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Ⅲ．修士課程・博士課程・専門職学位課程の教育内容・方法 
 
１）大学院医学研究科の教育課程等 
    本学は修士課程、専門職学等のコースは設置していない。 

 

１．大学院医学研究科の教育課程 

(1) 大学院医学研究科の教育課程と各大学院医学研究科の理念･目的並びに学校教育法第 99

条、大学設置基準第3条第1項、同第4条第1項との関連 

 

［到達目標］ 

・ 医学研究を推進して医学・医療の開拓を目指すため、教育内容を充実させる。 

・ 臨床医学との関係に配慮した授業科目、細目を設定する。 

・ 論理的思考力を涵養し、研究的態度を身に付ける課程とする。 

 

［現状の把握] 

現在の医学研究科は博士課程のみである。2009 年 4 月から看護学専攻修士課程の開設

を予定しており、申請中である。 
  2007 年 4 月付けで行った医学研究科博士課程の改善への取組みにおいては、教育法第

99条および大学院設置基準第4条第1項を充分考慮して検討を行った。特に、入学直後に、

医学研究者に必要とされる基礎的知識・技法を集中的に教育する共通カリキュラムを開講

しているが、その内容を見直し、医学教育方法・医の倫理・臨床疫学・研究計画の立て方・

論文の書き方などの講義を追加した。また、授業細目ごとのカリキュラムをあらためて設

定し、評価方法を明確にするなどの整備を行った。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

  本学大学院医学研究科の教育課程は理念・目的および学校教育法第 99 条、大学院設置

基準第 4 条第 1 項に対応したものである。共通カリキュラムの充実を図り、研究者として

自立して研究活動できるように基本的研究技法の講義・演習を系統的に設定している。ま

た、特別講義においては新任の教授による最新で専門性の高い内容の講義を行っている。 
  共通カリキュラムの必修項目は社会人入学者を考慮して、なるべく夜間に開講してい

るが、選択項目等については平日の日中に開講しているため、検討が必要である。なお、

社会人入学者を受入れた授業細目では選択カリキュラムの内容および講義時間を社会人用

にアレンジするなどの配慮を行っている。 
 

［改善策］ 

共通カリキュラムの必修科目は、可能な限り夜間または土曜日に開講するように調整を

図りたい。 
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 (2) 「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専

門的な業務に従事する必要な高度の研究能力およびその基礎になる豊な学識を養う」と

いう博士課程の目的への適合性 

［現状の把握] 

自立した研究活動ができること、また、豊な学識を養うことを目的として共通カリキュ

ラムを設定している。また、各授業細目ではそれぞれに一般目標と行動目標を設定し、明

示して指導を行っている。選択カリキュラムは専門領域の研究に関する技術と知識を習得

することを目的に講義・演習・実習を設定している。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
選択カリキュラムは専攻する授業細目以外の細目の講義等も選択でき、広い分野の学識

を深めることが可能となっている。研究によっては国内外の他の研究施設においても研究

指導が受けることが出来るため、より高度なレベルの研究指導を受けることが可能である。

問題点は外部の研究施設へ派遣された際、派遣先での研究の進捗状況などを指導教授が十

分把握しきれていないケースが見受けられることである。 
 
［改善策］ 
  外部の研究施設へ派遣は 6 ヶ月以内とし、延長申請の際に担当教授から研究の進捗状況

などを大学院委員会に報告させることを徹底する。 
 

(3) 学部に基礎を置く大学院医学研究科における教育内容と、当該学部の学士課程における

教育内容との関係 

［現状の把握] 

学部の 3 年次で研究室配属を行っており、指導教員とともに研究活動を行い研究心の涵

養を計っている。また、6 年次の選択実習では臨床実習だけでなく、国内外の研究施設で

の基礎研究や社会医学フィールド研究を行うことも可能としており、研究への関心を高め

る工夫をして、連携を図っている。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

学部教育において研究活動を体験しているため、本学の卒業生は大学院入学時に明確な

研究テーマを持っている者が多い。しかし、本学の学部教育は良い臨床医を育てることを

主眼としており、研究者の道を志す学生は減少している。 
 

［改善策］ 
初期臨床研修が必修化され、全国的に学生の医学研究への関心が薄れて来ている。本学

においても医学研究に取り組もうとする学生が減少しており、研究への興味を喚起させる
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ためにカリキュラム委員会において研究室配属の内容を充実させることを検討している。 

 

 

