財政基盤強化の具体策】
1 法人全体の帰属収支差額比率は 5％以上を目標とする。
2 自己資金は，平成 24（2012）年度末（大学創立 50 周年）で 1,200 億円以上を確保する。
3 退職給与引当特定資産及び減価償却引当特定資産については，要積立額の 100％積み立てを
目標とする。
◇中・長期的な財務計画
1 経費削減の継続的実施と予算の適正な執行管理，各種外部資金の獲得など収入支出両面から
収支構造を見直し，帰属収支差額比率 5％（帰属収支差額 50 億円）確保を目指す。
2 相模原キャンパス整備事業に向け，平成 22（2010）年度までに第 2 号基本金に 217 億円を
組み入れる。
3 平成 21 年 7 月に発足する第 18 期理事会のもとで，大学 50 周年記念事業を含めた中長期事
業計画と財政計画を新たに策定する。
◇教育研究と財政
1 第 3 号基本金を充実させて全学的な教育研究活動に支援する。
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2 収益事業部門の事業収益を活用して教育・研究活動に寄与する。
◇外部資金等
1 教育研究経費の効果的な配分に心掛け，補助金・外部助成金等の対象となり得る経費の掘り
起こしに努める。
2 大学 50 周年記念事業に向け募金事務局を整備して寄付金獲得増に取り組む。
◇予算の編成と執行
1 平成 22 年度予算より事業別・目的別の予算管理制度を導入する。
◇財務監査
1 監事・公認会計士・監査室の三者の連携・情報の共有化，監査室機能の充実などにより，さ
らに有効な監査体制を確立する。
◇私立大学財政の財務比率
1 帰属収支差額比率 5％以上，人件費比率 50％以下を基本目標とする。
2 安定した学生確保（学納金収入）と病院運営（医療収入）により財務比率を良好に維持する。
3 外部資金をはじめ，年々低減している補助金や寄付金の獲得増を目指す。
中･長期的な財務計画
必須：中・長期的な財務計画の策定状況およびその内容

〔現状の説明〕
本学では，毎期（3 年任期）の理事会発足時に，中・長期計画として重点的に取り組むべき
施策・課題を掲げ，その中で財務面の施策・目標を示している。前期（第 16 期）及び今期（第
17 期）の理事会における財務関係の施策等については次の通りである。
1）第 16 期理事会の財政面の目標（平成 15（2003）年 7 月〜平成 18（2006）年 6 月）
平成 15 年７月に発足した第 16 期理事会では，平成 18 年 6 月迄の 3 ヵ年において重点的
に取り組むべき財務面の施策として「財政基盤の強化」を挙げ，その具体的目標として次の
5 項目を掲げた。
①わかりやすく，透明性の高い財務情報の公開に努める。
②赤字部門の解消に努める。
③財政基盤の確立に向けて，帰属収支差額は両病院の収支改善を図り，年 40 億円以上の確
保を目指す。
④自己資金は，9 年後の平成 24（2012）年 3 月末（創立 50 周年）時点で 1,000 億円以上を
目標にし，将来建物の更新等が経常的に発生しても最低限は耐えうる財務体質を目指す。
⑤わが国を代表するような信頼性の高い機関に審査を要請し，客観的な評価を得ること（「格
付け」の取得）を目標にする。
2) 第 17 期理事会の財政面の目標（平成 18（2006）年 7 月〜平成 21（2009）年 6 月）
さらに平成 18 年７月発足の第 17 期理事会では，平成 21 年 6 月迄の 3 ヵ年において重点
的に取り組む財政面の施策として，第 16 期理事会施策の「財政基盤の強化」を継続すると
ともに，新たに次の 2 項目を重点課題に掲げた。
①本学全体で帰属収入の 5％以上の収支差額の確保
②透明性の高い財務情報の発信
これらの理事会施策のほかに，学部・病院等の部門にあっては年度における「基本目標」
「重
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点事業」
「施設・設備等の整備計画」の事業計画を策定し，理事会で予算編成に先立ち審議して
いる。また，事業計画時及び予算編成時には，向こう 4 年間の長期収支予測表を提出させ，中
長期的な視点で，計画した事業内容と収支の両面から検討を行い，各部門及び法人全体の事業
活動を円滑に推進している。
〔点検・評価〕
第 16 期理事会の目標に掲げた「帰属収支差額年 40 億円以上の確保」については，平成 15
（2003）年度決算では 31 億 5,900 万円で，帰属収支差額 40 億円以上の確保には至らなかった
ものの，平成 14（2002）年度決算の帰属収支差額 33 億円から，特殊要因である 11 億 2,000
万円の現物寄付を除いた 21 億 8,000 万円に比べると 9 億 8,000 万円の収支改善が図られた。
平成 16（2004）年度決算は 50 億 4,400 万円で，文京寮跡地売却という特殊事情があったが，
病院部門において大幅に収支の改善が図られたことにより，目標とした年 40 億円以上の確保
を大幅に上回った。また，全ての部門が収入超過部門となり，赤字部門の解消という目標も同
時に達成できた。
平成 17（2005）年度決算では 41 億 8,700 万円で，補正予算における帰属収支差額は 30 億
5,000 万円にとどまっていたが，各部門の厳密な予算執行管理と冗費の節約等により 11 億
3,000 万円の収支改善が図られ，平成 16 年度に続き目標値の 40 億円以上の確保を達成した。
平成 18 年７月からの第 17 期理事会においても，引き続き物件費予算ゼロシーリングの堅持
を基本方針として予算を編成し，
「相模原キャンパス新体育館及び新部室棟建設」，
「保健衛生専
門学院新学生食堂建設」，「病院新情報システム整備」，「十和田キャンパス小動物診療センター
建設」などの大規模事業を実施してきたが，平成 18 年度決算は 31 億 2,300 万円の帰属収支差
額（帰属収支差額比率 4.7％）を，平成 19（2007）年度決算では 39 億 9,993 万円の帰属収支
差額（帰属収支差額比率 5.9％）を確保することができた。
教育研究と財政
必須：教育研究目的・目標を具体的に実現する上で必要な財政基盤（もしくは配分予算）の確立状況
任意：教育研究の十全な遂行と財政確保の両立を図るための制度・仕組みの整備状況

〔現状の説明〕
本学では平成 15（2003）年以降，学部の改組・改革や特色ある教育・研究の推進などを進
めており，そのためには財政基盤の強化なくして到底成し得ないため，物件費予算の削減等に
よる教職員の意識改革をまず推進した。平成 15 年度補正予算では，物件費予算の 5％削減方針
を掲げ，さらに平成 16（2004）年度予算では，物件費予算の 10％削減方針を打ち出した。ま
た，平成 17（2005）年度からは，物件費予算のゼロシーリングを基本方針とした。各部門で
は，これらの方針に対して本格的な経費削減への取り組みが行われ，その結果，〔表 13-1〕消
費収支の推移，〔表 13-2〕貸借対照表の推移に示すとおり財政基盤充実の成果を着実に上げて
きている。
法人全体での財政基盤の確立状況に関しては，第 16 期理事会（平成 15 年７月発足）におい
て「自己資金 1,000 億円以上の確保」として，平成 24（2012）年 3 月末（大学 50 周年）時点
で 1,000 億円以上とする目標値を掲げた。これについては〔表 13-3〕に示すとおり，平成 19
（2007）年度末の自己資金残高は 927 億 5,000 万円，この 5 年間で 209 億円増加し，目標達
成まで 72 億 5,000 万円となった。現状の収支状況を維持し，同レベルで推移すれば，平成 23
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（2011）年度末までの今後４年間で目標達成が可能といえる。
さらに教育研究目的を具体的に実現する財政的取り組みとして，第 2 号基本金の計画的組入
れを行っている。これは，平成 20（2008）年以降の計画として相模原キャンパスマスタープ
ランにもとづく大学病院の新病棟建設や学部等校舎の建替えなど，大規模な整備計画が予定さ
れていることから，平成 18（2006）年度から５年間で総額 153 億円を第 2 号基本金に計画的
に組入れて資金を留保し，消費収支の均衡を図っていくこととしている。さらに平成 20 年度
においては，相模原キャンパス第 2 期整備事業（学部の新校舎建設）資金として，総額 64 億
円を組入れる予定である。
一方，教育研究の遂行にかかる財政的な制度・仕組みに関しては，本学では，財政基盤の健
全化と教育研究事業の充実発展に資することを目的とした各種基金（北里学園教育振興基金，
北里学園研究振興基金，北里学園学術国際交流基金，北里学園教育研究基盤充実基金）を設定
し，これらの基金から得られる運用収入をもとに，学生表彰及び奨学事業，研究奨励促進事業，
学術国際交流事業などの全学的な教育研究活動に支援している。平成 20 年度末有高は，〔表
13-4〕に示すとおり 176 億 7,800 万円を予定している。
〔表 13-1〕消費収支の推移
[収入の部]
科 目
学生生徒等納付金
手数料
寄付金
補助金
資産運用収入
資産売却差額
事業収入
医療収入
雑収入

（単位：百万円）

平成 15 年度
16,686
673
1,695
5,757
1,725
3
1,760
34,044
1,887

平成 16 年度
16,555
632
1,478
5,133
1,801
680
2,208
35,175
1,520

平成 17 年度
16,781
606
1,421
5,130
1,793
0
2,139
36,084
1,550

平成 18 年度
16,927
619
1,579
4,655
1,796
0
2,511
36,626
2,133

平成 19 年度
17.240
601
1,509
4,963
1,905
0
2,513
37,658
1,814

帰属収入合計
基本金組入

64,230
△2,015

65,182
△1,615

65,504
△1,869

66,846
△5,430

68,203
△7,845

消費収入合計
[支出の部]
科 目
人件費
教育研究経費
うち，医療経費
管理経費
借入金等利息
資産処分差額
徴収不能額

62,215

63,567

63,635

61,416

60,358

平成 15 年度
31,367
27,272
11,209
2,272
113
11
36

平成 16 年度
31,326
26,583
11,350
2,043
100
36
50

平成 17 年度
31,509
27,558
11,671
2,105
88
31
26

平成 18 年度
32,576
28,598
12,023
2,238
76
190
45

平成 19 年度
32,502
29,194
12,672
2,393
80
11
23

消費支出合計

61,071

60,138

61,317

63,723

64,203

消費収支差額

1,144

3,429

2,319

△2,307

△3,845

帰属収支差額
（比率）

3,159
（4.9％）

5,044
（7.7％）

4,187
（6.4％）

3,123
（4.7％）

4,000
（5.9％）

（単位：百万円）
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〔表 13-2〕貸借対照表の推移
[資産の部]
科 目
固定資産
有形固定資産
その他の固定資産
引当資産
その他
流動資産
現金・預金
その他

（単位：百万円）

平成 15 年度
165,695
92,263
73,432
73,195
237
12,459
5,123
7,336

平成 16 年度
171,230
90,212
81,018
80,776
242
11,977
4,761
7,216

平成 17 年度
174,642
89,030
85,612
85,356
256
12,351
4,761
7,590

平成 18 年度
176,055
87,727
88,328
88,061
269
13,330
4,761
8,569

平成 19 年度
179,129
87,405
91,724
91,451
273
13,454
4,761
8,693

178,154

183,207

186,993

189,385

192,583

平成 15 年度
22,323
5,191
726
16,360
9,858
634
4,959
3,721

平成 16 年度
21,471
4,495
697
16,234
10,719
697
5,741
3,624

平成 17 年度
20,525
3,726
650
16,112
11,264
643
6,244
3,745

平成 18 年度
19,646
3,079
592
15,938
11,412
647
6,146
3,881

負債の部合計②
32,181
[基本金及び消費収支差額の部]
科 目
平成 15 年度
基本金の部合計
148,452
第１号基本金
131,867
第２号基本金
0
第３号基本金
11,825
第４号基本金
4,761

32,190

31,789

31,058

平成 16 年度
150,068
133,403
0
11,903
4,761

平成 17 年度
151,936
135,178
0
11,997
4,761

平成 18 年度
157,365
137,141
3,400
12,063
4,761

△2,479

949

3,268

962

資産の部合計①
[負債の部]
科 目
固定負債
長期借入金
学校債
退職給与引当金
流動負債
短期借入金
未払金
前受金

（単位：百万円）

消費収支差額の部合計

平成 19 年度
18,949
2,493
438
15,982
11,307
586
6,106
3,743
30,256
（単位：百万円）

[負債の部，基本金及び消費収支差額の部合計]
合計
178,154
183,207
[正味財産]
正味財産①−②
145,973
151,017

平成 19 年度
165,211
140,126
6,700
13,623
4,761
△2,884
（単位：百万円）

186,993

189,385

192,583
（単位：百万円）

155,204

158,327

162,327

〔表 13-3〕金融資産残高及び自己資金残高の推移

（単位：億円）

15 年度末

16 年度末

17 年度末

18 年度末

19 年度末

運転資金
退職給与引当特定資産
施設設備拡充引当特定資産
減価償却引当特定資産
医学部寄附講座引当特定資産
教育研究振興引当特定資産
第３号基本金引当資産
第２号基本金引当資産
有価証券

51.2
164.2
44.0
403.9
0.1
1.6
118.2
0
0.6

47.6
161.6
61.9
463.3
0.1
1.8
119.0
0
0.6

47.6
161.1
68.0
502.7
0.1
1.8
119.8
0
0.6

47.6
159.4
76.7
488.2
0
1.7
120.6
34.0
0.6

47.6
159.8
74.2
475.2
0
1.6
136.2
67.0
0.6

増減
(19-15)
▲3.6
▲4.4
30.2
71.3
▲0.1
0.0
18.0
67.0
0.0

金融資産残高①

783.8

855.9

901.7

928.8

962.7

178.9

65.5

58.9

50.2

43.2

35.2

▲30.3

科目

借入金等残高(学校債含む)②
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718.3

自己資金残高〔①−②〕

797.0

851.5

885.6

927.5

〔表 13-4〕第 3 号基本金による事業概要（平成 20 年度予算）
基金名

資金名

教育振興基金

（単位：千円）

基金額

資金額

事業費
14,900

学生表彰奨学金
3,077,084

貸与奨学金

60,087

30,000
40,000

大学院ＴＡ資金
研究振興基金

209.2

学術奨励資金

2,504,414

共同研究資金

42,418

8,000
23,000

学術国際交流基金

学術国際交流資金

420,474

7,161

4,500

教育研究基盤充実基金

教育研究基盤充実資金

9,025,142

146,016

93,055

統合記念大村智博士学術基金

統合記念大村智博士学術資金

2,651,000

53,000

52,000

17,678,114

308,683

265,455

合

計

〔点検・評価〕
平成 15（2003）年度以降各年度の帰属収支差額は，毎年 30 億円以上の高水準で推移してい
る。これは，大学を取り巻く経営環境が厳しい状況が続く中，平成 15 年度から実施している
物件費予算のゼロシーリング抑制策などによる経常的経費の徹底した削減と，限られた財源の
有効的配分に努めた結果によるところが大きい。
この間の教育研究活動としては，学部・学科の改組再編（薬学教育 6 年制移行に伴う薬学部
の改組，獣医学部の開設（獣医畜産学部から改組），水産学部の海洋生命科学部への改称，医療
衛生学部の学科改組など）をはじめ，相模原キャンパス新体育館の建設，十和田キャンパス小
動物診療センターの建設などキャンパス・学部等の教育研究環境の整備を年次計画に基づいて
行ってきた。このように，平成 15 年度以降は，教育研究に必要な施設設備投資をしつつ財政
的な基盤整備の充実を進めてきた点を評価したいと受け止めている。
外部資金等
必須：文部科学省科学研究費，外部資金（寄附金，受託研究費，共同研究費など），資産運用益等の受け入れ
状況

〔現状の説明〕
①文部科学省科学研究費補助金
本学における科学研究費補助金の獲得は，1)研究者としての研究能力，研究水準を客観的
に表す指標，2)大学・研究機関の研究活動全体の水準を表す指標とし，全学的な重点課題と
して推進している。しかし，近年の科研費交付内定状況は芳しくなく，平成 19（2007）年
度の交付内定数は 170 件（前年比▲9 件）と 16 年度を境に減少傾向にある。〔表 13-5〕
〔表 13-5〕科学研究費補助金の申請・内定状況
申請者数（実数）
申請率
交付内定数
採択率
私立大学中の順位
補助金交付額

