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設置の趣旨等を記載した書類 

 

ア 大学院研究科設置の趣旨及び必要性 

 

北海道文教大学（以下、「本学」と略す。）は、恵庭市による誘致で、平成 11 年に北海道文教

大学恵庭キャンパスを開設した。現在は、外国語学部 1 学科、人間科学部 5 学科の 2 学部 6 学科

で構成されており、リハビリテーション分野の人間科学部理学療法学科は平成 18 年に入学定員

80 名、作業療法学科は平成 19 年に入学定員 40 名でそれぞれ開設した。これまで、両学科併せ

て約 700 名の卒業生が療法士として北海道内を中心に広く活躍している。 

（資料 1：学校法人鶴岡学園の沿革） 

理学療法士や作業療法士が関わるリハビリテーション分野は、今後進められる「地域包括ケア

システム」の理念にもあるように、施設から地域への流れが一層加速されることは必至である。

急速に進む高齢化によりリハビリテーションサービスの需要が増加する反面、財源不足や人材不

足、限界集落の増加による地域社会の崩壊など、地域での生活を続けることへの不安も多い。こ

のような不安を払拭し、長年望んできた長寿が真の喜びとなる社会を作るため、リハビリテーシ

ョン分野に関わる理学療法士や作業療法士は、「疾病や障害の基本的理解」を深め、「失われた機

能の回復」に対処するだけではなく、「機能が失われる前への対応」をより一層進め、「高齢者を

含めすべての人々が健康で安心できる社会を作る」ための積極的な関わりが期待されている。 

このため本学では、高齢者を含めすべての人々が健康で安心できる未来社会を拓くため、理学

療法や作業療法の両分野に共通する学術的深化と、両分野の有機的連携を主目的に研究する「リ

ハビリテーション科学研究科リハビリテーション科学専攻」を設置し、当該分野に関わる研究を

推進することによって、当該分野の指導的・中核的立場に立てる人材を養成し、以ってその成果

を社会に広く還元することを設置の趣旨とする。 

 

(1) 大学院設置を検討するに至った主な理由 

① 北海道における「包括ケアシステム」に対応する人材養成の地域的ニーズ 

戦後のベビーブームで誕生した約 800 万人と言われる団塊の世代は、2025 年（平成 37 年）に

は全てが 75 歳以上となるため、介護保険法の保険者である地方自治体は、地域の自主性や主体

性に基づき、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムを作りあげる必要に迫られている。 

この地域包括ケアシステムは、重度の要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に

提供されるもので、概ね 30 分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域が想定されてい

る。しかしながら北海道においてはこの日常生活圏域が今まさに崩壊の危機に晒されており、こ

れまでの住み慣れた地域で生活するには不安が多い。 

  65 歳以上の高齢者人口比率が、住民の 50％を超えた集落は「限界集落」と呼ばれ、経済的・

社会的な面から、その地域での生活を続けることが難しく、社会単位としての存続が危ぶまれる

とされている。平成 25 年 3 月、北海道総合政策部による「北海道における集落対策の方向性」

によれば、道内の集落数 3,757 箇所の内、既に現在 65 歳以上の比率が 50％を超えている集落は

475 箇所（12.6％）だが、今後 10 年以内には 2,337 箇所（62.2％）に達すると見込まれる。 

本学の近隣にある夕張市は、2006 年（平成 18 年）に財政破綻をきたし、平成 27 年 1 月現在、
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65 歳以上人口が全体の 47.7％、75 歳以上の人口が 28.3％に達し、我が国の市レベルでは高齢化

率第 1 位、人口密度では全国の市の中で最下位となっている。また、同じく歌志内市や三笠市な

どにおいても、財政状況や人口比率など夕張市と酷似した状況にある。 

このように、北海道では今後 10 年以内に日常生活圏域の 6 割以上が限界集落になることも予

想され、重度の要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを将来に渡って維持

できるかが大きな社会不安となっている。これまでのような施設中心から、地域に根ざしたサー

ビスへと移行するには、地域の実情を踏まえた生活を支える視点が必要であるとともに、理学療

法士や作業療法士の関わりが必要不可欠であり、また期待も大きい。それに応えるには、時代や

地域のニーズをよく理解し、柔軟に対応できる幅広い視野を持った高度専門職業人の育成が必要

で、新しい時代を切り開くことのできる人材養成の場として大学院教育が求められている。 

② 道央圏における理学療法士・作業療法士が仕事と学びを両立できる大学院設置のニーズ 

平成 27 年現在、北海道理学療法士会に所属する理学療法士は約 5,000 名、北海道作業療法士

会に所属する作業療法士は約 3,000 名である。これら職能団体の組織率は約 8 割であることから

推計して、道内には理学療法士及び作業療法士が併せて 1 万人弱が就業していると見込まれる。

また、同年の道内における理学療法士養成校及び作業療法士養成校の入学定員は理学療法学科

577 名、作業療法学科 388 名の計 965 名であり、このうち約 800 名から 900 名程度が毎年国家

試験に合格し道内に勤務すると思われる。なお、本学への通学が可能である近隣地域においては、

すでに理学療法士や作業療法士併せて 2,400 名以上勤務しており、今後は両職種併せて毎年

360名程度増えるものと見込まれる。 

一方、理学療法士・作業療法士を対象とした大学院修士課程は、平成 10 年に札幌医科大学、

平成 20 年に北海道大学、平成 25 年に北海道医療大学に開設されたが、入学定員は 3 大学併せて

約 20 名程度と狭き門である。生涯教育が叫ばれる時代にあって、大学院進学を希望する社会人

の理学療法士・作業療法士も多いが、これら 3 大学は平日昼間の授業が主であるため、有職者に

とっては仕事と勉学の両立が難しい状況にある。このような背景から有職者の理学療法士・作業

療法士が通常の勤務を続けながら大学院に通える環境が永らく求められてきた。 

本学への通学が可能である近隣地域に対する本学大学院需要調査アンケート結果では、現場

の療法士1,114名へのアンケートに対し、本専攻に入学したいと明確な意思表示をしたものは84名

（全体の 7.5％）存在した。これら療法士を雇用する施設長からは、業務に支障がでなければ大学院

への通学を許可するとした者が、回答者の 94.6％、139 名であった。 

この結果から、仕事と大学院の学びの両立が可能であれば通学したい、また、施設長の大半が

勤務への支障がないことを条件に、療法士の大学院通学に理解を示している。本学が位置する JR

千歳線沿線の道央圏にはリハビリテーション関連の大学院がないことより、近隣に勤務する理学

療法士・作業療法士からは、仕事と学びを両立できる大学院の早期開設が求められている。 

また、中央教育審議会答申「新時代の大学院教育」によれば、医療技術系分野の大学院には、

とくに実践性が求められることから、専門職業人としての一定の実務経験を経てから入学させる

ことが望ましいとされている。このように新時代の大学院教育では、社会人対象の大学院教育が

求められている。 

③ 理学療法士・作業療法士の高度専門職養成のための大学院教育の社会的ニーズ 

昭和 52 年の日本学術会議で採択された「リハビリテーションに関する教育・研究体制等につ
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いて」では、理学療法士、作業療法士の教育は、現行の 3 年制各種学校による養成制度を学校教

育法に基づく 4 年制大学における教育に改め、大学院課程を付置することが勧告された。その理

由として、理学療法士、作業療法士に求められている高い水準の技術と見識を満たすためには、

高い資質をもつ学生を集めるべきであり、そのためには学校、養成施設における教育内容の充実

はもちろん、卒業後において大学院課程を含めたさらに高度の教育を受けうる途が開かれていな

ければならないとしている。 

また、平成 14 年には、財団法人大学基準協会が看護分野を除く理学療法学や作業療法学等に

関する保健学系教育に関する基準を公表した。そこには最近にみる知識・技術の高度化傾向から、

学部 4 年間の保健学系教育のみでは高度専門職業人としての知識・技術を教授するには不十分で

あるとし、更に大学院修士課程の必要性を強調している。 

このように、学士課程では養成困難な高い職務を担え、中核的・指導的立場で活躍できる高度

専門職業人を育成するために、保健学系分野の理学療法士・作業療法士に対して、大学院教育の

機会を整備することが社会的に求められている。 

④ 理学療法士・作業療法士の生涯教育における大学院教育のニーズ 

前述の日本学術会議や財団法人大学基準協会の提言にみられるように、理学療法士および作業

療法士の養成課程を 4 年制大学教育に改め、大学院課程を付置することは、公益社団法人日本理

学療法士協会及び一般社団法人作業療法士協会の長年の願いでもある。両団体は養成課程の改正

に向けた取組みとは別に、所属する会員の専門職としての社会的使命を果たすため、会員向けの

積極的な生涯教育を実施し、その中に大学院教育の成果もポイントとして認めている。 

公益社団法人日本理学療法士協会では、生涯学習システムとして認定理学療法士制度、専門理

学療法士制度等が整備され、資格を取得および更新に関わる履修ポイント基準を定め、大学院修

了が読み替えとして認められた場合は、高いポイントが配置されている。 

一方、一般社団法人作業療法士協会においても同様の制度が整備され、認定作業療法士、専門

作業療法士の資格を取得および更新に関わる基準では、大学院にて専門分野の論文を作成した場

合は、専門研究・開発の研修を修了したものとみなすとしている。 

このように、現在、両団体が実施する生涯教育においては、学術的な質の向上に大学院教育が

大きく寄与している。このため、今後は、多くの理学療法士及び作業療法士に生涯教育の一環と

して、仕事と学びを両立できる社会人向け大学院教育の機会普及が求められている。 

 