(4) 修士課程における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性及び両者の

関係 

現在、修士課程は設置されていない。2009 年度に看護学専攻修士課程を開設する予定

である。 
 

(5) 「広い視野に立って清深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を

要する職業等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適合性 

(6) 博士課程（一貫性）の教育課程における教育内容の適切性 

(7) 課程制博士課程における、入学から学位授与までの教育システム･プロセスの適切性 

(8) 専門職学位課程の教育課程と、専門職学位課程制度の目的並びに専門職大学院固有の教

育目標との適合性 

上記、項目番号（5）～(8)は設置していない。 

 

２．授業形態と単位の関係 

 

(1) 各授業科目の特徴･内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方

法の妥当性 

 

［現状の把握] 

・共通カリキュラムおよび選択カリキュラムによる授業を選択、履修し 30 単位以上を取

得することになっている。 
・共通カリキュラムは 10 単位以上取得することになっており、その内必修科目は 7 単位

である。 
・選択カリキュラムは各授業細目が設定した講義、演習、実習からなり、専門領域の研究

に関する技術と知識を習得する。在籍する授業細目以外の授業を履修することが可能で

ある。 
・各授業細目が設定したカリキュラムの他に総合医科学研究センターの各研究所が設定し

た講義・演習・実習を選択することも可能である。 
・大学院認定セミナーは各講座、研究所および大学が主催する講演会で大学院委員会から

大学院生が受講するに相応しいと認定されたセミナーである。15 回の出席で 1 単位とな

っている。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

カリキュラムの授業ごとに授業内容、授業形態、単位数、時間および指導担当教員を明
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確にし、整備した。大学院認定セミナーは出席ノートを作成し、セミナー開催者の認定印

をもらうことにし、出席を管理することにした。 
 

［改善策］ 

  各カリキュラムが充実してきたため、各単位数の配分や時間数を全体のバランスを考え

て見直す必要があり、平成 21 年度シラバス作成時に一部見直しを行う。 
 

３．単位互換、単位認定等 

(1) 国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学設置基準

第15条） 

［現状の把握] 
単位互換制度は行っていないが、国内外の優れた実績を持つ研究施設での指導を希望す

る場合は研究科長宛に申請し、大学院委員会の審議を受けた上で学外での研究指導を受け

ることができる。 
  期間は原則として 1 年間とし、延長を希望する場合は 6 ヶ月間ごとに手続きを行うこと

になっている。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

派遣期間は最長でも 2 年間を限度としており、それ以上は休学となる。但し、研究によ

ってはそれ以上の期間を必要とするケースがあり、見直しを希望する声がある。また、派

遣中の管理・指導について、指導教授によっては、先方に全てまかせているケースも見ら

れる。 
 
［改善策］ 

派遣期間の延長申請は指導教授が行うため、進捗状況や成果について記載させ大学院委

員会がチェックする方法とする。 

 

４．社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮 

(1) 社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 

［現状の把握］ 

社会人入学について、20 年度入試から受け入れを開始した。このため、共通カリキュラ

ムの必修科目は特別講義を除き、夜間の時間帯に設定した。また、動物実験、アイソトー

プについては同じ内容を 2 回実施し、学生の都合にあわせて選択できるようにした。選択

カリキュラムについては、11 の授業細目と総合医科学センターの３研究部で夜間履修の可

能なコースを設定した。 
外国人留学生は 20 年 5 月現在、1 名在籍している。特に、外国人用のカリキュラムは設

定していないが、受入れる前に外国人留学生と指導教授が打合せを十分行うように指導し
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ている。 
  
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
  社会人が受講しやすいような設定のカリキュラムを増やしている。 但し、学内の医師

についてはレジデント制度との兼ね合いがあり、一旦、休職をした後入学する方式を取っ

ている。医師以外の職員について在職のままで社会人として受入れが可能である。 
  本学では学部において海外の医学生の学外実習を積極的に受入れているが、大学院の外

国人留学生については、滞在目的のための留学とならないように、取り組みたい研究の内

容や研究への意欲について厳しく確認を行っている。短期間の研究や臨床実習を希望する

場合は見学生や訪問研究員の制度を紹介している。 
   
［改善策］ 

社会人入学者に対するカリキュラム等の配慮は、翌年度のカリキュラムを調整する度に

見直しを図ることにしている。 
 

５．連合大学院の教育課程、「連携大学院」の教育課程 

上記、大学院の形態はとっていない。 

 