平成 15 年度
650 人
62.7％
182 件
26.2％
４位
424,260 千円

平成 16 年度
552 人
53.6％
206 件
33.7％
５位
441,250 千円
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平成 17 年度
576 人
54.9％
189 件
30.2％
６位
434,853 千円

平成 18 年度
551 人
51.7％
179 件
30.3％
６位
472,503 千円

平成 19 年度
517 人
48.0％
170 件
30.7％
７位
378,200 千円
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②外部資金（受託研究費・共同研究費）
受託研究費・共同研究費の受入に関しては，毎年件数は 100 件程度であるが，金額は増加
傾向にあり，平成 18 年，19 年は 4 億 5,000 万円を超えている。〔表 13-6〕
〔表 13-6〕受託研究費等の受入状況
件
金

平成 15 年度
102 件
202,296 千円

数
額

平成 16 年度
118 件
351,351 千円

平成 17 年度
110 件
351,247 千円

平成 18 年度
108 件
473,582 千円

平成 19 年度
104 件
463,260 千円

③寄付金
寄付金募集活動は，募金対象事業に 1）施設設備の充実，2）教育研究に要する経常的経費，
3）学術研究の振興の 3 つを掲げ，ご父母，卒業生，教職員，企業等を対象に行っている。
寄付金の受入実績は，毎年 13 億円から 14 億円で推移している。〔表 13-7〕
〔表 13-7〕寄付金の受入状況
種類
特別寄付金
研究助成金
指定寄付金
合 計

平成 15 年度
775,481
475,953
206,054
1,457,488

平成 16 年度
796,978
474,589
73,500
1,345,067

平成 17 年度
712,381
536,887
53,750
1,303,019

平成 18 年度
864,312
508,718
63,300
1,436,329

（単位 千円）

平成 19 年度
771,270
539,465
67,075
1,377,811

④経常費補助金
本学の経常費補助金獲得の状況は，平成 14（2002）年度の 52.1 億円（私大５位）をピー
クに年々減少し，平成 19（2007）年度は 41.1 億円（私大７位），前年度比 0.59 億円と微増
であるが，低迷傾向が依然続いている。特別補助に関しては，平成 18（2006）年度までは
増加傾向にあり，補助金全体に占める割合も 30％に達していたが，平成 19 年度は前年比 0.27
億円減となり，特別補助の獲得順位では私大 15 位と低迷している。〔表 13-8〕
〔表 13-8〕経常費補助金の交付状況
種類
一般補助
特別補助
合計
私大順位

平成 15 年度
3,873,413
1,142,625
5,016,038
５位

平成 16 年度
3,355,640
1,143,864
4,499,504
６位

平成 17 年度
3,127,579
1,200,683
4,328,262
８位

平成 18 年度
2,834,540
1,214,263
4,048,803
８位

（単位 千円）

平成 19 年度
2,920,147
1,187,535
4,107,682
７位

⑤資産運用益
本学の資産運用は資金運用内規に則って行っている。主に長期預金や中長期の有価証券で
運用しているが，低金利が長引くなか運用益はほぼ横ばいである。〔表 13-9〕
〔表 13-9〕資産運用収入状況
科目
奨学基金運用収入
受取利息・配当金
施設設備利用料
合 計

平成 15 年度
246,452
582,858
895,733
1,725,043

平成 16 年度
240,249
660,361
900,879
1,801,489

平成 17 年度
212,890
677,085
903,228
1,793,203

平成 18 年度
183,809
730,697
881,090
1,795,596

（単位 千円）

平成 19 年度
171,579
831,647
901,678
1,904,903

〔点検・評価〕
補助金や寄付金，受託研究費等の外部資金をこれまで以上に積極的に獲得するとともに，資
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金運用による収益を増加させるなど，総合的に収入財源の安定化を図っていく必要がある。
予算の編成と執行
必須：予算編成の適切性と執行ルールの明確性
任意：予算執行に伴う効果を分析・検証する仕組みの導入状況

〔現状の説明〕
本学における予算編成のプロセスは，先ず 7 月から 9 月に翌年度の事業計画を各部門で策定
し，本部との意見交換等を経て理事会で審議され，これを次年度予算編成の基礎資料としてい
る。この事業計画は，法人の事業目標をより具体化したもので，各部門がそれを効果的かつ効
率的に達成するための行動プランでもある。計画項目は，各部門の「基本的な考え方（基本目
標）」
「重点事業」
「施設・設備等の整備計画」に区分され，資金を伴うものについては予算案編
成のための資料としている。事業計画及び予算編成のスケジュールは次のとおりである。
①事業計画編成方針決定（理事会）〔6 月〕
②事業計画書・長期収支予測表の提出〔9 月〕
③事業計画に関する意見交換会（常任理事・副学長・本部部署長）〔10 月〕
④事業計画検討結果（学部長会，理事会）〔11 月〕
⑤予算編成方針決定（理事会）〔11 月〕
⑥予算編成通知〔12 月〕
⑦予算要求書・長期収支予測表の提出〔1 月〕
⑧事業計画及び予算の審議（理事会）〔3 月〕
⑨事業計画及び予算の決定（評議員会）〔3 月〕
⑩予算決定通知〔4 月〕
本学では，予算の編成及び執行を合理的に行うため全部門を 36 の予算単位に区分し，各々
に予算単位責任者（原則として事務部長及び事務長）を置いて，部門における予算の要求及び
配付予算の執行・管理を行う責任体制を整えている。本学の財務運営の特徴は，学部・病院・
付置研などの 19 の事業部門（予算単位）は独立採算制を適用していることである。各部門の
採算性は，消費収支計算における帰属収支差額において判断され，施設・設備の投資計画は，
原則として当該年度における投資許容額の範囲で認めることとしている。
予算編成にあたっての予算編成方針は，大学を取り巻く環境と，そこに置かれた本学の現状
をその時々の経営判断に基づき，財政運営における現在の安定と将来の発展のための方策を示
し，基本的な方針を通達するものである。各予算単位ではこの編成方針に則って予算要求が行
われ，理事会審議を経て，評議員会において決定される。
予算の配分と執行については，毎年 4 月の「予算決定通知」にあわせて，部門別の財務分析
資料（連続資金収支計算書，連続消費収支計算書，財務比率表，財務分析グラフ）を送付し，
適切な予算執行を喚起している。配付された予算は，予算単位責任者が事務業務分掌・権限（決
裁）基準に基づいて適正な執行に努めている。また，執行状況については，予算単位毎の月次
による資金収支計算書等で管理されている。
予算の執行に伴う効果については，決算時において分析・検証の結果が事業報告書にまとめ
ている。各部門においては，前年度の決算実績を参照して次年度予算要求資料の作成に当って
おり，決算の分析・検証結果が予算に反映される仕組みとなっている。
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〔点検・評価〕
現在の予算編成の手順は，事前に予算単位毎の事業計画の提出を求め，本部各部が詳細に検
討して予算単位との意見交換を経て理事会，評議員会で審議され，予算要求はこの事業計画に
基づいて行われている。予算審議にあたっては長期収支予測の資料を活用しており，独立採算
制を基本とする各予算単位への予算配分プロセスも明確で，透明性も確保され，合理的かつ効
果的である。さらに，施設設備の投資許容額を定めることにより，施設設備の過剰投資がない
よう抑止力も働いている。
各部門が予算を執行する際は，自部門の予算残高等をみながら執行する仕組みとなっており，
部門内での透明性が確保されている。もしも予算外の対応が必要となった場合には，科目間流
用又は予備費使用の決裁手続きを執ることとしており，予算執行の適切性は保たれていると考
える。
財務監査
必須：監事監査，会計監査，内部監査機能の確立と連携

〔現状の説明〕
本学の監査システムは，監事監査，公認会計士監査，内部監査により実施している。
監事監査は私立学校法及び寄附行為の規定にもとづき行われるもので，学校法人の業務及び
財産の状況の監査であり，業務監査と会計監査を含むものである。本学では，平成 15（2003）
年７月から監査の実効性や客観性を高めるため，監事 2 名のうち 1 名を常任監事とした。常任
監事の主たる職務は，1)法人の業務及び財産の状況についての監査（報告・意見陳述），2)理事
会，評議員会，常任理事会への出席，3)学内情報の収集と分析，担当者からの聴取，4)監査法
人との意見交換並びに業務上の協議としており，法人の業務と財産の状況を把握し，意見を述
べ，監査報告書を理事会に提出している。
公認会計士監査は私立学校振興助成法の規定にもとづき行われる。専門的な会計監査を行う
ことから，外部の会計監査人（監査法人トーマツ）と監査契約書を締結して公認会計士による
法定監査を行い，期中・期末に各部署の帳票書類の点検及び実地調査により，会計処理の不適
正個所を指摘している。また，監事は定期的に会計士監査の結果を聴取している。
内部監査については，平成 15 年 9 月に業務の適正な執行を図るとともに，経営効率の向上
と業務の改善に資するため，内部監査規程及び同実施要領を制定した。併せて内部監査を行う
ため，理事長直轄の監査室（専任職員 2 名）を設置した。内部監査の主な実施内容等は，1)計
画的監査（あらかじめ定められた監査計画に基づいて定期的に実施する），2)指示監査（理事長
の指示に基づいて随時実施する），3)その他の監査（各機関の責任者から依頼を受け，理事長の
承認を得て実施する）に大別される。これまで監査室では，内部監査実施要領に基づいて各部
署の具体的な業務遂行状況を聴取し，業務の適正化及び効率化を図るための業務改善を促すな
ど，毎年度計画的に実施している。
〔点検・評価〕
私立学校法の改正により，監事の監査機能が強化されるなど，私立大学における監査の重要
性が増してきている。監査体制は，前述のとおり監事・公認会計士・監査室の三様でそれぞれ
別々の機能を担っているが，近年この三者は協力して監査目的を達成することが望ましいとさ
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れている。実際の運用においても，監事の財産状況の監査機能については，毎年度法定監査実
施後に，公認会計士からの監査結果の報告を受け，監事は公認会計士の会計監査に依拠し，監
査報告を行っている。内部監査に関しては，法的な規制によらず学校法人が独自に実施してお
り，不正の予防や社会的信頼に応えた健全な法人運営を目指して，独立した立場で自主的に行
っている点が高く評価されると考える。
私立大学財政の財務比率
必須：消費収支計算書関係比率および貸借対照表関係比率における，各項目毎の比率の適切性

〔現状の説明〕
本学では，財務状況の適切性，健全性の判断基準として，私立大学の平均や本学の趨勢変化
を把握するために，日本私立学校振興・共済事業団の「今日の私学財政」の財務比率を活用し
ている。本学の 2003 年度から 2007 年度まで 5 ヶ年における経営・財政状態（消費収支計算書
関係比率及び貸借対照表関係比率）は，大学基礎データ（表 46-1・46-2，表 47）に記載の通
りで，以下にその状況を概説する。
1) 消費収支計算書関係比率について
①人件費比率（人件費／帰属収入）<指標▼：低い値が良い>
人件費は消費支出の中で最大の部分を占めているため，この比率が高くなると消費収支
の悪化を招きやすい。法人全体では 2003 年度 48.8％から 2006 年度 48.7％と 48％台で推
移していたが，2007 年度では対前年比 1.0％減の 47.7％となり，目標値の 50％以下を達
成している。
②人件費依存率（人件費／学生生徒等納付金）<指標▼：低い値が良い>
大学単位での人件費依存率は人件費比率と同様に 2005 年度まで 80％以下で推移してき
たが 2006 年度に 82.4％に上昇した。これは退職金支出を含む人件費が 11.2 億円増加した
ことによるもので，次年度の 2007 年度には 78.6％までに回復した。
③教育研究経費比率（教育研究経費／帰属収入）<指標△：高い値が良い>
教育研究経費は教育活動の維持・発展のために必要不可欠なもので，消費収支の均衡を
失しない限りにおいて高くなることは望ましく，法人全体では 2005 年度から 2006 年度の
比率が 42.8％，大学部門では 46.6％と過去 5 年間では最も高くなっている。
④管理経費比率（管理経費／帰属収入）<指標▼：低い値が良い>
管理経費は学校法人運営のために必要な経費ではあるが，比率としては低い方が望まし
いとされている。過去 5 年間の法人全体及び大学部門ともに 3％から 3.5％で推移してい
る。
⑤借入金等利息比率（借入金等利息／帰属収入）<指標▼：低い値が良い>
借入金返済を現在行っているのは，主に 1998 年の大学病院及び東病院の新病棟建設費
80 億円にかかるもので，以降は資金の借入なしで運営してきた。そのため，2007 年度の
借入金等利息比率は法人全体で 0.1％，大学部門では比率 0.0％（返済額 170 万円）と極め
て良好な運営状態にある。
⑥帰属収支差額比率（(帰属収入−消費支出)／帰属収入）<指標△：高い値が良い>
法人全体で帰属収支差額比率 5％以上を目標に掲げているが，2003 年度 4.9％，2004 年
度 7.7％をピークに，2005 年度 6.4％，2006 年度 4.7％と低減してきたが 2007 年度で 5.9％
862

