第４章

教育内容・方法・成果
３）教育方法

第４章 教育内容・方法・成果
３）教育方法・成果
１．現状の説明
（１）学生の学修を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じているか。
【評価の視点】
○各学部・研究科において効果的に教育を行うための措置
・各学位課程の特性に応じた単位の実質化を図るための措置（１年間又は学期ごとの登録単位
数の上限設定等）
・授業及び授業時間外に必要な学生の学修を活性化し効果的な教育を行うための工夫等
・シラバスの内容（授業の目的、到達目標、学修成果の指標、授業内容・方法、授業計画、授
業準備のための指示、成績評価方法・基準等の明示）及び実施（授業内容とシラバスとの整
合性の確保等）
・国際化に対応した教育方法（学部・大学院）
・授業形態に配慮した１授業あたりの学生数
＜修士課程・博士課程＞
・研究指導計画（研究指導の内容・方法、年間スケジュール）の明示とそれに基づく研究指導
の実施
<１> 大学全体
1)各学部では、学問の本質的な理解を前提とし、国家試験等への対応を含め、卒後も見据えた
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・適切な履修指導の実施
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＜学士課程＞

知識・教養・技術を修得させるため、講義・演習・実習・少人数授業等を組合せ、教育効果
2)大学院各研究科では、社会人学生のため、土曜開講・昼夜開講を実施し、e-learning、オン
ライン視聴による補講等、学生の学びやすい教育環境を整備している。
3)全学でアドバイザー制・担任制を導入し、履修相談や成績不良者への指導をきめ細かに実施
している他、オフィスアワーを設定し、複数の窓口で学習相談・指導を行える体制が整備さ
れている。
4)国際化への対応として英語教育を強化している。全学部で TOEFL を導入し、学生のスコアア
ップと、英語コミュニケーション能力の修得、学部の特色に応じた専門用語の英語表現修得
を目的とした教育を行っている。
5)各学部・研究科においては、シラバスに基づき授業が展開されている。
6)シラバスは、毎年度作成しており、カリキュラム委員会等においてチェックする体制が整備
されている。学生への配付、ホームページへの掲載を行い、学生・教職員の他、第三者が確
認できるようにしている。学生にはオリエンテーションを開催し、教育理念・教育目標・授
業内容を、シラバスに沿って説明している。
7)2014（平成 26）年度より、全科目を対象として、シラバスに準備学習（予習・復習等）に必
要な時間又はそれに準じた具体的な学習内容、到達目標を明記することとした。
<２> 医学部
1)一般教養を幅広く学習するための配慮として、選択科目は、学生個人の希望により人文社会
学系、自然科学系、語学系、スポーツ系と任意の系列の学科目に重点を置いた履修を可能と
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している。
2)一般教養・倫理面の教育については、1 年次必修科目として「医の人間学」、
「医療入門・プ
ロフェッショナリズム」を開講し、生命の誕生、ターミナルケア、高齢者医療・介護等、医
師のあるべき姿や倫理について学習させている。
3)外国語科目は英語を中心とし、より実生活に即したコミュニケーション能力を習得するため
に TOEFL をメインに実施している。TOEFL のスコアにより能力別クラス編成が行われ、これ
らテストにおいて一定スコアを満たすことを進級要件としている。2016(平成 28)年度からは、
TOEFL ITP475 点以上又は iBT55 点以上（必須受験)とした。
4)2 年次から専門教育科目の授業が本格的に始まり、2 年次は主として生理系、3 年次は病理系
の基礎医学を学習している。学生自身が学んだ系統講義を自らまとめるという学習過程を必
要とし、次のとおり臓器別、病理・病態別の統合型カリキュラムの授業となっている。
①組織学各論/脳解剖学、②生化学/発生、③細胞膜/感覚/運動/統合機能/筋/皮膚/血液/
心臓・循環/呼吸/泌尿・体液/消化/自律神経/内分泌/生殖/薬理/症例検討、④解剖学(骨
学実習・人体解剖実習)、⑤社会医学序論/疫学・統計学/衛生学/公衆衛生学/法医学
5)3 年次前半は 2 年次に引き続き次のとおり臓器別、病理・病態別の統合型カリキュラムの授
業となっている。
①感染・免疫、②病理・病態、③基礎医学～臨床医学(症例検討)
6)基礎医学の全ての授業が終了し、臨床医学に移る過渡期に基礎ゼミナ－ルを開講している。
5 週間にわたり基礎講座へ配属し、実験への参加あるいは文献から総説形式にまとめさせて
いる。自己学習を通した問題解決型の学習課程としている。
7)3 年次秋から 4 年次秋まで臨床医学の講義を次のとおり統合化して実施している。旧来の独
立していた講座別の系統講義と異なり、講座間の授業内容の調整や試験問題の出題において
各科の協力が行われ、学生にとってはより学習しやすい構成になっている。
①症候論（臨床疫学・EBM）/感染症・感染制御/外科/救急・災害/腫瘍学・緩和医療/放射
線/病理/臨床薬理/社会医学/倫理・医療安全/輸血、②消化器/外科一般、③心臓/血管/
呼吸/胸郭/縦隔、④小児/周産期、⑤腎/生殖/泌尿器、⑥脳神経/精神/心身/老年医学、⑦
感覚器/運動、⑧内分泌/代謝/栄養/アレルギー/膠原病/免疫/血液、⑨皮膚/頭頚部/感染
症/中毒/災害/漢方
8)4 年次に第一期臨床実習を実施している。臨床実習の基礎となる実習で、臨床の現場で必要
な思考過程を身につける模擬診療の学習を実施している。臨床実習に必要な知識と技能の修
得を確認するため、共用試験 OSCE(技能)と CBT(知識)を実施し、臨床実習への参加可否の判
断を行っている。4 年次の短期集中型の実習だけでは技能を学生に十分身に付させることは
困難であることから、2 年次に外科基本手技実習、3 年次に内科診察技法実習の講義・実習
を組み込み、4 年次の実習でそれらの技法を集大成させるカリキュラムとなっている。
9)学生が臨床実習を開始するにあたり、オリエンテーションを実施して臨床実習における注意
事項等について学生及び教員に周知徹底を図っている。
（資料４－３－１

M4 第 1 期臨床実習 オリエンテーション資料）

（資料４－３－２

M4 第 2 期臨床実習 オリエンテーション資料）

10)6 年次の前半は、最終学年となった学生が興味のある学問領域で学修する機会としている。
授業は学生インターンシップ実習(選択コース)と称し、プレレジデント研修を希望診療科病
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棟で体験したり、海外の大学病院等で臨床実習を行ったりしている。
11)能動的な学修を目的として、グループに分かれて実習・発表・討論を行うグループワーク
や、クリッカーを用いた TBL(Team Based Learning)形式の講義等のアクティブラーニングを
導入している。
12)国際化への対応として、医学教育の国際的な質保証である国際認証を受審した。具体的対
応として、2013(平成 25)年度に臨床実習の見直しを行い、診療参加型臨床実習を原則とし、
4～6 年次にかけて実習期間を 72 週間以上へ延長するカリキュラム変更を行った。また、よ
りアクティブな学びの姿勢を涵養するために、e-learning の導入を検討している。
13)「順天堂国際医学教育塾」を開講し、TOEFL・IELTS などの国際基準の英語テストで高得点
を獲得するための Academic English 教育、ハイレベルな英語でのプレゼンテーションや医
療面接の指導、米国医師免許取得を目指す学生に対する支援を行っている。
フィスアワー制度を設けている。各教員のオフィスアワーについては、各学年の教室に掲示
15)シラバスは一定の書式で毎年、全講義・実習について作成され、各学年に配布するととも
に、大学ホームページに掲載し、学外からも閲覧可能となっている。授業内容・方法とシラ
バスとの整合性については、カリキュラム委員会が記載内容をチェックしている。
<３> スポ－ツ健康科学部
1)授業は、講義、実技、実習、演習のいずれかの形態で実施される。専門性の高い科目と技術

教育内容・方法・成果

し、学生が自由に閲覧できるようになっている。
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14)学生が担任以外の教員を含めて教員に相談したいときに、気兼ねなく訪問できるようにオ

獲得を目的とした科目では、講義だけでなく関連する内容についての実技や実習、演習とい
対して TA を 1 名採用できることとし、安全面に配慮しながら学生一人ひとりに目を向けて
指導できるクラス環境を整えている。必修のゼミナールでは個別指導による卒業論文を課し
ている。
2)全ての学生が 1 年次の寮生活をとおして、対人調整力とコミュニケーション力を高めている。
また、リーダー（室長）を務める 2 年生が一緒に生活しながら、後輩の相談に対応している。
寮生活は大学への帰属意識の向上や、ピアサポート体制を構築するためにも重要な機能を果
たしている。
（資料４－３－３

スポーツ健康科学部パンフレット）

3)「大学での学び」と「社会への巣立ち（キャリア）」をテーマとした科目（総合講座Ⅰ、Ⅱ）
を開講している。この授業では、1 集団 8 人程度の TBL（Team Based Learning）による学習
法を導入しており、学生がチームで課題解決に取り組む中で他の学生の多様な考え方に触れ
るとともに、批判的思考を養う機会を得られるように工夫している。
4)授業への主体的な参加を促すため、授業期間中にも授業評価アンケートを実施して学生の意
見を授業に反映できるようにしている。また、それぞれの授業のシラバスにはレポートや資
料の読み込みといった授業時間外学習の内容が明示されており、学生の自主学習を促してい
る。
5)毎年 4 月の履修ガイダンスでは、学則や履修方法などをまとめた「学生便覧」と「年間授業
時間割」を全員に配布して、計画的な学修について指導している。また、担任制を導入して
おり、学生は個別に教員と履修相談を行うこともできる。学生は、定期的に履修登録を行う
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（年度初めに登録、半期ごとに修正可）ため、学修進度や進路、興味の変化に応じて柔軟に
学修計画を修正することができる。CAP 制を導入しており、2016（平成 28）年度入学者から
44 単位以内としている(集中講義科目を除く)。なお、成績優秀者については、更に 12 単位
までの追加を認めている。履修登録はオンラインで行なわれ、学生は定められた上限単位数
を超える科目登録を申請することができないシステムを構築している。出席や単位取得の状
況を定期的に調査して、支援・指導が必要な学生の把握に努めている（学修支援委員会と教
務委員会が担当）。調査結果をもとに個別面談や個別指導を実施することで、学生の脱落を
未然に防いでいる。結果として、毎年 95％以上の学生が標準修業年限で卒業している。
（資料４－３－４

スポーツ健康科学部学生便覧（教学編）
）

（資料４－３－５

順天堂大学さくらキャンパス

（資料４－３－６

スポーツ健康科学部標準修業年限での学科別卒業率（H25-28））

CAMPUS LIFE）

6)コロラド大学での海外英語研修プログラムでは、学生の他言語修得の意欲向上や異文化理解
など、国際的な素養を高めるための動機づけの機会を提供している。また、TOEFL を学内で
実施して、顕著な成績を修めた学生を表彰する制度を設けている。
（資料４－３－７

スポーツ健康科学部海外英語研修プログラム参加者数推移）

7)全ての専任教員がオフィスアワーを設けている。学生は、それぞれの科目のシラバスで担当
教員のオフィスアワーを確認できる。専任教員以外が担当する科目については、連絡先（E
メールアドレス）をシラバスに記載することで学生からの相談や質問に対応できるようにし
ている。
8)FD 推進室、教務委員会、カリキュラム委員会の意見を教務課が集約して、記載内容や書式を
定めた「シラバス作成要領」を更新している。各教員は、この作成要領に従って統一様式で
シラバスを作成・改善することが義務付けられている。カリキュラム委員会が実施するシラ
バス第三者チェックでは、授業の概要、到達目標、成績評価方法、授業計画、授業時間外学
習方法、履修条件、参考資料などの項目が明示されているか、これらの授業内容や方法に関
する項目間に整合性があるかについて確認している。結果は担当教員にフィードバックされ、
各教員はその結果と授業評価アンケートで得た学生意見を参考にしてシラバス内容の充実
を図っている。
（資料４－３－８

スポーツ健康科学部・スポーツ健康科学研究科シラバス作成要領）

（資料４－３－９

スポーツ健康科学部シラバス）

（資料４－３－10

スポーツ健康科学部シラバスピアレビュー様式）

9)シラバスは年度開始時の履修登録前にあらかじめ公開され、学生はインターネット上で公開
されているシラバスを学内外から閲覧して、計画的な学修に利用することができる。
10)学生からの意見を授業改善に反映するため、また、授業内容・方法とシラバスの整合性を
確認するために授業評価アンケートを定期的に実施している。教員は授業評価結果をもとに
授業改善に関する具体的な方策を記したリフレクションペーパーを提出している。
<４> 医療看護学部
1)授業形態は、講義、演習、実習で構成している。看護学では具体的な場面での働きかけを学
ぶため、シラバスにおいて講義、演習、実習の組み合わせ等の状況を明記している。学修指
導については、科目担当者からの指導はもとより、教務委員会の学年担当及び学生のアドバ
イザー教員による情報の提供と共有を図り、学生個々あるいは全体に対して必要な学修指導
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をタイムリーに実施できるようなシステムになっている。毎年 4 月の授業開始前に、学生に
シラバス、学生便覧、時間割等を配付し、履修方法や履修時の注意事項等について説明し周
知を図っている。1 年次は、一日でも早く大学生活に馴染ませることを目的として、入学式
前日にオリエンテ－ションを行っている。また、入学 2 週間後にフレッシャーズデイキャン
プを行っている。新入生同士、教職員とのリクレ－ションにより親睦を図るとともに卒業時
の「4 年後の私へ」という手紙を書き、これからの学生生活への気持ちを自照し、高等学校
から大学生活への移行が円滑に行えるよう配慮している。
2)学生は教務システム（JUNTENDO PASSPORT）にて履修状況を確認できるようになっており、4
年間を見据えた履修計画が立てられるよう配慮している。授業科目の履修に当たっては、将
来の進路や学習目的、興味・関心等を考え履修計画を立てるよう指導し、学生の主体的な参
加を促す授業を行っている。特に、教養と豊かな人間性を育むため「人間と教養」科目群の
きる単位は 45 単位以内と定めている。履修登録はオンラインで行なわれ、学生は定められ
ュラムの進行に伴い、各学年の実習前オリエンテ－ション、各課程の選択に関するオリエン
テーション、
国家試験対策ガイダンス等々必要時に適切な履修指導を行っている。
年に 2 回、
成績を教授会で評価し、進級判定時に単位取得数が足りなくなる恐れのある学生に対しては、
アドバイザー教員からの指導を行っている。卒業時には国家試験を意識した卒業試験を実施
し、成績不良者に対しては更に補講を実施する等、質の保証を心掛けている。
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選択に当たっては、多様な科目を選択するよう勧めている。CAP 制により、1 年間に履修で