 

２）大学院医学研究科の教育方法等 

［到達目標］ 

  共通カリキュラムは医学研究に必要な基礎的技術の習得と研究倫理ならびに医学教育

学を学ぶことを目的としている。選択カリキュラムは専門領域の研究に関する技術と知識

を習得することを目的としている。 
  共通カリキュラムの各科目と各授業細目ではそれぞれに一般目標と行動目標を作成し、

シラバスに掲載している。 
  
１．教育効果の測定 

 

(1) 教育･研究指導の効果を測定するための方法の適切性 

［現状の把握] 

 共通カリキュラムでは各コース終了時にレポートを提出させて評価を行っている。また、

選択カリキュラムでは年度末に報告書の提出を義務づけて、各個人の研究進捗状況を報告

させている。 
年 1 回、公開制の大学院生研究発表会を開催し、大学院生の研究成果の到達度および研究

の内容、研究指導の効果を確認している。 
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［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
   以前は全てを指導教授にまかせており、大学院としてのチェックが行われていなかっ

たが、現在は共通カリキュラム終了時に特別セミナーを開催して、カリキュラムの内容や

指導方法についての感想・意見を聞き取り調査している。また、2 年～3 年次に大学院研

究助成金を申請できることになっている。この場合、年度末に研究の進捗状況を報告する

ことが義務付けられており、大学院委員会で内容をチェックしている。自立した研究者を

育成することを目標としており、ある程度の自由度を持たせた体制が望ましいと考えてい

る。 
 
［改善策］ 

 大学院生研究発表会での発表を在学中に１回以上行うことを必須条件とするように調

整する。また、研究活動を把握するために年度末に提出させている報告書に学会発表数や

論文数を記載する項目を追加する。 
 

２．成績評価法 

 

(1) 学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 

(2) 専門職学位課程における履修科目登録の上限設定とその運用の適切性 

［現状の把握] 

 共通カリキュラムや選択カリキュラムの講義要項に成績の評価方法を明示している。履

修し、受講した科目毎について年度末に担当教員が成績評価を行っている。なお、選択カ

リキュラムでは授業毎に評価・単位認定基準を設けている。この基準にしたがい、ABCD
の 4 段階評価を行っている。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
  前回の点検時には共通カリキュラム以外は指導教授に任せている部分が多かったが、今

回の改善で、成績の評価方法を講義要項に明示し、透明性のある評価制度が確立された。 
   

［改善策］ 
 これら評価制度の改善が優れた論文の作成や研究成果につながるかどうか検証が必要

であり、2011 年度までに実施できるように準備する。 
 

３．研究指導等 

(1) 教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育･研究指導の適切性 

(2) 学生に対する履修指導の適切性 

［現状の把握] 

 医学研究に必要な基本的知識・技能・ルールおよび倫理については共通カリキュラムに
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盛り込まれており、入学直後から集中的に実施される。学生の都合に合わせて、どの学年