基準 13 財務

と回復した。5 年間の平均は 5.9％で目標値を上回っている。
⑦消費支出比率（消費支出／帰属収入）<指標▼：低い値が良い>
2007 年度の帰属収入は 2003 年度と比べ 39.7 億円（6.2％）増加しているが，消費支出
も 31.3 億円（5.1％）増加していることから，毎年の消費支出比率は 95％前後の横ばいで
推移している。
⑧消費収支比率（消費支出／消費収入）<指標▼：低い値が良い>
消費収支比率は，2003 年度から 2005 年度までは 100％以下で消費収入超過であったが，
2006 年度より第 2 号基本金への計画的な組入れを行ったことにより 2006 年度 103.8％，
2007 年度 106.4％と消費支出超過となった。
⑨学生生徒等納付金比率（学生生徒等納付金／帰属収入）<指標◇：どちらともいえない>
病院収入を含めた法人全体の帰属収入に占める学納金比率は 25％程度，大学部門の比率
は 67％程度と，いずれも横ばいで推移している。
⑩寄付金比率（寄付金／帰属収入）<指標△：高い値が良い>
法人全体で 2.2％程度，大学部門では 5％程度で推移している。
⑪補助金比率（補助金／帰属収入）<指標△：高い値が良い>
国の経常費削減の影響を受け，法人全体の比率で 2003 年度 9.0％のところ 2007 年度
7.3％と 1.7 ポイント，補助金額でも 57.6 億円から 49.6 億円と 5 年間で 8 億円減少した。
ただし，医系大学の補助金比率の平均は 7.6％と本学と同程度である。
⑫基本金組入率（基本金組入額／帰属収入）<指標△：高い値が良い>
基本金組入率は 3％前後で推移してきたが 2006 年度より相模原キャンパス整備計画と
しての第 2 号基本金に 34 億円組入れたことにより 2006 年度 8.1％，2007 年度 11.5％と
大きく上昇した。
⑬減価償却費比率（減価償却費／消費支出）<指標◇：どちらともいえない>
比率としては 8％前後でほぼ横ばいであるが，各キャンパス・学部の施設設備の老朽化
による更新等が計画されており，今後この比率が高くなることが予想される。
2) 貸借対照表関係比率について
①固定資産構成比率（固定資産／総資産）<指標▼：低い値が良い>
2003 年度以降 93.0％を維持しているが，医系大学平均の 82.4％より 10.6％高くなって
いる。これは本学の引当特定資産（その他の固定資産）の額が大きいことで固定資産の数
値が大きくなってしまっている関係からで，特に問題視することはない。
②流動資産構成比率（流動資産／総資産）<指標△：高い値が良い>
流動資産構成比率も 7.0％程度で推移しているが，医系大学平均の 17.7％より 10 ポイン
トほど低くなっている。これも現預金の多くを引当特定資産化している関係からである。
③固定負債構成比率（固定負債／総資金）<指標▼：低い値が良い>
1999 年以降は借入れをしないで運営してきたことや，1998 年の病院関係借入金 80 億
円を着実に返済してきた結果，2007 年度では 9.8％と良好である。
④流動負債構成比率（流動負債／総資金）<指標▼：低い値が良い>
6％程度で推移しており，医系大学平均の 7％と同程度である。
⑤自己資金構成比率（自己資金／総資金）<指標△：高い値が良い>
2003 年度 81.9％から 2007 年度 84.3％と 5 年間で 2.4％の伸びを示している。
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⑥消費収支差額構成比率（消費収支差額／総資金）<指標△：高い値が良い>
過去 5 年間は±1％前後で推移しており 2007 年度では-1.5％と若干下がったが，医系大
学の-19.4％，私大平均の-8.1％と比較しても良好な値を保っている。
⑦固定比率（固定資産／自己資金）<指標▼：低い値が良い>
固定比率は 2003 年度 113.5％から 2007 年度 110.4％と年々低くなってきているが，医
系大学及び私大平均より 10〜20％程度高くなっている。これは各種の引当特定資産の金額
が大きいため固定資産の数値が大きくなってしまっているからである。因みに各種引当特
定資産を除外すると，固定資産に対する投下資金は 55.6％となり，固定資産は十分自己資
金で取得できていることがわかる。
⑧固定長期適合率（固定資産／(自己資金＋固定負債)）<指標▼：低い値が良い>
この比率は固定比率を補完する比率で，100％以下で低いほど良いとされているが，2007
年度で 98.8％となっており，若干悪化している。
⑨流動比率（流動資産／流動負債）<指標△：高い値が良い>
流動比率は 2003 年度 126.4％から 2007 年度 119.0％と 7.4％低下しており，医系大学，
私大平均よりも 120％〜140％低くなっている。これは流動資産から各種引当特定資産に
資金留保しているためである。因みに資金留保を行わないと 291.2％で，資金の流動性は
十分であるといえる。
⑩総負債比率（総負債／総資産）<指標▼：低い値が良い>
2003 年度 18.1％から 2007 年度 15.7％へと 2.4％減少しており，良好である。
⑪負債比率（総負債／自己資金）<指標▼：低い値が良い>
負債比率も 2003 年度 22.1％から 2007 年度 18.6％と低減している。
⑫前受金保有率（現金預金／前受金）<指標△：高い値が良い>
前受金保有率は 130％前後で推移しているが，医系大学 439.9％や私大平均 335.5％との
比較では大きく下回っている。これは本学の財政基盤の安定化施策として各種引当特定資
産に多くの資金を留保させている関係で，現預金保有を最小限（第４号基本金相当額）に
とどめているからである。
⑬退職給与引当預金率（退職給与引当特定預金／退職給与引当金）<指標△：高い値が良い>
本学では，財務運営の基本として退職給与引当特定資産は要積立額の 100％積立てを目
標としており，実際の数値も 100％を堅持している。
⑭基本金比率（基本金／基本金要組入額）<指標△：高い値が良い>
この比率は 100％に近いほど未組入額が少ないことを示すものであるが，本学では毎年
の借入金返済とともに未組入額も減少傾向にあり，2007 年度で 97.8％までに至っている。
⑮減価償却比率（減価償却累計額／減価償却資産取得価格）<指標◇：どちらともいえない>
減価償却比率は 2003 年度 41.0％から 2007 年度 47.9％と 6.9％比率が上がり，良好な状
態といえる。
〔点検・評価〕
消費収支計算書関係比率と貸借対照表関係比率について，日本私立学校振興・共済事業団発
行の「今日の私学財政」による，医系大学 27 法人と私大 504 法人の 2006 年度平均の数値と比
較して，各項目の自己評価を行った。
〔表 13-10〕及び〔表 13-11〕の「評価」欄に，本学の 2007
年度財務比率の評価結果を「Ａ＝良好」「Ｂ＝普通」
「Ｃ＝改善が必要」の三段階で示した。
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消費収支関連比率については，概ね良好な比率を示しているが，
「⑩寄付金比率」と「⑪補助
金比率」を敢えてＣ評価とした。この 2 項目は他私大と比べても若干低い程度ではあるが，本
学財務目標の一つとする外部資金獲得増であることから，今後の充実改善が必要であると評価
した。一方，貸借対照表関係比率に関しては，すべての項目において経年的に改善又は維持さ
れてきており，他私大平均と比べても全般的に良好な比率であると考える。

〔表13‑10〕消費収支計算書関係比率（法人全体の比率）
項

目

2003年度

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

医系大学

北里大学

指標
2004年度

2005年度

27法人
2006年度

2007年度 評価 2006年度

私大平均
504法人
2006年度

人件費比率

▼

48.8

48.1

48.1

48.7

47.7

Ｂ

46.7

49.9

人件費依存率

▼

188.0

189.2

187.8

192.5

188.5

Ｂ

163.6

91.0

教育研究経費比率

△

42.5

40.8

42.1

42.8

42.8

Ｂ

41.5

34.3

管理経費比率

▼

3.5

3.1

3.2

3.3

3.5

Ａ

5.0

7.2

借入金等利息比率

▼

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

Ａ

0.3

0.4

帰属収支差額比率

△

4.9

7.7

6.4

4.7

5.9

Ｂ

4.9

6.6

消費支出比率

▼

95.1

92.3

93.6

95.3

94.1

Ｂ

−

−

消費収支比率

▼

98.2

94.6

96.4

103.8

106.4

Ｂ

106.0

106.9

学生生徒等納付金比率

◇

26.0

25.4

25.6

25.3

25.3

Ｂ

28.6

54.9

寄付金比率

△

2.6

2.3

2.2

2.4

2.2

Ｃ

2.4

2.4

補助金比率

△

9.0

7.9

7.8

7.0

7.3

Ｃ

7.6

10.4

基本金組入率

△

3.1

2.5

2.9

8.1

11.5

Ｂ

10.3

12.6

減価償却費比率

◇

9.4

8.0

7.9

7.8

7.7

Ｂ

10.1

10.0

［注1］指標は私学事業団の評価指標を示す。△＝高い値が良い、▼＝低い値が良い、◇＝どちらともいえない
［注2］評価は本学の点検評価結果を示す。Ａ＝良好、Ｂ＝普通、Ｃ＝改善が必要

〔表13‑11〕貸借対照表関係比率
項

目

2003年度

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

医系大学

北里大学

指標
2004年度

2005年度

27法人
2006年度

2007年度 評価 2006年度

私大平均
504法人
2006年度

固定資産構成比率

▼

93.0

93.5

93.4

93.0

93.0

Ｂ

82.4

84.8

流動資産構成比率

△

7.0

6.5

6.6

7.0

7.0

Ｂ

17.7

15.3

固定負債構成比率

▼

12.5

11.7

11.0

10.4

9.8

Ａ

12.1

9.0

流動負債構成比率

▼

5.5

5.9

6.0

6.0

5.9

Ａ

7.0

6.2

自己資金構成比率

△

81.9

82.4

83.0

83.6

84.3

Ｂ

97.9

84.8

消費収支差額構成比率

△

‑1.4

0.5

1.8

0.5

‑1.5

Ａ

‑19.4

‑8.1

固定比率

▼

113.5

113.4

112.5

111.2

110.4

Ｂ

84.1

100.0

固定長期適合率

▼

98.5

99.3

99.4

98.9

98.8

Ｂ

81.0

90.4

流動比率

△

126.4

111.7

109.7

116.8

119.0

Ｂ

251.6

245.6

総負債比率

▼

18.1

17.6

17.0

16.4

15.7

Ｂ

19.1

15.3

負債比率

▼

22.1

21.3

20.5

19.6

18.6

Ｂ

19.5

18.0

前受金保有率

△

137.7

131.4

127.1

122.7

127.2

Ｂ

439.9

335.5

退職給与引当預金率

△

100.3

99.6

100.0

100.0

100.0

Ａ

54.5

59.6

基本金比率

△

95.8

96.3

96.8

97.2

97.8

Ｂ

98.7

96.4

減価償却比率

◇

41.0

42.1

44.4

46.4

47.9

Ｂ

55.2

43.8

［注1］指標は私学事業団の評価指標を示す。△＝高い値が良い、▼＝低い値が良い、◇＝どちらともいえない
［注2］評価は本学の点検評価結果を示す。Ａ＝良好、Ｂ＝普通、Ｃ＝改善が必要

〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1) 本学は，法人統合により，2 病院・3 研究所などが加わったことで経営規模は約 1.5 倍に拡
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大した。同時にワクチン製造を行う収益事業部門を有することとなり，その事業収益をもって
学校法人の教育・研究活動に寄与させていくこととしている。一方，経営規模が拡大したこと
で，運営方法を誤ると，経営リスクはその規模に比例して大きくなる。今後，法人統合による
スケールメリットを活かしつつ，安全で確実な財務・管理運営体制を構築していく。
2) 本学では，次年度の事業計画及び予算編成時には，向こう 4 年間の長期収支予測表を各部門
から提出させ，中長期的な視点で経営の見通しを立てている。法人統合後もこれを継続してお
り，2009（平成 21）年度事業計画策定時点での 2012（平成 24）年度までの長期収支予測は，
法人全体で次の帰属収支差額を見込んでいる。しかし，2010 年度までの 3 年間は帰属収支差
額比率 5％の目標値に達しないことから，予算編成に際しては部門毎の具体的な目標値を定め
るとともに，全学的な物件費予算の削減を実施していくこととしている。
≪長期収支予測≫

（単位：千円）

2008 年度

2009 年度

2010 年度

2011 年度

2012 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

139,488,219

92,473,035

93,276,886

96,936,178

96,709,883

人件費

43,258,367

43,059,680

42,825,129

43,298,120

43,495,991

教育研究経費

43,528,171

43,371,818

43,471,595

43,295,749

43,015,902

3,410,267

3,065,929

3,066,748

3,121,742

3,080,665

770,069

404,113

389,718

375,087

360,124

帰属収支差額

48,871,345

2,571,495

3,523,696

6,845,480

6,757,201

(帰属収支差額比率)

（35.0％）

（2.8％）

（3.8％）

（7.1％）

（7.0％）

科

目

帰属収入

管理経費
その他

注）2008(平成 20)年度は、法人統合による寄付金 45,773,000 千円の特殊要因が含まれる。

3) 本学では，2012（平成 24）年に大学創立 50 周年を迎えることで，新病院建設や学部の教
育研究環境の整備充実など大きな記念事業が展開される運びである（具体計画は平成 21 年
度に策定予定）。これらの計画を完遂するためには莫大な資金を必要とし，そのためには経費
削減の継続的実施と予算の適正な執行管理，各種外部資金の獲得など収入支出両面から収支
構造を見直して，基本金や特定資産を確保しつつ，学部・病院及び法人全体の収益性を慎重
に判断して実施していくこととしている。

866

基準 14 点検・評価

第１４章

点検・評価

必須：自己点検・評価を恒常的に行うための制度システムの内容とその活動上の有効性
必須：自己点検・評価の結果を基礎に，将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度システムの内
容とその活動上の有効性
必須：自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性
任意：外部評価を行う際の，外部評価者の選任手続の適切性
任意：外部評価結果の活用状況
任意：大学，学部，大学院研究科の社会的評価の活用状況
任意：自大学の特色や「活力」の検証状況
必須：文部科学省からの指摘事項および大学基準協会からの勧告などに対する対応

〔到達目標〕
本学は，全学自己点検・評価委員会及び学部自己点検・評価委員会を設置し，教育・研
究・診療水準を維持するとともに，理念・目的の実現を図るために，本学全体の組織・活
動について不断に自己点検・評価を実施する。自己点検・評価結果を検証し，教育・研究・
診療の改善，向上につなげる。自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するために，
第三者機関の評価を積極的に受ける。以上のプロセスを組織的継続的な自己点検・評価活
動として着実に遂行するために，次に記す到達目標を設定した。
（平成 4（1992）年北里
大学自己点検・評価委員会において設定）
◇自己点検・評価
1 大学全体の教育・研究・診療・管理運営に関わる活動について毎年自己点検・評価する。
自己点検・評価結果を基礎に次年度以降の教育・研究・診療計画の立案及び将来的方向性
の設定を行い，改善，向上に努める。
2 自己点検・評価の結果を整理し学内外に公表する。
◇自己点検・評価に対する学外者による検証
1 自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するために，第三者機関による評価を積極
的に受け，教育・研究・診療の質の向上に努める。
◇大学に対する社会的評価等
1 国家試験合格率はスペシャリストを養成する大学として社会的に高い信頼と評価を得
ることになる。このため，高い合格率を維持するように国家試験対策を推進する。
◇大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応
1 関係する委員会を中心に指摘事項及び勧告などに対して適切に対処する。
自己点検・評価
必須：自己点検・評価を恒常的に行うための制度システムの内容とその活動上の有効性
必須：自己点検・評価の結果を基礎に，将来の充実に向けた改善・改革を行うための制度システムの内容
とその活動上の有効性

〔現状の説明〕
▼点検・評価に対する考え方：
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本学は，次の 4 項を点検・評価に対する基本的な考え方とし，学内外に示している。
1 本学における点検・評価は，教職員（場合により学生も加わった形）の自己評価活動を
通じ，大学全体及び各部門の教育研究活動の現状と課題を教職員が共有し，もって大学全
体の教育・研究・診療・管理運営の質の向上につなげることを目的とする。
2 前項により把握された点検・評価結果については，積極的に情報を開示し，社会の要請
と付託に応え，もって与えられた社会的使命を達成する。
3 第三者評価については，本学の教育研究水準に関わる外部からの客観的な評価を受ける
ものであるので積極的に対応していく。
4 点検・評価の対象は，本学の教育・研究・診療・管理運営に関わる全ての活動とする。
北里大学の点検・評価に対する考え方：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/tenkenhyoka.html
▼取組の経過：
自主的な点検・評価は，昭和 40（1965）年より，当該年度の事業内容を振り返り，教
育，研究，診療の質を保証するために，その結果を「北里学園事業業績報告書」として刊
行してきた。大学の事業活動は，中長期事業計画を立て，それに沿った年度事業計画の立
案，実施を慣行とし，
「計画」
「実行」「評価」「改善」のサイクルにのせて計画の達成と評
価，改善に努めてきたが，組織的な自己点検・評価活動としては不十分であった。平成 3
（1991）年 7 月の大学設置基準の一部改正（大学設置基準の大綱化）に伴い，本学は，教
育・研究・診療活動に対する自己点検・評価を本格的に開始した。以下に取組の経過を述
べる。
平成 3（1991）年 12 月：

適切な自己点検・評価の在り方を検討するために，学部長会

の下に「北里大学自己点検・評価の在り方検討委員会」を設置。教育・研究・診療活動
に関わる点検・評価の実施方法，実施体制，点検・評価項目，結果の活用について検討
を開始する。
平成 4（1992）年 3 月：

在り方検討委員会から，「北里大学自己点検・評価の進め方」

が答申され，本学の教育・研究・診療活動は，
「北里大学自己点検・評価委員会」の下
に進めるべきことが提言された。これを受けて「北里大学自己点検・評価規程」
「北里
大学自己点検・評価委員会規程」を制定し，学長の下に全学委員会を組織，自己点検・
評価活動を開始する。以後現在まで続く。
平成 4（1992）年 4 月：

各学部・教養部（現一般教育部）の自己点検・評価を試行（平

成 7（1995）年までの 3 年間）する。北里大学学則及び北里大学大学院学則を改定し，
第 2 条（現第 3 条）に「本大学は，大学の教育研究水準の向上を図り，本大学の目的及
び社会的使命を達成するため，教育研究等の活動状況について自主的に自己点検・評価
を行い，その結果を公表するものとする」との条文を明記する。 各学部・教養部におい
て学部委員会を組織し，自己点検・評価活動を開始する。以後現在まで続く。
平成 5（1993）年 4 月：

