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設置の趣旨及び必要性

１）博士後期課程を設置する理由・必要性
（１）大学の沿革・概要
群馬パース大学は、平成 17 年に設立され、その目的は、学則第 1 条に示すとおり「豊かな教養
と人間愛を備えた質の高い保健医療専門職を育成し、保健、医療、福祉サービスとの協働及び知
の創造を通じて、国際社会、地域社会に貢献すること」にある。
平成 10 年に看護短期大学として看護学科 1 学科で開学した本学は、平成 13 年に地域看護学専
攻科、平成 14 年に理学療法学科を増学科、その後平成 17 年に、保健科学部、看護学科及び理学
療法学科の 1 学部 2 学科という構成で四年制大学へと改組した。平成 25 年には検査技術学科が
開設され、さらに平成 29 年度には新たに放射線学科と臨床工学科が加わり、現在 1 学部 5 学科
で構成されている。
平成 21 年に大学院保健科学研究科修士課程（基礎保健科学、臨床保健科学、地域保健科学）を
新設し、平成 26 年に病因・病態検査学領域、平成 29 年に放射線学領域及び臨床工学領域が増設
され、保健医療分野において高度な専門知識・能力を有する実践者・指導者を育成する体制を整
え、これまで 45 名の修士学位取得者を輩出し今日に至っている。
このように、本学は、医療専門職を養成する大学として、各分野で活躍できる人材を育成する
ことにより、地域社会への貢献に対して各方面から期待されている。本申請では、保健科学研究
科修士課程を博士前期課程に改め、その上に博士後期課程を設置する。

（２）博士後期課程設置の理由
高度に専門化・細分化された現在の医療現場では、実際に患者中心の全人的医療を実践するた
めに医療専門職としての高い専門性と確かな技術力、さらには幅広い教養、倫理性を併せ持つこ
とが要求される。本学保健科学部では、これまで豊かな教養と人間愛を兼ね備えた質の高い保健
医療専門職の人材を養成してきた。さらに、大学院保健科学専攻修士課程では、保健科学を看護
学、理学療法学、病因・病態検査学、放射線学、臨床工学の立場から探究するとともに、その融
合、並びに関連する他の専門領域を含む地域保健医療システムを研究対象とし、人間の健康に関
わる問題とその多面的要因に関わる探求において、各専門分野の知識・技術を取り入れた総合的
アプローチが実践できる医療人を養成している。しかし、現代医療の高度化、複雑化、多様化に
幅広く対応するためには、未来の医療を拓く、基礎研究を担う人材や国際的に通用する医療系人
材を育成する必要がある。
そこで、現行の保健科学専攻修士課程 5 領域（看護学領域、理学療法学領域、病因・病態検査
学領域、放射線学領域、臨床工学領域）の中から基礎研究力の高い病因・病態検査学領域の研究
内容や高度解析技術を発展させ、生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、生殖補助技術、生体機能
などの「医療科学」に焦点をあて、病気の予防や健康増進のための科学的エビデンスを構築しな
がら、独創性・創造性に優れ国際的に通用する研究能力を備えた医療人（研究者、教育者等）を
養成するため、本大学院に博士後期課程を設置する。
こうした人材の育成は、これまで多くの「質の高い保健医療専門職」を育成してきた医療系大
学としての群馬パース大学の責務と考える。
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（３）群馬県における医療専門職養成のための博士後期課程の現状
群馬県内で、医療系国家資格の受験資格を取得可能な四年制大学は、看護系学科を中心に、近
年増加している。現在、医療専門職養成の大学として、群馬大学医学部保健学科（看護、臨床検
査、理学療法、作業療法）
、群馬県立県民健康科学大学（看護、診療放射線）、群馬パース大学（看
護、理学療法、臨床検査、診療放射線、臨床工学）
、高崎健康福祉大学（看護、理学療法）、上部
大学（看護）
、桐生大学（看護）
、群馬医療福祉大学（看護、理学療法、作業療法）が設置され、
県内はもとより、群馬県近隣の地域への医療専門職の供給を行っている。また、学士課程の設置
に併せて、修士課程の開設、博士課程の設置も進んでいる。県内に博士課程を有する医療系大学
院は、群馬大学大学院、群馬県立県民健康科学大学大学院の 2 大学院であり、群馬大学大学院保
健学研究科は、看護師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士がさらなる高度医療職として看
護学領域、生体情報検査科学領域、リハビリテーション領域の探究と研究により、博士（看護学）、
博士（保健学）を取得することが可能である。また、群馬県立県民健康科学大学大学院は、看護
学研究科、診療放射線学研究科の独立した高度専門職大学院として、博士（看護学）、博士（放射
線学）を取得する大学院博士課程である（資料 1）。
群馬パース大学は、平成 29 年 4 月の放射線学科、臨床工学科の開設によって、基盤となる学士
課程が、5 つの専門領域から構成される大学であり、保健科学の一専門分野として医療科学の観
点から、それぞれの医療専門職が、同一の目的、価値観を共有して、チーム医療の実践者と高度
な実践能力を有する医療職養成を開学の理念に掲げた大学である。また、開学に併せて、既存の
大学院保健科学研究科修士課程の研究領域も、看護学領域、理学療法学領域、病因・病態検査学
領域、放射線学領域、臨床工学領域の 5 つの領域に拡大し、博士後期課程も医療科学を学術の基
盤とする保健科学専攻とする予定である。

