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Ⅱ．医学部看護学科の学生の受け入れ 

［到達目標］ 

 ・看護学を積極的に学びたいという意欲の高い入学者を選抜する。 

 ・明確な選抜基準による妥当で公正な入学試験実施体制を維持する。 

 ・適切な募集･選抜を行うために高等学校と積極的な情報交換を行う。 

 ・入試を取り巻く社会状況に対応できるよう入学者選抜方法を継続的に検討する。 

 

１．学生募集方法･入学者選抜方法 

(1) 学生募集の方法、入学者選抜方法、選抜方法の適切性 

［現状の把握］ 

 ①学生募集方法 

 インターネットの大学ホームページと本学の同窓会新聞に学生募集に関する概要を掲載

する一方で、大学ガイドやポスターを作成し、都内の主要な書店や予備校、高等学校等に

配布している。また募集要項は、必要事項を教授会議で決定している。本学の入試に関す

る方針の公開は、年３回全教員と在学生の協力体制で行っているオープンキャンパス、高

校訪問、予備校主催の大学説明会や模擬授業の折に、教育理念およびアドミッションポリ

シー等を説明している。また、大学祭では､学生会が自主的に大学説明コーナーを設けて、

高校生や志願者を対象に大学ガイドの配布や受験の相談を行っている。 

 ②入学者選抜方法 

入学者の選抜基準は、大学の教育理念と目標に沿って決定し、将来優れた看護実践者と

なるにふさわしい適性を有する者を志願者の中から選抜している。入学者選抜の方法は、

1992 年の開学以来一般入学試験を取り入れ、入学試験方法は、学力検査と面接試験を行っ

ている。 
看護学科では、近年の受験人口の減少と看護系大学の急増を受けて 2005 年に「入試あ

り方検討委員会」を発足し、入試のあり方に関する検討を行った。検討会では入試に関す

る専門家を招聘し、看護大学の入試の現状と将来についての講演を全教員が聴講し、その

後入試のあり方について意見交換を行った。その上で、入試の回数、入試の方法、入試の

時期、入試科目、面接試験の方法、入試会場、納入金について検討した。その結果大きな

変更事項としては、志願者の拡大を図るために数学の範囲から数学Ⅱを除き数学 1・数学

A とし、2007 年度の入試から実施した。また、初年次の納入金を少なくし入学しやすいよ

うに、入学手続きとして入学金 50 万円と年間授業料 100 万円の 150 万円であったものを

授業料については分納を認めることとした。 
2005 年の入試あり方検討委員会の後、2007 年には今後の入学試験を検討することを目

的に「入試検討委員会」が設置された。本委員会では在校生から大学受験等に関する情報

の収集、高校訪問、入試状況の分析、大学としての入試事務組織の確立を重要課題とし現

在検討中である。 
 2007 年に在籍中の学生全員（124 名）に対して実施した本学の入学者選抜方法に関する
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調査結果によると、試験科目数と選抜方法については、86％以上の学生が「今のままで良

い」と回答していた。 
本学の入学定員は、1992 年の開学以来 30 名であったが、2007 年度より 40 名に変更し

た。入学者の推移は資料 4-1 の通りである。 
 

資料 4-1 入学者の推移 

 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 

定 員 30 30 30 30 40 40 
志願書 313 249 227 223 148 246 
合格者 46 49 64 57 60 68 
入学者 31 35 40 35 42 42 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 2005 年度の「入試あり方検討委員会」で審議された、数学の出題範囲の変更と入学金の

分納と 2007 年度からの定員数の増加は、本学の志願者数の確保に効果的であった。 
また 2007 年から開始した全教職員による高校訪問は、直接進路指導の教員に本学の教

育理念と特色を伝えることのみならず、看護教育に対する理解を深めてもらう上でも効果

があり、実際に訪問した高校からの志願者が増えている。オープンキャンパスでは、参加

者のアンケートによると「アットホームな大学」との印象が書かれており、本学の少人数

教育の特徴を充分活かした企画が功を奏している。さらに年々、志願者の中に本学同窓生

の関係者が増えている状況から、全国に配布される慈大新聞への掲載は学生募集の方法と

して効果的ではないかと考えられる。 
入学者の選抜方法については、一般入学試験のみを実施し、入学試験方法は、学力検査

と面接試験を実施することにより、本学の理念を理解し看護学を積極的に学びたいという

意欲の高い学生を確保できている。また、在学生も現状の入試選抜を支持している。しか

し看護系大学の全国的な急増は、本学においても志願者数の減少と併願校への移動数の増

加という現象が現れている。また、受験生の反応としては、学生定員数が少ないことと受

験科目が４科目であることが「狭き門」の印象を与えて受験行動に影響をあたえている。 
入試に関する状況が変化していく中で、入試検討委員会を設置し、継続して試験の改善