前年度の教育・研究・診療活動に対する自己点検・評価結果を

まとめた「北里学園における自己点検・評価報告書」及び「北里大学研究年報」を学内
外に公表する。当該年度の教育・研究・診療の事業計画をまとめた「北里学園事業計画
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概要」及び教育研究に直接関連する計画をまとめた「北里大学教育・研究計画の概要」
を学園報により学内外に公表する。以後現在まで続く。
平成 7（1995）年 12 月：

カリキュラム改善を目的とする「北里大学入学に関するアン

ケート調査」を当該年度の入学生全員に実施する（平成 10 年度まで継続）。
平成 10（1998）年：

FD と関連付けた自己点検・評価活動を本格化する。

平成 11（1999）年 12 月：

教育・学習，課外活動，就職支援，学生生活環境等の改善を

目的とする第 1 回「北里大学での学習等に関するアンケート調査」を在学生全員に実施
する。調査結果は，学生誌「Sophia Kai Ergon」，学園報において公表する。次回調査
は 5 年後とする。
平成 15（2003）年 4 月： 大学院感染制御科学府の開設に伴い，教員任期制を導入する。
平成 16（2004）年 10 月： 第 2 回「北里大学での学習等に関するアンケート調査」を実
施する。
平成 17（2005）年 4 月：

教員個々の教育・研究・診療の活動状況を多元的側面から客

観的に評価し，自己向上と組織活性化を目的とする「教員多元的業績評価制度」を全学
的に試行（平成 20 年までの 3 年間）する。医学部が全教員を対象とする教員任期制を
導入する。教員評価全学委員会を発足（9 月）させる。
平成 20（2008）年 4 月： 「教員多元的業績評価制度」は全学的な本格実施に移行する。
新規採用（昇任を含む）の教員には，任期制が適用される。教員評価全学委員会から答
申された「北里大学の求める教員像」を学内外に公表する。
北里大学の自己点検・評価の取組：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/jikotenken.html
平成 19（2007）年度北里学園自己点検・評価報告書：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/jigyoukeikaku/download/h19jigyouhoukoku.pdf
平成 20（2008）年度北里研究所総合事業計画
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/jigyoukeikaku/download/h20jigyoukeikaku.pdf
北里大学の求める教員像：
http://www.kitasato-u.ac.jp/daigaku/kyouinzo.html
上述の内容は，大学評価・学位授与機構「大学評価情報ポータル」にも掲出している。
大学評価・学位授与機構「大学評価情報ポータル」：
http://portal.niad.ac.jp/portal/index3/index3.aspx?code=1083
基礎情報：建学の精神，大学の理念，大学の特色，事業計画
評価情報：点検・評価に対する考え方，自己点検・評価の取組，北里大学点検・評価室
自己点検・評価報告書，大学基準協会「大学相互評価の取組」，大学基準協会「大
学相互評価結果」
，大学基準協会「大学認証評価への対応」
教育研究情報：大学の将来構想，特色ある取組
▼自己点検・評価活動及び評価結果の活用
全学委員会は，自己点検・評価の実施方法の基本方針，各学部等の点検・評価項目や実
施方法の調整，評価結果の公表・活用方法，第三者評価の基本方針などを扱う。全学委員
会は，学長，各学部，大学院研究科，大学附属病院，学識経験者の委員 16 名をもって構
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成される。（表 14-1）
表 14-1 北里大学自己点検・評価委員会の業務及び構成
業務：1) 自己点検・評価の実施方法に関する基本方針の策定，2) 学部等の自己点検・評価項目及び実
施方法に関する調整，3) 自己点検・評価の実施結果の公表及び活用方法，4) 第三者評価機関が行う大
学評価に関する基本方針の策定，5) その他自己点検・評価及び第三者評価に関し必要な事項
構成：1) 学長，2) 各学部（医学部を除く）
・一般教育部 7 名，3) 医学部（基礎系・臨床系）2 名，4) 医
療系研究科・北里生命科学研究所（学府を含む）2 名，5) 北里大学病院・北里大学東病院 2 名，6) 北
里研究所病院・北里研究所メディカルセンター病院 2 名，7) 学識経験者若干名

各学部・研究科における教育プログラムなどの自己点検・評価を行う組織は，
「自己点
検・評価委員会」
「多元的業績評価学部委員会」
「教育委員会」
「教務委員会」
「FD 委員会」
などがある。JABEE 対応委員会を設置する学部もある。各委員会は，学部の事業計画及
び事業の自己点検・評価に関すること，専任教員の多元的業績評価に関すること，教育方
法や教育手段の点検法・改善法の検討に関すること，学習・教育目標及び評価方法・評価
基準に関すること，学生による授業評価に関すること，
大学認証評価に関することを扱う。
伸長点と問題点の分析及び改善策を加えた，各委員会からの自己点検・評価結果は，
「自己
点検・評価委員会」を経て「教授会」
「研究科委員会」において討議される。全学に関わる
内容は，
「全学自己点検・評価委員会」を経て，各学部等の点検・評価結果とともに，「北
里大学学部長会」
「北里大学大学院委員会」において討議される。教学側の協議を経た点検・
評価結果は，
「北里研究所常任理事会」
「北里研究所理事会」
「北里研究所評議員会」におい
て審議，報告される。その項目は次のとおりである。
（表 14-2）
表 14-2 自己点検・評価結果の主な項目
1) 学園総合事業に対する自己点検・評価，2) 各学部等の主な事業と自己点検・評価，3) 事務本部各
部署の主な事業と自己点検・評価，4) 入学試験状況，5) 就職状況，6) 国家試験状況，7) 募金状況，
など

〔点検・評価〕
大学全体及び各学部・研究科等のすべての事業活動は，年度事業計画を立案し，中長期
事業計画の方針に照らして検討し，承認後に実施されている。年度事業計画は，
「計画」
「実
行」
「評価」「改善」のサイクルによって行っており，事業の実施後は，計画の達成度を評
価し，効果を測定している。必要性と妥当性の観点からあらためて内容を検証し，必要に
応じて改善策を求める。したがって，教育・研究・診療水準を維持・向上させるための自
己点検・評価システムは，十分整備され，有効に機能していると考える。自己点検・評価
結果は，学内外に公表されており，透明性を確保していると受け止めている。
ただ，全学自己点検・評価委員会の役割が明確でなく，十分に機能できていないこと，
教員評価全学委員会や新設の大学附属高等教育開発センターとの役割分担，連携を検討す
る必要があること，各学部・研究科においては多数の委員会が点検・評価活動に関わって
いるため，それらの委員会と自己点検・評価委員会の役割分担と連携を明らかにする必要
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性が浮上してきている。
自己点検・評価に対する学外者による検証
必須：自己点検・評価結果の客観性・妥当性を確保するための措置の適切性
任意：外部評価を行う際の，外部評価者の選任手続の適切性
任意：外部評価結果の活用状況

〔現状の説明〕
▼第三者評価に対する考え方：
本学は，点検・評価に対する基本的な考え方の第 3 項に，「第三者評価については，本
学の教育研究水準に関わる外部からの客観的な評価を受けるものであるので積極的に対応
していく」を掲げている。
自己点検・評価は，教育・研究・診療の活動状況を把握し，その分析結果を改善に役立
てる上で効果がある。しかし，自身の活動状況を自らが点検・評価することには限界もあ
り，第三者による客観的な評価を受け，点検・評価方法や評価内容の妥当性について判断
を仰ぐ必要性がある。このような認識の下に，本学は，以下の第三者評価を受けてきた。
▼取組の経過：
平成 5
（1993）年 12 月： 医学部において，
英国全国医学協議会（General Medical Council，
UK）による，医師養成教育課程と卒後臨床研修システムについての書面審査及び実地
審査を受ける。
平成 11（1999）年 7 月：

水産学部及び水産学研究科において，学部及び大学院研究科

の教育・研究に関わる評価と提言を目的とする「北里大学水産学部外部評価委員会」を
発足させる。平成 13（2001）年 3 月，外部評価委員会より水産学部外部評価報告書を
もって長所と改善点の提言を受ける。
平成 11（1999）年 12 月： 獣医畜産学部獣医学科において，全国獣医学関係大学代表者
協議会（国公私立 16 大学により構成）が行う，「獣医学教育についての横断的評価」
（私立 5 大学による相互評価）を受ける。
平成 12（2000）年 5 月：

（財）大学基準協会による「大学相互評価」を受審し，全

学の教育・研究・運営の状況に対し，大学基準適合の認定を受ける。
提言は，助言 18（長所 12，問題点 6），勧告 2，参考意見 13 点を受ける。
平成 15（2003）年 7 月：

北里大学病院において，（財）日本医療機能評価機構による

「病院医療機能評価」を受審し，認定を受ける。
平成 17（2005）年 5 月：

水産学部において，日本技術者教育認定機構（JABEE）によ

る「水産生物科学教育プログラム」の認定を受ける。
平成 18（2006）年 9 月：

学校法人運営調査委員による実地調査が行われ，管理運営，

財政状況等に関して，特に改善事項の指摘はなく，学校法人の運営状況は適正と評価さ
れる。
平成 19（2007）年 5 月：

獣医畜産学部生物生産環境学科において，日本技術者教育認

定機構（JABEE）による「環境創造技術プログラム」の認定を受ける。
平成 20（2008）年 4 月：

会計検査院による実地検査が行われ，科学研究費補助金など

競争的資金の会計処理に関して，特に改善事項の指摘はなく，学校法人の経理・会計処
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理は適正と評価される。
平成 20（2008）年 8 月：

北里大学東病院において，（財）日本医療機能評価機構によ

る「病院医療機能評価」を受審し，認定を受ける。
平成 21（2009）年 1 月：

（財）大学基準協会認証評価の受審予定。

第三者評価の取組：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/dai3sya.html
大学基準協会認証評価への対応：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/taiou.html
北里大学点検・評価室：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/hyokasitsu.html
〔点検・評価〕
第三者機関の評価を受けることは，自己点検・評価結果の客観性，妥当性を検証し，改
めて自己認識し，学内外に鮮明にするための措置として有効である。
（財）大学基準協会「大学相互評価」受審 4 年後の平成 16（2004）年７月，指摘を受
けた助言（問題点の指摘）6 項目，勧告 2 項目に関わる「改善報告書（中間報告書）
」を提
出した。これに対し，平成 17（2005）年 3 月に検討結果の示達を受けたが，この点につ
いては最終改善報告書を認証評価申請時（平成 21（2009）年１月）に提出することを求
められており，北里大学点検・評価室，全学自己点検・評価委員会，学部自己点検・評価
委員会において改善の進捗状況を鋭意確認し対処している。このことからも，継続的組織
的な検証を行う上で大学基準協会の第三者評価は有効に作用している。
JABEE による認定を受けた学部（獣医学部生物環境科学科，海洋生命科学部）におい
ても，審査時に指摘された点について改善を進めており，外部評価結果を有効に活用して
いると考える。第三者評価取組の経過に挙げた，各学部等の専門分野を中心とする第三者
評価（外部評価委員会を含む）は今後，全学的な取組として拡大を促進したい。
大学に対する社会的評価等
任意：大学，学部，大学院研究科の社会的評価の活用状況
任意：自大学の特色や「活力」の検証状況

〔現状の説明〕
▼国家試験に関わる職能教育の社会的評価：
本学は，大学，学部，大学院研究科に対する社会的評価の検証を行う体制は整えていな
いが，13 の国家資格に関わる医療専門職及び獣医師養成の大学教育を行っており，国家試
験合格率は，社会的に高い信頼と評価を得ることにつながるために，国試対策委員会や教
員の自主的な指導の下に，万全の教育対策を講じている。国家試験の結果は，本学学生の
成績をありのままに伝える目的で在学生や保護者を始め広く社会に公表している。いずれ
の職種においても全国平均をかなり上回る好成績を修めている。
平成 20 年各種国家試験結果
http://www.kitasato-u.ac.jp/daigaku/kokusi/index.html
▼教育研究水準に対する社会的評価：
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研究水準を示す「科学研究費補助金の申請及び採択状況」
，教育改革の具体的な成果が
ためされる「大学教育改革プログラム等の採択状況」，研究プロジェクトの水準を評価さ
れる「ハイテク・リサーチ・センター整備事業」
「学術フロンティア推進事業」
「オープン・
リサーチ・センター整備事業」など競争的な教育研究課題の採択状況は，つねに注視して
いる。特に科研費は重視しており，テーマの設定方法や申請書の作成要領などを共有する
ために研究者・実務者の説明会を開催している。研究プロジェクトについては，必要に応
じてプログラム発掘の委員会を立ち上げ，学部長会等を通して研究プロジェクトの編成を
促している。
（表 14-3，14-4，14-5，14-6，14-7）
表 14-3 科学研究費補助金の申請及び採択状況
平成 15 年度

平成 16 年度

平成 17 年度

平成 18 年度

平成 19 年度

申請者数

650

552

576

551

517

申 請 率

62.7%

53.6%

54.9%

51.6%

47.8%

交付内定数

182

206

189

179

170

採 択 率

26.2%

33.7%

30.2%

30.3%

30.7%

36

36

42

42

55

4

5

6

6

7

順

国公私立大学

位

私立大学

表 14-4 大学教育改革プログラム等の採択状況
申請
年度
H14
年度
H15
年度
H16
年度

H19
年度

H20
年度

プログラム名

拠点リー
ダー
大村 智

申請部門

区分

単/共

感染制御
科学府
薬学部・薬
学研究科
獣医畜産
学部
獣医畜産
学部
医学部
医療系研
究科
看護学部

21COE

単独

天然素材による抗感染症薬の創製と基盤研究

特色 GP

単独

新時代の医療を担う薬剤師養成教育の実践

海外

単独

米国臨床獣医学教育のシステムと技術研究

小宮山貴
子
岡野昇三

海外

単独

米国大学における獣医核医学の技術研修

佐野忠士

医療人 GP
がんプロ

共同
共同

臨床研究人材育成教育コンソーシアム
南関東圏における先端的がん専門家の育成

相澤好治
岡安 勲

学び直し

単独

高橋真理

薬学部

教育 GP

単独

女性看護職・養護教諭のための「ウィメンズヘ
ルス・カウンセラー」養成プログラム
成人期学生とシニア薬剤師の交差融合型教育

医学部

戦略的大
学連携

実践的プロジェクト教育による多角的連携に基
づく人材育成と医療イノベーション

佐藤敏彦

大学病院

大学病院
連携型
高度医療
人養成

共同
(申請
校)
共同
(連携
校)

研修医の多様な要望に応える専門医養成事業−
南関東・静岡地域を起点とした地域住民に信頼
される高度医療人の養成−

山梨大学

鈴木順子

表 14-5 ハイテク・リサーチ・センター整備事業の採択状況
研究期間
平成 8 年度〜

区分
新規

研究組織
薬学研究科

研究事業名
抗ウイルス及び抗ガン薬の開発をめざした総合ハ
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平成 12 年度
平成 9 年度〜
平成 13 年度
平成 13 年度〜
平成 17 年度
平成 14 年度〜
平成 18 年度
平成 14 年度〜
平成 18 年度
平成 18 年度〜
平成 20 年度
平成 19 年度〜
平成 23 年度
平成 19 年度〜
平成 23 年度

イテク・リサーチプロジェクト
新規

獣医畜産学研究科

新規

医療系研究科

新規

薬学研究科

継続

獣医畜産学研究科

継続

医療系研究科

新規

薬学研究科

獣医畜産領域への先進バイオ技術還元に関する基
礎技術開発総合プロジェクト
遺伝子高次機能解析センター
新たな薬物創製と薬物療法開発のためのトランス
レーショナル・リサーチ・センター
獣医畜産領域への先進バイオ技術還元に関する基
礎技術開発総合プロジェクト
遺伝子高次機能解析センター