で受講しても良いことになっているが、可能な限り１年次に受講することを勧めている。

また、自分の研究に直接関係ないと思われる科目も含めて、できる限り多く受講するよう

に指導している。選択カリキュラムでは専門性の高い、狭い領域での研究活動となりがち

なため、基礎的分野の指導者と面識を持つことにより、自分の研究を進める途中で、アド

バイスや指導を受やすいなど役に立つことが多い。 
 ４年次は論文作成に専念できるように、必要単位数は３年次終了までに取得できるよう

に配慮している。論文指導は個別に指導教授および准教授などが行っている。ケースによ

っては研究所の教員も関わることがあり、きめこまかい指導が可能となっている。年頭に

指導教授から教育指導プログラムが大学院委員会に提出される。これは、各大学院生の年

次計画であり、研究目的・内容に応じて指導にあたる教員名、指導科目名を報告させてい

る。 
 履修方法を周知するため、学生には大学院ガイド、共通カリキュラム案内、選択カリキ

ュラム案内を配布している。また、入学式終了後に履修方法、および共通カリキュラムの

オリエンテーションを開催し、説明と指導を行っている。 
大学院ガイド：大学院授業科目・授業細目・担当教授一覧、授業細目ごとの研究内容・研

究課題・一般目標・行動目標・担当教員、総合医科学研究センター内の研

究所ごとの研究内容、手続き等の手引き 等を掲載している。 
共通カリキュラム案内書：大学院履修方法の説明、共通カリキュラムスケジュール、科目

ごとの内容・評価方法の紹介、大学院学則、大学院学位規則 等を掲載し

ている。 
選択カリキュラム案内書：授業細目および研究所ごとの授業の名称・授業形態・単位数・

講義等の内容・指導教員・開催曜日・時間・評価基準 等を掲載している。 
  

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

  ４年修了時までに充実した研究を遂行し、学位論文を作成して博士号を取得できるよう

にカリキュラムを編成しているが、2008 年度から開始した社会人入学者にとって現行の方

式が適当かどうか、今後検証が必要となる。例えば、共通カリキュラムは 4 年間で必要単

位を取得すれば良いことになっているが、その目的上、なるべく１年次に取得し、取りき

れない科目のみを後で取得するように指導している。また、医学的研究手法を幅広く理解

するために、必要単位以上の科目を数多く履修するように指導しており、多くの学生が対

応している。社会人入学を考慮して、必修科目は夜間帯に開講しているが、その他の科目

を昼夜それぞれ開講することは指導者の負担が大きくなることや、効率の面から夜間帯に

開講することは困難である。社会人入学者が卒業に必要な最低限の単位数しか履修せず、

学位取得のために専門領域の研究にのみ集中することが懸念される。   
履修指導は本来、指導教授が学生と個別に話し合い、学生の資質・研究テーマ等を考慮

しながら行うが、入学時のオリエンテーション時や共通カリキュラム受講中に、大学院委
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員や共通カリキュラム担当教員など学生の専攻分野以外の教員のアドバイスを受けられる

機会が多くあり、選択の幅を広げる効果がある。 

 
［改善策］ 
  学位取得者は博士(医学)として、専門領域以外の医学全般についても幅広い学識を持っ

ていることが求められる。社会人入学者、特に医学部卒業以外の学生の教育および履修方

法について、次年度の共通カリキュラムを作成する際に調整する。 
  臨床系のコースでは指導教授を始めとする指導教員が診療の多忙さのため、指導が充分

に行われないケースがあるため、大学院委員会委員と大学院生がコミュニケーションをと

る機会を増やす必要がある。現在は、共通カリキュラム終了時に懇談会をおこなっている

が、研究発表会の際にも懇談会を設定するなどする。 
 

(3) 指導教員による個別的な研究指導の充実度 

［現状の把握] 

 研究科委員会構成メンバーと大学院授業科目・授業細目の改正により、指導教授の担当

分野がより明確になり、実際に指導を担当する教授が研究委員会に出席できるようになっ

たため、指導体制は大幅に充実した。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 従来は講座制度が研究科委員会に反映されていたため、実際には指導を担当していない

講座担当教授が研究科委員会において指導教授となる不合理さがあったが、今回の改革に

より実際に指導を担当する教授が直接的に指導・手続きを行うことができるようになり、

研究体制と指導体制が充実することになった。学生も指導を受けたい教授を選択すること

ができるようになり、より個別的な指導が可能となった。 

 

［改善策］ 
  新しい制度が適切に機能しているか、検証が必要である。平成 21 年度中に大学委員会

で検証項目と方法を検討し、平成 22 年度に実施する方向で調整する。 
 

４．医学系大学院の教育･研究指導 

(1) 医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し、病院内でなされる教育･研究指導とこ

れを支える人的、物的体制の充実度 

(2) 医学系大学院における臨床系専攻の学生について、臨床研修と研究の両立を確保させる

ための配慮の状況とその適切性 

［現状の把握］ 

 大学院生が附属病院において診療に携わる場合は、リサーチ・レジデントとなる手続き

が必要となる。この場合は大学委員会を通して附属病院医師人事委員会に申請を行い、許
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可を受けなくてはならない。これにより、病院における指導・責任体制が明確となってい

る。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 手続きが多いが、大学院生として研究的視点で診療に係ることと、その責任体制を明確

にしておくことは大切なことである。また、医師として本学の附属病院に採用されていな

い大学院生が審査なしに診療行為に係ることは医療安全の観点からも認められることでは

ない。 
 臨床研修と研究の両立に関する問題について、本大学院は国の初期臨床研修医制度が開

始される前から臨床系大学院を専攻する場合は初期臨床研修を修了していることを必要

条件としてきた。また、レジデントについては、大学院在学中は研究を優先することにな

っており、専門医申請のための研修期間には認定しないことになっている。但し、学位申

請のための研究がほぼまとまり、論文提出の目途が立った時点で大学院委員会とレジデン

ト委員会に申請して了承が得られれば、リサーチ・レジデントとして診療に携わることが

出来、研修期間の認定が可能となる制度がある。 
 
［改善策］ 
 本大学院の基本理念は臨床医学を支える研究者の育成であり、医師の育成に携わる優れ

た指導者の育成である。これを支える人的・物的体制は大学院ガイドおよび選択カリキュ

ラムに明記されている。 
 

５．教育・研究指導の改善への組織的な取り組み 

 

