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基準２．教育研究組織 

 基準２―１．教育研究の基本的な組織(学部、学科、研究科、附属機関等)が、大学の使命・目

的を達成するための組織として適切に構成され、かつ、各組織相互の適切な関連

性が保たれていること。 

 (1)２－１の事実の説明(現状) 

 ２－１－① 教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、研究科、附属機関等の教

育研究組織が、適切な規模、構成を有しているか。 

   ア．本学は、建学の精神に基づき昭和 48(1973)年に国際医学総合技術学院を開校し、その

後の社会情勢の変化と医療界からの要請に応じるため、岐阜医療技術短期大学を開学し

た。そして、人間性豊かな高度な専門能力を有する医療技術者の養成を目的として、平

成 18(2006)年 4 月岐阜医療科学大学として開学した。設置にあたっては、新たな学科等

の設置は行わず前身の岐阜医療技術短期大学における 3学科(衛生技術学科、診療放射線

技術学科、看護学科)を引き継ぎ、これらを保健科学という共通分野でまとめ１学部とし

た。その後、短期大学に引き続き、平成 21(2009)年 4月に助産学専攻科を開設し、現在、

図２－１－１「教育研究組織」のとおり 1学部 3学科、1専攻科で構成されている。 

図２－１－１「教育研究組織」 

 

イ．保健科学部 3学科においては、入学定員を 80人に設定しており、1学年を 2クラスに

分け、1クラスを複数の担任教員が受け持つ体制としている。また、助産学専攻科の入学
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定員は 20人である。本学開設時、看護師不足という社会的要請に応えるため、岐阜医療

技術短期大学時代の入学定員 60 人を 80 人に増員した。衛生技術学科、放射線技術学科

の入学定員は、岐阜医療技術短期大学から変更していない。また、助産学専攻科も短期

大学時の入学定員と同じ 20人である。 

ウ．収容定員、在籍人員等に関してはデータ編の表 F－4の通りであり、在籍学生総数／収

容定員は学部全体で 1.20 倍、各学科は 1.19 倍～1.23 倍であり適正な在籍人員となって

いる。ただ、助産学専攻科は開設以来、入学者数が入学定員を下回っているが増加傾向

にある。 

エ．教員数はデータ編の表 F－6の通りであり、設置基準上の必要専任教員数・教授数とも 

 各学科及び全学で満たしている。 

オ．本学の放射線技術学科、看護学科、助産学専攻科はそれぞれ診療放射線技師、看護師、

保健師、助産師の養成所として文部科学大臣から指定を受けている。このため、設置基

準上の必要教員数だけでなく、それぞれの養成所指定規則の中で、必要教員数、1クラス

の規模等が定められており表２－１－１のとおり満たしている。 

 

表２－１－１「指定規則に対する教員配置状況」(人) 

Ａ．放射線技術学科 
    

診療放射線技師、医師又はこれと同等以上

の学識経験を有する専任教員 
内 業務経験 5年以上の技師 

必要人員 教員数 充足状況 必要人員 教員数 充足状況 

9 12 +3 3 5 +2 

      
Ｂ．看護学科 

    

看護師の資格を有する専任教員 保健師の資格を有する専任教員 

必要人員 教員数 充足状況 必要人員 教員数 充足状況 

8 23 +15 3 10 +7 

      
Ｃ．助産学専攻科 

    

助産師の資格を有する専任教員 
   

必要人員 教員数 充足状況 
   

3 3 ±0  
   

      
   

Ｄ．衛生技術学科(※参考データ) 
   

臨床検査技師、医師又はこれと同等以上の

学識経験を有する専任教員 
内 業務経験 5年以上の技師 

必要人員 教員数 充足状況 必要人員 教員数 充足状況 

9  13 +4 3 7 +4 

※衛生技術学科は臨床検査技師養成所の指定を受けていないが参考として掲載。 
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  カ．本学では各学科とも病院実習をカリキュラムの中で実施する必要があり、この実習   

は少人数グループで編成している。実習機関の確保、効果的な実習指導の面からも各学

科・専攻科の規模を適正にする必要があり、これらを配慮したものとなっている。 

 

 

 

２－１－② 教育研究の基本的な組織(学部、学科、研究科、附属機関等)が教育研究上の目的

に照らして、それぞれ相互に適切な関連性を保っているか。 

  ア．本学設置の 3 学科については、人間性が豊かで高度な専門能力を有する医療技術者の

養成を目的とし、保健科学をキーワードとして有機的に保健科学部に統合している。こ

のため、基礎分野カリキュラムについては、3学科共通なものとし医療人としての基礎を

学ぶ体系となっている。  

イ．教育研究に関わる委員会として、「将来検討委員会」「自己点検・評価委員会」「FD・  

SD委員会」「学生委員会」「教務委員会」「教育・研究推進委員会」「国際交流委員会」 

  「生涯教育委員会」等を設置しているが、委員会構成員は各学科・専攻科から選出され 

  て審議を行っていて、相互に関連性を保っている。 

ウ．全学の情報処理教育の推進、パソコン利用環境の整備等のため各学科から選出された

委員による「教育 LAN(Local Area Network)運営委員会」(「情報処理センター」として

も機能)を設置している。 

 