（４）群馬県及び隣接県における大学院設置の状況とその専門性の特色
群馬県外の大学院設置の状況は、栃木県に 3 校、長野県に 3 校、埼玉県に 2 校、新潟県に 5 校
となっている。
領域別にみると、単科の課程で構成する大学院は、看護学（博士課程 3、修士課程 5）と多く、
ついで、診療放射線学（博士 1）
、保健科学（修士 1）、保健医療学（修士 1）、リハビリテーシ
ョン医科学（修士 1）が配置されている。しかし、「医療科学」の領域で開設されている大学院
は群馬県内外でも見当たらず、「病因・病態検査学」では信州大学大学院保健学研究科のみであ
る。このように、本学が立地するこの地域においては、博士後期課程への進学を希望する「病因・
病態検査学」領域の修士課程修了者の進学先は、非常に限られているのが現状である。したがっ
て、群馬県内では志願者の受け入れ先がないことから、この地域における本博士後期課程の設置
が必要であるといえる。

（５）関係団体からの博士後期課程設置に関する要望、見解
臨床検査技師、理学療法士の各職能団体（一般社団法人日本臨床衛生検査技師会、一般社団法
人群馬県臨床検査技師会、公益社団法人日本理学療法士会、一般社団法人群馬県理学療法士協会）
の見解としても、それぞれの資格を有し、かつ博士の学位を持つ人材の社会的・地域的需要、必
要性を認識しており、博士後期課程の設置の要望が出されている（資料 2）。
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２）博士後期課程の養成する人材
（１）博士後期課程の内容（修士課程との関連性）
博士後期課程は、現行の保健科学専攻修士課程 5 領域（看護学領域、理学療法学領域、病因・
病態検査学領域、放射線学領域、臨床工学領域）で基礎研究力の高い病因・病態検査学領域の研
究内容や高度解析技術を発展させ、生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、生殖補助技術、生体機
能などの「医療科学」に焦点をあて保健科学研究科を充実させるものである。したがって、博士
後期課程の設置にあわせ、修士課程を博士前期課程に改める。