3)「人間と言語表現」科目群は、コミュニケーションの方法と技術の基本を身につける内容と
ものとの認識に立ち、4 年間を通じ、コミュニケーションに必要な実践的な英語を修得する
とともに、医療現場における対話を想定した英語表現や医療用語も修得するプログラムとな
っている。英語力の客観的な指標として、外部試験（TOEFL ITP）を導入して評価している。
CALL 教室を中心に語学教育のための ICT 環境の充実を図り、海外の大学の看護学生と討論出
来る環境をマルチメディア教室に整備している。｢医療看護の統合と発展｣科目群で 4 年次に
開講している｢異文化の医療と看護｣では、実際に米国にて施設見学や講義等の研修を行い、
異文化を理解し、グローバルな視点での看護実践や研究の展開について学ぶ機会を設けてい
る。
4)1 年次に「ゼミナール」を配置し、初年次教育を行っている。教員 1 名に対し学生 5・6 名の
少人数制で、レジュメやレポートの書き方、討論の仕方等、学ぶための基本的態度を養って
いる。
5)上記「ゼミナール」のほか、実習科目においては、各実習施設の指導体制や学生への教育効果に
鑑み、10 名程度の小グループにより実施するなど、授業形態より学生数に配慮した運営が行わ

れている。
6)「医療看護の統合と発展」科目群は、「看護研究の原理と方法」
、「医療看護研究Ⅰ」を 3 年
次必修科目として配置し、全学生が研究計画立案を行うよう配慮している。研究実施は「医
療看護研究Ⅱ」を 4 年次に選択科目として別に配置している。
7)オフィスアワー制度を設けて、学生がアドバイザー以外の教員も含めて教員に相談したいと
きに、気兼ねなく訪問できるよう、相談窓口を拡げている。各教員のオフィスアワーについ
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なっている。特に英語は、国際化の進む現代において広く知識や情報を得るためには必須の
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ては、掲示板に表示し、学生に周知している。
8)シラバスは、教務委員会において毎年検討し整備している。入学時に、教務委員長から、学
生に対し、シラバスに沿って教育理念、教育目標、授業内容等の説明を行っている。また、
教員間の授業情報源として教科間調整にも活用されている。
9)教務委員・カリキュラム委員を中心にシラバスの第三者チェックを行っており、科目・学習
目標、成績評価基準、タイトル・キーワード、各週（回）準備学習等の項目が明示され、カ
リキュラム・ポリシーとの整合性が取れているかを確認し、結果を各担当教員にフィードバ
ックし内容の改善を図っている。また、学生による授業評価項目に「授業はシラバスに基づ
いているか」があり、毎年点検・評価を行っている。
<５> 保健看護学部
1)学部の性質上、演習・実習科目が多いのが特徴であり、詳細な計画と十分な教員配置の下で
少人数教育が実施されている。看護学では具体的な場面での働きかけを学ぶため、シラバス
において「授業の形態」の欄を設けて講義、演習、実習の組み合わせ等の状況を明記してい
る。新入生に対しては、一日でも早く大学生活になじませることを目的として、入学式の前
後 2 日にわたりガイダンスを行っている。また、入学 2 週間後頃に新入生キャンプを行い、
新入生同士、教職員、先輩とのレクリエーション、グループワークや卒業時の「4 年後の私
へ」という手紙を書くなど、お互いの親睦を図るとともに自分のこれからの学生生活への気
持ちを自照し、高等学校から大学生活への移行が円滑に行えるよう配慮している。在学生に
対しては、新学期開始時にガイダンスを行い、学年暦、時間割等を配布し履修方法や履修時
の注意事項等について説明し周知を図っている。学習指導については、科目担当者からの指
導はもとより、教務委員会の学年担当及び学生のアドバイザー教員による情報の提供と共有
を図り、全体あるいは学生個々に対して学習指導をタイムリーに実施できるようなシステム
となっている。
（資料４－３－11

新入生キャンプ実施要領）

2)授業科目の履修に当たっては、将来の進路や学習目的、興味・関心等を考え履修計画を立て
るよう指導し、学生の主体的な参加を促す授業を行っている。特に、「人間と教養」科目群
の選択に当たっては、教養と豊かな人間性を育むため多様な科目を選択するよう勧めている。
2016(平成 28)年度入学生より CAP 制を導入し、文部科学省に承認された看護師・保健師養成
教育課程において、4 年間で適切な科目配置・授業時間数割り振りがなされている。カリキ
ュラムの進行に伴い、各学年に対して年 2 回（4 月・9 月）ガイダンスを開催し、教務委員
より各学年での特徴、進級要件や卒業要件を満たしているか、各学年の実習前オリエンテ－
ション、国家試験対策などについて全体に履修指導を行っている。更に、教務委員長やアド
バイザー教員が学生個々に対して履修指導を行っている。
3)国際化へ対応すべく、英語必修の他、「中国語」、「スペイン語」を選択で開講し幅広く履修
できるように工夫している。また、実践力を身につけるため、「英語表現（スピーキング）」
には、外国人教員を非常勤で登用している。外国語科目は小人数クラスで行い、マルチメデ
ィア教室には CALL システムを導入し、e-learning を活用した英語力強化にも努めている。
4)学生がアドバイザー以外の教員にも気兼ねなく相談できるように各教員にオフィスアワー
制度を設けている。
5)入学時に学生全員に配付されるシラバスに基づき授業が展開されている。シラバス様式は、
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カリキュラム委員会・教務委員会において毎年検討し整備している。学生に対して、教務委
員長からシラバスに沿って、教育理念、教育目標、授業内容等の説明を行っている。また、
教員間の授業情報源として教科間調整にも活用されている。
6)カリキュラム委員会主導により、講師以上の専任教員間で、シラバスの第三者チェックを行
っている。科目概要・到達目標、成績評価基準、授業内容及び準備学習・復習の項目が明示
され、カリキュラム・ポリシーとの整合性が取れているかを確認している。結果は各担当教
員にフィードバックし、内容の改善を図っている。
<６> 国際教養学部
1)授業形態は、講義、演習、実技で構成しており、シラバス内で授業形態の項目を設け、明示
している。本学部が目指す「グローバル市民」の養成をより効果的に実現するため、個々の
授業科目における学修の到達目標をシラバスに明示し、獲得すべき能力や資質を定め、学習
もに、学習内容の質の維持を図るために各年次の履修科目の登録上限を設定している（1・3・
等単位を取得できなかった科目の単位も含まれる。
2)外国語科目では、学生一人ひとりの学力に応じた効果的な教育を行う必要性があるため、少
人数編成で授業を行っている。外国語科目では、複数のクラスが存在することからラーニン
グアウトカムに差異が生じないように、カリキュラム、シラバス、教材、到達目標を統一し
て授業運営を行うとともに、FD 委員会が中心となって、教員研修を定期的に行い、教育方法・

教育内容・方法・成果

4 年次：40 単位、2 年次：44 単位）。これには、履修を中止した科目や不合格であった科目
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意欲の向上と自律的な不断の努力を促している。単位取得に十分な学習時間を確保するとと

内容の改善に努めている。1 年次の「基礎演習（プレゼンテーション）」
、
「基礎演習（ファシ
礎）Ⅱ」、
「グローバル市民演習（発展）Ⅰ」
、
「グローバル市民演習（発展）Ⅱ」も少人数に
より実施する。学生が教員や他の学生とのコミュニケーションを通して「自ら主張し、発表
し、批判し合い、記述し、まとめ上げる力」、
「自ら計画し、実践する力」を養っていくとと
もに、ディスカッションを通して他の学生の得た成果を共有することによって、一層深い学
習効果へつなげる。その他の科目のクラス編成については授業運営に支障のないクラスサイ
ズとしている。
3)本学は教員と学生の距離が近いことを伝統としている。2 年次終了までは基礎演習（プレゼ
ンテーション）のクラス担当が担任（アドバイザー）となり、一人ひとりにきめ細かく学習
面及び生活面の指導・支援を行う。但し、基礎演習（プレゼンテーション）の担当教員が外
国人教員、助教、非常勤教員である場合には、原則としてキャリア教育又は教職課程の教員
を加えた 2 名体制での担任とし、より多面的な指導・支援を行えるよう配慮している。学生
の科目履修にあたっては、履修計画・学習目的・科目選択のアドバイスを行うほか、学生生
活全般に関する個別の相談や就職・進学等についても助言する。また学生が順次的・体系的
に学修できるよう、シラバスに記載された授業科目のナンバリングに基づき履修モデルを示
し、履修指導を行うとともに教員間の連携をもとに、FD 委員会や教授会などを通じて組織的
に教育内容・方法の改善を図っている。
（資料４－３－12

国際教養学部

担任制度の概要）

4)言語学習センターには学生が自主的に外国語学習に利用できる多読用 Graded Readers や、
リスニングブース、e-learning 用パソコン等の設備を備えている。ここでは、学生が外国
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リテーション）」
、3・4 年次の「グローバル市民演習（基礎）Ⅰ」、
「グローバル市民演習（基

第４章 教育内容・方法・成果
３）教育方法・成果
語を自学自習するとともに、学生同士が切磋琢磨し助け合いながら学ぶ協同学習
（collaborative learning）を推進するほか、外国語教育教員が学生一人ひとりに対する語
学学習に関するカウンセリングを行っている。正規カリキュラムと自習を有機的に組み合わ
せることにより効果を高め、自律性の涵養を図っている。
5)学内ネットワークシステムを利用して、センチュリータワーの各講義室、ラウンジ、マルチ
メディア教室及び第二教育棟の講義室、言語学習センター等に LAN 端末を配置している。学
生は、入学時に本学部の情報システムについて講習を受けた後、ID ナンバーとパスワードが
与えられ、これにより学内ネットワークシステムの LAN 端末を利用して、情報収集、統計処
理、レポート作成等の自己学習をすることができるようになっている。教育用に LAN 端末を
配置したことにより授業内で ICT を駆使した多様な授業展開が可能となっている。第１期生
全員に iPad が貸与されており、授業内ではクリッカー等で活用され、ICT 環境との相乗効果
を生んでおり、学生の主体的参加を促す授業方法も実現できている。
6)専任教員についてはオフィスアワー制度を設けており、学生が授業時間以外に気兼ねなく相
談できるような時間帯を設けている。また、専任教員以外の兼担教員や非常勤講師にも連絡
が取れる手段（メールアドレスの開示、授業の前後等）を設け、シラバスに方法を明示し対
応している。
7)シラバスは、入学後に行われる新学期オリエンテーションで学生全員に配付されている。授
業を担当する全教員にも配付され、相互の科目の関連性を理解できるよう配慮し、本学部全
体としての教育内容の充実を図っている。
8)教務委員会によるシラバスの第三者チェックを実施しており、「成績評価方法が具体的に明
示されているか」、
「履修上の注意・受講条件」
、
「テキストや参考書が明示されているか」
、
「授
業時間外の指導（予習復習など）が明示されているか」などを確認している。改善が必要な
科目については教務委員会から授業担当者へ連絡し、修正を行っている。
9)複数の在学生に教務委員会に出席してもらい、在学生の意見を聴取のうえ、教授会で在学生
からの意見として資料を提示し相互理解を図った。
<７> 大学院医学研究科
1)授業は、講義・演習・実験実習・自己学習等を組み合わせて構成され、学生の主体的参加を
促す授業を行っている。社会人大学院生においては、勤務都合等によりやむなく講義を欠席
する場合があるため、欠席講義を VOD システムによりオンラインで視聴し補講を行える教育
環境が整備されている。
2)修士課程では、社会人を広く受け入れるため、昼夜開講制を導入し、企業等で勤務する社会
人でも勤務しながら学習できる環境が整っている。各学生が現在までの研究成果や修士論文
の準備状況等を発表する場である中間報告会を 2 年次に実施している。学生は、予め選出さ
れた評価委員により評価を受け、その後の修士論文作成へとつなげている。また、評価委員
のみならず、修士論文審査委員からも適宜助言を得られるよう配慮する等、より質の高い論
文となるよう、指導環境を整えている。また、2015(平成 27)年度より、1 年次における研究
計画書・研究指導計画書を必須とした。研究計画書は研究指導教員とともに作成し、当該計
画に基づく研究指導・学位論文作成指導が行われることとなる。
（資料４－３－13

平成 28 年度

修士課程中間報告会実施要領、研究計画書・研究指導計

画書）
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3)博士課程においては、学生が研究指導教員と相談の上、年度ごとの履修計画を個別に作成し
提出することを義務付けている。年度末には各自が設定した目標に対する自己評価を行った
後、研究指導教員が適正かどうかを評価する体制が構築されており、個々の学生に合わせた
研究指導が行われている。1 年次に「研究計画書・研究指導計画書」
、2 年次に「研究進捗状
況報告書」を提出することを必須としており、「研究計画書」においては主任教授だけでな
く研究指導教員も登録することとし、「研究進捗状況報告書」においては学生のみならず研
究指導教員にも報告書の作成を求めている。3 年次後半には研究中間発表（ポスターセッシ
ョン）を実施し、それまでの研究成果及び学位論文準備状況に対する評価を研究指導教員以
外から受け、その後の学位申請準備につなげている。また、英語力向上のための取組の一環
として、ポスターの作成及び発表を英語で行うことを原則としており、国際的な研究者とし
てのプレゼンテーション能力の向上を図っている。
3 年次ポスターセッション案内・要領）

4)博士課程では、研究に従事しながら学会における認定医・専門医の資格を取得すべく診療に
専門医等の資格申請に必要とされる研究成果等の学修データの蓄積が可能となっている。
5)研究課題によっては、国内外の大学院、研究所、医療機関等で研究を進めることができるこ
ととしている。但し、指導教授と相談の上、医学研究科長に「学外施設学修申請書」を提出
し承認を得ることが必要となる。この制度を利用して毎年数多くの大学院生が国内外に留学
し、活躍している。
（資料４－３－15
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参加することができるようにしている。履修管理・ポートフォリオシステムにより、認定医・
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（資料４－３－14