(2) リハビリテーション科学専攻の養成する人材 

リハビリテーション関連分野では、キュアからケア、そして生活支援までを含めた幅広い分野

が対象となり、効率的なリハビリテーションサービスを実施するために、専門職種の積極的活用

と他職種協働によるチームアプローチが必要である。北海道文教大学大学院リハビリテーション

科学研究科リハビリテーション科学専攻は、理学療法や作業療法の両分野に共通する学術的深化

と、両分野の有機的連携を主目的に研究することにより、①チームアプローチで他職種協働の中

核となれる人材、 ②地域や時代のニーズに幅広く対応のできる人材、 ③チームの質向上につ

ながる学術的な面から寄与できる人材の養成を目的としている。 

このため、以下のような、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシーを設定している。 

① 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

2 年以上在学し、研究指導教員より研究指導を受け、30 単位以上修得するとともに、修士論文
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の審査および最終試験の合格することが、学位授与の必須条件である。 

修了にあたっては、リハビリテーション分野を通して、社会的貢献ができる知識、技術を有す

る素養を身につけるとともに以下の点に到達していることを目安とする。 

1. リハビリテーション分野のチームアプローチで、他職種との協働を理解し、中核的あるいは

指導的な役割を果たすことができる。 

2. リハビリテーション分野に関わる地域や時代のニーズを的確に把握し、幅広い視野で柔軟に

対応することができる。 

3. リハビリテーション分野に関する各専門の知識と技術をもって、職場や地域社会に貢献する

ことができる。 

 

② 教育課程・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

 本研究科の養成する人材像にもとづき、以下の方針のもとに教育課程を構成し教育を実施する。 

1. 授業科目は、リハビリテーション領域における高度専門職業人となるための管理・指導能力

や研究能力を遂行するための基盤を養う「基礎科目」、最新の専門知識と技術を学ぶ「専門科目

（生理学分野・臨床応用分野・健康増進分野）」、ならびに「研究指導」によって構成される。 

2. 共通科目には、研究の基礎となる知識や技術を学ぶ科目の他、チームアプローチで他職種共

同の中核となれる人材を養成するための「リハビリテーション管理学特論」、地域や時代のニー

ズに幅広く対応する人材養成のため「公衆衛生学特論」及び「保健福祉政策論」等を配置する。 

また、近年の研究倫理教育の重要性を鑑み、基礎科目の「リハビリテーション管理学特論」

において、研究者に求められる基本的研究倫理教育について学修する内容となっている。 

3. 専門科目は、理学療法・作業療法の両分野に共通する学術的深化と、両分野の有機的連携を

図るため、治療法の基礎理論となる「生理学分野」、臨床場面での問題解決につなげる「臨床応

用分野」、予防に主眼をおいた「健康増進分野」の３つの分野を設け、リハビリテーション分野

の最新知識と技術、障害者や高齢者等の生活支援に関して学ぶ科目を配置する。 

4. 研究指導では、修士論文作成を行い、リハビリテーション科学に関する諸課題を追求する。 

 

(3) 修了後の進路 

本学の大学院に入学にする主な対象は、基本的に理学療法士及び作業療法士の国家資格を有す

る学部卒業者等（大学卒業と同等の学力を有すると認められた者を含む）の社会人である。この

ため、修了後も現在の職場に引き続き勤務すると思われるが、修了後の一般的な進路は以下の通

りである。 

① 医療・介護・福祉等の臨床現場でリハビリテーション分野の高度専門職として勤務する。 

② 理学療法士・作業療法士の養成校において教育者として勤務する。 

③ 保健所などの行政機関にリハビリテーション専門職として勤務する。 

④ 研究者になるために、大学院博士課程に進学する。 

 

(4) 人材需要の見通し 

理学療法士及び作業療法士の平均年齢は全国的にも 30 歳台前半という若い集団であり、北海

道も例外ではない。今日のようにリハビリテーション関連分野を取り巻く状況は日々変化してお 
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り、このためか理学療法士・作業療法士の学習意欲は非常に高い。本学近隣の理学療法士・作

業療法士各個人、及び療法士を雇用する施設長に本学が開設予定している社会人向け大学院のア

ンケート調査からも判るように、仕事と大学院が両立できるなら進学したい、進学させたいとい

う回答が圧倒的である。 

北海道にはリハビリテーション関連分野の大学院修士課程は本学が開設されても入学定員は

30 名に満たない状況である。毎年、北海道内には 900 名以上の理学療法士・作業療法士が誕生

しており、大学院にそれら卒業者がすべて入学を希望した場合は 3％程度と狭き門となる。この

ように大学院は依然として狭き門であり、大学院での学びを希望するアンケート結果の割合から、

大学院修了者の人材需要は十分期待できると判断する。 

 

イ 修士課程までの構想か、又は、博士課程の設置を目指した構想か。 

 

本研究科では、高度専門職業人を養成するための必要な知識・技術、理念等の習得を目標に教育・

研究を行うこととしており、修士課程までの設置を目指した構想である。 

 

ウ 研究科、専攻等の名称及び学位の名称 

 

(1) 研究科の名称 

研究科の名称を設置の趣旨及び必要性と照らし合わせ、北海道文教大学大学院リハビリテーシ

ョン科学研究科、英文名を（Graduate School of Rehabilitation Science, Hokkaido Bunkyo 

University）とする。 

研究科名称をリハビリテーション科学研究科としたのは、多様化・高度化するリハビリテーシ

ョン関連領域のニーズに幅広く対応するためである。 

 

(2) 専攻及び学位の名称 

専攻の名称はリハビリテーション科学専攻とし、英文名を（ Division of Rehabilitation 

Science ）とする。専攻名称をリハビリテーション科学専攻としたのは、理学療法・作業療法の

垣根を超えた新たな学問分野の確立と、時代の求めに応じられる幅広い視野を持ったリハビリテ

ーション領域の高度専門職業人を養成するためである。 

このため、学位は研究科・専攻と同じく修士（リハビリテーション科学）（ Master of Science 

in Rehabilitation Science ）とする。 

  

エ 教育課程の編成の考え方及び特色 

 

 (1) 科目区分の設定及びその理由 

本専攻の科目区分は、①「基礎科目」、②「専門科目」、③「研究指導」の 3 つから構成され、

合計 24 科目を配置しており、詳細は以下のとおりである。 

（様式第２号の２の１：教育課程等の概要） 

① 「基礎科目」は、リハビリテーション科学専攻における学修及び研究導入のための 9 科目で

構成される。 



6 

② 「専門科目」は、リハビリテーション科学を支える生理学的現象の理解と研究方法を学修す

る「生理学分野」、臨床面での専門知識・技術、研究方法を学修する「臨床応用分野」、障害の

予防と健康増進の技術や研究方法を学修する「健康増進分野」の 3 つの分野に大別される。な

お、科目数は「生理学分野」は 4 科目、「臨床応用分野」は 6 科目、「健康増進分野」は 4 科目

の計 14 科目で構成される。 

③ 「研究指導」は「リハビリテーション科学特別研究」1 科目である。リハビリテーションに

係る諸問題を科学的に考察しリハビリテーションの発展に寄与する修士論文作成のため、研究

指導教員の指導の下に、入学時から大学院修了時までの 2 年間の通年授業となる。 

 