を検討し、志願者の数と質の確保を目指している。 
 

［改善策］ 

  看護系大学の急増と受験者人口の激減の中で、本学では学生の募集方法と入学者選抜

方法の全般について長期的な観点から検討を行うことを目的に 2007 年度から入試検討

委員会を発足し活動を始めている。学生の募集方法については、インターネットの活用

とオープンキャンパスや高校訪問など積極的な募集活動を今後も継続する。 
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  学生の質と数の確保に向けた募集方法や入学者選抜方法については、看護学科のみで

なく医学部（医学科･看護学科）として、大学全体の組織づくりと運用体制を検討する。 
 

２．入学者受け入れ方針等 

(1) 入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 

(2) 入学者受け入れ方針と入学者選抜、カリキュラムとの関係 

［現状の把握］ 

 看護学科の入学者受け入れ方針は、本学の建学の精神である「病気を診ずして病人を診

よ」という人間愛の精神に基づき、病んでいる人の心に寄り添える豊かな感性と看護を行

うことへの強い意思をもっている人、さまざまな背景を持った人々と関わる素地を持って

いる人としている。そのため一般入学試験では、国語、数学、英語、理科（生物・化学よ

り 1 科目選択）の 4 科目による学力試験と個人面接を実施している。 
 学力試験を合格した者について面接試験を実施している。面接試験は受験生一人に対し

て 4 人の面接委員が審査する。主に本学を受験した動機や将来の夢、趣味や社会活動等を

中心に評価基準に基づき約 10 分間程度の質問を行い、審査結果は、看護学科以外のメン

バーを含む判定委員会で審議し、教授会議で承認を得ている。毎年、志願者の１割程度は

医学部や薬学部と併願し、看護学との相違を理解しないまま受験しているため、面接試験

の際には、看護学を学びたい意思があるか否かを確認する方法を取り入れている。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

本学の入学者の受け入れ方針については、教育理念と選抜方法ならびにカリキュラムと

の関係において整合性がある。 

 

［改善策］ 

 入学者受け入れについては、高校生の傾向を十分に分析し、本校の学生としてふさわし

い受験生が選抜できるよう、2007年度より「入試検討委員会」を立ちあげ次のことを検討

している。①高校訪問システムの確立、②在校生の入試に関する状況把握、③入学者選択

方法の検討。 

 

３．入学者選抜の仕組み 

(1) 入学者選抜試験実施体制の適切性 

(2) 入学者選抜基準の透明性 

(3) 入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況 

［現状の把握］ 

 入学者選抜試験の日程および方法については、入試委員会が企画し教授会議で決定して

いる。入試の実務に関しては入試委員会が担当している。入試の広報に関しては、看護学

科教授会議で承認を得たのち、広報委員会を通して大学ホームページに募集要項を掲載し
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ている他に、大学ガイドを作成し広く広報をしている。また、願書受付等の入学者選抜実

施に関する準備作業は、看護学科の学事課が担当している。 
 試験の実施にあたっては、公正かつ確実に実施するために試験監督者説明会を開催し、

各試験会場の監督責任者および監督者用マニュアルに基づき、具体的な手順と緊急時の対

応方法について説明を行っている。試験当日は、学科長､入試委員長および入試委員が常時

試験場本部に詰め、試験が確実に実施されるよう配慮するとともに不測の事態に備えてい

る。試験中に体調を崩した志願者への対応は、隣接する附属病院の救急室へ搬送できるよ

う手配を整えている。学力試験の採点中は、採点者が外部と接触することのないよう体制

を整え、試験答案は、受験番号と名前が分からないように綴じた状態で採点が行われてい

る。また面接試験の評定は、看護学科以外の教員を含むメンバーで構成され、判定基準に

基づき適切で公正な方法で実施している。試験の結果発表は、学長、学科長、入試委員長

及び入試委員による判定会議の結果を看護学科教授会議にはかり承認を受ける。この過程

は一次試験と二次試験において同様に行われ公正性と妥当性を確保している。二次試験の

発表時には、補欠合格者も順位が決定しており、順次繰り上げ合格となり、極めて、透明

性が高い。 
 試験の結果は、大学玄関に掲示するとともにホームページにも掲載している。試験の得

点や順位など､個人の試験結果に関する事柄については、本人からの要求があっても開示し

ていない。また、合格者の試験点数についても公開していない。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 本学における入学者選抜試験の実施体制は整備されており、選抜基準の透明性も確保さ