学外施設学修申請書）

当教員のオフィスアワーの設定を行っている。
7)大学院教育の内容や方法を維持・改善させるための学内組織として、大学院検討委員会を常
設している。大学院検討委員会では必修科目について出席状況を把握し、欠席者への
e-learning の受講、次年度カリキュラムの検討等を行っている。毎月の研究科委員会におい
て報告等を行い、大学院改革に必要な審議も行っている。
8)国内の他大学との交流については、下記の取組みを実施しているほか、随時、他大学と特別
研究学生協定等を締結している。
(1)連携大学院
医学教育及び医学研究のより一層の連携を図るため、2012(平成 24)年度より連携を行っ
ている国立がん研究センターに加え、2014(平成 26)年度より国立国際医療研究センター、
国立病院機構相模原病院との連携大学院制度を開始し、それぞれの提携において「高度
専門医療研究コース」、「アレルギー・臨床免疫研究コース」を設けた。各機関に勤務す
る職員が、それぞれの機関に所属しながら本学大学院医学研究科博士課程の授業科目（大
学院の専門プログラム）の単位修得を可能とし、各機関で行った研究成果をもって学位
取得ができる。
（資料４－３－16

大学院医学研究科博士課程連携大学院）

(2)がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
文部科学省「平成 24 年度がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン」事業採択に伴い、
本学及び連携医科系大学(島根大学、鳥取大学、岩手医科大学)と非医科系大学(東京理科
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9

3）

教育方法

6)授業科目や研究・実験等に関する学生の質問・相談等に応じるための時間として、各科目担
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の発表を目指して英語によるプレゼンテーションのトレーニングを課している。「スポーツ
健康科学英語特別講義」では、英語を使用言語とした講義や論文精読が行われている。また、
「プラクティカム（テーマ別に 12 科目）」という課題解決型の授業を行っている。各学生が
実際に特定の組織やプロジェクトに関わり、その中で発見した課題についての問題点と取り
組み、その成果や反省などをレポートとしてまとめることで実践的な課題解決力を養ってい
る。
3)後期課程の博士論文作成にあたり、学生は、1 年次に研究指導教員の指導のもとで、研究計
画の科学的妥当性や実行可能性等の検討を行い、12 月に「博士論文研究進捗状況報告書」を
研究指導教員に提出することが必須となっている。2 年次には、関連学会での発表・学会誌
への投稿を行い、学位審査準備を行っている。研究指導教員以外の教員から指導を受ける機
会として、毎年 9 月末、「博士論文研究進捗状況報告会」を開催している。同報告会への学
成果及び学位論文準備状況に対する評価を受け、その後の博士論文作成に生かすことができ
4)毎年、全科目のシラバス内容を更新している。シラバスは作成要領に沿って統一様式で作成
され、授業の概要、到達目標、成績評価方法、授業計画、授業時間外学習方法、履修条件、
参考資料を記載することとしている。また、各教員は授業評価アンケートで得た学生の意見
を参考にしてシラバス内容の充実を図っている。
（資料４－３－８

スポーツ健康科学部・スポーツ健康科学研究科シラバス作成要領）

（資料４－３－23

大学院スポーツ健康科学研究科シラバス）

を明示し、それに基づき研究指導を実施している。
6)シラバスは年度開始時の履修登録前にあらかじめ公開され、学生はインターネット上で公開
されているシラバスを学内外から閲覧して、計画的な学修に利用することができる。大学院
のホームページ上で、履修方法などの教務事項についてよくある質問とその回答を閲覧でき
るように工夫している。
7)学生からの意見を授業改善に反映するため、また、授業内容・方法とシラバスの整合性を確
認するために授業評価アンケートを定期的に実施している。
<９> 大学院医療看護学研究科
1)授業形態は、講義、演習、実習、研究指導で構成しており、シラバスに「授業の進め方（授
業形態を含む）」の欄を設けて、授業内容に応じて講義や演習、実習を適宜組み合わせ、内
容を明記し、学生の主体的参加を促す授業を行っている。授業は、浦安キャンパス、本郷・
お茶の水キャンパス及び三島キャンパスで実施している。博士前期課程では一部の科目につ
いては本郷・お茶の水キャンパス及び浦安キャンパス、三島キャンパスにおいて同一の講義
を別々の教員が担当し、又は ICT の導入により遠隔講義として、それぞれのキャンパスにお
いて相互に受講できる仕組みを取り入れている。
2)社会人学生への配慮として、必修科目については土曜日の 1・2 限開講、選択科目について
は平日 5・6・7 限の夜間に多く開講する。社会人学生が科目選択をしやすいように時間割を
工夫している。博士後期課程の専門科目では履修者と担当教員が直接相談し開講時間・場所
等を工夫している。
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5)毎年、
「大学院要覧」を配布して研究指導計画（研究指導の内容・方法、年間スケジュール）

教育内容・方法・成果

るようにしている。
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生の参加は任意であるが、1 年次より積極的に参加することを促している。それまでの研究

第４章 教育内容・方法・成果
３）教育方法・成果
（資料４－３－24

大学院医療看護学研究科年間授業時間割表）

3)国際化に対応した教育として、博士前期課程では、共通科目として「国際保健論」において
国際社会における人々の健康と保健・医療の現状や、人々の健康に影響を及ぼす人口学的、
社会経済的、文化的な要因等ついて教授するほか、「医療英語」においては医療や看護に関
する最新テキストの読解を通して当該領域における基本的な英語力を育成する。博士後期課
程では、共通科目として「国際コミュニケーション」を設け、医療や看護の分野で用いられ
る独特の英語表現法に関わる知識を修得し、研究を行う上で必要不可欠なコミュニケーショ
ン能力を育成する。また、医療看護学部における海外研修について、大学院生も参加可能と
しており、国際性を涵養する機会を提供している。
4)研究指導計画の一環として、入学前に研究指導教員による学生の個別相談を必須とし、研究
内容や履修計画の相談を行っている。また 4 月のオリエンテーションでは教育要項を用いて
教育課程のガイダンスを行っている。教育要項には履修モデル、論文作成の手引きを示し、
シラバスでは授業内容、授業の進め方、評価方法等を理解しやすいように配慮している。ま
た教育要項はホームページ上に公開し、シラバス等は履修計画に役立てるため入学前から閲
覧できるようにしている。なおシラバスは毎年、研究科委員会で全体の見直しを行い、個々
の科目は科目責任者が修正し内容を充実させ、研究科委員会委員によるピアレビューを行っ
ている。
（資料４－３－25

教育要項抜粋－履修指導、研究指導の方法、修了要件及び履修モデル－）

（資料４－３－26

教育要項抜粋－学位申請の手引き－）

5)学生は入学の段階で専攻分野を選択しており、研究指導教員は学生の専攻分野の教授又は准
教授とし、医療看護学研究科委員会で決定している。研究指導教員は、学生の志望動機、関
心分野、実務経験、学問的知識などについて学生本人から聴取した上で、専攻分野ごと又は
個別に履修指導を行っている。また、学生が研究課題を解明する過程を指導し、研究の実施、
論文の作成・発表を支援するなど、個々の学生に対して研究指導の責任を負っている。演習・
研究指導においては、原則としてゼミナール形式による少人数指導又は個別指導の形式をと
っており、授業形態により学生数に配慮した運営が行われている。
6)博士前期課程では、専門看護師受験資格を得るために、特別研究に代えて課題研究を行う場
合でも、研究指導は修士論文の指導に準じて行われている。課題研究指導教員は学生の研究
課題を解明する過程を導く代わりに、主に実践フィールドを通して、研究課題を選び出す過
程を導くことになり、課題の水準及び課題を追求するための研究方法等については、修士論
文と同水準であることを指導のポイントにおいている。
7)博士後期課程では、研究指導教員のほかに研究指導補助教員（2 名）を研究指導教員が学生
と協議して決定している。なお研究指導補助教員の 1 名は、主専攻科目以外の専門科目担当
教員の中から選択している。研究指導教員は、学生の実務経験や入学時における研究能力の
状況、適性、修了後の希望進路にしたがって履修モデルを参考にしてオーダーメイド型の履
修計画を指導している。
（２）成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。
【評価の視点】
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○成績評価及び単位認定を適切に行うための措置
・単位制度の趣旨に基づく単位認定
・既修得単位の適切な認定
・成績評価の客観性・厳格性を担保するための措置（評価方法・評価基準の明示）
・卒業・修了要件の明示
○学位授与を適切に行うための措置
・学位論文審査がある場合、学位論文審査基準の明示
・学位審査及び修了認定の客観性・厳格性を確保するための措置
・学位授与に係る責任体制及び手続の明示
・適切な学位授与
<１> 大学全体
学院は、研究科委員会の議を経て 10 単位を限度として認定する旨、学則、大学院学則に規
（資料４－３－27

順天堂大学学則

第 70 条第 2 項、第 94 条第 3 項、第 118 条第 3 項、第

124 条第 3 項、第 130 条第 3 項）
（資料４－３－28

順天堂大学大学院学則

第 8 条第 3 項、第 4 項）

2)全学部で GPA 制度を導入し、進級判定、卒業判定における総合判定データの一つとして活用
している。

教育内容・方法・成果

定されている。

第４章

1)他学における単位認定について、学部は、教授会の議を経て 30 単位を超えない範囲で、大

3)「順天堂大学学位規程」を制定し、本学が授与する学位の種類、各学位の授与要件、学位論
論文審査基準及び学位授与プロセスは、シラバス、ホームページ、履修計画表、学位申請要
項、要覧等で明示するとともに、各種オリエンテーションを通じて学生へ周知している。
（資料４－３－29

順天堂大学学位規程）

<２> 医学部
1)教育成果、学習成果、または知能・技能・態度を包含した実践力をまとめたものとして、9
項目のコンピテンシー（１．診療技能・患者ケア、２．医学的知識、３．医療安全、４．チ
ーム医療、５．コミュニケーション、６．医療の社会性、７．倫理とプロフェッショナリズ
ム、８．自立的学習能力、９．順天堂大学医学部出身者としての誇りと責任）を定め、2016(平
成 28)年度より学生に周知し、運用に向け達成度の評価方法（パフォーマンス評価等）につ
いて、医学教育・卒後教育（成田）ワークショップ等で検討している。
（資料４－３－30

順天堂大学医学部 コンピテンシー）

2)学修評価は、個別試験、判定試験、総合試験、卒業試験等をもって行われている。1 年次の
一般教養教育においては、授業時間中の成績を加味した形成的評価システムを取り入れた科
目が多い。特に外国語科目では毎回の授業評価を形成的に利用している。
3)基礎医学系授業を 2 年次では 1 年間、3 年次では半年間にわたって行われることから、カリ
キュラムユニット毎に試験を実施している。
4)3 年次 10 月から 4 年次 7 月まで、総合化された臨床医学系授業科目を 9 グループ(Group0～
8)に分けて行っている。各グループ終了後に試験を実施している。学修効果を高めるため、
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文の審査基準を定めている。各学部の卒業に必要な単位数、各研究科の課程修了要件、学位
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３）教育方法・成果
短期間に集中して関連した授業内容が履修できるようにしている。
5)臨床医学系授業科目については、試験実施後に正解と解説書を学生に配布している。正解等
について質問がある場合には、担当教員から文書で回答している。
6)4 年次の第一期臨床実習においては、共用試験（CBT、OSCE）を導入し、知識とともに内科系
診療技法及び外科基本手技について評価している。評価担当教員に対しては、事前に
Teachers’ Training を開催し、評価基準の統一を図っている。
7)5 年次の臨床実習では、毎月開催している BSL 担当教員会において知識、技能、態度に関す
る評価等に関する意見交換を行っている。教員会は教育担当であるため、学生のドロップア
ウト防止の機能を有している。進級の可否については、すべての科からの総合評価を集計し、
進級判定会議において審議している。
8)6 年次の卒業判定評価は、総合試験、卒業試験等の結果によって行われている。この結果と
本学の医師国家試験合格とには相関がある。従って、これら卒業判定評価のための試験への
徹底した取り組みが、国家試験の高い合格率の維持と質の高い卒業生の輩出につながってい
る。
9)2014（平成 26）年度 1 年次生より、GPA 制度を導入しており、進級判定における総合判定デ
ータのひとつとして活用している。評価は、A＝4.0（特に優秀な成績）、B＝3.0（優れた成
績）、C＝2.0（良好な成績）、D＝1.0（合格と認められる成績）、F＝0.0（不合格）となって
いる。GPA の算出方法は次のとおり。修得ポイント＝（単位数）×（その科目の Grade Point）
。
GPA=（修得ポイントの合計）÷（履修した授業科目の単位数の合計）
。
（資料４－３－31

医学部教育要項〔M1〕）

10)進級及び卒業判定は、上記を踏まえ、進級（卒業）判定会議及び教授会で審議し、学長が
決定している。
（資料４－３－32

進級判定基準）

<３> スポ－ツ健康科学部
1)各科目で成績評価基準をシラバスに明示することを義務付けている。各学生の学修成果は、
筆記試験、口頭試験、レポート課題、提出物の内容等によって 100 点満点で評価し、60 点以
上の評価を得た者に単位を認定している。
2)各科目で定められた単位時間相当（1 単位あたり 45 時間）の学修が認められた学生に対して
成績評価を行っている。授業は、原則として 15 週または 30 週にわたって実施している。た
だし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、
集中講義による授業を採用している。授業時間外学修の内容についてはシラバスに明示して
いる。各教員は課題の提出状況や小テストなどによって、授業時間外の学修成果を確認して
いる。
3)2 年次以降は、50 点以上でかつ 60 点未満であった場合、年間 2 科目に限り、学科必修科目
と資格必修科目の再試験を認めている。ただし、再試験で合格した場合には、60 点を評価の
上限として定めている。
（資料４－３－４

スポーツ健康科学部学生便覧（教学編）
）

4)GPA 制度を導入して、学修の到達度レベルを数値で評価できるようにしている。GPA は、各
科目の評価をポイント化（S 評価＝4.0、A 評価＝3.0、B 評価＝2.0、C 評価＝1.0、D 評価ま
たは出席不足＝0.0）して、そのポイントに各科目の単位数を乗じた値の合計を履修単位数
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で除すことで求める。GPA が 3.5 ポイント以上の学生については、CAP 制による履修単位数
の制限を緩和する制度を設けている。
5)放送大学との単位互換を行っており、現在の認定科目は、一般教育科目「国際関係論」（放
送大学科目名「現代の国際政治」）と社会教育主事任用資格選択必修科目「高齢社会の生活
設計」（放送大学科目「高齢者の生活保障」
）の 2 科目である。
（資料４－３－33

スポーツ健康科学部放送大学開講科目の単位認定資料）

6)コロラド大学での 4 週間の海外語学研修プログラムを選択必修英語科目 2 単位分として認定
している。また、国際基準の英語能力測定試験である TOEFL を授業や英語能力評価の指標と
して導入しており、学生の国際的通用性を高めるための取り組みを進めている。
7)卒業のために満たすべき要件は、年度初めに実施されるガイダンスにおいて配布される履修
計画表に明示されているほか、教務システム（JUNTENDO PASSPORT）において各自の成績を
修科目、選択必修科目については、ホームページ上においても公開されている。
スポーツ健康科学部