(1) 教員の教育･研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ﾌｧｶﾙﾃﾞｨ･ディベ

ロップメント(FD)）およびその有効性 

(2) シラバスの作成と活用状況 

（3）学生による授業評価の活用状況 

［現状の把握］ 

 日常的には学内で多くの教育セミナー、講演会等を開催して教員の教育指導法の改善や

新しい知識の共有につとめている。また、今回行った大学院改革に際しては、研究科委員

会や拡大教授会議に於いて大学院の在り方、教育体制・方法について、真剣な討論を繰り

返し開催してきた。特に、新しい論文審査方法については、全学の研究者を対象にティー

シスの作成方法などを中心とした説明会を開催した。 
 また、教育の内容および体制を周知・徹底するため大学院ガイドの内容を充実させたシ

ラバスを作成して、共通カリキュラム案内、選択カリキュラム案内とともに大学院生、指

導教員に配布している。 
  授業評価については共通カリキュラム終了時に大学院生から授業の感想や要望を聞く特
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別セミナーを開催しており、翌年のカリキュラムの内容を検討する際に反映されている。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 大学が主催する講演会・教育セミナー・研究会等のほかに、研究に関する新ガイドライ

ン等に対応するセミナー・講習会を開催している。このほか各講座・研究所・教育センタ

ー主催のセミナー等が開催されている。共通カリキュラムの一部（研究倫理、医療廃棄物

の取り扱い、論文書き方講習会等）は学内公開講座として、教員も出席している。当公開

講義は医学研究を行う上で有益な内容であるが、出席者が少ないため積極的な広報をおこ

ない、出席者を増やす必要がある。 
大学院ガイド(シラバス)には各授業細目ごとの一般目標・行動目標と業内容・方法につ

いて掲載しており、大学院生のみならず、教員にとっても他部署の教育方法を参考にする

資料となっている。 
 

［改善策］ 
  公開講義の他に大学院委員会または研究科委員会が主催または後援する企画を年 1回程

度開催する必要があり、大学院委員会で検討する。また、シラバスの内容について、他大

学院の資料を参考にして継続的に改善を図って行く。 
 

３）大学院医学研究科の国内外における教育研究交流 

 

［到達目標］ 
研究マインドをもつ質の高い医療人を育成し、積極的に国内外の大学や研究所に派遣す

るとともに、国際レベルの研究を実践する。 
 

１．国内外との教育研究交流 
 

(1) 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 
［現状の把握] 

本学の国際交流委員会において､同窓会の支援の基に大学院生の国際学会派遣の援助を

している｡ 
大学院学則第十二条に､｢教育上有益と認めるときは他の大学院または研究所等において

研究指導をうけることを認めることがある｡｣と規定されており､大学院生を他の大学院､研

究所または高度の水準を有する医療機関において研究指導を受けさせるため派遣するとき

は､研究派遣願いに機関名､研究課題､その機関における研究指導者の職･氏名を記赦し､大

学院委員会に届け承認を得ることとしている｡これにより､大学院生の研究テーマによって

は､本学また国内の研究機関より水準の高い研究を行っている､国外の大学､研究所に派遣

し､国際レベルの研究を奨励している｡ 
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［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
毎年 4～5 名程度の大学院生が海外の大学､研究所に派遣されて研究しており､幅広い研

究能力と学織を身につけて帰国し､学内の他の大学院生､研究者の刺激ともなり､研究が活

性化されていることは評価に値する｡しかし、海外派遣に関わる経済的問題がある。 
 

［改善策］ 
現在､本学同窓会基金による海外派遣助成により、海外研究派遣や国際学会等での発表に

対して海外渡航費の一部が補助されているが十分とは言えないため、大学院としての助成

制度を検討しなくてはならない。 
 

 

４）大学院医学研究科の学位授与･課程修了の認定 

 

［到達目標］ 
・ 客観的で透明性の高い学位審査体制を構築する。 

・ 医療を支える医学的研究を実践し、論理的思考力と研究的態度を身に付けた者に学位

を授与する。 

 