(2) 各科目区分の科目構成とその理由 

① 基礎科目の科目構成及びその理由 

基礎科目は、大学院での研究を進めるための基礎的な研究手法、健康等に関する諸問題を理

解し将来における対策、業務や職場におけるチームワークと管理運営等の学修を主な目的とし

ている。科目は 9 科目で、「リハビリテーション科学特論」、「身体機能解析学特論」、「生活支

援学特論」、「公衆衛生学特論」、「プレゼンテーション技法」、「身体機能解析学演習」、「保健福

祉政策論」、「医療統計学特論」、「リハビリテーション管理学特論」より構成される。 

② 専門科目の科目構成及びその理由 

専門科目は、本専攻の柱となる科目で構成されており、「生理学分野」、「臨床応用分野」、「健

康増進分野」の 3 つに大別され、合計 14 科目で構成される。 

「生理学分野」は、リハビリテーション科学の基礎となる身体の生理学的現象を学修するた

めの 4 科目を配置した。 

「臨床応用分野」は、代表的な疾病・障害に対し、科学的根拠に基づいた治療を導き出すた

めの基礎的研究法を学修するための 6 科目を配置した。 

「健康増進分野」は、介護予防や介護の軽減、精神面での健康を目的とした健康増進につい

て学修するための 4 科目を配置した。 

 

なお、専門分野における科目名の詳細の以下のとおりである。 

   「生理学分野」は、「病態生理学特論」・「病態生理学特論演習」、「神経生理学特論」・「神経生

理学特論演習」の 4 科目である。 

「臨床応用分野」は、「運動器障害学特論」・「運動器障害学特論演習」、「神経障害学特論」・

「神経障害学特論演習」、「高齢者リハビリテーション学特論」・「高齢者リハビリテーション

学特論演習」の 6 科目である。 

    「健康増進分野」は、「ヘルスプロモーション学特論」・「ヘルスプロモーション学特論演習」、

「メンタルヘルス学特論」・「メンタルヘルス学特論演習」の 4 科目である。 

③ 研究指導の科目構成及びその理由 

「リハビリテーション科学特別研究」1 科目である。1 年次前期に研究指導教員を決定し、

研究テーマ設定及び研究計画に対する指導、修士論文の作成指導など、2 年時後期までの延べ

4 学期にわたる研究指導に行う。 
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(3) 設定の趣旨及び必要性と研究科の特色を実現するための科目の対応 

本専攻では、疾病や障害の基本的理解を深め、失われた機能の回復に対処するだけではなく、

機能が失われる前への対応をより一層進め、高齢者を含めすべての人々が健康で安心できる社会

を作るため、理学療法および作業療法の分野を超えて、統合的に発展させた幅広い活動ができる

高度専門職業人を養成するため、以下の科目を配置する。 

 

① 大学院での研究を進めるため、基礎的な研究手法を学修する科目（5 科目） 

「リハビリテーション科学特論」、「身体機能解析学特論」、「プレゼンテーション技法」、「身

体機能解析学演習」、「医療統計学特論」 

② 健康や社会における諸問題を理解し、将来への対策を学修する科目（3 科目） 

「生活支援学特論」、「公衆衛生学特論」、「保健福祉政策論」 

③ 個人や組織を理解し、組織的な活動につなげるための管理運営を学修する科目(1 科目) 

「リハビリテーション管理学特論」 

④ 治療の理論的根拠となる、身体の生理学的機能を学修する科目（4 科目） 

「病態生理学特論」、「病態生理学特論演習」、「神経生理学特論」、「神経生理学特論演習」 

⑤ 代表的疾患の臨床的課題解決に向けて、具体的手法を学修する科目（4 科目） 

「運動器障害学特論」、「運動器障害学特論演習」、「神経障害リハビリテーション学特論」、 

「神経障害リハビリテーション学特論演習」 

⑥ 高齢者特有の障害軽減に向けて、具体的手法を学修する科目（2 科目） 

「高齢者リハビリテーション学特論」、「高齢者リハビリテーション学特論演習」 

⑦ 介護予防・健康増進に向けて、具体的手法を学修する科目（2 科目） 

「ヘルスプロモーション学特論」、「ヘルスプロモーション学特論演習」 

⑧ 精神面での健康増進に向けて、具体的手法を学修する科目（2 科目） 

「メンタルヘルス学特論」、「メンタルヘルス学特論演習」 

⑨ 高度専門職業人になるための、必要な研究能力を学修する科目（1 科目） 

「リハビリテーション科学特別研究」 

 

(4) 必修科目、選択科目の構成とその理由及び配当年次の考え方 

① 基礎科目は 9 科目で構成され、そのうち必修科目は、「リハビリテーション科学特論」（1

年前期）、「身体機能解析学特論」（1 年前期）、「身体機能解析学演習」（1 年後期）、「保健福

祉政策論」（2 年前期）の 4 科目、残り 5 科目は選択科目である。 

必修科目として「リハビリテーション科学特論」を配置した理由は、専門科目の各研究指

導教員がオムニバスで授業を行うことにより、各教員の研究内容の理解と、学生の研究テー

マに適した研究指導を受けるための参考となることを目的としている。 

「身体機能解析学特論」（1 年前期）、「身体機能解析学演習」（1 年後期）は理学療法、作

業療法に共通する身体機能の解析技法を学修し、各自の研究における研究手法の一助となる

ことを目的としている。 

「保健福祉政策論」は、今後進められる「地域包括ケアシステム」をはじめとする今後の

医療福祉政策に対する理解と、各自の考察を深めることを目的としている。 

選択科目は、「生活支援学特論」、「公衆衛生学特論」、「プレゼンテーション技法」、「医療統
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計学特論」、「リハビリテーション管理学特論」の 5 科目である。これら基礎科目は修士論文

作成の仕上げにかかる 2 年後期を除いて、1 年前期、1 年後期、2 年前期の 3 学期において

バランスよく配置する。 

② 専門科目については、研究指導教員が各々の「特論」と「特論演習」を担当する。「特論」

は 7 科目で 1 年前期に、それを発展させた「特論演習」は 1 年後期に配置する。 

いずれも選択科目（特論 7 科目・特論演習 7 科目）として配置するが、研究指導教員の「特

論」および「特論演習」については、選択必修（2 科目・4 単位）とする。 

③ 研究指導の科目である「リハビリテーション特別研究」（1 年～2 年の通年・8 単位）は必

修である。この科目は、1 年次前期に研究指導教員を決定し、研究テーマ設定及び研究計画

に対する指導、修士論文の作成指導など、2 年時後期までの延べ 4 学期にわたる研究指導に

行う。 

なお、科目の配当年次は（様式第２号の３の１：授業科目の概要）に示す。 

 

オ 教員組織の編成の考え方及び特色 

 

(1) 教員組織編成の基本的考え方 

本研究科の設置の趣旨および教育目的を達成するために、必要な授業科目および研究指導を体

系的・組織的に展開する教育課程を編成する。教員はそれぞれの教育・研究分野において教育実

績、研究業績を十分有し、各領域において経験豊富な専任教員を配置することを基本とする。 

  専任教員 14 人のうち、12 人が学部教育を兼務する関係から、学部から大学院に入学する学生

に対しては、連続性のある教育、研究指導が可能である。また、社会人学生に対しては、経験豊

富な教員を配置することで、適切な教育、研究指導を行うこととする。 

  

(2) 教員配置の適切性 

  教員組織は、専任教員 14 人で編成されており、医師 2 人、医学分野より 1 人、理学療法分野より 4

人、作業療法分野より 7人の構成である。教員組織の職位は教授 8人、准教授 2人、講師 3人、助教 1

人によって配置されている。柱となる専門分野と各専任教員の専門研究分野とを整合させ、修士課程の

研究教育が実施される教員配置とした。また、「リハビリテーション科学特別研究」の修士論文指導にお

いては、十分な研究業績と豊富な教育経験を有する研究指導教員を配置した。 

 

(3) 学位、研究業績の確保 

  教員組織を専任教員 14 人で編成し、職位は教授 8 人、准教授 2 人、講師 3 人、助教 1 人を配

置し、博士の学位を有するものは全員の 14 人である。このうち、医師免許を有する者が 2 人、

医学分野 1 人、理学療法士免許を有する者が 4 人、作業療法士免許を有する者が 7 人となってい

る。このうち研究指導教員は充分な研究業績と豊富な教育経験を有している。 

 

(4) 教員組織の年齢構成、専任教員の役割、責任 

14人の専任教員の年齢構成は 30歳台 3人、40歳台 3人、50歳台 3人、60歳 4人、70歳台 1人

と、教員の年齢をバランスよく配置し、完成年度後も継続的な教育研究の実施が可能である。 

  定年の対象となる教員の取り扱いについては、本学の「学校法人鶴岡学園教職員就業規則」で
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定年を満 65 歳と定めており、大学院完成年次まで定年を延長することとする。 

なお、完成年度以降の退職教員の補充は、中長期的には本学に在籍する教員の研究業績を増やす

ための研究環境の整備と、新たな公募によって計画的に若手の教員を補充するものとする。 

  研究指導教員は担当学生の修士論文作成に至る研究指導について責任を持ち、他の専任教員は

各自の科目の担当と研究指導教員の補助をして学修を援助する。 

（資料２：教員の定年特例申合せ等） 

 