学科別卒業所要単位数内訳）

8)卒業の認定は、学則に定めた卒業要件に基づき、単位取得状況等を教務委員会で精査し、教
授会での審議を経て学長が決定している。4 年生に対しては出席条件を満たしていることを
条件に 10 単位程度まで再試験の対象としている。再試験で合格点に達しなかった場合、必
要な知識を身に付けた上での卒業を保証するため特別試験が実施されることがあるが、実施
については教授会で審議している。

教育内容・方法・成果

（資料４－３－34

第４章

参照する際にも、領域ごとに必要単位数と修得単位数が明示されている。更に学科ごとの必

<４> 医療看護学部
（平成 28）年度、10 項目のコンピテンスを定めた。このコンピテンスは 48 の具体的なコン
ピテンシーに分類される。
（資料４－３－35

医療看護学部ディプロマ・ポリシー・コンピテンス・コンピテンシー対
応表）

2)成績評価と単位認定は、出席状況、試験、レポート、授業態度等を総合的に判断して行って
いる。また、各教員は適宜課題提出や小テストの実施等によって、授業時間外学修を促し、
成果を確認している。なお、試験には、定期試験、追試験、再試験、卒業試験がある。評価
基準は、A（80 点以上）
、B（80 点未満～70 点以上）、C（70 点未満～60 点以上）、D 再試験合
格（60 点）
、E（60 点未満）で、A～D は単位修得認定、E は単位修得不可である。これらの
評価方法及び評価基準については、履修要項において明示しているほか、学生オリエンテー
ションにおいて周知している。
3)本学部を卒業するには、4 年以上在学し、看護師課程は 124 単位以上、看護師・保健師選択
課程は 130 単位以上、看護師・助産師選択課程は 138 単位以上、看護師・保健師・助産師選
択課程は 146 単位以上を取得し、卒業試験に合格することが必要である。教授会の審議を経
て、学長が卒業資格の認定を行っている。この認定を得た者に卒業証書・学位記を授与して
いる。
4)卒業試験は、卒業に必要な単位を修得している学生に対して実施している。
（資料４－３－36

順天堂大学医療看護学部単位認定評価に関する規程）

5)GPA 評価も実施している。評価は、A(4.0)、B(3.0)、C(2.0)、D(1.0)、E(0.0)とし、算出方
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1)教育成果、学習成果、又は知能・技能・態度を包含した実践力をまとめたものとして、2016
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３）教育方法・成果
法は次のとおりである。修得ポイント＝（授業科目単位数）×（その科目の Grade Point）
。
GPA=（修得ポイントの合計）÷（履修した授業科目の単位数の合計）
。GPA は、進級判定、卒
業判定等における総合判定データのひとつとして利用している。
6)単位修得認定は、教授会によって行っている。学年成績については、学生には教務システム
（JUNTENDO PASSPORT）にて開示し、保護者には文書にて郵送している。
<５> 保健看護学部
1)成績評価と単位認定は、「順天堂大学保健看護学部単位認定評価に関する規程」及び「順天
堂大学保健看護学部単位認定評価に関する規程に関わる実施申し合わせ事項」に基づき、教
務委員会で審議し、教授会でも審議している。「順天堂大学保健看護学部単位認定評価に関
する規程に関わる実施申し合わせ事項」については、学年進行に合わせて実情に合致してい
るか、また、「学則」及び「順天堂大学保健看護学部単位認定評価に関する規程」に定めら
れている事項に沿っているかといった観点から、教務委員会で点検を行い、教授会でその改
正の要否を審議している。
（資料４－３－37

順天堂大学保健看護学部単位認定評価に関する規程）

（資料４－３－38

順天堂大学保健看護学部単位認定評価に関する規程に関わる実施申し合
わせ事項）

2)評価方法は、シラバス記載の科目毎に明示され、学年初めに学生に説明しており、出席状況、
試験、レポート、授業態度等を総合的に判断して行っている。「同単位認定評価に関する規
程」の評価基準はシラバスにも明示されており、A（80 点以上）
、B（80 点未満～70 点以上）
、
C（70 点未満～60 点以上）、D 再試験合格（60 点）、E（60 点未満）で、A～D は単位修得認定、
E は単位修得不可である。
3)各学年における成績評価を客観化するために GPA 制度を導入している。学生に対する学習指
導、奨学生の推薦、海外研修参加者の選考、進級判定における総合判定データのひとつとし
て利用している。評価は、A（4.0）、B（3.0）
、C（2.0）
、D（1.0）
、E（0.0）とし、修得ポイ
ントは（授業科目単位数）×（その科日の Grade Point）で計算され、GPA は（修得ポイン
トの合計）÷（履修した授業科目の単位数の合計）で表される。
4)学年成績については、年に 2 回（前期成績、年次成績）、学生には担当アドバイザーから手
渡し学習指導を行っている。また、不合格科目を抱える学生に対しては教務委員会委員とア
ドバイザー教員が面接指導を行っている。成績表は事務室から保護者にも郵送している。
5)本学部を卒業するには 4 年以上在学して、130 単位以上を取得したうえ、卒業試験に合格し
た学生について、教授会において慎重な審議を経て、学長が卒業を認定している。この認定
を得た者に卒業証書・学位記を授与している。卒業試験は、「卒業試験実施要項」を教務委
員会で作成し、教授会で承認された後、この要項に則って適切に実施されている。
<６> 国際教養学部
1)成績評価は、科目ごとにその方法がシラバスで明示されている。具体的には出席状況、小テ
スト、レポート課題、授業態度、試験などで評価している。学期末の試験の受験資格は各科
目において全授業回数の 3 分の 2 以上の出席としている。当該要件は、入学後に行われたオ
リエンテーション内で周知徹底するとともに、出席不足が見受けられる学生には、担任教員
による面談を通じて適宜指導している。
2)評価基準や GPA 制度の説明は、シラバスで明示されている。特に GPA は、本学部においては
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国外留学の際に受入要件として採用されているケースが多いことに鑑みて、入学後のオリエ
ンテーションにおいてその重要性や注意点を説明している。制度自体が形式的なものとなら
ないよう履修中止制度を導入し、学生の履修登録内容と実際の受講状況の観点から学修の質
確保を図っている。
（資料４－３－39

評価基準・GPA 制度についての説明）

3)既に修得した科目の再履修は認めていない。
4)本学部の学位授与基準は、必修 54 単位、「目的別英語科目」4 単位以上、
「第二外国語科目」
8 単位以上、
「基礎科目・関連科目」の選択科目から 22 単位以上、
「展開科目・キャリア支援
プログラム」
の選択科目から 36 単位以上を取得し、124 単位以上を取得しなければならない。
単位を取得した者について、教授会の審議を経て、学長が卒業資格の認定を行う。
<７> 大学院医学研究科
項目をもとに成績評価を行っている。最終筆記試験または最終レポートは 100 点満点で採点
会議で資料として用いられている。進級判定条件及び各科目の成績評価方法はシラバスに明
示されている。
（資料４－３－40

順天堂大学大学院医学研究科規程

第 5 条）

2)博士課程においては、①講義等への出席・履修状況、②履修評価票（所属する研究室におけ
る演習・実習・研究等に対する担当教員評価）、③到達目標自己評価票（各研究分野におい

教育内容・方法・成果

し、基準点 60 点以上かつ科目全体の成績評価を A～D の 4 段階で評価し、年度末の進級判定
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1)修士課程においては、それぞれの科目に成績評価方法が設定されており、科目責任者が評価

て設定されている到達目標の達成度に対する自己評価及び指導教員評価）、④研究進捗状況
大学院検討委員会等において、慎重かつ厳正に成績評価・単位認定を実施している。
3)博士課程において、
優れた研究業績を上げた学生を対象とした 3 年修了制度を導入している。
3 年修了のための要件としては、大学院修了必要単位数を取得見込であり、次の要件の何れ
かを満たしている場合としている。
（資料４－３－41

大学院 3 年修了の要件に係わる大学院医学研究科委員会申合せ事項）

(1)提出される学位論文（主論文）及び副論文*1 が、主要国際誌*2 に掲載*3 されており、掲載雑誌のイン
パクト・ファクター（IF）*4 の合計が 6 以上の場合。複数筆頭著者による論文は 1 つまでとする。そ
れ以外に、単独の筆頭著者となっている論文を 1 編以上必要とする。なお、複数筆頭著者による論文
については、IF*4 を筆頭著者の数で除した数値をもって評価の対象とする。
(2)提出される学位論文が、主要国際誌*2 に掲載*3 されており、学位論文掲載雑誌の IF*4 が 4 以上である
場合。なお、複数筆頭著者によ
る論文については、IF*4 を筆頭著者の数で除した数値をもって上記の評価の対象とする。
(注)＊1：学位論文、副論文ともに、申請者が筆頭著者である原著論文に限る。副論文とは、主論文が作
成された過程が分かる関連ある論文とする。
＊2：査読制度の確立されているものに限る。
＊3：掲載受理（決定）を含む。
＊4：申請時期により、以下の IF を基準とする。
4 月～6 月：前年に公表された IF（前々年数値）
7 月～11 月 15 日：当該年に公表された IF（前年数値）

4)本研究科の学位授与は、大学院検討委員会・医学研究科委員会において慎重に検討・審議さ
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（ポートフォリオシステムにより蓄積される学術・研究実績）を基に、医学研究科委員会・
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れ、学長が決定している。修士論文審査においては、「研究の価値・独創性」、「研究方法の
適切性」
、
「知見の新しさ」、
「考察・結論の妥当性」、
「論文の記述の適切性、論理構成の妥当
性」、「質疑に対する応答の適切性」を総合的に判断して評価を行う。博士課程においては、
独創的研究に基づく著作（原著論文）を対象とし、3 月度医学研究科委員会までにレビュー
付の学術誌に掲載受理されていることを学位記授与の条件としており、論文の質が担保され
ている。学位審査委員は、医学研究科委員会において、論文審査の要旨及び最終試験の成績
を報告し、医学研究科委員会はこの報告に基づき、学位授与の可否を審議する。議決を行う
には、研究科委員会委員(海外出張中及び休職中の者を除く)の 3 分の 2 以上が出席の上、出
席者の 3 分の 2 以上の賛成を必要とし、無記名投票により行われる。その際、客観性を高め
るため、指導教員は投票に参加しない。なお、学内外への無償公開を通して教育・研究活動
の発展に寄与するとともに、情報公開の推進と社会に対する説明責任を果たすことを目的と
して、ホームページ上の順天堂大学学術情報リポジトリにおいて博士論文を公開している。
（資料４－３－42

順天堂大学大学院医学研究科医科学専攻修士論文申請要項）

（資料４－３－43

順天堂大学大学院医学研究科学位（甲）申請要項）

（資料４－３－44

順天堂大学学術情報リポジトリ HP 画面）

5)学位審査は公開制を導入している。傍聴資格は、本学教員、大学院生、主査が認めたものと
し、傍聴者の発言は主査の許可を受けるものとしている。また、学位審査委員（主査・副査）
について、指導教員及び論文共著者は対象外とするほか、学外審査委員の登用を行うなど、
学位審査における透明性・客観性を高めている。
<８> 大学院スポ－ツ健康科学研究科
1)各科目で成績評価基準をシラバスに明示することを義務付けている。各学生の学修成果は、
筆記試験、口頭試験、レポート課題、提出物の内容等によって 100 満点で評価し、60 点以上
の評価を得た者に単位を認定している。
（資料４－３－45

大学院スポーツ健康科学研究科博士課程要覧）

2)各科目で定められた単位時間相当（1 単位あたり 45 時間）の学修が認められた学生に対して
成績評価を行う。ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができる
と認められる場合は、15 週より短い期間や集中講義による授業を採用している。また、授業
時間外学修の内容についてはシラバスに明示される。各教員は課題の提出状況や小テストな
どによって、授業時間外の学修成果を確認している。
3)GPA 制度を導入して、学修の到達度レベルを数値で評価できるようにしている。GPA は、各
科目の評価をポイント化（秀＝4.0、優＝3.0、良＝2.0、可＝1.0、不可または出席不足＝0.0）
して、その合計に総取得単位数を乗じた値を履修単位数で除すことで求める。
（資料４－３－19

スポーツ健康科学研究科

履修科目と履修方法）

4)本研究科の学位論文審査は、大学院教育・研究委員会、研究科委員会において受理可否審議
を行った後、受理したものについて論文審査委員を決定し、審査を開始している（修士論文：
主査 1 名・副査 2 名、博士論文：主査 1 名、副査 3 名）
。共通の論文審査基準によって、研
究目的の特徴・独創性・理論性・研究方法の妥当性等について 5 段階で審査している。論文
審査委員による審査終了後、公開による最終発表会を行ない、修士論文については博士前期
課程及び後期課程担当の全教員、博士論文については博士後期課程担当の教授及び論文審査
委員を担当した先任准教授による学位授与可否投票を行っている。この投票結果に基づく研
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究科委員会での審議を経て、学長が学位授与を決定している。論文の提出から審査に至るま
での過程は、大学院スポーツ健康科学研究科博士課程要覧に掲載することで学生に示してい
る。
（資料４－３－46

修士論文審査報告書）

（資料４－３－47

博士論文審査報告書）

（資料４－３－45

大学院スポーツ健康科学研究科博士課程要覧）

5)博士前期課程の学位授与は、30 単位の取得と修士論文の審査合格により授与されるが、一年
次に主要学会誌に掲載されるなど、優れた研究成果を上げた学生については、当該論文を修
士論文の代用として 1 年修了が可能である（早期修了制度）
。
6)博士後期課程の学位授与に関して、優秀な学生については、以下の 4 条件のうちいずれか一
つを満たすことを条件として、2 年修了が可能である（早期修了制度）
。

要項に明記し、学生に配布している他、ホームページに公表している。授業科目の履修は、
単位制としている。
（資料４－３－25

教育要項抜粋－履修指導、研究指導の方法、修了要件及び履修モデル－）

2)成績評価は、科目責任者がシラバスに掲載されている各科目の成績評価方法に基づき判定し、
A～D の 4 段階で評価している。評価は成績判定資料としてまとめられ、年 2 回、研究科委員
会における厳格な審議を経て決定している。
3)博士前期課程での学位論文審査委員は、研究指導教員以外の他分野の研究指導教員から主査
1 名、本研究科担当教員から副査 2 名を決定している。博士後期課程では研究指導教員以外
の本研究科委員会を構成する教授から主査 1 名、本研究科内外から副査 2 名を決定すること
で、学位審査における透明性・客観性を高めている。
4)論文審査過程の透明性・客観性を期すため、主査及び副査は論文審査基準に則った審査結果
と論文審査結果の要旨（論文の特徴、価値など）を記した審査報告書を研究科委員会に提出
している。審査報告書をもとに学位を授与するに相応しい専門的知識と研究能力を有してい
るか否かの判断を研究科委員会で審議し、学長が修了認定を行っている。この審査過程で直
接指導にあたらなかった教員も、論文の概要や審査のプロセスを詳細に知ることができる。
なお、最終提出後の学位論文は修士論文発表会、博士論文発表会を公開で行い、研究指導教
員以外の者から課題等の指摘、助言・指導を受けることとしている。
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1)授業科目の評価方法、評価基準及び学位論文の審査基準並びに修了の認定については、教育
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<９> 大学院医療看護学研究科