れている。入学者の選抜と結果の公正性・妥当性を確保するシステムも機能しており､今後

も継続していく。 
 
［改善策］ 
現在看護学科では合格者の最高点と最低点の開示を実施していないが、選抜方法の妥当

性を確保するためにも、今後は開示に関する検討を行う。 
 

４．入学者の選抜方法の検証 
 

(1) 各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 
［現状の把握］ 
 本学の入試問題作成にあたっては、入試委員長が学長と相談の上で入試問題の出題者を

決定し、出題依頼時は、本学が求める学生像について伝えている。試験問題の適切性につ

いては、複数の入試委員が問題受領時と校正時に問題の難易度や不適切な出題等について

検討を行っている。試験問題は、入学試験開始後に玄関に掲示し、公開している。 
 2007 年度には、入試委員会で出題や合否判定ミスの発生を防ぐためのマニュアルを作成
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し、活用している。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 各年度の入試問題および入学者選抜方法を検証する体制は整っている。また入学者選抜

におけるミスを防ぐためのマニュアルを作成したことによって､選抜に関する業務全体の

チェック体制は機能している。 
 

［改善策］ 

 入試の選抜方法を検証するために、試験終了後に合格者の成績と入学者の成績との関連

および本学志願者の傾向と問題の妥当性についての検討を行う。 

 

５．入学者選抜における高・大の連携 

 

(1) 推薦入学における、高等学校との関係の適切性 

(2) 高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

［現状の把握］ 
 本学の入学試験は、一般入学試験のみで推薦入学は実施していない。 
本学の入学者選抜に関する高校生への情報伝達方法としては、オープンキャンパス、高

校訪問、予備校説明会および本学への訪問の受け入れ、学生会主催の説明会を実施してい

る。 
①オープンキャンパス 
年 3 回開催しているオープンキャンパスへの参加人数は、2004 年度が 238 名、2005 年

度が 265 名、2006 年度が 221 名、2007 年度が 356 名であり、近年は保護者の参加も増加

している。オープンキャンパスの内容は、大学の教育理念およびカリキュラムに関する説

明、在学生によるキャンパスライフの説明と受験対策へのアドバイス、看護体験および学

内の見学ツアー、個別相談等である。また参加者を 10 名程度のグループに分けてキャン

パス内の各施設を案内しているが、案内を担当する学生は、施設・設備と授業内容やサー

クル活動を関連づけて高校生により具体的な説明をしている。さらに希望者には、教員と

学生がペアを組み個別相談を開いている。 
 修学旅行の途中で本学を訪問し模擬授業に参加する高校も増えている。2006 年度は沖縄

県の 2 年生（4 名）、2007 年度は大分県と熊本県の 1 年生 4 名ずつと 2 年生 46 名が参加

している。 
②高校訪問 

 2006 年度より毎年夏休み前に全教職員が都内および近県の高校訪問を実施している。初

年度は都内と近県の 10 校、2007 年度は 20 校を訪問し、本学の大学ガイドと入試要項お

よび在学生の書いた「母校へのメッセージ」をもとに、進路指導担当教員と情報交換を行

っている。高校の指導教員からは、最近看護系大学に進学する生徒が増えているが、教員
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自身が看護系大学における教育内容や卒業時の資格、あるいは専門学校との違いに関する

情報をもっていないため､大学との情報交換は重要であるとの意見も聞かれている。 
③予備校説明会 
 毎年、大手予備校の説明会には教職員が積極的に参加している。本学のブースを訪れる

高校生と保護者は、最初から本学を志望している人が多く、質問内容もカリキュラムやサ

ークル活動など具体的な内容が多いのが特徴である。また予備校からの依頼で､高校の進路

指導教員を対象に看護系大学の教育についての講演会に参加している。 
④学生会主催の説明会 
 毎年､大学祭では学生会が主催する「高校生のための大学説明会」が開かれている。この

説明会では、最初に実習用ユニフォームの試着と模型の赤ちゃんを抱くなど高校生の興味

や関心をひくようなプログラムに加えて、リラックスした雰囲気の中で受験対策の相談や

本学の特徴について分かりやすく説明している。この企画は、入学後の学生からも大変評

判が良い。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 本学が年 3回実施しているオープンキャンパスを初め様々な説明会と高校訪問および模

擬授業の開催は、高校生に対する進路相談・指導の情報伝達として適切に行われている。

しかし、オープンキャンパスの参加人数の増加に比べて志願者数が増加しない点について

は、その理由を分析し、本学の特徴や魅力を明確に打ち出せる情報伝達方法のさらなる工

夫が必要であろう。 
 
［改善策］ 
 本学が現在行っている高校生に向けた情報伝達方法は今後も継続していく。また、オー

プンキャンパスでは、本学の特徴である少人数制教育の魅力や医学科との共修教育や臨地

実習におけるきめ細かな教育方法についてより明確に打ち出し、参加者の受験に繋げてい

く。 
 

６．科目等履修生・聴講生等 
 

(1) 科目等履修生・聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 
［現状の把握］ 
看護学科では、科目等履修生を受け入ている。毎年、8 領域 24 科目の授業科目を前期と