（２）養成する人材
博士後期課程が養成する人材は、現代医療の高度化、複雑化、多様化に幅広く対応するため、
現行の保健科学専攻修士課程 5 領域（看護学領域、理学療法学領域、病因・病態検査学領域、放
射線学領域、臨床工学領域）で基礎研究力の高い病因・病態検査学領域の研究内容や高度解析技
術を発展させ、生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、生殖補助技術、生体機能などの「医療科学」
領域に精通し、専門分野の発展に寄与できる、次のような研究者、教育者、指導者である。
したがって、本博士後期課程における学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる人材
は以下のとおりである。
①独創性・創造性に優れ国際的に通用する研究能力を備えた人材
②医療・保健科学分野の教育を行う大学あるいは大学院における教育・研究指導ができる人材
③医療現場において、高い倫理観と高度な専門知識に基づいた実践能力を持ち、自立的な研究
ができる人材
④科学的エビデンスを構築しながら研究開発ができる人材
特に、
“独創性・創造性に優れ国際的に通用する研究能力を備えた人材”の育成のため、博士論
文は質に重点を置き、当該研究領域（生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、生殖補助技術、生体
機能）で権威ある邦文又は欧文雑誌に印刷公表又は受理（掲載許可）されたものを基本とする。
具体的には、IF（Impact Factor）がついている英文雑誌や国内医学雑誌でも英文論文として公表
し、国際的に評価、通用する研究者の養成を目指す。
また、
「医療科学」における基礎研究の業績と高度な解析技術を有する教員が多いことから、現
代人の健康をおびやかす癌・感染症・血液疾患・運動器変性疾患・メタボリックシンドロームな
どの病気の原因となる環境要因及び遺伝要因を探求し、健康保持と疾病予防のための基礎研究、
さらには疾病発症の分子メカニズムの解析を通じて、疾病を早期に診断するための疾患バイオマ
ーカーの検索及び高感度検出方法の開発研究などが行えるような質の高い研究者の養成を目指す。

２

研究科、専攻等の名称及び学位の名称

１）研究科の名称
●保健科学研究科
本研究科は、保健科学部を基礎として、看護学領域、理学療法学領域、病因・病態検査学領域、
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放射線学領域、臨床工学領域の 5 領域から構成される保健科学研究科（修士課程）として設置さ
れている。本申請は、その修士課程の上に、新たに博士後期課程を設置し、保健科学研究科を充
実させるものである。

２）専攻の名称
●保健科学専攻（博士後期課程）
｢医療科学｣は｢保健科学（Health Sciences）｣の一分野であり、｢医療科学｣を総合的な角度から
追求・研究し、その成果によって得られる最終到達点は、現行の保健科学専攻が目指す “健康
（Health）” と同じである。博士後期課程は、既設の保健科学研究科保健科学専攻修士課程（博
士前期課程に名称変更）の上に新たに設置するため、保健科学専攻の名称は変わらない。

３）学位の名称
●博士「医療科学」
現行の保健科学専攻修士課程の学位名称は、
「修士（保健学）」である。
「保健学」とは人の生命
と健康を護り、育むための科学であり、その内容は「医学」、
「社会学」をはじめ、すべての関連
分野を健康という目標に向って組立てた総合的応用科学と考えられる。
一方、
「医療科学」は、病気の予防や健康増進のための科学的エビデンスの構築、病気の原因と
なる環境要因及び遺伝要因の探求を行い、健康保持や疾病予防を研究する学問と考える。したが
って、
「医療科学」は、
「保健学」の一分野である。
博士後期課程では、現行の保健科学専攻修士課程 5 領域（看護学領域、理学療法学領域、病因・
病態検査学領域、放射線学領域、臨床工学領域）で基礎研究力の高い病因・病態検査学領域の研
究内容や高度解析技術を発展させ、生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、生殖補助技術、生体機
能などの「医療科学」に焦点をあてて、独創性・創造性に優れ国際的に通用する研究能力を備え
た医療人（研究者、教育者等）を養成することを目的とすることから、学位名称を「博士（医療
科学）」とする。
研究科名称
保健科学研究科

Graduate School of Health Sciences

専攻名称
博士前期課程：保健科学専攻 Department of Health Science
博士後期課程：保健科学専攻

Department of Health Science

学位名称
博士前期課程：修士（保健学） Master of Science in Health Sciences
博士後期課程：博士（医療科学）

Doctor of Medical Sciences

４）学位の種類と申請資格
（１）学位の種類
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博士後期課程において取得できる学位は「博士（医療科学）
」であり、
「博士（甲）」と「博士（乙）」
の 2 種類がある。「博士（甲）
」は大学院保健科学研究科の博士後期課程を修了した者に授与され
るもので「課程博士」とも呼ばれる。
「博士（乙）」は別に示す一定の医学研究歴を持ち、学位論
文を作成するとともに、学力確認の結果、博士課程を修了した者と同等以上の学力を有すると認
められた者に授与されるもので「論文博士」とも呼ばれる。