第４章

(1)提出される学位論文（主論文）及び副論文が主要国際誌に掲載されており、掲載雑誌のインパクト・
ファクター（以下 IF）の合計が 4.0 以上の場合。ただし、複数筆頭著者による論文は 1 つまでとし、
それ以外に単独の筆頭著者となっている論文を 1 篇以上必要とする。なお、複数筆頭著者による論文
については、IF を筆頭著者の数で除した数値をもって評価の対象とする。
(2)提出される学位論文が主要国際誌に掲載されており、その掲載雑誌の IF が 3.0 以上の場合。なお、
複数筆頭著者による論文は、IF を筆頭著者数で除した数値を以て評価の対象とする。
(3)学位論文に係る研究が国内外の学会で発表され、その学会が定めた賞を受けるなど、その内容が著し
く優れていることが認められた場合。ただし、この場合、当該学位論文が主要国際誌に掲載されてい
ることとする。
(4)前記(1)～(3)を目安として、在学中の研究業績等を総合的に勘案し、これらと同等の実績を有すると
見なせる場合。
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（資料４－３－48

医療看護学研究科論文審査報告書）

5)博士前期課程で専門看護師を志望する者は、特別研究に代えて課題研究を行うこととしてい
る。課題研究は、主に実践フィールドを通して、研究課題を解明する過程を導くこととして
いる。課題の水準及び課題を追求するための研究方法等については、修士論文と同様として
いる。
（３）学位授与方針に明示した学生の学修成果を適切に把握及び評価しているか。
【評価の視点】
○各学位課程の分野の特性に応じた学修成果を測定するための指標の適切な設定
○学修成果を把握・評価するための方法の開発
≪学修成果の測定方法例≫
・アセスメント・テスト（CBT、OSCE、TOEFL、自前の学力テスト、実習評価等）
・ルーブリックを活用した測定
・学修ポートフォリオ
・卒業試験、卒業論文
・ポスターセッション
・学修成果の測定を目的とした学生調査
・卒業生、就職先への意見聴取
<１> 大学全体
1)ディプロマ・ポリシーで示した内容を踏まえ、毎年実施している自己点検・評価において、
卒業判定の状況、大学院における学位授与状況、進路状況、国家試験合格率、修業年限卒業
率について、大学全体の点検・評価を行っている。
2)大学として、学生の学修成果を測定するための指標として、学部学生は、国家試験合格率・
企業就職内定率・教員採用試験結果、大学院学生は、学位論文の質を特に重視している。
（資料４－３－49

順天堂ホームページ

「国家試験・教員採用試験・就職内定率」
）

（資料４－３－50

平成 28 年度 事業報告書 「13.学位記授与数」、
「14．学部卒業者数」）

3)国家試験の結果及び就職状況については、大学運営連絡協議会にて各学部からの報告に基づ
き、検証している。
4)学位記授与数、学部卒業者数は、毎年度、事業報告書にまとめ、5 月度の理事会・評議員会
に報告し、当該年度の事業概要や決算内容とともに審議されている。同報告書はホームペー
ジにも公表している。
（資料４－３－50

平成 28 年度 事業報告書 「13.学位記授与数」、
「14．学部卒業者数」）

<２> 医学部
1)ディプロマ・ポリシーに基づく学修成果の把握・評価は、個別試験、判定試験、総合試験、
卒業試験等をもって行われている。基礎医学系はカリキュラムユニット毎、臨床医学系は各
グループ終了後に試験を実施し、知識・理解・思考・判断・興味・関心等について学修成果
を把握している。臨床実習前（4 年次 9 月）には、共用試験実施機構による CBT（知識）と
OSCE（実技）を実施し、学生の学修成果を把握したうえで、臨床実習への参加可否を判断し
ている。臨床実習では、各実習科終了後の臨床実習評価等に基づき、毎月 BSL 担当講師会を
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３）教育方法・成果
開催して、知識・技能・態度等の評価に対する意見交換を行っている。卒業判定評価は、総
合試験（基礎的な知識）、卒業試験（各科の専門的な知識）の結果によって判定される。こ
の結果と医師国家試験合格結果には相関性が認められる。
（資料４－３－51

M6 総合試験、卒業試験）

2)本学部においては、医師国家試験合格率が全国国公私立大学 80 校中、過去 5 年間平均が 3
位・10 年間平均が第 2 位という高い合格率であることから、ディプロマ・ポリシーに沿った
成果が上がっていると言える。
（資料４－３－49

順天堂ホームページ

「国家試験・教員採用試験・就職内定率」
）

<３> スポ－ツ健康科学部
1)ディプロマ・ポリシーに基づく学修成果の把握・評価は、科目毎にシラバスに明示される成
績評価基準を踏まえた筆記試験、口頭試験、レポート課題、提出物の内容の評価及び課題の
る卒業論文の発表やプレゼンテーションを通じて、身に付けるべき資質・能力の水準への到
2)本学部では 225 名程度（約 68％）の学生が中高保健体育教員一種免許を中心とした免許・資
格を取得している。4 年生の 3 月末時点での就職状況を見ると、就職率は極めて高く、企業・
教員・公務員のいずれかに内定している。
（資料４－３－52

免許・資格取得者数）

（資料４－３－53

卒業生の進路）

教育内容・方法・成果

達度を総合的に判断している。
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提出状況や小テストなど授業時間外の学修成果の確認のほか、ゼミナール活動の集大成であ

3)大学院進学を希望する成績優秀者に対しては、大学院科目の履修を一部可能とし、大学院に
認定される。2016(平成 28)年度は、6 名がこの制度を利用し、4 名が大学院に進学した。
4)2013（平成 25）年度より英語教育は TOEFL 中心の教育を行っている。習熟度別のクラスによ
る授業や、成績優秀者に対する表彰制度を設け、スコアアップに取組んだ結果、2013（平成
25）年度については春期の平均点 410 点から秋期 439 点へ、2014(平成 26)年度については同
405 点から 441 点へ、2015(平成 27)年度については同 417 点から 437 点へ、2016（平成 28）
年度については同 411 点から 449 点へとそれぞれ伸ばすことができた。
<４> 医療看護学部
1)ディプロマ・ポリシーに基づく教育上の効果を測定するために、教員による科目評価・実習
評価、実習指導者による実習評価を行っている。また、実習における技術経験項目を 97 項
目設定し、達成度を 3 段階、経験の段階を 4 段階で評価し、次年度の実習のあり方の検討に
役立てている。更に、4 年次に「ナーシング・スキルアップ」の科目を配置し、就職に向け
たより実践的な看護技術修得をサポートしている。
2)国家試験は看護師、保健師、助産師とも全国平均に比し合格率は高く、看護を実践するため
に身につけるべき能力を示したディプロマ・ポリシーに沿った成果が上がっていると言える。
（資料４－３－49

順天堂ホームページ

「国家試験・教員採用試験・就職内定率」
）

3)就職希望者は毎年ほぼ 100％就職できており、2016（平成 28）年度卒業生は 85.1％が本学医
学部附属病院に就職している。このことは、本学部が学生のニーズに応えながら、ディプロ
マ・ポリシーに沿った質の高い教育を提供していることを示している。
（資料４－３－54

平成 28 年度事業報告（資料編）
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「卒業後の進路状況」
）

3）

教育方法

おける研究時間の充実と研究内容の向上を図っている。当該科目の単位は、大学院入学後に
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３）教育方法・成果
4)2013（平成 25）年度より英語教育は TOEFL 中心の教育を行っている。成績優秀者に対する表
彰制度を設け、スコアアップに取り組んでいる。その結果、1 年生の春期から秋期にかけた
平均点は上昇しており成果が表れている。
（2014（平成 26）年度 春期 403.0 点・秋期 411.0
点、2015（平成 27）年度 春期 410.4 点・秋期 423.8 点、2016（平成 28）年度 春期 390.5
点・秋期 427.7 点）
5)2016（平成 28）年度、ディプロマ・ポリシーに基づき策定したコンピテンスについて、各科
目との対応表を整理した。各科目はコンピテンスの各項目とそれぞれ対応しており、ディプ
ロマ・ポリシー及びコンピテンスにおいて求められる知識・能力を網羅的に取得することが
できるよう体系的なプログラムが構築されていることから、教育課程の修了により学位授与
に値する学習成果を得たと判定することが可能である。
（資料４－３－55

ディプロマ・ポリシー、コンピテンスと科目との対応表）

<５> 保健看護学部
1)「看護を実践できる能力」に関する学修成果の把握は、各学年の基礎学力テストや 3 年次の
OSCE にて把握している。4 年次の看護総合実習終了時には、実習における技術経験項目とし
て 141 項目を設定し、達成度を 4 段階、経験を 3 段階で調査し、把握している。達成度Ⅰレ
ベルの技術は概ね達成できていた。また、専門的知識の修得は、卒業試験によって学修成果
を把握している。
2)「国際的視野をもち、異文化を理解できる能力」に関する学修成果は、年 2 回の TOEFL の結
果により把握している。成績優秀者に対する表彰制度を設け、スコアアップに取り組んだ結
果、2016（平成 28）年度 1 年生の平均点は春期 393.9 点から秋期 408.5 点へと伸ばすことが
できた。
3)国家試験合格率は、2013（平成 25）年度より看護師・保健師国家試験の合格率は全国平均を
上回っており、ディプロマ・ポリシーに沿った成果が上がっていると言える。2016(平成 28)
年度は看護師国家試験においては、既卒者の合格率が 25％と低値となっており、既卒者に対
する学習支援が課題である。
（資料４－３－49

順天堂ホームページ

「国家試験・教員採用試験・就職内定率」
）

4)就職希望者は 100％就職できており、63.0％が本学医学部附属病院に就職している。なお、
全体の 39.5％が地元の本学医学部附属静岡病院へ就職しており、これを含め、55.5％が地元
静岡県の医療機関等へ就職している。保健師としての就職も多く、2013(平成 25)年度卒業生
(第 1 回生)114 名のうち 3 名、
2014(平成 26)年度卒業生（第 2 回生）118 名のうち 7 名、
2015(平
成 27)年度卒業生（第 3 回生）120 名のうち 10 名、2016（平成 28）年度は 119 名のうち 5 名
が保健師として県市町へ就職している。これらのことは、本学部が学生のニーズに応え、質
の高い教育を提供していることを示している。
（資料４－３－54

平成 28 年度 事業報告（資料編）

「卒業後の進路状況」
）

<６> 国際教養学部
1)単位認定・学位授与・卒業判定とは別に学修成果の状況を把握するため、外国語科目におい
てポートフォリオの作成を義務付けている。通常授業の学修の振り返り、カウンセリングの
相談・指導内容の記録、読書記録、海外研修・留学記録などを通じて外国語学習と異文化体
験についての成果を把握できるようにしている。
（資料４－３－56

Portfolio）
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３）教育方法・成果
2)在学中は年二回 TOEFL-ITP の受験を義務付けており、学習効果を入学時から卒業時まで定期
的に測定している。
3)学位授与にあたり、グローバル市民として活躍するための国際的な教養を始めとする、多種
の能力を求めている。原則、ゼミナールにおいて卒業論文を課し、その把握を行う。
<７> 大学院医学研究科
1)修士課程において、ディプロマ・ポリシーに基づく学修成果の把握の一環として、1 年次に
研究計画書・研究指導計画書の提出を義務づけ、倫理委員会等への申請・審査状況を含めて、
研究科委員会で確認を行っている。2 年次では中間報告会を実施し、大学院生自身が各自の
研究をまとめたポスターを用いて口頭発表を行い、論文申請前に研究進捗状況と研究成果を
確認・評価している。修士論文審査では約 15 分のプレゼンテーションと約 15 分の口頭発表
を行い、ディプロマ・ポリシーで定める資質・能力について、最終確認と評価を行っている。
平成 28 年度

修士課程中間報告会実施要領、研究計画書・研究指導計

画書）
順天堂大学大学院医学研究科医科学専攻修士論文申請要項）

2)修士課程の学位取得率は、2014（平成 26）年度 96.8%、2015（平成 27）年度 100%、2016（平
成 28）年度は 88.9%となっている。修士課程においては、医学分野以外の出身者も広く受け
入れているが、学位取得率が高水準で推移していることから、個々のバックグラウンドに合
わせた教育研究指導がなされていると言える。
3)博士課程において、ディプロマ・ポリシーに基づく学修成果の把握の一環として、修士課程

教育内容・方法・成果

（資料４－３－42

第４章

（資料４－３－13

同様に 1 年次に研究計画書・研究指導計画書の提出を義務づけ、倫理委員会等への申請・審
後の進捗について研究進捗状況報告書を提出し、研究科委員会で確認を行っている。3 年次
ではポスターセッションへの参加が必須となっており、各大学院生は自身の研究についてポ
スターを用いた口頭発表（英語を原則）を行い、論文申請前に研究進捗状況と研究成果を確
認・評価している。博士論文審査においても修士課程同様に、約 15 分のプレゼンテーショ
ンと約 15 分の口頭発表を行い、ディプロマ・ポリシーで定める資質・能力について、最終
確認と評価を行っている。
（資料４－３－57

研究計画書・研究指導計画書、研究進捗状況報告書、3 年次ポスターセ
ッション案内・要領）

（資料４－３－43

順天堂大学大学院医学研究科学位（甲）申請要項）

4)博士課程では、学位授与率が非常に高いのが特徴である。ディプロマ・ポリシーに基づく各
年次の学修進捗度評価及び 3 年次ポスターセッションの評価システムが高い学位授与率を支
えており、大学院生一人ひとりについて日常的なチュートリアル研究指導が十分なされてい
ることの証左である。
5)大学院生の学修・研究環境を支援するため、履修管理システム（研究進捗ポートフォリオシ
ステム）を導入している。履修計画の作成や最新の講義日程の確認、講義資料のダウンロー
ド、補講動画の視聴等の利用に加え、在学中の学修実績・研究業績（資格取得、論文発表、
学会発表、研究費の獲得、受賞、特許出願など）の情報を蓄積するポートフォリオ機能を備
えており、研究業績については、毎年度末の単位認定・進級判定審議で確認している。
6)教育・研究環境等が充実しており、発表される研究論文は、国際的に高い評価を受け、イン
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査状況を含めて、研究科委員会で確認している。2 年次においては、1 年次の研究計画作成
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３）教育方法・成果
パクト・ファクター（IF）やサイテーション・インデックス（CI）の高い論文が数多く発表
されている。また、博士（医学）の学位授与者も増加傾向にある。
（資料４－３－58