 (2)２－１の自己評価 

  ア．本学の組織は建学の精神を基本として、「学則」第 1条に定める学校目的を達成するた

め保健科学をキーワードとして有機的に保健科学部に統合されている。また、規模は学

内教育及び学外での病院実習においても、教員のきめ細かい指導が行える体制となって

おり適正である。 

イ．専任教員数は大学設置基準及び看護師・保健師・助産師・診療放射線技師それぞれの

養成所指定規則に照らして満足している。また、衛生技術学科についても、臨床検査技

師養成所指定規則に習い運営している。 

ウ．各学科・専攻科の教育研究上の連携についても、各種委員会を通じた議論や情報交換

の中で行っている。 

 

 (3)２－１の改善・向上方策(将来計画) 

  ・本学は保健科学系の単科大学として各学科・専攻科が適正に構成され、かつそれぞれが

相互に適切な連携をはかっている。また、本学の前身である国際医学総合技術学院、岐

阜医療技術短期大学から受け継がれている学生に対するきめ細かな指導を行っていく上

で、教員数、学生数とも適正な規模を有している。 

今後も、更に教育目的を達成するため、「教授会」及び各種委員会等の活動を活発化し、

全学の連携を図っていく。 

 

 基準２―２．人間形成のための教養教育が十分できるような組織上の措置がとられていること。  

 (1)２－２の事実の説明(現状) 

 ２－２－① 教養教育が十分できるような組織上の措置がとられているか。 
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  ア.本学ではカリキュラム変更を行う場合、文部科学省大学設置室への「学則」変更の届出

とともに、文部科学省医学教育課に対し看護師・保健師及び診療放射線技師指定養成所

学校として「学則」(教育課程)の変更承認申請を前年 8月までに行う必要があり、また臨

床検査技師養成課程については、厚生労働省に対し授業科目が国家試験受験資格に合致

しているか協議書を提出する必要があるため、「専門科目」及び「専門基礎科目」変更の

自由度は少ない。 

このような中、大学設置後 4年間のアフターケア期間が終了した後の平成 22(2010)年

度に、特に基礎科目を中心としたカリキュラムの見直し、改正の変更承認申請を行うべ

く検討を続けてきた。教養教育についての意見交換をするため、教養教育担当教員は開

学初年度より会合を持ち教養教育のあり方について議論を続けた。平成 21(2009)年度よ

り学部長を長とする「新カリキュラム検討プロジェクト」が編成(各学科 2人、教養科目

担当教授 2人含む)され、教養及び専門との関連等を議論した。この結果、平成 22(2010)

年度に文部科学省に変更承認申請を、厚生労働省に協議書を提出し承認許可された。 

 イ．この基礎分野課程の変更においては、本学の教育理念である「人間性」、「国際性」、「学

際性」をより一層具現化するため、各学科共通科目の基に下記変更を行った。 

①人文科学、社会科学に関しては、できる限りスリム化して専任教員が担えるスタンダ

ードな科目を中心に再編成した。 

②自然科学に関しては専門基礎へのスムーズな移行が出来るよう学力の底上げを目的   

として「基礎数学」「基礎物理学」「基礎化学」「基礎生物学」を専門基礎科目から基礎

科目に移行した。 

③外国語に関して実用的な「英会話Ⅰ・Ⅱ」を設け、更に「ポルトガル語」、「韓国語」

を新たに設けた。 

④健康と保健科学に関しては新たに「チーム医療論」、「体育実技」を設けた。 

  このように、教養教育の充実において組織的連携を図っている。 

 ２－２－② 教養教育の運営上の責任体制が確立されているか。 

  ア．新カリキュラムの検討にあたっては学部長を長とする「新カリキュラム検討プロジェ

クト」が主導となり、各学科教養教員の意見を十分に汲み上げてまとめ、「教授会」で審

議を行った。 

イ．カリキュラム編成等日常の教養教育運営にあたっては、「教務委員会」が担当して各学

科を調整し「教授会」に上申しており運営上の責任体制は確立されている。 

 

 (2)２－２の自己評価 

  ア．教養教育の充実化への意識は強く、学部長を中心として教養担当の教員と専門教育の

担当教員間での十分な調整の中で、今回の改定が進められ「教授会」に上申されており、

責任体制は確立している。 

イ．教養教育担当教員は、各学科に所属しているが、各「学科会議」を通して全学的な意

見の交換は行われている。 

 

 (3)２－２改善・向上方策(将来計画) 

  ア．平成 23(2011)年度より新たに「教育支援センター」を設置した。センター員は各学科
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の基礎分野の教員及び専門分野における国家試験対策関係の教員となっており、活動内

容としては、基礎教育の充実、国家試験対策教育の充実を目指している。 

イ．「教育支援センター」の施設設置も検討中であり、常時学生が相談でき、指導が受けら

れる環境整備を行う計画である。今後は、「教育支援センター」を中心に学生及び社会の

要請にあった教養教育体制について充実を図っていく。 

 