重要疾患に対するドラッガブル化合物ライブラリ
の構築とリード化合物の創製・最適化のための戦略
的創薬科学センター
新規

獣医畜産学研究科

比較生命科学を基盤とした獣医・畜産領域への先進
生命科学研究の応用プロジェクト

表 14-6 学術フロンティア推進事業の採択状況
研究期間
平成 9 年度〜
平成 13 年度
平成 17 年度〜
平成 21 年度

区分

研究組織

新規

医学研究科

新規

医療系研究科

研究事業名
健康・長寿と環境医科学
難治がんの増殖の分子基盤に基づくテーラーメイ
ド多剤分子標的療法の開発

表 14-7 オープン・リサーチ・センター整備事業の採択状況
研究期間
平成 19 年度〜
平成 23 年度

区分
新規

研究組織
獣医畜産学研究科

研究事業名
動物医療応用高度画像解析オープン・リサーチ・
センター

▼メディアの大学評価：
朝日新聞社「大学ランキング」
，読売新聞社「大学の実力調査」
，週刊東洋経済「本当に
強い大学」，ベネッセコーポレーション「大学満足度調査」などの各種メディア・雑誌社に
よるアンケート調査には積極的に情報を提供し，様々な角度から社会的な評価を受けるよ
うに努めている。平成 18（2006）年，平成 19（2007）年に週刊東洋経済が行った「日本
の大学トップ 100」では，教育力，就職力，財務力が評価され総合で第 10 位，第 11 位に
ランクされた。
▼特色性に対する社会的評価：
特色については，以下の 4 つを掲げて推進している（点検・評価項目第 2「教育研究組
織」を参照）。大学 HP や大学案内等を通しても発信している。新入生の中には，大学 HP
の特色ある取組サイトを見て入学を志願したと答える学生も把握される。在学生全員を対
象とする「学習等に関するアンケート調査」を実施して，学生の認識度を把握し，情報発
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信の状況も分析したい。
特色 1：感染制御教育研究
グローバリゼーションや地球環境の急速な変化により，感染症の様相は著しく変化して
いる。高病原性トリインフルエンザ等の新興感染症に加え，結核，マラリア，麻疹等の感
染症の脅威に世界はさらされている。このような感染症の脅威に対処するために，21 世紀
COE プログラム「天然素材による抗感染症薬の創製と基盤研究」では，感染制御研究教育
拠点の形成に努め，若手研究者の育成と新規抗感染症薬候補物質 20 種 65 成分の発見など
多くの成果をあげた。その成果をもとに平成 19（2007）年，
「北里大学感染制御研究機構」
を構築した。本取組は，感染制御研究機構の下に，大学院各研究科が連携し，感染症の予
防・治療薬開発から臨床までを総合的に研究教育する。特に，基礎研究からのトランスレ
ーショナルリサーチとワクチン開発を強化し，迅速な感染症対策と抗感染症薬・ワクチン
開発を総合的な視点で展開できる拠点において，国際的に通用する研究者や医療従事者を
育成し社会貢献を目指している。
北里大学感染制御研究機構：http://www.kitasato-u.ac.jp/daigaku/kansenkikou.html
特色 2：チーム医療教育
医療の高度化・細分化，疾病構造の変化や人口構造の変化に伴い，医療の構造も大きく
変化しつつあり，
「チーム医療」が重要視されている。しかし，医療チーム内の多種多様な
医療専門職間で相互の職能を理解し，機能的な連携を取ることができる医療人を養成する
ことは，必ずしも容易ではない。本取組は，医療系 4 学部と大学附属 4 病院を擁する本学
の専門教育の実績を基盤に，患者中心の良質な医療実践に不可欠な医療専門職の協働「チ
ーム医療」を学ぶことを目的とする。医療系 4 学部及び保健衛生専門学院・看護専門学校
の 1,200 名余の学生が毎年 5 月，学部横断型のチーム医療演習に一斉に取組んでいる。
チーム医療教育プログラム：http://www.kitasato-u.ac.jp/daigaku/team_iryou/index.html
特色 3：農医連携教育研究
21 世紀における予防医学の目標には，ハイリスクへの対応，疾病の発生予防，健康増進
と質の向上等の課題がある。これら医学分野の課題を解決するためには，他の学問領域，
とくに農学と連携した総合的な取組が必要とされる。このため，生命科学の広汎な領域を
網羅する本学は，農学と医学が連携した科学「農医連携教育研究」を提唱し，食・環境・
健康をめぐる現代的課題の解決を目標に掲げ，本学独自の取組を推進している。
農医連携教育研究：http://www.kitasato-u.ac.jp/daigaku/noui/index.html
特色 4：自校教育「北里の世界」
自校教育の目的は，新入生が本学発祥のルーツを学祖とその高弟，北里研究所の歩み，
細菌学・免疫学の発展の歴史などを通して学ぶことにある。統合を期に北里柴三郎記念室
がプログラムに参加し，教育内容に厚みを増した。一般教育部が中心となって企画，実施
している。
「北里の世界」
：http://www.kitasato-u.ac.jp/clas/curriculum/pdf/AAA2220107601.pdf
〔点検・評価〕
国家試験合格率は，いずれの職種においても全国平均をかなり上回る高い合格率を維持
している。このことは，社会的に高い信頼と評価につながっていると受け止めている。国
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家試験の結果は，広く社会に公表しており，信頼性を増す一助となっている。
教育研究水準を如実に示す科研費などの競争的資金の募集情報・申請状況は，つねに注
視されており，研究者，実務者にタイムリーな情報を提供している。申請・採択状況は，
大学 HP 等で公表しており，社会的な評価を得る上で適切に対応していると考える。各種
メディア・雑誌社が行うアンケート調査にも積極的に情報を提供しており，これは，
「外部
からの客観的な評価を受ける」との本学の姿勢を表すものと受け止めている。特色性の把
握については，在学生に「学習等に関するアンケート調査」を実施し，学生の認識度を把
握し，情報発信の適切性と評価を検証する。社会的な存在である大学の現状を把握するた
めに，大学，学部，大学院研究科に対する社会的評価を検証する体制を検討する。
大学に対する指摘事項および勧告などに対する対応
必須：文部科学省からの指摘事項および大学基準協会からの勧告などに対する対応

◇文部科学省からの指摘事項に対する対応
〔現状の説明〕
学部，学科，大学院研究科の新増設等の認可・届出の際に，文部科学省から指摘された
事項（留意事項）については，早期に改善するように努力してきた。改善報告書（中間報
告書）提出以降の指摘事項とその対応を次に述べる。
▼大学院研究科課程変更認可：感染制御科学府感染制御科学専攻博士後期課程
15 文科高第 589 号：平成 15（2003）年 11 月 27 日認可
年次履行状況報告書：平成 16（2005）年 4 月 1 日
留意事項：獣医畜産学部生物生産環境学科，理学部物理学科,生物科学科の定員超過の是
正に努めること。
1 獣医畜産学部生物生産環境学科
平成 16（2004）年度の獣医畜産学部生物生産環境学科の入学試験状況は，募集定員 100
名に対して入学定員超過状況は 1.16 である。
平成 12（2000）年度の入学定員超過率は 1.69，平成 14（2002）年度は 1.35 と募集定
員を大幅に超過した。これは畜産土木工学科から生物生産環境学科へ学科名称を変更した
平成 11（1999）年度以降，前期選抜入試の合格者に占める入学者の割合（入学者率）の
変動が大きく，入学者数の予測が困難だった理由による。前期選抜入試の合格判定は従前
にも増して慎重に行うことで定員超過の是正に努め，平成 13（2001）年度からの 4 年間
の平均入学定員超過率は 1.19 となった。
2 理学部物理学科
平成 16（2004）年度の理学部物理学科の入学試験状況は，募集定員 40 名に対して入学
定員超過状況は 1.22 である。
平成 16（2004）年度の合格者決定の際，これまでの歩留まり率データを参考に慎重に
判定を行い，繰上合格者に対しても細心の注意を払った結果，超過率は改善した。しかし，
過去 4 年間の平均入学定員超過率は依然として 1.31 と大幅な超過状態であるために，今
後も合格者の決定に際しては細心の注意を払い，慎重に判定していく。
3 理学部生物科学科
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平成 16（2004）年度の理学部生物科学科の入学試験状況は，募集定員 60 名に対して入
学定員超過状況は 1.28 である。
平成 16（2004）年度の合格者決定の際，これまでの歩留まり率データを参考に慎重に
判定を行い，繰上合格者に対しても細心の注意を払った結果，超過率は改善し，過去 4 年
間の平均入学定員超過率は 1.23 となった。
▼大学の収容定員の増加に係る学則変更認可：薬学部薬学科，製薬学科
16 校文科高第 186 号：平成 16（2004）年 11 月 30 日認可
年次履行状況報告書：平成 17（2005）年 5 月 1 日
留意事項：理学部物理学科の定員超過の是正に努めること。
▼大学院研究科課程変更認可：感染制御科学府感染制御科学専攻博士後期課程
16 文科高第 1034 号：平成 17（2005）年 3 月 30 日
年次履行状況報告書：平成 17（2005）年 5 月 1 日
留意事項：獣医畜産学部生物生産環境学科，理学部物理学科・生物科学科の定員超過の
是正に努めること。
1 獣医畜産学部生物生産環境学科
平成 17（2005）年度の獣医畜産学部生物生産環境学科の入学試験状況は，募集定員 100
名に対して入学定員超過状況は 1.26 である。
2 理学部物理学科
平成 15（2003）年度入試までの入学者数は，いずれも入学定員の 1.3 倍を超えていた。
これは，正規合格者を毎年同数程度出しているものの，その歩留り率及び繰上合格者に対
する歩留り率が過去データと乖離し，それが入学者数に反映した結果であった。
平成 16（2004）年度入試からは，過去の歩留り率データを参考にするものの，特にそ
の年度の入学辞退者状況を慎重に分析し，繰上合格者の決定を実施した。その結果，平成
16（2004）年度入試は 1.22 倍，平成 17（2005）年度入試は 1.15 倍と改善することがで
き，平均入学定員超過率も 1.28 倍と 1.3 倍を下回ることができた。今後もより一層の注意
を払って合格者等を決定していく。
3 理学部生物科学科
平成 17（2005）年度における理学部生物科学科の入学試験状況は．募集定員 60 名に対
して入学定員超過状況は 1.25 である。
平成 17（2005）年度の合格者決定の際，これまでの歩留まり率データを参考に慎重に
判定を行い，繰上合格者に対しても細心の注意を払った結果超過率は改善し，過去 4 年間
の平均入学定員超過率は 1.25 となった。
▼大学の収容定員の増加に係る学則変更認可：医療衛生学部健康科学科，医療検査学科
17 校文科高第 301 号：平成 17（2005）年 7 月 29 日認可
年次履行状況報告書：平成 18（2006）年 5 月 1 日
留意事項：理学部化学科の定員超過の是正に努めること。
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▼大学の収容定員の増加に係る学則変更認可：薬学部薬学科（6 年制），薬科学科
17 校文科高第 351 号：平成 17（2005）年 9 月 30 日認可
年次履行状況報告書：平成 18（2006）年 5 月 1 日
留意事項：理学部化学科の定員超過の是正に努めること。
▼大学院研究科課程変更認可：感染制御科学府感染制御科学専攻博士後期課程
17 文科高第 808 号：平成 18（2006）年 3 月 17 日
年次履行状況報告書：平成 18（2006）年 5 月 1 日
留意事項：獣医畜産学部生物生産環境学科，理学部物理学科・生物科学科・化学科の定
員超過の是正に努めること。
1 獣医畜産学部生物生産環境学科
平成 18（2006）年度の獣医畜産学部生物生産環境学科の入学試験状況は，募集定員 100
名に対して入学定員超過状況は 1.23 である。
平成 12（2000）年度の入学定員超過率は 1.69，平成 14（2002）年度は 1.35 と募集定
員を大幅に超過した。これは畜産土木工学科から生物生産環境学科へ学科名称を変更した
平成 11（1999）年度以降，前期選抜入試の合格者に占める入学者の割合（入学者率）の
変動が大きく，入学者数の予測が困難だった理由による。前期選抜入試の合格判定は従前
にも増して慎重に行うことで定員超過の是正に努め，平成 15（2003）年度からの 4 年間
の平均入学定員超過率は 1.20 となった。
2 理学部物理学科
平成 15（2003）年度入試までの入学者数は，いずれも入学定員の 1.3 倍を超えていた。
これは，正規合格者を毎年同数程度出しているものの，その歩留り率及び繰上合格者に対
する歩留り率が過去データと乖離し，それが入学者数に反映した結果であった。
平成 16（2004）年度入試からは，過去の歩留り率データを参考にするものの，特にそ
の年度の入学辞退者状況を慎重に分析し，繰上合格者の決定を実施した。その結果，平成
16（2004）年度入試は 1.22 倍，平成 17（2005）年度入試は 1.15 倍と改善することがで
きたが，平成 18（2006）年度入試においては，大学入試センター試験利用選抜の歩留り
率が例年よりもはるかに高かったため，1.3 倍を超えてしまった。4 年間の平均超過率では
1.3 倍を超えなかったものの，この反省を踏まえて入学者数を抑えめに設定し，今後もよ
り一層の注意を払って合格者等を決定していく。
3 理学部生物科学科
平成 18（2006）年度の理学部生物科学科の入学試験状況は，募集定員 60 名に対して入
学定員超過状況は 1.41 である。
平成 18（2006）年度の合格者決定の際，これまでの歩留まり率データを参考に慎重に
判定を行い，繰上合格者に対しても細心の注意を払ったが，選抜入試合格者の歩留り率が
例年よりもかなり高く，入学者数を読み誤ったためである。この反省を踏まえて今後は入
学者数を抑えめに設定し，より慎重に合格者数等を決定していく。
4 理学部化学科
平成 16（2004）年度入試までの入学者数は，いずれも入学定員の 1.3 倍を超えていた。
これは，正規合格者を毎年同数程度出しているものの，その歩留り率及び繰上合格者に対
する歩留り率が過去データと乖離し，結果として定員超過に繋がったものである。平成 17
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（2005）年度入試は，過去の歩留り率データを参考にするものの，特にその年度の入学辞
退者状況を慎重に分析し，繰上合格者の決定を実施した結果，1.23 倍となった。平成 18
（2006）年度入試は，さらに正規合格者にかかる歩留り率の分析を慎重に行い，合格者決
定を実施した結果，1.16 倍となり大幅に改善することができ，平均入学定員超過率も 1.28
倍と 1.3 倍を下回った。今後もより一層の注意を払って合格者等を決定していく。
▼学部学科設置届出：獣医学部
設置届出受理：平成 18（2006）年 7 月 28 日
留意事項：なし
▼大学院研究科課程変更認可：感染制御科学府感染制御科学専攻博士後期課程
18 文科高第 699 号：平成 19（2007）年 3 月 1 日
年次履行状況報告書：平成 19（2007）年 4 月 1 日
留意事項：獣医畜産学部生物生産環境学科，理学部物理学科・生物科学科・化学科の定
員超過の是正に努めること。医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻，視
覚機能療法学専攻の入学定員超過の是正に努めること。
1 獣医畜産学部生物生産環境学科
獣医畜産学部生物生産環境学科は平成 19（2007）年度から学生募集を停止した。改組
後の生物環境科学科の入学試験状況は，募集定員 80 名に対して入学定員超過状況は 1.29
である。改組後の入試初年度のため，これまでの歩留まり率データが参考にならず，入学
者数を読み誤ってしまった。この反省を踏まえて，今後はより慎重に合格者数等を決定し
ていく。
2 理学部物理学科
平成 16（2004）年度，平成 17（2005）年度は，過去の歩留り率データを参考にし，特
にその年度の入学辞退者状況を慎重に分析することにより，繰上合格者の決定を実施した
結果，平成 16（2004）年度 1.22 倍，平成 17（2005）年度 1.15 倍となった。しかしなが
ら，平成 18（2006）年度入試では，今までとは異なり，入学手続きにおいて 2 段階方式
（1 次手続締切時：入学金のみ，2 次手続締切時：その他学費の全額納入）を導入したこ
とにより，歩留り率が予想を上回り 1.32 倍となった。
平成 19（2007）年度入試では，平成 18（2006）年度入試を踏まえ慎重に合格者を決定
したが，１次手続者の状況が，１次手続締切時点で，前年度（選抜とセンター）を 19 名
も下回っており，センター併用選抜の手続き状況からも 2 次手続者の増加は見込めないも
のと判断し，繰上合格等を実施した。しかしながら，手続き終盤で状況が変化し，結果的
に繰上合格等から入学した 10 名が大幅な超過要因となり 1.47 倍となった。平均入学定員
超過率は 1.3 倍を下回っているものの，平成 20（2008）年度入試からは，定員遵守を確実
なものとするため，正規合格者数を削減するとともに，繰上合格の時期についても，細心
の注意を払って行っていく。
3 理学部生物科学科
理学部生物科学科の平成 18（2006）年度の年次履行状況調査時における平成 18（2006）
年度の入学定員超過率は 1.41 倍であり，さらに平均入学定員超過率も 1.30 倍となってい
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た。このことを踏まえ，平成 19（2007）年度選抜入試においては，過去の歩留り率を慎
重に検討し，さらに 3 月末日締切りによる辞退者の増加予想などを考慮して，平成 18
（2006）年度より 12 名合格者を削減し，センター前期においても 42 名削減した。しかし
ながら，歩留り率は上昇し，結果的に大幅な定員超過となった。
平成 20（2008）年度入試においては，歩留りの状況等をさらに深く調査分析し，正規
合格者数を大幅に削減して，
入学定員を遵守できるように細心の注意を払って合格者等を
決定していく。
4 理学部化学科
平成 18（2006）年度入試は，過去の歩留り率データと当該年度の入学辞退者状況を慎
重に分析し，合格者の決定を実施した結果 1.16 倍となり，平均入学定員超過率も 1.28 倍
となった。しかしながら，平成 19（2007）年度入試は平成 18（2006）年度入試と同様に
分析し，慎重に合格者を決定したはずであったが，予想歩留り率と大幅に乖離し 1.55 倍と
なった。
平成 20（2008）年度入試は，定員遵守を確実なものとするため，正規合格者数を大幅
に削減し，さらに繰上合格についても，細心の注意を払って行っていく。
5 医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻，視覚機能療法学専攻
両専攻における平成 17（2005）年度入試までの入学者数は，いずれも入学定員超過率
1.3 倍未満で推移していたが，平成 18（2006）年度における入学者数は入学定員の 1.4 倍
を超過した。合格判定は，従前通り，過去の歩留り率データに基づいて正規合格者及び補
欠者の決定をしていたものの，過去に類を見ない歩留り状況により，繰上合格者を１名も
出さず，結果的に入学定員超過となった。
平成 19（2007）年度入試においては，合格判定時に，過去の歩留り率データを慎重に
分析し，また補欠者の繰上合格については従前にも増して注意を払い定員超過の是正に努
めた。その結果，両専攻の入学定員超過率は大幅に改善されて 1.1 倍以下に抑えられ，４
年間の平均入学定員超過率も 1.26 倍となった。今後も，合格判定にはより一層細心の注意
を払い，入学定員超過の是正に努めていく。
〔点検・評価〕
文部科学省からの指摘（留意事項）については，該当学部学科専攻の定員超過状況を早
期に改善するよう努力してきた。以下にその改善状況を要約する。
（表 14-8）
表 14-8 指摘を受けた学部学科専攻の定員超過の改善状況
学部・学科