順天堂大学博士（医学）学位授与者数推移）

<８> 大学院スポ－ツ健康科学研究科
1)修士論文及び博士論文の内容を評価することによって、ディプロマ・ポリシーに示した学修
の総合的な成果を把握している。
2)博士前期課程の修業年限内での学位取得率は、2013(平成 25)年度 86.7％、2014(平成 26)年
度 97.9％、2015(平成 27)年度 92.1%、2016（平成 28）年度 96.3％となっている。2013(平成
25)年度～2015(平成 27)年度の進路状況は、教員 28％、企業 51％、進学 12％であったが、
2016（平成 28）年度の進路状況は、教員 19 名(33%)、企業 23 名(40%)、進学 9 名、自営他 6
名であり、教員への就職比率が増加した。
（資料４－３－59

スポーツ健康科学研究科博士前期課程の進路状況）

3)博士後期課程の修業年限内での学位取得率は、2013(平成 25)年度 42.8％、2014(平成 26)年
度 66.6％、2015(平成 27)年度 100％、2016（平成 28）年度は 61.5%となっている。博士論文
については、原則として査読のある学術誌へ投稿・掲載された論文であることを条件として
いる。学位取得状況は、2015(平成 27)年度は甲種 9 名、乙種 3 名、2016（平成 28）年度は
甲種 8 名、乙種 3 名となった。
（資料４－３－60

スポーツ健康科学研究科博士後期課程の学位取得者数）

<９> 大学院医療看護学研究科
1)ディプロマ・ポリシーに基づく学修成果の把握の一環として、研究計画書と倫理申請書（必
要に応じて）を研究科委員会に提出し、審査することで研究計画段階・研究途中段階での成
果を確認・評価している。研究科委員会での審査時、博士前期課程では学生へ直接口頭試問
を行い、
博士後期課程では約 10 分のプレゼンテーションと約 10 分の口頭試問を行っている。
2)博士前期課程では研究計画発表会と修士論文発表会、博士後期課程では研究経過発表会と博
士論文発表会を公開で行い、研究指導教員以外の第三者がディプロマ・ポリシーに基づく学
修成果としての論文内容を把握・評価することが可能となっている。
（資料４－３－61

平成 28 年度研究計画・経過発表会プログラム）

（資料４－３－62

平成 28 年度修士論文・博士論文発表会プログラム）

3)博士後期課程では最終学年以外の各年度末に研究進捗状況報告書を研究科委員会へ提出し、
学生 1 人 1 人における研究の進捗状況を把握している。
（資料４－３－63

研究進捗状況報告書）

4)博士前期課程で専門看護師（CNS）コースを修了した学生が、修了後に専門看護師認定試験
を受験した場合、研究指導教員経由で合否の通知を受けている。2010（平成 22）年度に本研
究科修了生が初めて慢性疾患看護の専門看護師に認定されており、ディプロマ・ポリシーに
定める知識・能力を高度に達成できていると言える。2016（平成 28）年度までに累計で 31
名が専門看護師に認定されている。
5)本研究科の修了判定及び学位授与はディプロマ・ポリシーに基づき行っており、修士学位取
得状況は、2008(平成 20)年度以降の定員 15 名に対し、平均 16.1 名で推移している。2016(平
成 28)年度は 20 名で累計 145 名と着実に学位取得者を輩出している。また、2016(平成 28)
年度は博士後期課程が完成年度を迎え初めての修了者を輩出し、定員 7 名に対して 7 名が博
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士学位を取得した。
（資料４－３－64

修士（看護学）学位取得者数推移・専門看護師合格者数推移）

（４）教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。
【評価の視点】
○適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価
・学修成果の測定結果の適切な活用
<１> 大学全体
1)学長が議長となる大学協議会にて、前年度に立てた全学的な教育課程の編成方針に基づき、
当該年度のプログラムに反映した成果の検証を行うことで、教育過程及びその内容、方法が
適切であったかについて、検証している。
大学協議会議事録（平成 28 年 7 月））

2)2016(平成 28)年度より、各学部・研究科において、教務委員会やカリキュラム委員会とは独
会（カリキュラム評価委員会）を設置し、活動を始めた。
（資料４－３－66

大学協議会議事録（平成 29 年 2 月））

3)ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーは教育内容の充実に伴い改訂されるべき
ものであることから、教授会・研究科委員会の下部組織である各種委員会での検討を踏まえ、
教授会・研究科委員会での審議を経た後、学長を議長とする大学協議会にて大学全体の視点

教育内容・方法・成果

立した組織で第三者的な立場から、学生の授業評価等をもとにカリキュラム評価を行う委員
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（資料４－３－65

から定期的に検証を行い、改訂している。
1)成績評価については、教授会、教務委員会、カリキュラム委員会等で検討されている。更に、
学長・医学部長・学生・大学院生・臨床研修医・教職員等が参加し毎年開催されている医学
教育・卒後教育（成田）ワークショップ等でも検証されている。また、その結果を教育課程
や教育内容・方法の改善に反映させている。ワークショップでの提案された事項の実現とし
て、
「英語力向上を目的とした、TOEFL・IELTS の導入」
、「一般教養から基礎医学への連携強
化のための、PBL 導入」
、「臨床実習改善を目的とした実習期間の延長」
、「ICT 教育のための
マルチメディア教室の創設」、
「基礎研究者教育を目指した基礎ゼミナールの改善」等、数多
くの成果があげられる。
（資料４－３－67

平成 28 年度

順天堂大学

医学教育･卒後教育ワークショップ実施要領）

<３> スポ－ツ健康科学部
1)英語教育においては、外部試験の TOEFL を定期的（4 月と 12 月）に実施して教育成果を評価
する指標の 1 つとしている。その結果は、授業内容やカリキュラムを改善するための資料と
している。
（資料４－３－68

スポーツ健康科学部定例教授会議事録（平成 29 年 3 月）
）

2)教員養成課程においては毎年の教員採用試験の結果を教育成果の指標として教育内容の検
証を行い、教職委員会が中心となって学修支援体制の改善に反映させている。
（資料４－３－69

スポーツ健康科学部定例教授会報告

就職委員会（平成 28 年 9 月）
）

3)単位取得状況や各科目の成績といった基本情報をもとに、教務委員会が学生の学修状況を検
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証し、クラス編成や授業改善に必要なデータを各教員に提供している。
（資料４－３－70

スポーツ健康科学部定例教授会報告

学修支援委員会
（平成 28 年 6 月）
）

<４> 医療看護学部
1)成績評価については教務委員会及び教授会で検討している。その結果を教育課程や教育内
容・方法の改善に反映させている。
（資料４－３－71

医療看護学部教務委員会議事録抜粋（平成 29 年 3 月度））

（資料４－３－72

医療看護学部教授会議事録抜粋（平成 29 年 3 月度）
）

2)教育課程及びその内容、方法の適切性についてはカリキュラム委員会において定期的に審議
を行っているほか、年間 3 回の学生・教職員合同カリキュラム委員会において学生からの意
見も聴取することで課題を抽出し、その反映を図っている。また、2016（平成 28）年度より、
教務委員会及びカリキュラム委員会からは独立した組織としてカリキュラム評価委員会を
設置し、教育課程の検証体制を発展させている。
（資料４－３－73

医療看護学部カリキュラム委員会議事録抜粋（平成 29 年 3 月度））

（資料４－３－74

医療看護学部学生・教職員合同カリキュラム委員会議事録抜粋（平成 28
年度第 3 回）
）

3)新学期オリエンテーション時に、新 2 年生～4 年生に対して外部機関が作成した問題にて実
力検定試験を実施している。出題範囲は看護系必修科目からとし、学修内容の定着度を確認
している。結果は教務委員会に提出され、教育内容・方法を改善するための資料としている。
<５> 保健看護学部
1)教育課程及びその内容、方法の適切性については、基礎学力テスト、定期試験、実習評価、
卒業試験、OSCE の成績評価の結果をもって判断している。これらの評価は、教務委員会委員
が成績結果とその分析及び学習強化支援対象リストなどの資料を作成し、教務委員会、教授
会で検討されている。学習強化支援対象者へは教務委員あるいはアドバイザー教員が学生
個々に面談を行い、学習方法のアドバイスを行っている。
（資料４－３－75

保健看護学部教授会議事録（平成 28 年 5 月）
、基礎学力分析）

（資料４－３－76

保健看護学部教授会議事録（平成 28 年 10 月）
、OSCE 報告書）

（資料４－３－77

保健看護学部教授会議事録（平成 29 年 2 月）
、卒業試験評価）

<６> 国際教養学部
1)教育課程及びその内容・方法の適切性については、適宜毎月開催される教授会・教務委員会
で検証されている。また、毎年開催される全教員が参加する FD 研修会においても、検証が
行われている。
（資料４－３－78

FD 研修会実施要領 2016）

（資料４－３－79

教務委員会議事録 201609）

<７> 大学院医学研究科
1)教育成果については医学研究科委員会、大学院検討委員会等で常に検討されている。更に、
理事長・学長・医学研究科長・学生・大学院生・臨床研修医・教職員等が参加し毎年開催さ
れている医学教育・卒後教育(成田)ワークショップ等でも検証されており、そこでの提言を
踏まえ、教育課程や教育内容・方法の改善を検討し、実行している。
（資料４－３－80

順天堂大学大学院医学研究科委員会議事録抜粋
（平成 28 年 11 月定例））

（資料４－３－81

平成 28 年度卒後教育(成田)ワークショップ提言）
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<８> 大学院スポ－ツ健康科学研究科
1)単位取得状況や各科目の成績といった基本情報をもとに、教育・研究委員会と研究科委員会
が学生の学修状況を検証し、授業改善に必要なデータを各教員に提供している。
（資料４－３－82

スポーツ健康科学研究科

教育・研究委員会議事録（平成 28 年 9 月））

（資料４－３－83

スポーツ健康科学研究科

教育・研究委員会議事録（平成 29 年 3 月））

2)修士論文や博士論文を提出して標準修業年限で学位を取得した学生数、また、博士後期課程
においては学会誌での発表状況等によって教育成果を確認している。これらのデータを教員
間で共有して研究指導の改善に反映させている。
（資料４－３－84

スポーツ健康科学研究科

研究科委員会議事録（平成 29 年 1 月）

（資料４－３－85

スポーツ健康科学研究科

研究科委員会議事録（平成 29 年 2 月）

（資料４－３－86

スポーツ健康科学研究科

研究科委員会議事録（平成 29 年 3 月））

1)教育成果については医療看護学研究科委員会で検討されている。改善の例として日本看護系
（平成 28）年度で慢性疾患看護・がん看護の分野が満了となるため、日本看護系大学協議会
が推奨する 38 単位の教育課程へ新たに認定を受けるべく、2017（平成 29）年度開講に向け
新カリキュラムを策定している。
（資料４－３－87

大学院医療看護学研究科委員会議事録抜粋（CNS 認定）
）

2)博士前期課程・博士後期課程ともに 2 年次の研究計画・経過発表会、修了予定年度末の修士・
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大学協議会で認定されている高度実践看護師（専門看護師）教育課程 26 単位について 2016
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<９> 大学院医療看護学研究科

博士論文発表会において教育成果を確認している。発表会は各院生・指導教員のみならず大
反映させている。
（資料４－３－61

平成 28 年度研究計画・経過発表会プログラム）

（資料４－３－62

平成 28 年度修士論文・博士論文発表会プログラム）

２．点検・評価
［基準４］
大学は、自ら掲げる理念・目的を実現するために、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針
を定め、公表しなければならない。また、教育課程の編成・実施方針に則して、十分な教育上の
成果を上げるための教育内容を備えた体系的な教育課程を編成するとともに、効果的な教育を行
うための様々な措置を講じ、学位授与を適切に行わなければならない。さらに、学位授与方針に
示した学習成果の修得状況を把握し評価しなければならない。
●基準４－３の充足状況
教育課程の編成・実施方針に基づきシラバスを作成し、ホームページにも公表している。授
業概要、学習目標（到達目標）、学習内容、評価方法、準備学習(予習・復習等)に必要な時間
又はそれに準じた具体的な学習内容を明記し、高い学習効果を得られるよう工夫している。講
義・演習・実習・少人数授業等、各学部・研究科の特色に応じ適切な授業形態を採用している。
学部では、アドバイザー制・担任制・オフィスアワーの設定により、学習指導をきめ細かに実
施している。大学院では、社会人学生のために、土曜日開講、昼夜開講、e-learning、オンラ
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学院担当教員、実習等で関わりのある病院関係者が参加することで、教育研究指導の改善に
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イン視聴での補講等、教育環境を整備している。また、学生の授業評価アンケートを実施する
ことにより、教育内容・方法及び教育上の効果を定期的に検証し、その結果を改善に結びつけ
ている。成績評価・単位認定については、GPA、CAP 制を導入し、単位の実質化を図るとともに、
学則・大学院学則、各学部・各研究科の規程に基づき、厳格に運用されている。
学生の学修成果の把握として、学部学生は、国家試験合格率と就職率、大学院生は、学位論
文の質を重視している。各学部の国家試験合格率、就職率は、毎年全国平均を大幅に上回って
いる。大学院医学研究科では、インパクト・ファクター（IF）やサイテーション・インデック
ス（CI）の高い学位論文が数多く発表されている。
学位授与については、学位授与要件、学位論文の審査基準を学位規程に明示しており、教授
会、研究科委員会において厳格な運用がなされている。大学院の学位審査は、公開制としてお
り、学外審査委員を登用するなど、透明性・客観性を確保している。優れた研究業績をあげた
学生については、早期修了制度を設けている。以上のことから、本基準を充足している。
①効果があがっている事項
<１> 大学全体
1)各学部・研究科において、シラバスに基づいた授業を展開できている。
2)カリキュラム改善の PDCA サイクルを回していくために、現行カリキュラムを評価し、改善
の提言を行うカリキュラム評価委員会を各学部・研究科に設置した。
3)シラバスに則した教育を行うとともに、担任制やアドバイザー制による指導等により、高い
国家試験合格率や就職率を達成している。
4)TOEFL の必修化等、国際化に対応する取組みが進められ、表彰制度も整備しており、学生の
英語学修意欲が向上し、TOEFL スコアアップにつながっている。
<２> 医学部
1)9 項目から構成される医学部コンピテンシーを定め、2016(平成 28)年度より学生に周知し、
運用に向け達成度の評価方法（パフォーマンス評価等）について、医学教育・卒後教育（成
田）ワークショップ等で検討している。
2)学業評価について、統合型カリキュラムで実施されるカリキュラムユニット毎に試験を実施
し、その評価を行い、学生の理解度を、年間を通じて確認している。また、進級について、
単に進級要件単位を取得するだけでなく、当該単位がどの様な評価を伴うものであるかを可
視化するため、2014(平成 26)年度 1 年次より GPA を導入した。
3)シラバスには、統合型カリキュラムで実施されるカリキュラムユニット、または講座・研究
室毎に、「指定教科書」、「参考教科書」、「参考書」が指定されており、講義以外における自
己学習の手助けとなっている。更に、学生が学習内容をより理解し易くなる事を目的として、
2014（平成 26）年度より、全ての講義について、
「準備学習（予習・復習等）
」、
「到達目標」、
「授業形式」を追加する等、シラバス内容の充実を図った。
4)医学部における重要な評価指標となる医師国家試験合格率は、過年度より全国的に高い合格
率を示している。また、各年度において留年者数は少なく、修業年限卒業率は高い。以上の
ことより、学生には 6 年間を通じて充実した教育内容が提供されているといえる。
<３> スポ－ツ健康科学部
1)企業就職内定率は、2014（平成 26）年度 99.3％、2015(平成 27)年度 100%、2016（平成 28）
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年度 100％と、いずれも全国平均を上回っている。また、少子化等により保健体育科教員の
採用環境が厳しい中、現役生の中から毎年 30 名以上の教員採用試験（国公私立）合格者を
輩出している（国公立補欠合格者を含む）
。
（資料４－３－88