 基準２―３．教育方針等を形成する組織と意思決定過程が、大学の使命・目的及び学生の要求

に対応できるよう整備され、十分に機能していること。 

 (1)２－３の事実の説明(現状) 

 ２－３－① 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が適切に整備されているか。 

  ア．本学は原則として月 1 回、学長をはじめ、本学に所属する教授及び事務局長で構成さ

れる「教授会」を開催し大学全体の意思決定を行っている。「教授会」で決定された内容

は「学科会議」、各種委員会を通じ教職員に周知、実行される。また、「学科会議」、各種

委員会で議論された事項は、「教授会」で審議され決定される。 

イ．学長、学部長、各部科館長そして事務部門の各課長を含めた「部科長会」を原則月 1

回開催し、教員と事務員の間で、業務遂行及び運営検討、議論を行なっている。 

ウ．3 学科及び専攻科では「学科会議」を月 1 回以上開催し、学生の状況把握、指導につ

いての議論及び学科個々の問題について検討し学科運営を行なっている。 

エ．「将来検討委員会」をはじめとする 21 の委員会には 3 学科及び専攻科より選任された

委員が参加しており、学科の状況が委員会での議論に反映されている。委員会で議論さ

れた内容は「教授会」、「部科長会」、「学科会議」で報告される。 

オ．各種委員会は各学科、専攻科、事務職員で構成され、委員会議論の内容は「教授会」、

「学科会議」等で報告され、検討が必要な事項は「教授会」において議論決定を経て実

行に移される。 

 

 ２－３－② 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が大学の使命・目的及び学生の要 求

に対応できるよう十分に機能しているか。 

  ア．各学科に所属する教員の全員参加による「学科会議」を月 1 回以上開催し、学生の修

学状況等の情報交換と指導、教育研究そして運営に関する事項等を議論、「教授会」へ上

申している。細部に亘る情報交換によりきめ細かな学生指導につなげている。 

イ．学生の要望については担任との接触、授業評価アンケート、学生生活アンケート等を

通して常に汲み上げ「学科会議」、「学生委員会」等の各種委員会、「教授会」で検討し対

応している。 

ウ．教学の将来的な方向を検討する「将来検討委員会」において、本学の使命、学習者の

要求等を勘案しながら将来検討を行っている。 

エ．「教授会」は平成 22(2010)年度「定例」と「臨時」を合わせて 24 回開催され、「教授

会」に提出された教育研究に関する事項の審議決定がなされ、また各種委員会の審議状

況の報告がなされている。 

オ．「部科長会」は平成 22(2010)年度 11回開催され、各部署がコンセンサスを持って学校 

 行事を遂行する役目をはたしている。 
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カ．各種委員会は適宜開催され、学長及び各委員長、委員から付議された事項の審議を行

っている。また、各学科から選出、任命された教員が委員として参画しており、問題点 

 や各学科の要望について十分審議し、全学的な方向の調整をしながら進めている。 

 

 (2)２－３の自己評価 

  ア．「学則」並びに「教授会規程」に定められる教学に関する事項は、「教授会」で審議、

決定されている。また、規程外であっても全学にとり重要な事項については、「教授会」

で審議、決定されている。 

イ．学生の要求については、担任、「授業評価アンケート」、「学生生活アンケート」、を通

じて「学科会議」、「学生委員会」で検討し、重要な事項は「教授会」へ上申され対応し

ている。 

ウ．各種委員会は各学科教員、事務員より選出され、それぞれの委員会の立場から教学 

 に関わる事項に対応している。 

 

 (3)２－３改善・向上方策(将来計画) 

  ア．各教員が学長の方針の下、学校運営に参画し、教育研究の充実、学生の満足度の向上、

理念にある項目を身に付けた学生の輩出に向けて、協力して努力を継続する。 

イ．各学科における新たな課題について、学科のみならず学科間での連絡、議論を密に行 

 っていく。 

 ［基準２の自己評価] 

  ア．本学の教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、専攻科等の教育研究組

織は適切な規模、構成を有している。大学設置基準のみならず、看護師、保健師、助産

師、診療放射線技師、臨床検査技師養成に関しては各養成所指定規則に則り、また病院

実習等を効果的に行うため学生規模、教員数は適正である。 

イ．各学科は保健科学部として有機的に連携され、各種委員会、「教授会」を通じて相互に

関連性を保っている。 

ウ．教学に関する意思決定は、「学科会議」、各種委員会、「部科長会」で審議、「教授会」

に上申され、また、「授業評価アンケート」や担任との日々の接触等により学生の要求に

対応している。 

  

 ［基準２の改善・向上方策(将来計画)] 

  ・医療技術は日々進歩しており、医療技術をとりまく環境も急速に変化している。また、

学生の意識も年々変化してきている。人間性豊かな高度な専門能力を有する医療技術者

育成のためには、環境や学生にあわせ常に学校も進歩していく必要がある。このような

観点から、環境整備を進めるとともに、本学の最大の特徴であるきめ細かい学生指導の

充実に向け、学生の力と意欲を把握して適切な対応を行い、「将来検討委員会」、「自己点

検・評価委員会」、「FD・SD委員会」、「教授会」で本学の教育研究組織を見直していく。 

   

 