入学定員

入学者 1.30 超の

過去 4 年間の平均

年度（過去 4 年間） 入学定員超過率
獣医畜産学部生物生産環境学科 ※

100

なし

1.25

理学部物理学科

40

2006，2007

1.26

理学部化学科

80

2007

1.26

理学部生物科学科

60

2006，2007

1.29

医療衛生学部リハビリテーション学科

38

2006

1.21
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理学療法学専攻
医療衛生学部リハビリテーション学科

28

2006，2008

1.30

視覚機能療法学専攻
※獣医畜産学部生物生産環境学科（定員 100 名）は，平成 19（2007）年度より獣医学部生物環境科学科
（定員 80 名）に改組。

定員超過状況を改善するために，いずれの学部学科専攻においても入試合格判定を慎重
に行い，正規合格者を発表してきた。補欠者の繰上げ合格にも十分な注意を払ってきた。
その結果，過去 4 年間の平均入学定員超過が 1.30 を超える学部学科専攻はなかった。し
かし，単年度で見れば，歩留まり率の読み違いなどの理由により，入学者が入学定員の 1.30
倍を超えた年度が見られる。入学定員の小規模な学科専攻は，数名の読み違えが大きく影
響することを配慮し，定員管理に最大限の注意を払うべきところ，甘さがあった。このこ
とを真摯に反省し，今後は厳正な定員管理を行うように最善を尽くす。
◇大学基準協会からの勧告などに対する対応
〔現状の説明〕
（財）大学基準協会「大学相互評価」受審 4 年後の平成 16（2004）年７月，指摘を受
けた助言（問題点の指摘）6 項目，勧告 2 項目に関わる「改善報告書（中間報告書）
」を提
出した。これに対して，平成 17（2005）年 3 月に検討結果の示達を次のとおり受けた。
▼平成 16（2004）年大学相互評価改善報告書（中間報告書）に対する示達事項
大基委相第 282 号：平成 17（2005）年 3 月 29 日
1 概評：平成 12（2000）年度の大学基準協会大学相互評価に際し，問題点の指摘に関
する助言として 6 項目，勧告として 2 項目の改善報告を求めたが，これらの助言・勧告
を真摯に受け止め，多くの項目について改善への取り組みは満足すべきものであり，全
般的に改善への意欲が伺える。
ただし，医学部医学科，理学部物理学科，医療衛生学部衛生技術学科の収容定員に対
する在籍学生数比率は，改善への取り組みが見られるものの依然として高くなっている
ので今後も定員の見直しを含めてその適正化に努力し，次の相互評価の際にその結果を
報告することが望まれる。
2 今後の改善経過について再度報告を求める事項：医学部医学科，理学部物理学科，医
療衛生学部衛生技術学科の収容定員に対する在籍学生数比率が依然として高いので改善
に努力し，その結果を報告することが望まれる。
指摘事項については，以下に改善の取組と改善状況を報告する。
1 医学部医学科
医学部医学科では，主に留年対策として，クラス主任を中心とした細部に渉る指導，6
年生に対する専属教員(教授または准教授)を配置のうえの個別指導を強化してきた。その
効果もあり，指摘された平成 8（1996）年度当時の 680 名（在籍学生比率 1.13）に比べ状
況は改善した（下表）
。平成 13（2001）年度〜平成 15（2003）年度の 3 年間は 640 名前
後（在籍学生比率 1.06〜1.07）で推移してきたが，平成 16（2004）年度より再び留年者
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が増加傾向にある。このために，個別指導を強化し，学生の留年対策にさらに一層努めて
いる。

入学

編入学

定員

定員

12

100

0

13

100

14

100

15

収容

在籍学生数

在籍学生

在籍学生比

総数(B)

率 (B)/(A)

1 年次

2 年次

3 年次

4 年次

5 年次

6 年次

600

644

1.07

104

110

99

110

103

118

0

600

638

1.06

106

102

110

102

104

114

0

600

640

1.07

104

110

100

109

104

113

100

0

600

641

1.07

110

108

109

100

109

105

16

100

0

600

649

1.08

101

119

103

114

93

119

17

100

0

600

652

1.09

108

107

113

107

111

106

18

100

0

600

662

1.10

108

113

103

114

105

119

19

100

0

600

663

1.11

110

115

108

104

114

112

年度

定員
(A)

2 理学部物理学科
理学部物理学科では，チューター教員による教育指導を行い，留年者を出さないように
努力してきた。その結果，在籍学生数は，平成 14（2002）年度の 1.34 をピークに減少し，
平成 16（2004）年度からの 3 年間は 1.23 と低下してきた（下表）
。しかし，平成 19（2007）
年度は入学者の歩留まり率が予想以上に高く，入学定員超過率が 1.48 となったことにより，
学生在籍率は再び 1.26 に上昇した。平成 20（2008）年度入試はこの状況を改善するため
に，正規合格者を慎重に定めたうえで補欠者の繰り上げを細やかに行うとともに，合否判
定を詳細に検討する新たな仕組みを導入し，入学定員超過率を 1.10 に抑えたことにより在
籍学生比率は 1.22 と改善されており，今後もこの仕組みを維持するとともに，留年者対策
に一層努めている。
収容

在籍学生

定員

総数

(A)

(B)

0

160

0

160

40

0

15

40

16

入学

編入学

定員

定員

12

40

13

40

14

年度

在籍学生数

在籍学生比
率 (B)/(A)

1 年次

2 年次

3 年次

4 年次

199

1.24

57

54

49

39

206

1.29

54

61

58

33

160

215

1.34

59

45

64

47

0

160

211

1.32

57

55

43

56

40

0

160

197

1.23

51

52

53

41

17

40

0

160

197

1.23

46

54

51

46

18

40

0

160

197

1.23

54

46

49

48

19

40

0

160

202

1.26

62

51

42

47

20

40

0

160

195

1.22

45

57

51

42

3 医療衛生学部衛生技術学科
医療衛生学部衛生技術学科では，在籍学生数比率改善の一環として，進行中の衛生技術
学科の改組と収容定員数の見直しを平成 17（2005）年度事業計画に位置づけ，平成 18
（2006）年度に実態に即した学科改組と収容定員の適正化を実行した。平成 12（2000）
年度からの 6 年間は 1.2 倍を超える状況が引き続いたが，平成 18（2006）年度の改組と
収容定員の見直しにより，1.2 倍以下に改善された。現在学年進行中であるが，在籍学生
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数は抑制的に推移している。

年度

学

科

入学

編入学

定員

定員

収容
定員
(A)

在籍学生数

在籍学生

在籍学生比

総数(B)

率 (B)/(A)

1 年次

2 年次

3 年次

4 年次

12

衛生技術学科

120

12

492

599

1.22

157

150

150

142

13

衛生技術学科

120

12

500

611

1.22

163

154

157

137

14

衛生技術学科

120

12

504

633

1.26

155

161

155

162

15

衛生技術学科

120

12

504

625

1.24

156

164

156

149

16

衛生技術学科

120

12

504

628

1.25

148

162

163

155

17

衛生技術学科

120

12

504

625

1.24

159

147

157

162

18

衛生技術学科

−

384

455

1.18

−

159

138

158

90

108

1.20

108

−

−

−

19

20

医療検査学科

90

4

健康科学科

40

−

40

46

1.15

46

−

−

−

−

260

295

1.13

−

−

156

139

衛生技術学科
医療検査学科

90

4

182

217

1.19

105

112

−

−

健康科学科

40

−

80

96

1.20

55

41

−

−

−

−

−

154

132

154

1.17

−

医療検査学科

90

4

276

323

1.17

105

110

108

−

健康科学科

40

−

120

142

1.18

53

48

41

−

衛生技術学科

〔点検・評価〕
1 医学部医学科
医学部医学科では，収容定員に対する在籍学生比率の改善策として，留年対策の一環で
ある個別指導を行い，特に低学年時から再試験科目数が多い学生については，クラス主任・
科目責任者・担当者との連携を密にした指導を行っている。成績下位者については生活指
導，学習指導の両面から学生を指導する「特定懇和会」を中心にして指導体制をとってい
る。これらは，指摘事項に対する改善の努力と受け止めている。
現在の在籍学生比率は，好ましい状態ではないので，平成 21（2009）年度からの定員
増（100→110 名）の対応と合わせて，個別指導を強化し，学生の留年対策を強化する。
2 理学部物理学科
理学部物理学科では，入試合格者判定を慎重に行い，また留年者を出さないように指導
に努めており，在籍学生比率の改善に努力している。現在の比率は 1.22 であるが，今後も，
第一に入試合格者判定に一層慎重を期し，正規合格者を慎重に定めたうえで補欠者の繰り
上げを細やかに行う。第二にチューター教員による教育指導の下に，留年者対策を強め，
引き続き改善に向けて努力する。
3 医療衛生学部衛生技術学科
医療衛生学部衛生技術学科では，衛生技術学科の改組と収容定員数の見直しを行い，指
摘された在籍学生比率の改善ができたと受け止めている。改組後の健康科学科，医療検査
学科は学年進行中であるので，特に入試合格者判定は慎重に行い，引き続き改善状況の維
持に努めたい。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
自己点検・評価をより実質化するために，大学全体及び各学部・研究科等の事業活動を
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「計画」
「実行」
「評価」
「改善」のサイクルにのせてきた従来の取組は，今後も確実に実施
する。
「自己点検・評価結果報告書」
「事業計画書」は，透明性を確保するために，引き続
き学内外に公表していく。この考えのもとに以下の改善方策を立てて取組む。
1 大学全体及び各学部・研究科等の教育・研究・診療活動の現状と課題を全教職員が共有
し，大学全体の質の向上につなげるために，自己点検・評価委員会の運営方法を見直す。
1) 全学自己点検・評価委員会の役割を明確にし，より活発に機能させる。教員評価全学
委員会や新設の大学附属高等教育開発センターとの役割分担，連携を検討する.
2) 各学部・研究科等においては，自己点検・評価委員会と様々な点検・評価活動に関わ
る他の委員会との役割分担と連携を明確にする。
2 学外者による検証を受けることは，自己点検・評価結果の客観性，妥当性を検証し，改
めて自己認識し，学内外に鮮明にするための措置として有効であるので，この導入を検討
する。
3 各学部等の専門分野を中心とする第三者評価（外部評価委員会を含む）は今後，全学的
な取組として拡大を促進する。
4 大学独自の自己点検・評価報告書と第三者評価の作業を平行することは，日常の教育・
研究・診療・管理運営を抱える中で負担が大きい。そこで大学独自の自己点検・評価項目
と第三者評価機関の点検・評価項目の統一を検討する。
5 大学に対する社会的評価に関わり，スペシャリストを養成する大学として高い国家試験
合格率を維持することは，社会的に高い信頼と評価を得ることになる。このため，さらに
きめ細かな国家試験対策を推進する。国家試験の結果は，引き続き広く社会に公表し，本
学への信頼性を高める。
6 特色ある教育研究を推進し，教育研究水準の維持向上に努めているが，それらを検証で
きるシステムを整備していないので，社会的評価の検証を行う体制を検討する。
1) 特色性の把握については，在学生に「学習等に関するアンケート調査」を実施し，学
生の認識度を把握し，情報発信の適切性と評価を検証する。
2) 大学，学部，大学院研究科の教育・研究・診療活動に対する卒業生の評価を検討する。
7 文部科学省からの指摘（留意事項）である，該当学部学科専攻の入学定員管理について
は，教学執行部の指導の下に，学部長会や全学入試委員会において最大限の注意を求め，
厳正な定員管理を行うよう最善を尽くす。
8 大学基準協会からの指摘事項である，該当学部学科の在籍学生数比率の改善については，
第一に入試合格者判定に一層慎重を期す。第二にクラス担任，チューター教員による教育
指導の下に，留年者対策を強化し，引き続き改善に向けて最善を尽くす。
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第１５章

情報公開・説明責任

必須：財政公開の状況とその内容・方法の適切性
必須：情報公開請求への対応状況とその適切性
必須：自己点検･評価結果の学内外への発信状況とその適切性
必須：外部評価結果の学内外への発信状況とその適切性

〔到達目標〕
大学は，入試を始め教育研究の諸活動について必要な情報を高校生や父母，校友，地域
市民，及び高校や大学，企業，団体などの社会構成員へ開示し，それについての説明責任
を負っている。このため本学は，教育・研究・診療活動の状況について，
「自己点検・評価
報告書」
「北里大学研究年報」
「北里研究所総合事業計画書」
「北里大学教育・研究計画の概
要」等の刊行物や大学 HP を通して積極的に情報を開示し，透明性の高い大学運営を目指
す。そのために次の目標を設定した。
1 財務状況を広く一般に公開し，社会の信頼を得る。
2 自己点検・評価結果の情報を積極的に開示し，社会の要請と付託に応える大学を目指す。
財政公開
必須：財政公開の状況とその内容・方法の適切性