スポーツ健康科学部企業就職者の内訳）

（資料４－３－89

教職者の内訳）

2)学生が計画的に学習を進めることができるように、シラバスの様式を改めた。「授業概要」
としていた項目を「授業目的」と「授業内容」に分け、学習計画と内容をより詳細に示すよ
うにした。また、「成績評価方法」に含めていた「成績評価基準」を独立した項目として新
たに追加して、それぞれの内容を記述しやすくした。
（資料４－３－９

スポーツ健康科学部シラバス）

<４> 医療看護学部
おり、1 年生の春期から秋期にかけた平均点は前掲１．
（３）<４>に記載の通り上昇しており
2)シラバスの内容について、教務委員・カリキュラム委員を中心に第三者チェックを行ってお
り、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーに基づいた教育内容・方法となるよう
改善を図っている。
3)シラバスに則した教育が実践されており、看護師・保健師・助産師国家試験において、毎年、
全国平均を上回る高い合格率を示しており、教育と指導の効果が上がっている。
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成果が表れている。

第４章

1)英語力の客観的評価指標として、TOEFL-ITP を導入し、TOEFL の内容に則した教育を行って

<５> 保健看護学部
の看護技術 141 項目を卒業時の到達度を含め「看護技術経験録」に収めている。学生にとっ
てこの経験録は学習の足跡であり、未経験技術を臨地実習において積極的に経験する一つの
手立てとして役立てている。指導教員にとっては学生のレディネスを把握することに役立っ
ている。
2)シラバスの内容について、カリキュラム委員以外の講師以上の教員によるチェックが行われ
ている。
（資料４－３－90

シラバスピアレビュー・シート）

3)シラバスに則した教育が実践されており、看護師・保健師国家試験において、毎年、全国平
均を上回る高い合格率を示しており、教育と指導の効果が上がっている。
4)2016(平成 28)年度卒業生（第 4 回生 119 名）のうち 5 名が保健師として県市町に就職したこ
とは、保健師教育課程を必修にしている効果があったと言える
<６> 国際教養学部
1)外国語科目では少人数編成での授業展開により教員・学生間の距離が近くなることで相互理
解が深まっており、学生一人ひとりにあわせた効果的な学修指導が実現できている。
2)言語学習センターは学生が積極的に利用している。多読用 Graded Readers の貸出数も多く、
学生の学修意欲喚起の一因となっている。また、カウンセリングは授業と連動して実施され
ており、個々の学習状況を指導教員が把握できる良好な環境が実現できている。
3)本学部では早い段階からキャリア教育を実施している。1 年次から正規の教育課程のなかに
キャリアに関する科目を配置し、国内外の多様な分野で活躍する経験豊かな企業人等、実務
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3）

教育方法

1)看護実践能力を身に付けるために学内演習、臨地実習での看護技術経験を行っているが、そ

第４章 教育内容・方法・成果
３）教育方法・成果
家を招き、その体験談を聞き、議論を通してキャリア目標の明確化を図っている。
4)外国語科目におけるポートフォリオの作成を義務付けたことによって学生と教員の距離が
近くなり、学生への学習支援が円滑に行われている。また、TOEFL-ITP の受験結果も同様に
指導方針の策定等に役立っている。
（資料４－３－91

ポートフォリオ作成手引き）

（資料４－３－92

外国語クラス編成方針）

<７> 大学院医学研究科
1)修士課程においては、主に、1 年次前期に基礎的な知識を身につける一般教育科目、1 年次
後期に専門性の高い内容の専門教育科目を開講し、医学・生命科学・医療学の知識を系統的
に修得できるカリキュラムを編成している。また、昼夜開講制・VOD システムによる補講を
導入し、社会人をはじめとする大学院生に配慮した教育方法が整っている。更に、2015（平
成 27）年度から 1 年次における研究計画書・研究指導計画書を導入し、学修・研究指導の充
実を図っている。2 年次においては、中間報告会を実施しており、修士論文作成に関する中
間評価のほか、多方面からの助言・指導を受ける場を設けている。完成年度を迎えた 2014(平
成 26)年度以降、学位取得率が高水準で推移していることからも、本課程における指導が適
切に行われていると言える。
2)博士課程においては、Unit 制によるカリキュラムが整備されていることに加え、1 年次にお
ける研究計画書・研究指導計画書の作成、2 年次における研究進捗状況報告書の作成、3 年
次におけるポスターセッション(研究中間発表)により、段階的な研究進捗状況評価が実施さ
れている。また、英語のみで行われる講義や 3 年次ポスターセッションでのポスター作成・
口頭発表の英語義務化によって学生の英語力が養われている。2013～2016(平成 25～28)年度
の学位(甲）論文のうち 95.5%が英語論文であり、国際的評価の高い学術誌に掲載されている。
学位取得率及び学位（甲）取得者の平均 IF は高く
（2013～2016
（平成 25～28）年度平均≒3.13）
、
学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針に則した様々な取り組みが有効に機能している
と言える。また、博士課程において、高度な研究能力と豊かな学識を有する学生に対し、早
期に学位を取得できる 3 年修了制度を設けており、要件をシラバスに明記している。2016(平
成 28)年度は 9 名が 3 年修了制度を利用し、全員が 3 年修了を認められた。
(資料４－３－93

3 年次ポスターセッション案内・要領)

(資料４－３－58

順天堂大学博士（医学）学位授与者数推移)

3)2012(平成 24)年度に開始した国立がん研究センターとの連携大学院制度により、2016(平成
28)年度は 11 名への博士(医学)の学位授与を行った。
そのうち 3 名は優れた研究業績を上げ、
3 年修了制度が適用された大学院生である。
<８> 大学院スポ－ツ健康科学研究科
1)博士後期課程では、博士論文研究進捗報告会の開催など、組織的な研究指導体制をとること
によって高い学位取得率を維持している。
(資料４－３－93 スポーツ健康科学研究科標準修業年限での学位取得率推移)
2)博士前期課程において、2013(平成 25)年度より、研究指導教員以外から指導・助言を受ける
機会として「研究計画報告会」及び「中間報告会」に加えて、必修授業「研究論文作成の基
礎と展開」の課題としてのポスター発表（1 年次 9 月）を行うこととし、計 3 回にした。2016(平
成 28)年度の標準年限内修了率は 90.0％となった。また早期修了制度利用者も 2012(平成 24)
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年度、2013(平成 25)年度、2014(平成 26)年度はそれぞれ 1 名ずつ、2015(平成 27)年度は 2
名、2016（平成 28）年度は 1 名出ている。
(資料４－３－94

博士前期課程退学者数と標準年度内修了率)

3)学生が計画的に学習を進めることができるように、シラバスの様式を改めた。「授業概要」
としていた項目を「授業目的」と「授業内容」に分け、学習計画と内容をより詳細に示すよ
うにした。また、「成績評価方法」に含めていた「成績評価基準」を独立した項目として新
たに追加して、それぞれの内容を記述しやすくした。
（資料４－３－23

大学院スポーツ健康科学研究科シラバス）

<９> 大学院医療看護学研究科
1)保健看護学部（2010(平成 22)年 4 月開設）の第 1 期生の卒業に合わせ、2014(平成 26)年 4
月より、博士前期課程（修士課程）を三島キャンパスでも開講し、同キャンパスにおける医
2)博士前期課程の標準修業年限 2 年間での学位取得率は 2012（平成 24）年度は 100.0％、2013
2016（平成 28）年度は 95.0%と高い水準である。
(資料４－３－64

修士（看護学）学位取得者数推移・専門看護師合格者数推移)

3)博士前期課程の高度実践看護師（専門看護師）コースの修了生のうち、2016（平成 28）年度
の専門看護師合格者は 6 名であり、累計で 31 名の専門看護師を輩出している。
(資料４－３－64

修士（看護学）学位取得者数推移・専門看護師合格者数推移)

教育内容・方法・成果

（平成 25）年度は 93.3％、2014（平成 26）年度は 100.0％、2015（平成 27）年度は 94.7％、
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療看護学研究科の教員組織と ICT を用いた遠隔講義による大学院教育を行っている。

4)博士後期課程では 2016（平成 28）年度に完成年度を迎え、1 回生 7 名の博士（看護学）の学
教育方法

3）

位（甲）を輩出した。
②改善すべき事項
<４> 医療看護学部
1)2016（平成 28）年度より教務委員会及びカリキュラム委員会からは独立した組織としてカリ
キュラム評価委員会を設置し、教育課程の検証体制を整備したが、今後実質的な議論を進め
るにあたり、委員会の役割や評価の対象について明確にする必要がある。
<５> 保健看護学部
1)アクティブラーニングを取り入れた指導が十分ではない。
2)ICT を活用した教育手法が充実していない。
3)既卒の国家試験不合格者に対する学習支援が課題である。
３．将来に向けた発展方策
①効果があがっている事項
<１> 大学全体
1)シラバスに基づく授業展開を継続し、アクティブラーニングへの転換を図っていく。
2)カリキュラム評価委員会の評価結果が、カリキュラム委員会や教務委員会へ答申され、カリ
キュラムに反映されるという教育の質向上につながるサイクルを確立していく。カリキュラ
ム評価委員会における活動の成果については、大学協議会にて全学的な検証を行う。
3)定期的な学修効果測定をもとに、きめ細かな指導を継続することにより、高い国家試験合格
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３）教育方法・成果
率や就職率を維持していく。
4)TOEFL 中心の教育を維持し、大学全体を挙げて英語力アップを図り、国際化に対応していく。
<２> 医学部
1)コンピテンシーを学生と教職員に理解させ、期待するアウトカムを互いに確認し、各コンピ
テンシー達成に必要なロードマップなどの検討を行っていく。また、コンピテンシーの達成
状況に照らし合わせて、教育方法と評価方法が現状のものでよいか、検討を重ね改善を図っ
ていく。
2)GPA を学業評価に導入し、進級判定学生の理解度把握が可能になったことから、教員による
個々の学生指導を充実させていく。
3)学生に「準備学習（予習・復習等）」の履行を促し、自己学習を前提としたアクティブラー
ニングの導入を進めて行く。
4)学問の本質的な理解を前提としながら、継続して国家試験も見据えた講義・演習・実習を展
開する。4 年次に行われる共用試験(OSCE、CBT)において、臨床実習における必要知識・技能
の確認を行い、合格しない場合、実習を認めないこととしており、教育成果の水準を確保し
ていく。また、世界医学教育連盟(WFME)の国際認証を取得すべく認証評価を受審した。求め
られるアウトカム基盤型教育、コンピテンス基盤型教育への転換を図っていく。医師として
の態度・技術・学習能力を評価することから、知識の修得に留まらず、知識の応用ができる
よう、少人数で学生が主体的に参加する双方向授業を展開し、学修効果を高めるようにして
いく。
<３> スポ－ツ健康科学部
1)企業就職内定率については、経団連の指針により就職活動自体の変更が予測されるが、現状
の高水準を維持させるため、正課内外で実施している各種の就職支援セミナーや対策講座を
工夫しながら柔軟に対処していく。また、現役教員採用試験合格者数を維持・向上させるた
め、教職科目のシラバスと学習指導要領とのマッチングを実施するなどの再点検を行う。
2)学生のシラバス活用を促進するため、授業外学習については、その内容とともに所要時間に
ついても記載する。
<４> 医療看護学部
1)英語教育については、TOEFL 対策の教科書（洋書）を用い、文法・語法セクション（TOEFL
Section2）を中心に毎回予習させ、授業内で解説を行うとともに、翌週、小テストを行うこ
とで、英語力の定着を図っていく。文法・語法力は英語の 4 技能（リスニング、スピーキン
グ、リーディング、ライティング）の基礎となる力であることから、文法・語法セクション
（TOEFL Section2）の練習問題を中心に反復させ、英語力の定着を図っていく。
2)シラバスについて第三者チェックを継続するとともに、学生の自己学習を促す内容となるよ
う、教務委員会を中心に検討を進める。
3)実践力を伴う看護学の修得を目指して、授業の質を更に高め、カリキュラム改正を含む教育
方法の改善を行う。また、アドバイザー教員を中心とした指導や国家試験対策講義、ガイダ
ンスを継続して、各国家試験とも高い合格率を維持する。また、GPA を進級判定及び卒業認
定等における総合判定データの一つとして利用するほか、助産師国家試験受験資格取得科目
の履修者選抜試験や海外研修の参加条件等に利用することにより、教育水準の向上に繋げる。
<５> 保健看護学部
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1)看護臨地実習における到達目標、「看護技術経験録」を活用し、学生の技術習熟度把握と技
術向上につなげる。
2)シラバス内容のチェック結果を次年度シラバスに反映し、教育内容の充実を図る。
3)高い国家試験合格率を維持するよう、個々の学生の特性を把握し、特に、成績不良学生には
徹底した、きめ細かな学習指導を継続して行う。
4)地域に貢献する保健師を輩出すべく、実習先を確保し、保健師教育課程必修を維持する。
<６> 国際教養学部
1)外国語科目は、2 年次以降も少人数制での授業を展開していく。少人数制教育の意義・目的
等を学生自身にも十分に理解してもらえるよう、新学期ガイダンス等を通じて説明を行い相
互理解のもとで行う。
2)言語学習センターに設置する書籍を増やし、内容の充実を図る。カウンセリングはポートフ
指導教員も当該学生をカウンセリングする際の資料として活用する等、効果的・多面的に活
3)キャリア教育は、体験談を聴講するなどのインプット型のみならず、更に発展させる形とし
て実際に自身のキャリアデザイン案を作成し、今後のカリキュラム受講や課外活動の方針な
どの計画立案を授業等において行い、将来の就職活動に繋げていく。
4)2017（平成 29）年度も過年度と同様に引き続き、ポートフォリオによる支援や TOEFL-ITP の
運営を行っていく。