カ 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 

 

(1) 教育課程の基本的考え方 

理学療法や作業療法に関わる分野を統合的に研究し、当該分野に関する基礎研究、臨床研究を

推進することによって、各分野の学問体系の確立及び学際的・総合的に新たな学問分野の体系を

確立し、当該分野の指導的・中核的立場に立てる高度専門職業人の養成を目指した教育課程を編

成する。なお、本専攻の専任教員は 14 人のうち 12 人が学部との兼務であり、大学院の授業が夜

間や土曜日であるために教員の負担軽減を図り、教育効果を高めるために入学定員 4 名(収容定員

8 名)の少人数教育を実施する。 

 

(2) 基本的な履修モデル 

  学生の希望する研究テーマや学生の学びたい分野、及び学修期間が通常の 2 年、あるいは大学

院設置基準第 14 条に基づく教育方法の特例を適用した長期履修の 3 年もしくは 4 年となること

を考慮して、多彩な履修モデルを提示する必要がある。このため、履修モデルにおいては科目選

択だけではなく、各年次（前期、後期）における修得単位数が全体として必要単位数を満たすも

のであるか、必修科目、選択必修の必要単位数を満たしているか、などを念頭において作成する。

なお、これらの履修モデルは、多様な履修モデルの一つであり、学生の関心に応じて他にも多く

の可能性が考えられる。具体的にどのような履修をするかは、研究指導教員と学生の相談で決定

する。 

  （資料３：一般学生の履修モデル） 

 

(3) 履修指導の方法 

① ガイダンス 

入学時、セメスター開始時などに学生に対してガイダンスを実施し、修士課程における履修

方法や修了後の進路に関して理解を促す。また、学生の修士課程における履修計画を支援する

ために、すべての授業科目においてシラバスを作成し、科目のねらい、到達目標、授業計画・

内容、成績評価基準・方法などを学生に明示する。 

② 履修モデルの提示 

 ガイダンスにおいて、学生に入学から修了までの履修内容が理解されやすいよう複数の履修

モデルを提示し、入学後の学修が円滑に進むよう指導する。 

③ 研究指導教員の決定と履修指導の方法 

 研究指導教員は、学生の研究テーマと学生の希望、および教員の都合等を総合的に勘案して、

研究科委員会において決定する。 
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その後、研究指導教員は学生に対し履修モデルを参考に、2 年間（14 条特例は最長 4 年間）

で基礎科目より必修科目 4 科目（8 単位）、及びリハビリテーション科学特別研究（8 単位）の

計 16 単位を必修として、研究指導教員が担当する専門科目の「特論」・「特論演習」を選択必

修として 2 科目（4 単位）、残り 10 単位を学生各自の主体性に基づき科目を選択させ、修了要

件である 30 単位以上となるよう指導する。 

 

（4）研究指導の方法 

① 入学から修了までのスケジュール 

・ 学生の入学時 4 月中に、研究分野とその意向を考慮し、学生ごとに研究指導教員の中から指

導教員を定める。 

・ 指導教員となる研究指導教員は、学生の研究分野とその意向を考慮して、副研究指導教員を

定めることができる。 

・ 指導教員となる研究指導教員及び副研究指導教員は、担当学生の理解度、進度を把握し、必

要な指導と助言を行う。 

・ 学生は、毎年実施する北海道文教大学研究倫理審査委員会が主催する倫理委員会研修会を受

講し、研修修了証の交付を受けることが必要である。 

・ 学生は、文献その他の資料を収集、調査、分析し、学部などの実習指導等に参画し、研究指

導教員の指導の下に研究活動を行う。 

・ 学生は 1年次の前期 6月末までに、研究指導教員の指導の下に自己の研究テーマを提出する。 

・ 学生は、1 年次後期の 12 月末までに、研究指導教員の指導の下に「北海道文教大学研究倫理

規程」を遵守した修士論文作成計画を提出する。 

・ 学生は、1 年次 2 月に研究計画発表会を行う。 

・ 学生は、2 年次 7 月に修士論文の中間発表会を行う。 

・ 学生は、2 年次 9 月に修士論文の概要を提出する。 

・ 学生は、2 年次後期の 1 月末までに修士論文を提出する。 

・ 学生は、2 年次後期の 2 月に実施する論文審査会で発表を行い、審査を受ける。 

・ 論文審査及び成績評価は研究科委員会が行い、研究科長が決定する。 

    （資料４：修士論文作成及び修士修了までのスケジュール表） 

② 研究指導の方法 

・ 上記のスケジュールに基づき、学生の理解度、進度を考慮して必要な指導と助言を行う。 

③ 研究計画発表会（１年次 2 月）の内容、評価基準 

   優れた研究計画を立案するために、研究指導教員の指導のもと作成した研究計画の発表を行

い、下記の基準で評価する。計画発表会による評価を経て、必要であれば計画に修正を加え、

より質の高い研究計画の立案を目指し、以下の基準で評価する。 

・ 本研究科のディプロマポリシーに見合うものか 

・ リハビリテーションに科学的根拠を付与することが期待できるか 

・ 研究目的の設定は妥当か 

・ 研究方法は妥当か 

・ 研究内容への理解は十分か 

・ 修業年限内に修士論文をまとめられるか 
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・ 研究倫理規定や法令は遵守されているか 

・ プレゼンテーション技術の向上に努めているか 

④ 修士論文中間発表会（2 年次 7 月）、位置づけと評価基準 

  優れた修士論文作成のため、これまでの研究経過と研究結果の発表を行い、下記の基準で評価

する。中間発表会による評価を経て、必要であれば追加実験などを行い、より質の高い修士論文

の完成を目指す。 

・ 研究目的に沿った方法で行われているか 

・ データの信頼性は十分に高いか 

・ 仮説を検証できる十分な結果が得られているか 

・ 本研究科のディプロマポリシーを満たすことが可能か 

・ リハビリテーションに科学的根拠を付与することが可能か 

・ 研究倫理規定や法令は遵守されているか 

・ プレゼンテーション技術の向上が認められるか 

 

(5) 修了要件 

必修 16 単位、基礎科目及び専門科目の生理学分野科目・臨床応用分野科目・健康増進分野科

目の選択科目から 14 単位以上を修得して合計 30 単位以上修得し、修士論文の提出及び最終試験

に合格すること。なお、専門科目では、各分野に応じて、指導教員の担当する特論及び特論演習

の 2 科目 4 単位が選択必修となる。 

 

(6) 学位審査体制、審査基準及び公表の方法 

① 学位審査体制 

・学長宛に提出された学位申請書及び修士論文は、速やかに研究科長に回付され、研究科長は研

究科委員会に審査を付託する。 

・研究科委員会は、研究指導教員を含む 3 名からなる審査員を任命する。 

・審査員には主査（指導教員以外の者）1 名及び副査 2 名を置き、修士論文の審査及び最終試験

を行う。 

・研究科委員会において、審査のために必要があると認めた場合は、他の大学院もしくは研究所

等の教員等を審査員に加えることができる。 

・修士論文の審査及び成績評価は研究科委員会が行い、研究科長が決定する。 

② 修士論文の審査基準 

学修の成果及び論文に係る評価並びに修了の認定にあたっては、修士論文を基に発表を行い、

下記の基準で評価する。 

・本研究科のディプロマポリシーを満たすか 

・リハビリテーションに科学的根拠を付与するか 

・研究目的、研究方法は妥当か 

・データは信頼できるか 

・仮説の検証はできたか 

・結果に沿った論理的な考察や解釈がなされているか 

・修士論文作成規定に準じて記載されているか 
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・研究倫理規定や法令は遵守されたか 

・理解しやすいプレゼンテーションか 

・質問に対する応答は適切か 

 ③ 公表の方法 

・学位論文等の公表については、論文等は図書館で保管するとともに、大学のホームページにお

いて論文等の題名、要旨等を公表する。 

 

(7) 修士論文の単位数の妥当性 

研究指導の科目名は「リハビリテーション科学特別研究（修士論文）」（必修 8 単位）である。 

この科目は、1 年次前期に研究指導教員を決定し、研究テーマ設定及び研究計画に対する指導、

修士論文の作成指導など、2 年次後期までの延べ 4 学期にわたる研究指導を行う。2 年間に渡り、

学生の日常的な研究の進捗状況を把握し、定期的な意見交換や研究討議等を行うため、2 年間で

延べ 360 時間（1 年間 180 時間相当）8 単位（1 単位 45 時間相当）は、妥当な単位数と考える。 

 