後期に開講しているが、2005 年以降受講希望者はいない。聴講生については、本学学則第

36 条の規程に基づき､当該授業科目の聴講するに十分な学力があると認められた者を対象

に受け入れをしている。聴講生は 1996 年から 10 年の各年に 1 名ずつであり、現在、希望

者はいない。 
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［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 看護学科の科目等履修生､聴講生等の受け入れ方針については、明確に示されている。

社会人等に対しパートタイムによる学習機会を拡充し、その学習の成果に適切な評価を与

え、生涯学習の一環として位置づけており、本学の教育理念に基づいている。 
 聴講生については、利用者は少ないが大学として門戸を開いておく必要はある。 
 
［改善策］ 
 大学設置基準改正で創設された科目等履修制度は、短期大学や看護専門学校の卒業生が

大学院を受験できるようになった現在では、本制度自体の見直しが必要であろう。本学に

おける科目等履修生の受け入れ継続についても検討する。 
 

７．定員管理 
(1) 学生収容定員と在学生数、入学定員と入学者数との比率の適切性 
(2) 著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性 
［現状の把握］ 
看護学科では、2007 年度より入学定員を 30 名から 40 名に変更している。編入定員は

設定していない。したがって 2008 年度現在の入学定員と在籍学生数との比率をみると、

定員 30 名の学年が 2 学年、定員 40 名の学年が 2 学年であるため、著しい欠員や定員の超

過はみられない。（資料 4-2） 
 資料 4-2  看護学科の学生定員及び在籍学生数の推移 

年度 入学定員 収容定員数（A） 在籍学生数（B） B/A 

2005 年度 30 120 124 1.03 

2006 年度 30 120 140 1.16 

2007 年度 40 130 150 1.15 

2008 年度 40 140 157 1.12 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 看護学科は、学生収容定員と在籍学生数の比率は基準を満たしている。 
 
［改善策］ 
 現時点では、学生収容定員と在学生数、入学定員と入学者数との比率は基準を満たして

いる。 
 

８．編入者・退学者 
(1) 退学者の状況と退学理由の把握状況 

［現状の把握］ 

 看護学科の退学者は、2005 年に 1 年次 1 名、2006 年度に 2 年次に 1 名、2007 年度に 2
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年次に 1 名である。退学理由は、他大学・学部への進路変更と身体的理由である。進路変

更の学生は、医学部を志望したがかなわず自分の目指す目標に向かって再挑戦したいとい

う理由で退学している。また、他の学部に進路を変更したいと退学を希望する学生の中に

は、対人関係の問題や看護師になることへの不安など精神的な悩みを抱えている状況があ

る。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 進路変更や精神的な悩みを抱えて退学を考えている学生は、授業の欠席が多くなるのが

特徴である。本学では、欠席が目立つようになった時点で学年担当教員が面接を行い、明

確な退学理由がみつからない学生については、時間をかけて丁寧な指導を行っている。 
 
［改善策］ 
 本学における退学者の時期と理由の傾向をみると、自分の将来について考える２年次の

退学者が 2 名いたことから、今後は学年担当教員による全員の個別面接を実施するととも

に、数人の学生を１人の教員が担当して、生活全般の支援をする「学生生活アドバイザー

制度」を導入し、早期に学生の状態を把握できるようにする。 
 
 

Ⅲ．大学院医学研究科における学生の受け入れ 
［到達目標］ 

・社会に開かれた大学院となるように改善し、生涯学習の場を提供する。 

・臨床医学を支える研究を志す者を受入れ、高い倫理観と判断力に優れた研究者を育成す

る。 

 
１．学生募集方法、入学者選抜方法 
 

(1) 大学院医学研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 
［現状の把握］ 
入学試験は 10 月と 2 月の 2 回行っている。2008 年度入試から社会人入試を開始した。

募集についてはホームページへの掲載、学内(附属 4 病院)のポスター掲示、全国医学系大

学へ募集要項と大学院ガイド送付、港区内の総合病院への募集要項と大学院ガイド送付を

行っている。 
入学資格は原則として、①医学・歯学または獣医学の大学課程を卒業した者、または卒

業見込みの者、②大学院修士課程を修了または修了見込みの者、③外国において学校教育

における 18 年の課程(最終の課程は医学・歯学・獣医学)を修了した者、④前項のものと同

等以上の資格があると認められた者、⑤臨床医学授業細目を志望できるものは原則として

医師の免許を有し、2 年間の臨床研修を修了または修了見込みの者である。 