（２）申請資格
① 博士（甲）／「課程博士」
博士後期課程に 3 年以上在学し、14 単位以上を修得した者。ただし、在学期間に関しては、優
れた業績を上げた者については、当該課程に 2 年以上在学すれば、学位を申請することができる。
この場合、
「群馬パース大学大学院保健科学研究科における在学期間の短縮に関する申し合わせ」
に定める手続きと判定が必要である。
② 博士（乙）／「論文博士」
別に定める研究歴の要件を満たし、本研究科が課す外国語試験に合格した者。

（３）学位審査の方法等
（a）学位審査の方法
学位審査は「課程博士」
、
「論文博士」ともに同様の方法で行われる。研究科委員会は、学位申
請者ごとに学位審査委員会を設置する。学位審査委員会は、
「課程博士」申請者の場合は論文審査
及び最終試験を、
「論文博士」申請者の場合は論文審査及び学力確認を行う。

（b）最終試験及び学力確認
「課程博士」申請者に対する最終試験、及び「論文博士」申請者に対する学力確認は、いずれも
提出された学位論文を中心として、口頭発表及びこれに対する試問の形により公開で行われる。

（４）学位論文審査の評価基準
学位論文については、学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）等を踏まえ、当該研究領域（生体
分子、病原体遺伝子、細胞機能、生殖補助技術、生体機能）において、自立した医療人（研究者、教
育者等）として高度な研究能力及びその基礎となる豊かな学識を修得しているかという観点で審査を
行い、
「斬新さ・新奇性」、
「重要性」
、
「研究方法の正確性」
、
「表現の明瞭性」の各項目にて評価される。

①斬新さ・新奇性： 先行研究を十分に検討・吟味した上で、新しい発想に基づく研究であるか。
②重要性： 学術的意義を有するとともに発展性があり、かつ社会に貢献する内容であるか。
③研究方法の正確性： 目的達成のための研究方法が適切かつ正確であるか。
④表現の明瞭性： 研究の流れが明瞭に解説され、論理展開に整合性があるか。
その審査評価は、以下に示すような 3 段階の評価基準にしたがって行い、4 つの評価項目がすべて 3
以上であることを学位論文の合格基準とする（1 が無いこと）
。
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博士後期課程 学位論文審査評価基準
審査評価基準

評価項目
斬新さ・新奇性
重要性
研究方法の正確性
表現の明瞭性
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3

新しい発想及び
新知見がある
学術的意義があり
発展性が高い
適切かつ正確性が
高い

新しい発想がある、
または新知見がある
学術的意義がある、
または発展性が高い
適切である、または
正確性が高い
明瞭である、または
整合性が高い

明瞭で整合性が高い

1
新しい発想及び
新知見がない
学術的意義が少なく
発展性も低い
適切でなく正確性も
低い
明瞭でなく整合性も
低い

（５）学位申請の手続き
① 博士（甲）／「課程博士」
博士後期課程の学生は 3 年間の課程修了に先立ち、学位論文を作成する。指定された日時まで
に以下の書類を提出し学位論文の審査を申請する。
学位論文審査願（所定用紙）

1部

学位論文

1編3部

掲載受理証明書

1部

学位論文内容要旨（所定用紙）

3部

論文目録（所定用紙）

3部

学位論文が共著の場合は他の共著者の同意書（所定用紙）

1部

履歴書（所定用紙）

1部

② 博士（乙）／「論文博士」
学位申請に当たっては、指定された日時までに以下の関係書類を提出する。
学位申請書（所定用紙）

1部

学位論文

1編3部

掲載受理証明書

1部

その他の発表論文（研究期間中に発表した論文で別に定めた研究業績」を
含むこと）
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1 編につき 3 部