 (8) 研究の倫理審査体制の具体的内容 

本学では、研究者が行う研究活動に関する研究倫理上の審査等に関し必要な事項を定め、本学

における学術研究の適正な推進を図ることを目的とした北海道文教大学研究倫理規程を（以下「研

究倫理規程」という。）を整備し、研究者から提出された研究計画及び内容については、倫理審査

委員会（以下「委員会」という。）で審議されている。 

委員会の構成メンバーは、副学長、各学部長、各大学院研究科長、各学科から選出された者 1

名、その他学長から必要と認められた者 10 名で構成され、委員会成立は委員総数の 3 分の 2 以

上、議決は出席委員の過半数となっており、開催は隔月 1 回、まとめて審議することとしている。 

なお、この研究倫理規程における研究者とは、教員及び本学で研究活動に従事する学部学生、

大学院生及び研究生（以下「学生」という。）並びに本学で研究活動を行う共同研究者等、研究に

関わる全ての者とされている。このため、大学院生については、学内で行われる倫理教育研修会

への積極的参加を促している。 

 （資料５：北海道文教大学研究倫理規程） 

  

（9）本学における倫理委員会研修会の実施状況 

  本学では近年の研究倫理の不正に対応するため、平成 27年度より公的研究費を利用するには、

研究倫理研修会受講証（本学及び他大学含む）の提出を義務付けることとした。このため、本学

においては北海道文教大学研究倫理審査委員会（委員長：副学長）が毎年 1 回、定期的に研究倫

理研修会を行い、また、他大学とも連携して研究倫理研修会の合同開催を行い、研究倫理研修会

の受講機会の拡大を図っている。以下、平成 27 年度以降の倫理研修会実施状況を示す。 

  ・平成 27 年度北海道地区医学・医療系大学倫理委員会合同研修会 

平成 27 年 6 月 19 日 会場：札幌医科大学医学棟南第一講義室 

講師：丸山英二氏（神戸大学大学院） 

研修内容：「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の解説 

本学関係者の参加：教員 5 名 

・平成 27 年度北海道文教大学研究倫理審査委員会研修会 
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   平成 27 年 10 月 7 日 会場：北海道文教大学本館１階会議室 

   講師：籏手俊彦氏（札幌医科大学） 

   研修内容：「研究倫理及びコンプライアンス」の解説 

   本学関係者の参加：128 名（教員 107 名、大学院生 12 名、事務職員 9 名） 

  ・平成 28 年度北海道地区医学・医療系大学倫理委員会合同研修会（予定） 

平成 28 年 6 月 30 日 会場：札幌医科大学医学棟南第一講義室 

講師：丸山英二氏（神戸大学大学院） 

研修内容：「『人を対象とする医学系研究に関する倫理指針』施行から 1 年を経て」 

 

キ 施設・設備等の整備計画 

 

(1) 講義室等の整備計画 

本学大学院においては、研究科に関わる施設は、学部と共有する施設のほかに、研究科専有の

院生研究室や演習室を配置することとしている。 

本研究科は、基本的に人間科学部理学療法学科と作業療法学科を基礎とする研究科であること

から、既設学部の理学療法学科・作業療法学科の 3 号館および 5 号館の実習室に設置された機器

も併せて活用し、リハビリテーション科学専攻の教育研究を行う。  

既設学部の施設は、31,858 ㎡と基準面積 22,113 ㎡を大幅に超えており、大学院加算校舎面積

を加えても基準を大きく上回っている。また、本教育課程を実施するに必要な機械・器具等の設

備については、各種測定機械、各種実習器具等を含め、学部において既に整えられているためこ

れを活用する。 

また、授業等については、本研究科と学部で施設や機器等を共用することになるが、学部の授

業は平日のみの 9：00～17：50 で行われ、一方、本研究科は有職者に配慮して、主に夕方以降と、

土曜日に行われることより、利用に際しての重複や支障はない。 

ただし、本研究科の研究・教育を円滑に行うため、少人数教育に適した大学院生のための専用講

義室を 8 号館 4 階に整備する。また、「病態生理学特論演習」及び「神経生理学特論演習」の両演

習科目の実験研究を行うには、学部の施設及び機器では不足があるため、新たに演習室を 3 号館に

設置し、必要な機器を整備する。         （資料６：研究科専用の演習室図面） 

 

(2) 大学院生の研究室等の整備計画 

大学院学生のための研究室及び設備を整備し、学生が常時学内で研究活動を行える体制を整え

ている。本専攻では、大学院生用の専用研究室として、3 号館の 2 階に配置する。室内には収容

定員 8 名分に加え、長期履修生用として若干名分の机及び書棚を配置し、研究データ解析、資料

作成などに使用する各種のソフトウエアをインストールしつつ、電子ジャーナルを活用できるよ

うにインターンネット環境に接続可能なパソコンを設置して整備する。更に資料印刷、文献複写

などの共同利用の機器を設置して、大学院生の教育研究に活用出来るよう配慮する。このように、

大学院生は、指導教員からの日常的に緊密な研究指導と修士論文指導を受けることが可能となり、

専攻内共通の実験・演習における学習環境により、情報収集、院生間の意見交換、討論を容易に

行うことが可能となる。            （資料７：大学院生用の研究室図面） 
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(3) 図書等の資料及び図書館の整備計画 

  図書館では平成 23 年に図書館システムを Web 版に更新し、図書の発注・受入れや目録、各種

サービスなどを効率的に行っている。現在の開館時間は、平日は午前 9 時から午後 8 時まで、土

曜日は午前 9 時から午後 1 時まで開館している。研究科開設後も図書館の開館時間は同じである

が、インターネット環境の充実により、院生の学修・研究活動を支援する予定である。 

本学の図書館は、1 階建てで、1,998 ㎡の面積を有し、現有の蔵書数は 183,000 冊余り、電子

ジャーナル 4,100 種類、視聴覚資料 6,300 点である。教育研究を推進する上で必要な図書、雑誌

類はすでに図書館に配備しており、教育学に関する基本的な図書は比較的整備されている。 

閲覧席数は 234 席、AV ブース席 44 席である。その他、蔵書検索専用 OPAC 3 台、インター

ネットに接続できる PC 31 台、貸し出し用ノート PC 5 台を備え、本学が契約する電子ジャーナ

ルやデータベース、電子書籍を自由に利用できる環境を整えている。平成 27 年には、インター

ネットで利用できる学術情報源としてのアグリゲータや電子ジャーナル等の一元検索が簡便に的

確にでき、資料を効率的に取得できるディスカバリーサービスを導入し、学修・研究活動を支援

している。 

図書館にはラーニング・コモンズを設置し、利用者のニーズに応えた新しい学修空間を提供し

ている。ラーニング・コモンズには可動式椅子や机、プロジェクターやホワイトボードを備え、

学生同士や学生と教員とがグループワークや活発なディスカッションをしながら課題解決型学習

ができるよう整備している。 

大学院の設置にあたり、教育研究指導の必要に応じてより高度な専門書を配備するとともに、

以降も学術雑誌の購入を経常的に行い、関連図書等についても計画的に整備していくこととする。 

 

(4) 他大学との図書館の連携体制 

本学では、国立情報学研究所の NACSIS－CAT/ILL に参加し、全国と書目録データベースの

構築を担うとともに、他大学の図書館と相互貸借や文献の相互利用を効率的に行っている。また、

北海道地区大学図書館協議会の相互利用サービスにより学生証や身分証の提示だけで他大学（加

盟大学 39 大学）が利用できる体制を整えている。 

 

ク 基礎となる学部との関係 

 

(1) 教育研究の柱となる分野との関係 

本専攻では、学部（理学療法学科・作業療法学科）の「専門基礎科目」、「専門科目」を基礎と

し、理学療法及び作業療法をさらに統合発展させたリハビリテーション科学研究と、大学院での

学修を円滑に進めるため、「基礎科目」、及び大学院での研究と密接に関係する科目として「専門

科目（生理学分野）」、「専門科目（臨床応用分野）」、「専門科目（健康増進分野）」の 3 分野を設

けて教育研究を行う。 

  ①「専門科目（生理学分野）」の「病態生理学特論」・「病態生理学特論演習」は、学部（理学療

法学科・作業療法学科共通）の「病理学」、「解剖学」・「解剖学実習」、「生理学」・「生理学実習」

等と関連している。 

また、「神経生理学特論」・「神経生理学特論演習」は学部（理学療法学科・作業療法学科共通）

の「解剖学」・「解剖学実習」、「生理学」・「生理学実習」等と関連している。 
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  ②「専門科目（臨床応用分野）」の「運動器障害学特論」・「運動器障害学特論演習」は、学部理