１．学位授与 

(1) 修士・博士・専門職学位の各々の学位の授与状況と学位の授与方針･基準の適切性 

(2) 学位審査の透明性･客観性を高める措置の導入状況とその適切性 

［現状の把握] 

 博士(医学)の学位は大学院の博士課程を修了した者に授与する学位(甲)と、本学に学位論

文(Ｔｈｅｓｉｓ)と主論文を提出して、その審査および試験に合格し、かつ、大学院の課

程を修了した者と同等以上の学力を有すると認められた者に授与する学位(乙)がある。 
学位(甲)は大学院において行った研究が医学において新しい知見を加え、その内容を適切

に論文としてまとめ、研究者として自立して研究を継続し、後輩に研究方法を指導するこ

とが出来る能力を持つ者に大学院の課程修了の証として授与される。 
 
最近 5 年間の学位授与件数は下表の通りである。 

 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 合  計 

課程博士 甲 17 21 9 19 26 92 

論文博士 乙 86 31 38 63 48 266 

合  計 103 52 47 82 74 358 

 
 学位(乙)は本学に在籍し、本学の講座または研究所において研究を行い学位論文(Thesi
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ｓ)と主論文を作成し、通算 5 年以上の研究歴を有し、「論文提出資格取得のための外国語

試験(英語)」に合格した者が所定の審査と試験に合格した場合に授与される。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 学位授与数は若干減少傾向にある。1997 年度から 2001 年度の 5 年間では課程博士 55
件、論文博士 339 件、合計 394 件であったが、2003 年度から 2007 年度の 5 年間では課

程博士 92 件、論文博士 266 件、合計 358 件であった。 
 1998 年前後は課程博士の学位授与数が年間 10 件程度に低迷していたが、臨床コースの

導入や他学卒の学生を積極的に受入れるなどの改善を図ったことで大学院生が若干増えた

ことにより、年間 20 件程度に回復した。一方、論文博士は減少傾向が継続している。年

度によって件数に増減があるのは講座担当教授の定年退任と連動している。特に内科、外

科、小児科などのメジャー科は教室員数が多いことと、教室内の研究・指導体制が確立さ

れているところが多いため、指導教授の退任時期に合わせて博士論文の申請が一時的に増

加する。 
 学位授与数の減少は専門医制度の確立とも関係がある。以前は大学卒業後も教室に残り、

診療と研究を両立させ学位を取得して開業のため退職するケースが多かったが、専門医制

度が開始されると専門医を取得することが優先されるようになった。また、特に最近は診

療に関する業務負担が増加したため、研究時間が取れないとの若手医師の声が多くなって

おり、減少傾向は今後も継続するものと思われる。 
2007 年度から学位審査委員会を公開制とし、審査過程の透明性を確保した。また、学位

審査の客観性を高めるため、従来、指導教授が審査委員として審査に加わっていた制度を

見直し、指導教授は審査委員に就けないことにした。 
 

［改善策］ 
  学位申請の主論文は査読制度のある学会誌等に掲載され、公表されたことを条件として

いる。また、通常は参考論文が 2 編必要となるが、主論文がインパクトファクター1.0 以

上の雑誌に掲載された場合は参考論文を提出しなくとも良いことにしており、より高いレ

ベルの論文で学位を申請するように指導している。さらに、学位審査の客観性と透明性を

より高めるために外部審査員の導入を検討している。 
 

２．専門職大学院の修了要件等 

   該当なし 
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３．課程修了の認定 

 

(1) 標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における、そうした措置のも適切

性、妥当性 

［現状の把握] 

 大学院学則の第 17 条に、「～合計 30 単位以上履修するとともに、研究指導を受けて独

創的研究に基づく学位論文を提出し、学位論文の審査及び最終試験に合格することを以っ

て博士課程の修了とする。ただし、優れた研究業績を上げた者については在学期間を 3 年

以上とすることがある。」と規定している。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
  年に 1～2 名程度、3 年修了時に課程の修了を認めるケースがある。ただし、学位申請受

付時に大学院委員会において慎重に審議している。この論文が毎年選定される大学院優秀

論文賞を受賞することが多く、評価が適切であることを裏付けている。 
 
［改善策］ 
  大学院生の研究意欲を駆り立てる良い制度であり、今後も慎重に審査しながら継続する。 
 

５）通信制大学院 

該当なし。