教育内容・方法・成果

用していく。
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ォリオシステムを活用し、学生自身が内容を記録することにより振り返りを可能とし、他の

<７> 大学院医学研究科
学環境を整備しつつ、カリキュラムの見直しや研究指導体制の検討等を継続して行いながら、
1 年次の研究計画書・研究指導計画書及び 2 年次における中間報告会の実施を通じて、学生
に対して質の高い継続的な学修・研究指導を行っていく。
2)博士課程においても、継続してきめ細かい研究指導を行い、研究計画書・研究指導計画書（1
年次）、研究進捗状況報告書(2 年次）、ポスターセッション(3 年次)や履修管理システム(研
究進捗ポートフォリオシステム）等により研究進捗状況を把握しつつ、より国際性の高い医
師・研究者の育成を図っていく。また、国際的に活躍する医師を養成すべく開講している国
際医学教育塾を更に拡充・発展させるとともに、今後、英語による講義の受講を徹底させる
など、学生の英語力向上への取り組みを継続的に実施し、国際的に評価の高い医科学雑誌に
より多くの学位論文が掲載されるよう指導していく。
3)連携大学院制度については、連携先機関において大学院説明会を実施するなど、各機関との
連携を更に強化し、引き続き推進していく。
<８> 大学院スポ－ツ健康科学研究科
1)博士後期課程では、学内の競争的研究資金の大学院生枠活用と組織的な研究指導体制を継続
することで、学位授与率の更なる上昇を目指す。
2)博士前期課程において、本郷・お茶の水クラスの学生に対しては研究指導教員以外の教員か
らも指導を受けられる機会を増やし、集団指導体制を一層推進するとともに、メール、SNS、
VTR 配信等 ICT を活用し指導を充実させる体制を整える。これらの施策により標準年限内修
了率を更に高め、早期修了制度が利用できるような研究業績を持つ学生の数を増加させる。
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3）

教育方法

1)修士課程においては、今後も引き続き昼夜開講制や VOD システムを活用することで学生の修
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３）教育方法・成果
3)学生のシラバス活用を促進するため、授業外学習については、その内容とともに所要時間に
ついても記載する。
<９> 大学院医療看護学研究科
1)ICT 機器を用いた遠隔講義の使用方法を整備し、多くの教員が活用できるようにするととも
に、個別指導も充実を図る。
2)博士前期課程では、引き続き、学位の質を保ちつつ、学生の個別研究テーマに沿った丁寧な
研究指導を行い、高い学位取得率を維持する。
3)2017（平成 29）年度から新カリキュラムにより高度実践看護師（専門看護師）教育課程が
26 単位から 38 単位へ移行する。単位数や実習数が増加するが、引き続き専門看護師合格者
を輩出できるよう運営していく。
4)博士後期課程では、1 回生に続き、研究指導教員、研究指導補助教員 2 名による研究指導を
行い、研究計画書審査、研究経過発表会、研究進捗状況報告書、予備審査会、口頭試問、博
士論文発表会等により研究の進捗状況及び成果を把握することで、看護専門職者を育成する
ための教育者・研究者及び高度実践看護職者を育成していく。
②改善すべき事項
<４> 医療看護学部
1)カリキュラム評価委員会の役割や評価の対象を明確にするとともに、開催回数を増加させ、
教育課程及びその内容、方法の適切性についての点検・評価を推進する。
<５> 保健看護学部
1)アクティブラーニングの指導が十分ではないので、今後は、課題を設定しグループワークと
発表を行なう教育手法を取り入れていく。
2)ICT を活用した教育の充実に向け、基礎看護技術等の授業において、タブレット端末を利用
し映像を見ながらトレーニングできる仕組みを整備していく。
3)既卒の国家試験不合格者に対しては、教務委員会（国家試験対策ワーキンググループ）と連
携しながら、学習指導と状況把握に向けて取り組んでいく。
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３）教育方法・成果
４．根拠資料
根拠資料№

各部署の
資料整理№

資料名称

資料４－３－１

医４－３－１

M4 第 1 期臨床実習

オリエンテーション資料

資料４－３－２

医４－３－２

M4 第 2 期臨床実習

オリエンテーション資料

資料４－３－３

ス４－３－１

スポーツ健康科学部パンフレット（既出

資料４－３－４

ス４－３－２

スポーツ健康科学部学生便覧（教学編）

資料４－３－５

ス４－３－３

順天堂大学さくらキャンパス

資料４－３－６

ス４－３－４

スポーツ健康科学部標準修業年限での学科別卒業率（H25-28）

資料４－３－７

ス４－３－５

スポーツ健康科学部海外英語研修プログラム参加者数推移（既
出

ス４－３－６

CAMPUS LIFE

資料４－２－43）

スポーツ健康科学部・スポーツ健康科学研究科シラバス作成要
領

資料４－３－９

ス４－３－７

スポーツ健康科学部シラバス（既出

資料４－１－５、資料４

資料４－３－10

ス４－３－８

スポーツ健康科学部シラバスピアレビュー様式

資料４－３－11

保看４－３－１

新入生キャンプ実施要領

資料４－３－12

国教４－３－１

国際教養学部

資料４－３－13

院医４－３―１

平成 28 年度

担任制度の概要
修士課程中間報告会実施要領、研究計画書・研究

指導計画書
資料４－３－14

院医４－３－２

3 年次ポスターセッション案内・要領

資料４－３－15

院医４－３－３

学外施設学修申請書

資料４－３－16

院医４－３－４

大学院医学研究科博士課程連携大学院

資料４－３－17

院医４－３－５

がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン

資料４－３－18

院医４－３－６

「首都大学院コンソーシアム」学術交流に関する協定校

資料４－３－19

院ス４－３－１

スポーツ健康科学研究科

資料４－３－20

院ス４－３－２

H28

スポーツ健康科学研究科ガイダンス配布資料（新入生）

資料４－３－21

院ス４－３－３

H28

スポーツ健康科学研究科ガイダンス配布資料（在学生）

資料４－３－22

院ス４－３－４

大学院スポーツ健康科学研究科パンフレット（既出

教育方法

3）

履修科目と履修方法

資料１－

７）
資料４－３－23

院ス４－３－５

大学院スポーツ健康科学研究科シラバス（既出

資料４－１－

12、資料４－２－16）
資料４－３－24

院看４－３－１

大学院医療看護学研究科年間授業時間割表（既出

資料４－２

－19）
資料４－３－25

院看４－３－２

教育要項抜粋－履修指導、研究指導の方法、修了要件及び履修
モデル－

資料４－３－26

院看４－３－３

教育要項抜粋－学位申請の手引き－

資料４－３－27

総務４－３－１

順天堂大学学則（既出

資料４－３－28

総務４－３－２

順天堂大学大学院学則（既出
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－２－３）
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資料４－３－８

資料１－３）

資料１－９）
資料１－10、資料３－４）
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３）教育方法・成果
根拠資料№

各部署の
資料整理№

資料４－３－29

総務４－３－３

順天堂大学学位規程（既出

資料４－３－30

医４－３－３

順天堂大学医学部

資料４－３－31

医４－３－４

医学部教育要項（既出

資料４－３－32

医４－３－５

進級判定基準

資料４－３－33

ス４－３－９

スポーツ健康科学部放送大学開講科目の単位認定資料

資料４－３－34

ス４－３－10

スポーツ健康科学部

資料４－３－35

医看４－３－１

医療看護学部ディプロマ・ポリシー・コンピテンス・コンピテ

資料名称
資料４－１－２）

コンピテンシー
資料４－１－４、資料４－２－１）

学科別卒業所要単位数内訳

ンシー対応表
資料４－３－36

医看４－３－２

順天堂大学医療看護学部単位認定評価に関する規程

資料４－３－37

保看４－３－２

順天堂大学保健看護学部単位認定評価に関する規程

資料４－３－38

保看４－３－３

順天堂大学保健看護学部単位認定評価に関する規程に関わる実
施申し合わせ事項

資料４－３－39

国教４－３－２

評価基準・GPA 制度についての説明

資料４－３－40

院医４－３－７

順天堂大学大学院医学研究科規程（既出

資料４－３－41

院医４－３－８

大学院 3 年修了の要件に係わる大学院医学研究科委員会申合せ

資料１－11）

事項
資料４－３－42

院医４－３－９

順天堂大学大学院医学研究科医科学専攻修士論文申請要項

資料４－３－43

院医４－３－10

順天堂大学大学院医学研究科学位（甲）申請要項

資料４－３－44

院医４－３－11

順天堂大学学術情報リポジトリ HP 画面

資料４－３－45

院ス４－３－６

大学院スポーツ健康科学研究科博士課程要覧

資料４－３－46

院ス４－３－７

修士論文審査報告書

資料４－３－47

院ス４－３－８

博士論文審査報告書

資料４－３－48

院看４－３－４

医療看護学研究科論文審査報告書

資料４－３－49

総務４－３－４

順天堂ホームページ 「国家試験・教員採用試験・就職内定率」
http://www.juntendo.ac.jp/department/success.html

資料４－３－50

総務４－３－５

平成 28 年度

事業報告書（既出

資料２－２）

資料４－３－51

医４－３－６

M6 総合試験、卒業試験

資料４－３－52

ス４－３－11

免許・資格取得者数

資料４－３－53

ス４－３－12

卒業生の進路

資料４－３－54

医看４－３－３

平成 28 年度事業報告（資料編）

資料４－３－55

医看４－３－４

ディプロマ・ポリシー、コピテンスと科目の対応表

資料４－３－56

国教４－３－３

Portfolio

資料４－３－57

院医４－３－12

研究計画書・研究指導計画書、研究進捗状況報告書、3 年次ポス

「卒業後の進路状況」

ターセッション案内・要領
資料４－３－58

院医４－３－13

順天堂大学博士（医学）学位授与者数推移

資料４－３－59

院ス４－３－９

スポーツ健康科学研究科博士前期課程の進路状況

資料４－３－60

院ス４－３－10

スポーツ健康科学研究科博士後期課程の学位取得者数
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３）教育方法・成果
根拠資料№

各部署の
資料整理№

資料４－３－61

院看４－３－５

平成 28 年度研究計画・経過発表会プログラム

資料４－３－62

院看４－３－６

平成 28 年度修士論文・博士論文発表会プログラム

資料４－３－63

院看４－３－７

研究進捗状況報告書

資料４－３－64

院看４－３－８

修士（看護学）学位取得者数推移・専門看護師合格者数推移

資料４－３－65

総務４－３－６

大学協議会議事録（平成 28 年 7 月）

資料４－３－66

総務４－３－７

大学協議会議事録（平成 29 年 2 月）

資料４－３－67

医４－３－７

平成 28 年度

資料名称

順天堂大学

医学教育･卒後教育ワークショップ

実施要領
ス４－３－13

スポーツ健康科学部定例教授会議事録（平成 29 年 3 月）

資料４－３－69

ス４－３－14

スポーツ健康科学部定例教授会報告

就職委員会（平成 28 年 9

月）
資料４－３－70

ス４－３－15

スポーツ健康科学部定例教授会報告

学修支援委員会（平成 28

資料４－３－71

医看４－３－５

医療看護学部教務委員会議事録抜粋（平成 29 年 3 月度）

資料４－３－72

医看４－３－６

医療看護学部教授会議事録抜粋（平成 29 年 3 月度）

資料４－３－73

医看４－３－７

医療看護学部カリキュラム委員会議事録抜粋（平成 29 年 3 月度）

資料４－３－74

医看４－３－８

医療看護学部学生・教職員合同カリキュラム委員会議事録抜粋
（平成 28 年度第 3 回）

保看４－３－４

保健看護学部教授会議事録（平成 28 年 5 月）、基礎学力分析

資料４－３－76

保看４－３－５

保健看護学部教授会議事録（平成 28 年 10 月）、OSCE 報告書

資料４－３－77

保看４－３－６

保健看護学部教授会議事録（平成 29 年 2 月）、卒業試験評価

資料４－３－78

国教４－３－４

FD 研修会実施要領 2016

資料４－３－79

国教４－３－５

教務委員会議事録 201609

資料４－３－80

院医４－３－14

順天堂大学大学院医学研究科委員会議事録抜粋（平成 28 年 11
月定例）

資料４－３－81

院医４－３－15

平成 28 年度卒後教育（成田）ワークショップ提言

資料４－３－82

院ス４－３－11

スポーツ健康科学研究科

教育・研究委員会議事録（平成 28 年

9 月）
院ス４－３－12

スポーツ健康科学研究科

教育・研究委員会議事録（平成 29 年

3 月）
資料４－３－84

院ス４－３－13

スポーツ健康科学研究科

研究科委員会議事録（平成 29 年 1 月）

資料４－３－85

院ス４－３－14

スポーツ健康科学研究科

研究科委員会議事録（平成 29 年 2 月）

資料４－３－86

院ス４－３－15

スポーツ健康科学研究科

研究科委員会議事録（平成 29 年 3 月）

資料４－３－87

院看４－３－９

大学院医療看護学研究科委員会議事録抜粋（CNS 認定）

資料４－３－88

ス４－３－16

スポーツ健康科学部企業就職者の内訳

資料４－３－89

ス４－３－17

教職者の内訳

資料４－３－90

保看４－３－７

シラバスピアレビュー・シート
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資料４－３－75
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年 6 月）

資料４－３－83
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資料４－３－68
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３）教育方法・成果
根拠資料№

各部署の
資料整理№

資料４－３－91

国教４－３－６

ポートフォリオ作成手引き

資料４－３－92

国教４－３－７

外国語クラス編成方針

資料４－３－93

院ス４－３－16

スポーツ健康科学研究科標準修業年限での学位取得率推移

資料４－３－94

院ス４－３－17

博士前期課程退学者数と標準年度内修了率

資料名称
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