学療法学科の「運動器障害理学療法学」・「運動器障害理学療法学実習」及び作業療法学科の「身

体障害作業療法学」・「身体障害作業療法学実習」等と関連している。 

「神経障害リハビリテーション学特論」・「神経障害リハビリテーション学特論演習」は、学部

理学療法学科の「神経障害理学療法学」・「神経障害理学療法学実習」及び作業療法学科の「高

次脳神経障害作業療法学」・「高次脳神経障害作業療法学実習」等と関連している。 

「高齢者リハビリテーション学特論」・「高齢者リハビリテーション学特論演習」は、学部理学

療法学科の「高齢者理学療法学」及び作業療法学科の「高齢者作業療法治療学」・「高齢者作業

療法治療学演習」等と関連している。 

③「専門科目（健康増進分野）」の「ヘルスプロモーション学特論」・「ヘルスプロモーション学

特論演習」は、学部理学療法学科の「基礎運動療法学」・「地域理学療法学」・「地域理学療法学

実習」及び作業療法学科の「地域作業療法学」・「地域作業療法学実習」・「地域作業療法学演習」・

「産業作業療法学」等と関連している。 

「メンタルヘルス学特論」・「メンタルヘルス学特論演習」は、学部（理学療法学科・作業療法

学科共通）の「精神医学」・「臨床心理学」及び作業療法学科の「精神科作業療法治療学」・「精

神科作業療法実習」・「精神科作業療法演習」等と関連している。 

（資料 8：既設の理学療法学科・作業療法学科とリハビリテーション科学専攻の相関） 

 

(2) 柱領域と教員の研究領域の整合 

本専攻における学部と大学院を兼務する教員は、いずれも学部の理学療法学科もしくは作業療

法学科の専門基礎科目ないしは専門科目を担当する教員である。このため、本専攻においては学

部の学士教育の分野を踏まえて連携した教育・研究を行うこととしており、教員の専門研究分野

において一貫性、整合性が図られている。 

 

 ①基礎科目には、 

・白 戸 力 弥（作業療法士、博士（医学）、研究分野：ハンドセラピー） 

 ・大 川 浩 子（作業療法士、博士（作業療法学）、研究分野：精神障害者の就労支援 

 の 2 名が配置されている。 

 

②専門科目（生理学分野）には、 

・池 田   仁（医師、医学博士、研究分野：人体病理学） 

・木 村 一 志（博士（医学）、研究分野：神経科学） 

・矢 口 知 恵（理学療法士、博士（医学）、研究分野：姿勢・運動制御） 

の 3 名が配置されている。 

 

③専門科目（臨床応用分野）には、 

・宮 本 重 範（理学療法士、博士（医学）、研究分野：運動器障害・徒手療法） 

・田 邉 芳 恵（理学療法士、博士（医学）、研究分野：運動器障害・身体機能解析） 

・金 子 翔 拓（作業療法士、博士（作業療法学）、研究分野：運動器障害） 

・石 田 裕 二（作業療法士、博士（学術）、研究分野：中枢神経作業療法・身体機能解析） 
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・湯 浅 孝 男（作業療法士、博士（医学）、研究分野：高齢者作業療法、健康支援） 

・西 村 由 香（理学療法士、博士（理学療法学）、研究分野：脳卒中・身体機能解析） 

の 6 名が配置されている。 

 

④専門科目（健康増進分野）には 

・野 田 美保子（作業療法士、博士（医学）、研究分野：高齢者作業療法、健康支援） 

・池 田 官 司（医師、医学博士、研究分野：性同一性障害・精神衛生） 

・渡 辺 明日香（作業療法士、博士（教育学）、研究分野：健康増進・精神衛生） 

の 3 名が配置されている。 

 

ケ 入学者選抜の概要 

 

(1) アドミッション・ポリシー 

リハビリテーション科学専攻は、高度化・多様化するリハビリテーション関連領域の様々な諸

問題に取り組み、大学院教育にふさわしい能力・適性を備え、豊かな感性と深い見識、人間性重

視の視点から、高齢者を含めすべての人々が健康で安心できる社会を作るための問題解決に寄与

できる高度専門職業人の養成を目指している。このため、求める学生は以下のとおりとする。 

 ① 本研究科の設立理念・教育目標を十分理解している。 

② リハビリテーション科学を学ぶ強い意欲を持ち、大学院で学ぶ基礎的学力（リハビリテーシ

ョンに関する知識・技術、論理的思考力、対人コミュニケーション能力、国語・英語力等）を

備えている。 

③ リハビリテーション関連領域の専門職に求められる思いやりの心、豊かな感性と深い見識、

責任感・継続性を備えている。 

④ リハビリテーション関連領域において、中核的・指導的役割を果たす高度の専門職業人とし

て、将来活躍することが期待できる。 

 

(2) 出願資格及び募集定員 

① 出願資格 

本専攻に入学できる者は、現在、既に理学療法士もしくは作業療法士の資格を有する者、

もしくは入学までに取得見込みの者で、次の各号のいずれかの一つに該当するものとする。 

   a. 大学を卒業した者 

   b. 大学評価学位授与機構により学士の学位を授与された者 

   c. 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者 

d. 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより、当該国の 16 年の課程

を修了した者 

e. 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の課程（文部科学大臣指定の外国

大学日本校）を修了した者 

   f. 指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定）を修了した者 

   g. 本大学院において個別の入学資格審査により認められた者 

   h. 社会人として、入学年度の 4 月 1 日において、3 年以上の勤務歴を有する現有職者 
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② 募集定員 

リハビリテーション科学専攻の募集定員は、一般選抜と社会人選抜を合わせて 4 人とし、

収容定員 8 名とする。 

 

(3) 選抜方法 

① 選抜区分 

a. 一般選抜 

   一般選抜は、本学の学部学生をはじめ、広く他大学の学生及び社会人など上記の出願資

格を有する者を対象とする。 

b. 社会人選抜 

 社会人選抜は、上記の出願資格を有し、入学年度の 4 月 1 日において、3 年以上の勤務

歴を有する現有職者 

② 選抜方法 

入学者選抜にあたっては、出願前に入学後の研究等について志望する専門分野の教員と研

究計画、出願資格の有無、実務経験等について十分な相談を行う機会を設ける。 

選抜方法は、「一般選抜」では、英語、小論文および個人面接・口述試験、提出書類等によ

り総合的に判断する。また、「社会人選抜」も「一般選抜」と同様の方法で実施する。 

なお、「一般選抜」及び「社会人選抜」とも、受験者には入学願書に志望理由書、研究計画書

等の書類を添付させることとし、これらの出願書類を基に面接を含む口頭試問を実施し、総合

的に判断する。 

研究科委員会は入学者選抜に関する学生募集、選抜の実施、合否判定等を行い、学長が入学

を許可する。 

 

コ 大学院設置基準第 2 条の 2 又は第 14 条による教育方法を実施する場合 

 

  社会人の生涯学習ニーズ等に応え、社会人が職業に就いたまま、生活環境に応じた修学環境を

提供するため、本研究科において大学院設置基準第 14 条に定める教育方法の特例を実施し、仕

事を持つ社会人の学生（以下「社会人学生」という。）が勤務を継続しながら大学院で学修する

ことのできる環境を整備する。 

(1) 修業年限 

本専攻は、基本的に有職者の社会人に便宜を図るため、平日の夕方以降と土曜日昼間に授業を

行うカリキュラムであり、通常は 2 年間で修了できるよう設定している。ただし、通常の 2 年間

の期間内で必要な科目を履修することが困難な者に対しては、あらかじめ履修期間を 3 年～4 年

の期間で設定する長期履修制度を用意する。 

以下、本研究科の長期履修制度の概要を示す。 

【長期履修制度について】 

①長期履修制度の対象者 

・職業を有しているなど、長期履修が必要となる相当の理由があると本学が認めた者。 

②長期履修期間 

・在学年限（修士課程 4 年）の範囲内で、1 年単位で長期履修期間を定めることができる。 
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・休学の期間は、上記期間に含まれないものとする。 

・長期履修の適用に関わらず、在学年限内に修了することができない場合は除籍の対象となる。 

③授業料 

・標準修業年限分の授業料に相当する額を、長期履修期間に応じて分割納入する。 

長期履修による授業料年額＝通常の授業料年額×標準修業年限÷長期履修許可年限 

④長期履修の申請 

・入学前の長期履修制度申請は入学手続きの際に申請する。 

・在学後は毎年度 2 月末までとする。 

・長期履修の申請があった場合には、当該研究科による審査を経て、学長が許可する。 

   （資料 9：北海道文教大学大学院長期履修学生に関する規程及び北海道文教大学大学院の納

付金について（案）） 

 