〔現状の説明〕
▼財務書類の公開：
改正私立学校法の施行（平成 17（2005）年）に伴い，各私立大学は，財務書類の作成及
び事務室への備え置きに加え，一定の書類を利害関係者の閲覧に供することが義務付けら
れた。本学では，｢財産目録等の備付け及び閲覧に関する取扱要領｣を制定し，財務三表を
始め監事の監査報告書，財産目録内訳書，事業報告書を在学生，保護者，卒業生，教職員，
その他の権利義務関係者の閲覧に供している。取扱要領は次のとおりである。
（表 15-1）
表 15-1 財産目録等の備付け及び閲覧に関する取扱要領
1) 備付け及び閲覧に供する財産目録等の範囲
①学校法人会計基準第４条に定める計算書類のうち，㋐資金収支計算書，㋑消費収支計算書，㋒貸借
対照表，㋓監事による監査報告書，②財産目録内訳書，③事業報告書
2) 閲覧対象者
①学園の設置する大学・大学院・併設校に在籍する学生（入学予定者を含む。
）及びその保護者
②学園の設置する大学・大学院・併設校の卒業生
③学園と雇用契約のある者
④その他，学園との間で法律上の権利義務関係を有する者
3) 財産目録等の備付け場所（管理責任者は各事務室の事務長・部長等とする。
）
各学部等事務室，両病院事務部，経理部，総務部，総務部相模原総務分室ほか。
4) 閲覧の請求方法
北里学園財務書類閲覧請求書に必要事項を記載のうえ，各事務室等に提出する。
5) その他
閲覧書類の所定場所以外への持ち出しや，複写については原則として禁止する。
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▼財務状況の大学 HP 公開：
財務状況については，当初予算，補正予算，決算の状況を大学 HP に掲出し，広く一般
に公開している（表 15-2）
。閲覧者が容易に理解できるよう，短評の分かりやすい解説を付
けるようにこころ掛けている。これらの情報は，平成 16（2004）年度分より掲出している。
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/zaimu/index.html
表 15-2 財務状況
◇平成 20 年度補正予算について（学校法人北里研究所）
平成 20 年度補正予算は，統合新法人として初年度の予算であることを勘案し，病院部門のみならず全
部門において収入予算・支出予算を補正の対象としました。ただし，学部・附置研究所・併設校及び共
通部門にあっては，収入予算の全般的な見直しと人件費の実態に即した再積算，その他の支出予算につ
いては総額の範囲内において各勘定科目の予算額を適正に見直すという基本原則に則り編成しました。
学校法人会計 消費収支予算の概要・消費収支予算（総括）
学校法人会計 資金収支予算の概要・資金収支予算（総括）
収益事業会計 損益計算書・資金収支計算書
総括
◇平成 19 年度決算について（学校法人北里学園）
決算の概要
(1) 消費収支決算の概要

(2) 資金収支決算の概要

(3) 貸借対照表の概要

(4) 総評

消費収支計算書（136KB）
資金収支計算書（147KB）
貸借対照表（134KB）
財産目録（56KB）
監事による監査報告書
◇平成 20 年度予算について（学校法人北里研究所）
本学は，社団法人北里研究所の資産を継承し，平成 20 年 4 月 1 日より「学校法人北里研究所」として
スタートを切ります。新たな事業部門として，北里研究所病院・北里研究所メディカルセンター病院・
東洋医学総合研究所・臨床薬理研究所・基礎研究所・北里大学看護専門学校・生物製剤研究所の７部門
が加わり，予算は学校法人会計と収益事業会計の二つに区分され，法人全体で 1,000 億円を超える規模
となりました。
本年度の収支予算においては，社団法人北里研究所から継承する資産として 444 億 7,000 万円の寄付金
を計上するとともに，事業計画として掲げた各キャンパスの整備事業および教育・研究事業の充実発展
のため各種基本金の充実を図った結果，帰属収支差額は 457 億 2,200 万円となりました。また，収益事
業部門として企業会計で管理することとなる，生物製剤研究所においては 7 億 5,100 万円の利益を生み
出し，同額を学校法人会計へ繰り入れる予算となりました。
学校法人会計 消費収支予算（総括）
学校法人会計 資金収支予算（総括）
収益事業会計 損益計算書・資金収支計算書

〔点検・評価〕
法令の定める財務書類公開の原則に基づき，｢財産目録等の備付け及び閲覧に関する取扱
要領｣を制定し，利害関係者から財務書類の閲覧請求があったときは公開しており，公開制
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度は整備できていると考える。到達目標 1「財務状況を広く一般に公開し，社会の信頼を得
る」は，財務状況の大学 HP を通した一般公開によって達成されており，必要な財務情報
は社会構成員に適切に開示されていると受け止めている。
情報公開請求への対応
必須：情報公開請求への対応状況とその適切性

〔現状の説明〕
▼受験生からの入試情報開示請求：
受験生本人から入試個人情報の開示請求があったときは，
「北里大学の入試情報開示のガ
イドライン」
（平成 15（2003）年制定）に沿って，
「試験成績個人情報」を本人に開示して
いる。この扱いは，入学試験終了後の 5 月から，大学 HP に掲出し周知している。
▼学生からの自己情報開示請求：
学生の個人情報は，
「北里大学における個人情報の保護に関する基本規程」
（平成 17
（2005）
年制定）により，厳正に管理している。「北里大学個人情報保護委員会」が理事会の下に
設置され，個人情報保護の徹底，収集・保管管理に細心の注意をもってあたっている。学
生は，収集された自己情報の開示を請求することができる。個人情報開示の扱いは開示請
求窓口とともに大学 HP において明示されている。（表 15-3）
表 15-3 個人情報保護への取り組み
1)〜3) 省略
4) 自己情報の開示請求等
学生本人は，本学が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができます。開示は，学生
本人からの請求があり，適正な理由であると学部長等が判断した場合にのみ開示に応じます。
5) 個人情報保護に関する窓口
個人情報の開示及び訂正又は削除等の請求並びに利用・提供等を停止してほしいときなど，個人情報
の取り扱いに関する相談及び苦情は，学部の事務室で受け付けます。
6) 個人情報保護委員会
理事会のもとに北里大学個人情報保護委員会（委員長：学長）を置き，個人情報の保護に関する基本
的施策等を審議します。

個人情報保護への取り組み：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/privacy/index.html
▼利害関係者からの財務書類の閲覧請求：
前項を参照。過去の財産目録等の閲覧請求状況は，平成 17（2005）年度 2 件，平成 18
（2006）年度 0 件，平成 19（2007）年度 0 件であった。
〔点検・評価〕
受験生からの入試情報開示請求，学生からの自己情報開示請求，利害関係者からの財務
書類の閲覧請求などの情報公開請求は，適切に対応していると受け止めている。必要な財
務情報の提供がなされているためか，財務情報の開示請求は僅かである。
自己点検・評価
必須：自己点検･評価結果の学内外への発信状況とその適切性
必須：外部評価結果の学内外への発信状況とその適切性
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〔現状の説明〕
▼自己点検・評価結果の学内外への発信状況：
本学は，次の 4 項を点検・評価に対する基本的な考え方とし，学内外に示している。
点検・評価に対する基本的な考え方
1 本学における点検・評価は，教職員（場合により学生も加わった形）の自己評価活動を通じ，大学
全体及び各部門の教育研究活動の現状と課題を教職員が共有し，もって大学全体の教育・研究・診療・
管理運営の質の向上につなげることを目的とする。
2 前項により把握された点検・評価結果については，積極的に情報を開示し，社会の要請と付託に応
え，もって与えられた社会的使命を達成する。
3 第三者評価については，本学の教育研究水準に関わる外部からの客観的な評価を受けるものである
ので積極的に対応していく。
4 点検・評価の対象は，本学の教育・研究・診療・管理運営に関わる全ての活動とする。