学位論文内容要旨（所定用紙）

3部

論文目録（所定用紙）

3部

履歴書（所定用紙）

1通

戸籍抄本

1通

最終学校の卒業（修了）証明書（本学卒業者は不要）

1部

研究歴（所定用紙）

1部

研究歴（研究内容を含む）証明書（所定用紙）／本学において研究を行っ
た者は不要
学位論文が共著の場合は他の共著者の同意書（所定用紙）

1部

1部

※審査のため必要があるときは、学位論文の副本、訳文等の資料を提出させることがある。

（６）学位論文
博士論文は、申請者単独の著作であって当該研究領域（生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、
生殖補助技術、生体機能）で権威ある邦文又は欧文雑誌に印刷公表又は受理（掲載許可）された
ものとする。ただし、次の要件をすべて満たす場合には共著論文を博士論文とすることができる。
①当該研究領域（生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、生殖補助技術、生体機能）で権威ある
邦文又は欧文雑誌に印刷公表又は受理（掲載許可）された論文であり、申請者が筆頭著者であ
ること。
②研究及び論文作成の中心的役割を果たしたことが研究指導教員により証明され、共著者によ
り同意されたものであること。
なお、
「権威ある邦文又は欧文雑誌」とは以下のものとする。
・IF（Impact Factor）がついている英文雑誌
・英文論文としての国内医学雑誌
・その他、博士後期課程運営委員会が認めた雑誌
③「論文博士」の学位論文は、英文とする。

（７）外国語試験
「論文博士」の学位を申請する者には、研究遂行上必要な基本的語学力の試験を行う。日本人受
験者には英語の 1 か国語について、外国人受験者には英語、日本語のうち受験者が選択する 1 か
国語について試験を行う。外国語試験に合格していない者は学位を申請できない。

（８）研究歴及びその認定
「論文博士」の学位を申請する者は、大学又は研究所、病院等において、医学に関連する研究
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を行った研究歴（研究期間とその間の業績）を必要とする。この研究歴は、博士後期課程運営委
員会で審査され、さらに研究科委員会で認定される。

（a） 研究期間
①医療系大学卒業者：8 年以上
②医療系大学以外の大学卒業者：10 年以上
③医療系以外の修士課程又は博士課程修了者：10 年以上
④短期大学・専門学校卒業者、その他の上記以外の卒業生：12 年以上
上記以外の学歴及び外国における学歴を有する者の研究期間については、その都度、博士後期課
程運営委員会で審査し、研究科委員会で認定する。なお、この研究期間のうち、2 年間以上は群
馬パース大学大学院保健科学研究科において研究に従事することとし、この間の身分は、大学院
学生、大学院研究生のいずれかとする。なお、これにより判定しがたい場合は、その都度、研究
科委員会において審議する。

（b）研究業績
「論文博士」の学位を申請する者は、学位論文の他に正式な審査機関を有する査読付きの雑誌
等に掲載された医学に関連する原著論文（症例報告を含む）を 3 編以上（うち 1 編以上は論文申
請者が筆頭著者であること）提出する。掲載予定の論文の場合はそれを証明する書類を添付する。