(2) 履修指導及び研究指導の方法 

履修期間が 3 年～4 年に渡る長期履修制度適用の学生も、一般の学生と同様に、1 年前期に学

生を担当する指導教員を決定する。なお、指導教員は履修科目及び研究活動全般について、学生

の相談に応じ、学修及び研究の進行に必要な助言・指導を行う。 

 

(3) 授業の実施方法 

授業は、基本的には平日の夕方以降、及び土曜日の昼間で実施するが、長期履修の制度を適用

される社会人学生の便宜を図るため、授業は平日昼間に重複、もしくは日曜日、夏期休暇期間を

利用した集中講義等を実施する。なお、履修計画の作成及び研究指導の際は、個々の社会人学生

の事情と指導教員の負担に配慮した授業時間を設定する。 

 ・ 平日は主に第 6 講時 18：00～19：30、第 7 講時 19：40～21：10 とする。 

・ 土曜日は、第 1 講時 9：00～10：30、第 2 講時 10：40～12：10、第 3 講時 13：00～

14：30、第 4 講時 14：40～16：10、第 5 講時 16：20～17：50、第 6 講時 18：00～19：30

とする。 

・ また、必要と認められる場合には、平日昼間、日曜、長期休業期間等にも開講する。 

（資料 10：リハビリテーション科学専攻 時間割および長期履修者用履修モデル） 

 

(4) 教員の負担への配慮 

  本学の教員は、原則として週 5 日勤務の内、1 日は届出等により研究日（研修日）とすること

を認めている。このため、大学院での授業を担当する教員にも、この研究日（研修日）が原則と

して適用される。なお、大学院開設後は以下のような配慮を行う予定である。 

① 大学院の授業を担当した場合、前期・後期各々1～3 科目程度である。大学院の科目担当、

大学院生の研究指導を担当する教員に関しては、学部の科目担当の軽減を図る等の措置によ

り、負担が過重にならないよう配慮する。 

② 学部・大学院を合わせた、各教員の科目担当曜日・科目担当時間帯等にも配慮する。 

③ 本研究科の入学定員は 4人であるので、指導大学院生が集中しないよう適切に調整を図り、

特定の教員への負担が課題とならないよう配慮する。 
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(5) 図書館・情報処理施設等の利用方法や学生の厚生に対する配慮、必要な職員配置 

① 図書館：夕方以降及び土曜日の授業開講に伴い、図書館は平日午前 9 時から午後 8 時、土

曜日は午前 9時から午後 1時までを開館とし、院生研究室は午後 10時までの利用を認める。 

② 事務局の対応：学生からの各種届出や相談等に対応するため、図書館の開館時間と同じく、

事務局窓口は平日午前 9 時から午後 8 時、土曜日は午前 9 時から午後 1 時まで受付を行う。 

 

(6) 入学者選抜の概要 

「長期履修者の選抜」については、「一般選抜」もしくは「社会人選抜」と基本的に同様の考え

方に基づくが、以下の 3 点について取り扱いが異なる。 

① 長期履修を希望する場合は、一般入試、社会人入学試験の必要書類に加え、長期履修願いを

提出する（長期履修を希望する理由、履修予定年限、履修計画等）。 

② 提出書類に基づき、長期履修制度の適用が適切であるかを検討し、適切であると認められた

場合は、長期履修制度を適用する。 

③ 長期履修制度適用者の授業料納入に関しては、別に定める。また、納入方法・時期などを合

格者に通知する。 

 

(7) 大学院を専ら担当する専任教員の配置など教員組織の整備状況 

 本専攻の専任教員は、14 人のうち、12 人の教員が学部教育も担当するために、既設学科のカ

リキュラムや授業の見直し等で担当時間数の調整を行い、社会人学生の学生に対しては、長期履

修制度を含め、時間割の工夫などをして社会人学生の履修上の希望に配慮し、同時に教員の負担

が過度にならないよう整備する。 

 

サ 管理運営 

 

(1) 研究科委員会 

➀ 大学院の管理運営に関する基本方針 

   当該研究科に大学院学則第 47 条に基づき、専任教員で構成される研究科委員会を新たに組

織する。研究科委員会は、定例会議と臨時会議とし、定例会議は原則として毎月 1 回開催する。

研究科委員会は、学長がこれを招集し、研究科委員長が議長となる。研究科委員会の構成員、

審議事項及び開催予定は次のとおりである。 

② 研究科委員会の構成員 

   学長、研究科長、研究科担当の教員 

③ 研究科委員会の審議事項 

1) 研究科の教育課程の編成に関する事項       

2) 入学試験等に関する事項                   

3) 研究科に係わる諸規程の制定及び改廃に関する事項   

4) 研究科に係わる自己点検・評価に関する事項  

5) 前 4 号に掲げるもののほか、研究科の教育研究に関する重要な事項で、委員会の意見を

聴くことが必要なものとして学長が定めるもの   
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④ 会議 

   研究科委員会の会議は、第 3 水曜日に定例で行われる学部教授会との食い違いが生じること

のないように、毎月第 4 水曜日を定例開催とし（8 月は休会）、学部教授会と研究科委員会の相

互関係を適切に維持し向上を図る。 

研究科委員会における議決は、大学院の運営に係わる全学的な各種委員会において検討審議

され、研究科の事務体制は、学部の事務職員等が兼務する。 

 

(2) その他の委員会 

・北海道文教大学研究倫理審査委員会 

・北海道文教大学総合ネットワーク管理委員会 

・北海道文教大学及び北海道文教大学大学院大学評価委員会 

・北海道文教大学及び北海道文教大学大学院自己点検・評価専門部会 

・北海道文教大学及び北海道文教大学大学院教育開発センター運営委員会 

  （資料 11 委員会規程一覧） 

 

シ 自己点検・評価 

 

(1) 自己点検・評価への取り組み 

  本学では教育研究水準の向上，管理運営の円滑化を促進する目的で、自己点検・評価及び「加

盟判定審査」結果を積極的に活用している。長所とされる事項については、さらに伸張するよう

にし、大学基準に照らしてふさわしくないとされる事項については、その改善方策策定の指針と

して活用し、大学の質的レベル保持、向上に努めている。 

なお、本学での自己点検評価についての取組みと、その結果である大学評価の経緯は以下のと

おりである。 

・平成 12 年に「北海道文教大学自己点検・評価委員会」を発足。 

・平成 15 年に「北海道文教大学自己点検･評価委員会」を発展的に解消し、「北海道文教大学、

北海道文教大学大学院及び北海道文教大学短期大学部大学評価委員会」に改組。 

・平成 18 年度に大学基準協会による「加盟判定審査（認証評価）」を受け、大学基準協会が定め

る大学基準に適合しているものとして承認された。 

・平成 22 年度大学評価の結果、大学基準協会の大学基準に適合されていると認定（認証評価）

され、有効期間は平成 23 年 4 月 1 日より平成 30 年 3 月 31 日までの 7 年間となっている。 

 

(2) 実施体制と方法 

  「北海道文教大学及び北海道文教大学大学院大学評価委員会」は、学長，副学長、学部長、研究

科長，図書館長，事務局長及び学長が指名する者若干名をもって構成している。 

  委員会は、基本方針を策定し、自己点検評価の円滑な実施をはかり、報告書の作成及び公表の

義務を負う。点検･評価の実施に当たっては、年度ごとに大学評価委員会が具体的な取り組みの対

象と範囲及び方法等を定め、各学科、研究科、事務局、附属図書館及び各種委員会等の学内組織

が「自己点検実施主体」を構成し、それぞれ実施に当たっている。 

  「自己点検実施主体」は、基本方針に基づき実施日程を策定し、資料を収集して、大学評価委員
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会及び教授会と密接に連携を保ちつつ自己点検を行い、付託された項目について現状の報告・分

析を行い目標到達度に関して報告書を大学評価委員会に提出する。 

  大学評価委員会は、自己点検実施主体の報告書を精査し、現状分析に瑕疵がある場合は再調査

を依頼し、大学評価の結果、改善の必要があるものについては具体的方策の提示を求める。最終

的に、大学評価委員会が自己点検実施主体の報告書を取りまとめ、教授会の議を経て、これを公

表している。 

 

(3) 点検･評価の基本項目 

  本学では、財団法人大学基準協会が定めるルールを忠実に守り、厳正な自己点検・評価を行っ

ている。なお、自己点検・評価の実施に当たっての基本項目は、財団法人大学基準協会が定める

ルールに従い、以下のようになっている。また、この結果はホームページで公開されるものであ

る。 

［基本項目］ 

① 大学･学部の理念･目的･教育目標 

② 教育研究組織 

③ 教育研究の内容･方法と条件整備 

④ 学生の受け入れ 

⑤ 教育研究のための人的体制 

⑥ 施設･設備 

⑦ 図書館及び図書等の資料，学術情報 

⑧ 社会貢献 

⑨ 学生生活への配慮 

⑩ 管理運営 

⑪ 財政 

⑫ 事務組織 

⑬ 自己点検･評価の組織体制 

 