自己点検・評価結果は，第 2 項「前項により把握された点検・評価結果については，積
極的に情報を開示し，社会の要請と付託に応え，もって与えられた社会的使命を達成する」
との考え方に沿って，「自己点検・評価報告書」
「北里大学研究年報」等の刊行物にとりま
とめて学内外に配布しているほか，大学 HP を通して発信している。
（詳しくは点検・評価
項目第 14「点検・評価」を参照）
北里大学の点検・評価に対する考え方：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/tenkenhyoka.html
北里大学の自己点検・評価の取り組み：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/jikotenken.html
平成 19（2007）年度北里学園自己点検・評価報告書：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/jigyoukeikaku/download/h19jigyouhoukoku.pdf
平成 20（2008）年度北里研究所総合事業計画：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/jigyoukeikaku/download/h20jigyoukeikaku.pdf
上述の内容は，大学評価・学位授与機構「大学評価情報ポータル」にも掲出している。
大学評価・学位授与機構「大学評価情報ポータル」
：
http://portal.niad.ac.jp/portal/index3/index3.aspx?code=1083
基礎情報：建学の精神，大学の理念，大学の特色，事業計画
評価情報：点検・評価に対する考え方，自己点検・評価の取り組み，北里大学点検・評価
室自己点検・評価報告書，大学基準協会「大学相互評価の取り組み」
，大学基準
協会「大学相互評価結果」
，大学基準協会「大学認証評価への対応」
教育研究情報：大学の将来構想，特色ある取り組み
▼外部評価結果の学内外への発信状況：
前述の「点検・評価に対する基本的な考え方」第 3 項は，「第三者評価については，本
学の教育研究水準に関わる外部からの客観的な評価を受けるものであるので積極的に対応
していく」としている。これに基づき，本学は，第三者による客観的な評価を受け，その
結果を学内外に公表し，提言や改善意見は次期の計画に反映させている。
（詳しくは点検・
評価項目第 14「点検・評価」を参照）
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第三者評価の取り組み：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/dai3sya.html
大学基準協会大学相互評価（相互評価結果）
：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/hyoka.html
北里大学水産学部教育プログラムの JABEE 認定：
http://www.kitasato-u.ac.jp/fish/contents/f02.htm
北里大学獣医学部生物環境科学科 環境創造技術プログラムの JABEE 認定：
http://www.vmas.kitasato-u.ac.jp/faculty/jabee/index.html
認証評価受審に向けた取り組みについては以下を掲出し，学内外に明示している。
大学基準協会認証評価への対応：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/taiou.html
北里大学点検・評価室：
http://www.kitasato.ac.jp/houjin/tenken/hyokasitsu.html
▼大学 HP の情報公開：
大学 HP の情報公開は，北里大学ホームページ事務系委員会（平成 18（2006）年設置）
が扱っている。ホームページ委員会は，本部委員会と全学委員会に分かれ，本部委員会は
総務部（主管）
，教学センター，入学センター，研究支援センター，就職センターの教学系
事務部門，情報基盤センターの委員 10 名をもって構成される。全学委員会は，本部委員会
構成員と各学部委員 8 名をもって構成される。主な業務は，情報コンテンツの整備，HP の
共同利用促進，HP デザインの標準化，情報掲出・管理などである。
〔点検・評価〕
自己点検・評価結果は，「自己点検・評価報告書」
「北里大学研究年報」等の刊行物とと
もに，大学 HP によっても多くの情報が発信されており，適切に運用していると受け止め
ている。外部評価結果についてもおおむね適切に発信されていると考えるが，文部科学省
設置認可（届出）後の，学部学科・研究科専攻等の設置認可申請書（届出書）
）及び年次履
行状況報告書が大学 HP に未掲出であるので，すみやかに改善したい。
大学 HP の情報公開は，
「ホームページへの情報掲出基準」
「標準掲出項目」がないため
に，公開に際し判断に迷うケースが見られる。個々の情報の掲出・管理は，各部門の実務
者が行っているが，複数の部門にまたがるために調整が難しく，的確な内容をタイムリー
に伝達する上で機動性を欠く面があり，ともに改善の必要がある。
〔将来の改善・改革に向けた方策〕
1 財務状況を引き続き広く一般公開し，財務の透明性を示し，本学への社会的信頼を高める。
2 自己点検・評価結果の積極的な情報開示を継続し，社会の要請に応える大学であること
を一層鮮明にする。
3 学部学科・研究科専攻等の設置認可申請書（届出書）及び年次履行状況報告書の内容を
公開し，透明性を高め，本学の人材育成に傾注する姿勢を社会に伝える。
4 大学 HP の情報公開は，
「ホームページへの情報掲出基準」
「標準掲出項目」を整備する。
5 大学 HP への情報掲出・管理を担当する実務者の効率的な組織を検討する。
6 ホームページ委員会は，教員と事務系職員による委員会への発展を検討する。
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21 世紀に入って，世界は変化のスピードを加速し，混迷の度合いをますます深めている。
我々人類は環境問題，資源・エネルギー問題，人口問題，食料問題等，未曾有の巨大な問
題を抱えているが，未だこれら何れに対しても明確な解決策を見い出せずにいる。一方，
社会の IT 化及びボーダレス化は，人，情報，資金，資源・エネルギーの動きに留まらず，
病原体や公害などに対しても国境というバリアを実質的に消失させつつあり，我々はこれ
までに経験したことのない，真のグローバル化社会を迎えようとしている。
翻ってわが国内を眺めてみると，急速な超高齢社会の到来，社会構造の変化に基づく安
定した生活基盤の崩壊，少子化による人口の減少とそれに伴う世界的プレゼンスの低下，
あらゆる人間活動に対する信頼の低下と要求の高度化等，まさにシナリオのない不確実な
世の中へと変貌を遂げつつある。
大学を取り巻く環境も深刻である。大学全入時代を迎えて，私立大学の約半数は定員割
れに陥り，その経営基盤が揺らいでいる。定員を充足させるために，なりふり構わぬ募集
方法で学生を入学させている大学も多く，学生の学力低下が大きな問題となっている。そ
のような状況を背景にして，社会からは，
「大学とは一体何なのか」という問いが，改めて
投げかけられている。我々大学人は，その質問に一定の解答を与えることができるであろ
うか。それに加えて，近年の学生気質の著しい変化である。教員は様々な手段を尽くして
学生の学習意欲の向上や規則的な生活習慣の形成に努めなければならず，それによって教
育研究に割く時間が圧迫されるという由々しき事態が生じつつある。
幸い本学はこれまでに定員割れを経験していないが，世の中がそのような状況にあると
いうことを十分認識し，それを踏まえた上で，これからも適切な方針で大学を運営してい
かなければならない。
「序章」にも述べられているように，大学は「生命体のような組織」
である。したがって，進化への努力を一瞬でも怠ったなら，たちまち機能障害を起こし，
社会の変化から置き去りにされるであろう。
「現状に甘んじてはならない」
，
「これまでのや
り方は通用しない」
，このような認識を常に全教職員が共有し，どうすれば良いかを絶えず
皆で真剣に考え，そこから得られたすべての叡智を結集して行動し続けなければ，やがて
は本学も伝統ある歴史の幕を閉じることになるであろう。これは，何としても避けなけれ
ばならない。それでは，具体的にどのような方策を採るべきであろうか。
大学を適切な方向に導くための最も効果的な方策の一つが，今回受審することとした学
外機関による点検・評価であると信ずる。大学の現状を点検・評価するには，自発的な自
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己評価という方法もあり，本学では毎年これを行い，その結果をまとめて「北里学園事業
業績報告書」として刊行している。しかし，自己評価のみでは，どうしても自己に甘い結
論となりがちであり，また独善に陥りかねないという危惧がある。したがって，客観的か
つ正当な評価のためには，外部有識者による定期的なチェックが必要となる。
このような観点から，本学では平成 21 (2009) 年度に（財）大学基準協会による「認証
評価（大学評価）
」を受審することとした。平成 18 (2006) 年度にこのことを決めて以来，
平成 19 (2007) 年 3 月には北里大学点検・評価室を設置するなど，様々な準備を進めてき
た。その内容は「序章」に記述されている通りである。そして，その成果が，このたび提
出の運びとなった「北里大学点検・評価報告書」である。
「北里大学点検・評価報告書」を作成するに当たり，原稿の執筆を依頼した教職員の数
は，188 名に及んだ。そして，集められた原稿に目を通し，編集作業を行ったのが，19 名
の教職員からなる北里大学点検・評価室委員・室員であり，最終的な文体等の統一を図っ
たのは，2 名のリエゾン・オフィサーである。
この編集作業を通じて，大学運営上極めて重要な一つの事実が明らかになったので，指
摘しておきたい。すなわち，大学の点検・評価という取り組みに対する，部局間及び執筆
者間の温度差である。具体的には，大学の現状に対する認識，問題点の抽出に対する姿勢，
改善策立案に対する熱意，報告書執筆に臨む態度，文章推敲に対する執念等，あらゆる場
面においてそれが感じられ，しかも，その程度にはかなりの差が見られた。これは，今回，
学内全部局に向けて同じ質問に対する回答を求めるという作業を行うことによって，初め
て明らかにされたことである。この温度差は，編集段階で十分に修正しきれなかったため，
「北里大学点検・評価報告書」の中には，随所にそのようなアンバランスが残されている。
ただ，この温度差の検出は，点検・評価報告書作成の過程で得られた副産物として前向
きに捉えたい。これまで我々は，大学内に発せられた連絡事項は一様に理解され，一様な
対応がなされていると盲目的に信じていた。しかし，事実はそうではないということが分
かったのである。したがって，ある連絡事項に対して学内に同一の方向・歩調で対応を促
す場合は，何よりもまず連絡事項の内容に対する理解の統一を図る努力が必要であり，次
いで，共有された理解に基づいた一定の行動を採らせるための努力が必要となる，という
ことである。今後の大学運営上の糧としたい。
今回，
「北里大学点検・評価報告書」を作成した結果，数多くの問題点が浮き彫りにされ
たが，各部局に関する記述はすべて本文に任せるとして，大学全体に関する基準ごとの〔将
来の改善・改革に向けた方策〕の概要を以下にまとめる。
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１ 理念・目的
①北里精神・大学の理念・教育目標が社会の要請に応えるものであるか否かを把握す
るとともに，②自校教育「北里の世界」の内容を高める。
２ 教育研究組織
①各学部・研究科の学問領域の特質を活かした縦型の生命科学教育研究を推進しつつ，
②感染制御，チーム医療，農医連携，自校教育「北里の世界」
，大学附属 4 病院の連携，
医薬品開発のための治験・臨床研究等の横型の教育研究を充実させる。また，③新大学
附属病院の開設と，④大学機関調査組織（インスティチューショナル・リサーチ；IR）
の設置を検討する。
３ 教育内容・方法
（学部）
①充実した進路選択の支援を行う，②FD と SD（スタッフ・ディベロップメント）を
融合させ，教職員が協働できる仕組みを構築する。さらに，③大学の国際化を推進する
ために，国際交流に関わる専門組織の発足を検討する。
（大学院）
①きめ細かい進路指導を目指して，各研究室教員と就職担当職員との連携を緊密化す
る，②FD 活動を活発化し，教育・研究指導方法の改善を推進する，③大学全体の国際交
流を推進するセンター組織の設置を検討する，④博士課程の学生確保に努める，⑤論文
審査の透明性・客観性を高めるための方策を検討する，⑥大学院の早期修了に係る「優
れた業績を上げた者」の基準を整備する，などの改善策が提出された。
４ 学生の受け入れ
①アドミッションポリシーに基づき，入試制度の全般的な見直しを行う，②広報活動
を充実させ，受験生が必要としている情報の発信に努める，③より多くの科目等履修生
を受け入れるため，改革案を策定する，④国際化を推進する，⑤厳格な定員管理を行う，
などの改善方策を実施する。
５ 学生生活
①学生への経済的支援及び研究活動への支援を充実させるための方策を様々な角度か
ら検討する，②健康，人権，生活等に対する相談組織の整備と充実を図る，③就職指導
を充実させる，④クラブ活動の充実を支援する，⑤学生・教員間の懇和会（親睦会）を
充実させる，などの方策を実施する。
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６ 研究環境
①適切な研究活動の評価により研究を活性化する，②国際的な共同研究プロジェクト
を推進する，③研究環境・研究条件を整備する，④研究の倫理面に配慮する，などを実
施する。
７ 社会貢献
①「社会連携室」
，
「生涯学習センター」の設置を検討する，②相模原・町田大学地域
コンソーシアムを支援する，③高大連携を活発化させる，④施設設備の公開・貸出に努
める，⑤新病院計画に地域住民のニーズを取り入れる，⑥DPC 対象病院の指定を受ける
べく診療内容の抜本的な見直しを推進する，⑦寄附講座に関するルールを整備する，⑧
有益な発明の技術移転効率化を目指す，⑨利益相反の組織体制の本格的な運用に尽力す
る，など多くの改善に向けた方策が示された。
８ 教員組織
①教員間の授業担当時間のばらつきを解消する，②教員の適材適所への配置を図る，
③女性教員の増加に努力する，④TA 制度を活用する，⑤教員の選考基準を再検討する，
⑥教員の教育実績・能力に関する評価基準を体系化する，などが主な改善方策として挙
げられている。
９ 事務組織
①相模原キャンパス事務室（仮称）を設置するなどの抜本的見直しを行う，②定型的
業務はマニュアル化して非専任職員へシフトする，③経営にも積極的に参画できる専任
職員を育成または登用する，④スタッフ・ディベロップメント（SD）合同研修を実施す
る，等の施策を実行する。
１０ 施設・設備
①各キャンパスの整備を推進する，②「北里柴三郎記念館」の建設を検討する，③遠
隔授業システムの構築に向けた検討を行う，④全学的に共通機器の整備を推進する，⑤
全キャンパスのアメニティを充実させる，⑥環境に関する独立した部局を置く，⑦専門
業者への建物・施設・設備全般の管理を検討する，⑧毎年アスベスト環境測定を実施す
る，⑨相模原キャンパスに 1,000 人収容の学生食堂を新設する，などの方策が練られて
いる。
１１ 図書・電子媒体
①新しい情報機能の提供に努める，②各館で均一な図書館サービスが受けられるよう
にする，③電子ブックの導入を進める，④相模原キャンパス中央図書館の必要性を検討
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する，⑤国内外の各種情報機関との連携を促進する，⑥図書館の一般利用者への開放に
努める，などが主な改善計画である。
１２ 管理運営
①北里大学学部長会及び北里大学大学院委員会の機能と役割の強化，②大学全体及び
各学部・研究科の執行体制の強化，③学長補佐体制のさらなる強化，④管理運営につい
て第三者の意見を聞く仕組みづくり，が検討されることになっている。
１３ 財務
①法人統合によるスケールメリットを活かして安全で確実な財務・管理運営体制を構
築する，②向こう 4 年間の長期収支予測に基づく予算編成を行う，③物件費予算を削減
する，④大学創立 50 周年に向けて経費削減の継続的実施と予算の適正な執行管理及び各
種外部資金の獲得に努める，などが計画されている。
１４ 点検・評価
①全学自己点検・評価委員会をより活発に機能させる，②各学部等の専門分野を中心
とする第三者評価（外部評価委員会を含む）を全学的な取組として拡大する，③大学独
自の自己点検・評価項目と第三者評価機関の点検・評価項目の統一を図る，④国家試験
結果を社会に公表することで本学の信頼性を高める，⑤文部科学省からの指摘（留意事
項）である入学定員管理を厳正に行う，⑥大学基準協会からの指摘事項である在籍学生
数比率の改善については，ⅰ）入試の合格者判定に一層慎重を期す，ⅱ）クラス担任，
チューター教員による教育指導の下に，留年者対策を強化する，により対応する，など
を実施する。
１５ 情報公開・説明責任
①財務状況の公開により本学への社会的信頼を高める，②自己点検・評価結果の開示
を通じて社会の要請に応える大学であることを鮮明にする，③学部等の設置認可申請書
等を公開して本学の人材育成の姿勢を社会に伝える，などが主な改善方策である。
以上，概略ではあるが，多くの〔将来の改善・改革に向けた方策〕が出されていること
が分かる。これらは，何れも本学の教職員が真剣に考えた末に，提言されたものである。
それ故，我々はあらゆる努力を惜しまずに，それらを一つ残らず実行しなければならない。
そのためには，恐らく，新たに〔将来の改善・改革に向けた方策〕の進捗状況を見守るた
めの組織が必要になろう。提言が提言だけで終わってしまっては何の意味もないからであ
る。いや，それどころか，壮大な無駄に貴重な時間と労力を費やしたことになってしまう。
点検・評価の作業を進めることによって抽出された問題点の改善に向けて不断の努力を続
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け，絶えずその状況を点検・評価しつつ，よりよい大学建設を目指すということこそ，今
回の点検評価受審の目的であったはずである。
以下に北里大学点検・評価室委員・室員の名簿を掲げ，
「北里大学点検・評価報告書」作
成のために費やされた多大な努力に感謝の意を表したい。

また，個々人の名前は省かせて頂くが，
「北里大学点検・評価報告書」の原稿執筆に携わ
られた多くの教職員の方々に，厚く御礼申し上げる。
北里大学点検・評価室
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リエゾン・オフィサー

石井 邦雄

リエゾン・オフィサー

古矢 鉄矢
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◆2009（平成 21）年度北里大学自己点検・評価委員会
委員 柴
本間

忠義
浩

学長（委員長）
薬学部教授

小林 茂樹

獣医学部教授

和泉

徹

医学部教授

亀田 芙子

医学部教授

加戸 隆介

海洋生命科学部教授

松木悠紀雄

看護学部教授

花岡 和則

理学部教授

石原 和彦

医療衛生学部教授

高津 昌宏

一般教育部教授

和泉

医療系研究科教授

徹

阿部 章夫

北里生命科学研究所・感染制御科学府教授

内沼 栄樹

北里大学病院副院長（人事・渉外担当）

◆2009（平成 21）年度北里大学点検・評価室委員・室員
委員 石井 邦雄

薬学部教授（室長・リエゾンオフィサー）

小林 茂樹

獣医学部教授

和泉

医学部教授

徹

加戸 隆介

海洋生命科学部教授

松木悠紀雄

看護学部教授

花岡 和則

理学部教授

石原 和彦

医療衛生学部教授

高津 昌宏

一般教育部教授

和泉

医療系研究科教授

徹

阿部 章夫

北里生命科学研究所教授

古矢 鉄矢

学長室長（リエゾンオフィサー）

室員 荒井 文夫

学長室課長補佐

田中 悦子

学長室主任

平川 洋二

学長室主任

片山 祐司

教学センター係長

中村 剛彦

研究支援センター職員

小林 悟郎

入学センター職員

永田 義裕

就職センター事務長代理

花田 美峰

総務部係長
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◆2009（平成 21）年度北里大学点検・評価報告書執筆者
○薬学部

高岸 聖彦 講師
伊藤 智夫 学部長

小泉 政男 事務長

石井 邦雄 教授

渡辺 政茂 事務長（H20.4~）

坂部

久米 龍吉 課長

貢 教授

鈴木 順子 教授

中山

針谷 義弘 教授

吉田 欣司 係長

広野 修一 教授

松永 大助 職員

本間

浩 教授

聡 課長

○医学部

岡田 信彦 准教授

相澤 好治 学部長

久保田理恵 准教授

和泉

黒山 政一 准教授

内沼 栄樹 教授

長光

亨 准教授

岡本 牧人 教授

福本真理子 准教授

亀田 芙子 教授

柴垣 芳夫 講師

河原 克雅 教授

森

栗原 克由 教授

直大 事務長

徹 教授

長谷川 茂 課長

馬場 志郎 教授

髙山

馬嶋 正隆 教授

出 課長

阿部 京子 係長

森 和十郎 事務長

井出 佳美 主任

青木

○獣医学部

宏 課長

岩本 孝一 課長

伊藤 伸彦 学部長

座間 徳正 課長補佐

大浪 洋二 教授

尾上 吉美 係長

小山田敏文 教授

木村 武雄 係長

小林 茂樹 教授

齋藤 茂樹 係長

佐藤 久聡 教授

和田 俊之 係長

諏佐 信行 教授

鈴木 哲也 主任

高井 伸二 教授

吉岡 和彦 主任

中村 政幸 教授

小野 泰幸 職員

原

幸男 教授

○海洋生命科学部

武藤顕一郎 教授

緒方武比古 学部長

渡辺 清隆 教授

天野 勝文 教授

有原 圭三 教授

加戸 隆介 教授

伊藤

菅野 信弘 教授

良 教授

福田 芳詔 教授

前田 昌彦 事務長

甫立 孝一 教授

及川 善裕 課長補佐

向井 孝夫 教授

中嶋 勇喜 課長補佐

嶋

遠藤 隆雄 係長

栄吉 教授

杉浦 俊弘 教授

広野

高橋

石鍋 篤司 職員

弘 教授

田中 勝千 教授
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彰 主任
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○看護学部

片桐 真人 教授

髙橋 眞理 学部長

北里 英郎 教授

鳥居 央子 教授

黒柳 能光 教授

黒田 裕子 教授

小林 弘祐 教授

稲吉 光子 教授

佐治 真理 教授

坂口 千鶴 教授

島村

島袋 香子 教授

野城 真理 教授

出口 禎子 教授

原田 芳照 教授

戸田

堀口 利之 教授

肇 教授

匡 教授

松木悠紀雄 教授

増田

嶺岸 秀子 教授

松永 篤彦 教授

森島 直彦 教授

秋田 久直 准教授

矢那瀬信雄 教授

滝

上澤 悦子 准教授

竹内 昭博 准教授

藤田 美江 准教授

根武谷 吾 准教授

綿貫恵美子 准教授

伏見 貴夫 准教授

江連まゆみ 事務長

伊与

後藤 貴之 課長補佐

三戸 香代 講師

宮ノ原みどり課長補佐

笠原

○理学部

卓 教授

龍雄 准教授

享 講師
篤 事務長

田中 賢一 係長
大石 茂郎 学部長

○一般教育部

岩橋 槇夫 教授

新村

拓 一般教育部長

菅原 洋子 教授

石多 正男 教授

高松 信彦 教授

白鷹 増男 教授

花岡 和則 教授

高津 昌宏 教授

前田 忠計 教授

中村 和生 教授

宮本

健 教授

小畑 秀一 准教授

石田

斉 准教授

小林亜津子 准教授

十河

清 准教授

廣岡 秀明 准教授

原田

毅 事務長

宮﨑

正 事務長

寺本 純生 事務長（H20.10~）

苫米地 稔 課長補佐

大野 貴司 課長補佐

阿部 祥子 主任

山上 恭由 主任

大江耕一郎 主任

○医療衛生学部

○医療系研究科

石原 和彦 学部長

岡安

浅井 憲義 教授

安達栄治郎 教授

石川

均 教授

和泉

魚里

博 教授

梅田 徳男 教授

梅田 徳男 教授

小幡 文弥 教授

小幡 文弥 教授

小林 弘祐 教授
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勲 研究科長
徹 教授
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益田 典幸 教授
長木

佐山 隆信 主任

奏 事務長

○教学センター

三浦 洋一 係長

池本

○感染制御科学府

○研究支援センター

山田 陽城 学府長

柴田 政俊 事務長代理

阿部 章夫 教授

○就職センター

高橋 洋子 教授

池田 陽子 職員

松島 雅夫 事務長
両角

○入学センター

昭 事務長

古田土政彰 事務長

渡邉 浩志 課長

二階堂史浩 係長

○北里大学病院

小林

藤井 清孝 病院長
高橋

修 事務部長

○北里大学東病院
西元寺克禮 病院長
澤野 光晴 事務長
金子 弘幸 課長
○北里研究所病院
山田 好則 病院長
田中 正貴 事務部長
風間 信二 次長
○北里研究所メディカルセンター病院
近藤 啓文 病院長
鈴木 一郎 事務長
金子 龍郎 主任
○東洋医学総合研究所
花輪 壽彦 所長
大庭 恒夫 事務長
○総務部
村田

曻 部長

関根

茂 部長

妹尾

緑 部長

修 主任

樋口 孝一 主任

熊澤 豊彦 課長

○人事部

安藤 圭介 主任
○経理部
遠藤 尚光 次長
森

尚 事務長

夏代 係長

○管財部
鈴木 幹也 課長
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