ス 認証評価 

  

(1) 大学評価（認証評価）結果について 

  本学では、財団法人大学基準協会による平成 22 年度大学評価の結果、大学基準協会の大学基

準に適合されていると認定（認証評価）され、有効期間は平成 23 年 4 月 1 日より平成 30 年 3 月

31 日までの 7 年間となっている。 

  なお、本学では教育研究水準の向上，管理運営の円滑化を促進する目的で、自己点検・評価及

び「加盟判定審査」結果を積極的に活用している。長所とされる事項については、さらに伸張す

るようにし、大学基準に照らしてふさわしくないとされる事項については、その改善方策策定の

指針として活用し、大学の質的レベル保持、向上に努めている。 

現在は、平成 29 年に予定されている次回の認証評価受審を視野に入れ、大学基礎データの調

査・集計、学内全体の自己点検を計画的に実施し、教育の質の向上に努めている。 

（資料 12：自己点検・評価に関する計画表） 
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セ 情報の公表 

 

(1) 情報の公表についての内容及び方法 

  本学では、大学としての透明性を高め、地域社会に説明責任を果たすため、教育・研究活動な

どに係る様々な情報を本学のホームページや各種刊行物さらには公開講座等を通じて、広く市民

等に提供している。大学院においても、市民に開かれた大学として、教育・研究に関する情報な

どを幅広く提供することとしている。教育研究活動に関わる情報の開示は大学の社会的責務であ

るばかりでなく、大学の質的向上にも必須の条件であるとの認識から、本学では開学以来、大学

の各種情報を積極的に開示してきた。 

  大学ホームページ上に大学案内に教育理念、沿革、組織図、学則等の規程、学部案内には、学

部概要、教員、履修要項、教育課程、シラバス、履修モデル、入学受け入れ方針、入学者数、定

員、進学者数、就職者数等を示している。また、志願者・学生用に入学者選抜要項、学生募集要

項、学生ハンドブック、シラバス、図書館だより（図書館利用案内）等を作成し、配布している。

また、ホームページ上の情報については「北海道文教大学広報・ホームページ委員会」の管理の

下に、最新のトピックスを提供している。 

  専任教員の経歴と研究業績は、本学ホームページ上の学部・学科・大学院で教員一覧を選び、

各個人教員欄をクリックすることにより、主な著書、論文等が閲覧できる仕組みになっている。 

  公開講座については、教員が有する専門的な知識・技術を広く還元するために、毎年、恵庭市

及び近隣市町村の住民を対象に、講義と実習を中心に講座を開催している。独自の冊子を作り、

また、大学のホームページや広域メディアも活用して活発な情報提供を行っている。 

  教員の研究活動の成果は、本学が出版する 2種類の学術雑誌で閲覧することができる。ひとつ

は短期大学時代に端を発する北海道文教大学『研究紀要』通算 39号で、他は大学開学以来の歴史

を持つ『北海道文教大学論集』通算 16号である。これらの雑誌はいずれも年１回刊行され、本学

の教員はすべて年２回論文を公表する機会を持っており、一部、査読つきになって論文となるこ

とが決められた。なお、これらの論文は電子化されており、附属図書館のホームページを通じ

Web 上で閲覧できるようになっている。 

  以上の他、本学が出版する印刷物には『鶴岡学園概要』、『鶴岡学園年報』、『学生便覧』（「学園

生活の手引き」と「シラバス」）、『図書館利用案内』及び鶴岡学園の広報誌『北海道文教広報』等

がある。 

  このように本学ではこれまで、次の情報を提供し、本学の知的資源を社会に広く還元してきて

いるところである。大学院開設後は、学部と同様に設置認可に係る情報、カリキュラム等の教育・

研究に関する情報、入試情報等に加え、地域貢献に資するために教員の教育・研究の成果、その

他の活動状況に関する情報、さらには大学院生の修士論文の題名や要旨等をホームページや刊行

物、公開講座の開催を通じて積極的に公開・発信していくこととする。 

 

ソ 教員の資質の維持向上の方策 

 

(1) 基本方針 

大学の組織的な対応として、多様な学生等の教育・研究のニーズに応え、授業の内容及び方法

を改善し、質の高い教育を提供し、教員の資質の維持向上を図るため、本学には、学部及び大学
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院研究科における体系的教育課程の開発と実施体制の強化、ファカルティ・デベロップメント（FD）

と教育方法の改善並びにグッドプラクティス（GP）開発・促進に関する検討を行い、本学の教育

研究を活性化する目的で、平成 17 年度に北海道文教大学教育開発センターが設置されている。 

また、本学の教育・研究上の特徴である外国語学部と人間科学部の連携を実現するために両学

部の教員が共同研究を行っているほか、相互の研究内容を理解し、本学の教育・研究の理念・目

的を達成するために学部間研究交流会を実施している。 

  教育開発センターは、センター長（学長）、副センター長，センター員（3 部門長）及びセンタ

ー専門職員から成り、教育開発センター運営委員会の下に「カリキュラム開発部門」、「FD 授業

改善部門」及び「GP 部門」が置かれている。平成 18 年 6 月に教育開発センターに設置された「FD

授業改善部門」の主たる任務は、カリキュラム開発部門及び GP 部門と密接に連携を取りながら、

FD の教授法研究、授業評価、教育内容及び方法の改善並びに FD 研修会の実施である。  

 

(2) FD 委員会の設置 

 大学設立の翌年の平成 12 年から、毎年、大学の教職員を対象に FD に関する講演会・研修会

セミナーを行ってきている。これにより教職員の意識の向上を図り、実り豊かな FD 活動を展開

してきており、大学院開設後においても FD 委員会を中心に、教員の資質の維持向上を図るため、

授業内容の改善及び方法の改善を組織的、積極的に取り組み、魅力ある大学院教員の構築を目指

すこととする。 

なお、過去 10 年間で取り上げた FD のテーマは以下のとおりである。 

① 「2005 年度自己点検・評価を終えて―現状と課題―」（報告） 

②  ファシリテーションを生かした授業実践（ワークショップ形式の応用） 

   ―指導する教育から支援する教育へ― 

③ 「大学における実務教育のあり方と実務家教員の役割」（講演） 

④ 「GPA 制度の仕組みと課題について」（講演） 

⑤ 「大学教育を考える視点」（講演） 

⑥ 「よくわかる授業の進め方」（講演） 

⑦ 「EBSCO（学術データベース）の説明（研修） 

⑧ 「Moodle で出来ること出来ないこと」（研修） 

⑨ 「教務課コンピュータ・システムをより良く使う方法」（研修） 

⑩ 「2010 年度後期授業アンケート調査の分析結果及び授業改善へ向けての提案」（報告） 

⑪ 「論文の書き方―『社会学評論スタイルガイド第２版』による」 

⑫ 「基礎ゼミの理念、現状、課題」（研修） 

⑬ 「クリック・ボタン方式の授業展開」（研修） 

⑭ 「大学教育と ICT 活用」（講演） 

⑮ 「学生参加型授業」 ～PF-NOTE の簡単で効果的な活用法～（講演） 

⑯ 「授業改善等報告」（研修） 

⑰ 「入学前、初年次、就職対策へと繋がる e ラーニングを活用した基礎学力強化の取組」 

（講演） 

⑱ 「主体的学びに授業収録映像はどう役立つのか？」（講演） 
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(3) 授業評価の有無 

  学生による授業評価に関しては、本学では平成 14 年度からの試行期間を経て、平成 18 年度か

ら学部での授業形態・授業方法の適切性,有効性を検証するために「教員による授業の自己評価」

が正式に導入された。以後、平成 22 年度までは前期又は後期に 1 回、平成 23 年度から平成 27

年度までは前期と後期の年 2 回実施している。 

授業評価の内容は、問いごとに五段階評価を行い、その結果を教員に知らせると共に図書館に

配置し閲覧に供している。これら授業評価は、授業にフィードバックする方法の一つとして、こ

れらの資料が学科や学部単位で授業改善のための資料として活用され、授業改善及び教員の資質

向上を推進させるシステムは出来あがっている。 

大学院教育においても、教員の資質を一層向上させるため、学部で行っている授業評価アンケ

ート等を大学院においても実施し、その結果を教員にフィードバックすることにより、大学院の

授業内容等の改善と教員の教育力向上を図ることにしている。 
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