３

教育課程の編成の考え方及び特色

１）教育課程の編成の基本方針
本大学院の趣旨は、群馬パース大学建学の精神に則り、専門分野における高度な学術の理論及
び応用を教授研究し、その意義を認識すると同時に、その深奥を究め、又は高度な専門性が求め
られる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、保健医療の充実と専門分野の研究並
びに教育の拠点となることを使命としている。その趣旨（教育目標）を達成するため、さらに、
博士後期課程における学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に定めた能力を持つ人材の育成
を目標として、
「共通科目」
、
「専門科目」、
「特別研究」を開設し、複数教員による研究指導体制の
もと、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を、以下のとおり設定する。
① 高い倫理性と強い責任感、課題遂行力の涵養
共通科目において、社会的理解を得るための生命倫理に則った研究デザインと倫理的行動能力
を修得することを目的とした「生命研究倫理論」と、自らの研究分野以外の幅広い知識と課題に
適した研究法を選択できる能力を修得することを目的とした「医療科学研究法」の科目を設置す
る。
➁ 創造性豊かな優れた研究・開発能力の涵養
専門科目において、科学的エビデンスを構築するための高度解析技術や最新評価法などを修得
することを目的とした「特講科目」と、各領域の解決すべき課題を広く探求し、課題解決思考を
発展させるため、英文文献講読と教員との討論により、研究の評価・応用能力を養い、国際的な
情報発信ができることを目的とした「演習科目」、さらに、医療科学における新たな知見を得るた
めの研究を行い英文論文として公表できることを目的とした「特別研究」を設置する。
「生命研究倫理論」は、医療科学研究の遂行において社会的理解を得るための生命倫理に則った
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研究デザインと倫理的行動能力を修得することを目的としているため必修科目とした。
「医療科学
研究法」は、他領域との研究連携を視野に、自らの研究分野以外の幅広い知識と課題に適した研
究法を選択できる能力を修得するものであることから選択科目とし、
「医療科学研究法Ⅰ」では生
体分子・病原体遺伝子を専門とする教員が、
「医療科学研究法Ⅱ」では細胞機能・生殖補助技術を
専門とする教員が、そして「医療科学研究法Ⅲ」では生体機能を専門とする教員がそれぞれオム
ニバス方式・共同で担当する。
「特講科目」と「演習科目」は、専門分野の枠にとらわれない他分野の専門的知識・技術を修
得できるよう選択科目とした。
「特講科目」は、医療科学における科学的エビデンスを構築するための高度解析技術や最新評
価法などを修得するもので、
「特講Ⅰ（生体分子・病原体遺伝子）」は生体分子・病原体遺伝子を
専門とする教員が、
「特講Ⅱ（細胞機能・生殖補助技術）」は細胞機能・生殖補助技術を専門とす
る教員が、そして「特講Ⅲ（生体機能）
」は生体機能を専門とする教員がそれぞれオムニバス方式・
共同で担当する。
「演習科目」は、各領域の解決すべき課題を広く探求し、課題解決思考を発展させることを目
的として設置され、各領域に設定された特講科目と相補的に連携する。演習科目は、講義形式で
ある特講科目に続いて開講し、各領域に関連する論文や学術資料の読解を通して、担当教員と大
学院生が、また大学院生同士が課題探求や議論を展開する場となる。「特講科目」と同様、「演習
Ⅰ（生体分子・病原体遺伝子）
」では生体分子・病原体遺伝子を専門とする教員が、「演習Ⅱ（細
胞機能・生殖補助技術）
」では細胞機能・生殖補助技術を専門とする教員が、そして「演習Ⅲ（生
体機能）
」では生体機能を専門とする教員がそれぞれオムニバス方式・共同で担当する。
「特別研究」は、
「医療科学特別研究」として最終的な学位論文を作成するため、1 年次から最
終年次まで継続して設定した必修科目である。各領域の特講科目及び演習科目と密接に関連した
高度な専門性を応用して、医療科学における新たな知見を得るための研究を行う。なお、
「医療科
学特別研究」の中では、研究情報交換会を 2 年次に年 3 回（5 月、8 月、12 月）、修士生を含めた
大学院生と大学院研究指導教員の参加の下で行う。交換会では学生が各分野の特別研究内容と途
中経過を発表し、それに対して研究指導教員以外に複数の異なる専門領域の教員によって研究内
容、解析法、結果の考察に至るまで継続的に研究のアドバイスを受けられるよう専門分野を超え
た意見交換を行い、更なる研究の進展を図る。
このように、異なる研究経歴の教員から多様な視点に基づく教育・研究指導が受けられること、
「医療科学特別研究」における論文作成時においても異なる専門分野の複数の教員から研究指導
が受けられる体制は、
「新時代の大学院教育－国際的に魅力ある大学院教育の構築に向けて－答申」
（平成 17 年 9 月 5 日中央教育審議会）にある①創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究
者等の養成、②高度な専門的知識・能力を持つ高度専門職業人の養成、③確かな教育能力と研究
能力を兼ね備えた大学教員の養成、④知識基盤社会を多様に支える高度で知的な素養のある人材
の養成につながるものと考える。

２）教育課程の概要及び特色
（１）共通科目
共通科目では、
「生命研究倫理論」
、
「医療科学研究法Ⅰ」、
「医療科学研究法Ⅱ」及び「医療科学
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研究法Ⅲ」の 4 科目を開講する。
「生命研究倫理論」では、研究活動において適切な行動を取りう
るための生命倫理、研究活動における行動指針について、国際的な倫理規定ならびに疫学研究指
針が変化することを理解し、生命倫理の歴史、課題、各研究分野における具体的な問題事例につ
いて考究する。これらの過程を通して、医療科学研究の遂行において社会的理解を得るための生
命倫理に則った研究デザインと倫理的行動能力を修得する。
「医療科学研究法Ⅰ」では、免疫グロブリン、微量タンパク質などの生体分子領域及び各種薬
剤耐性細菌、呼吸器ウイルスなどの病原体遺 伝子領域における根拠に基づいた実践
（Evidence-based Practice）の概要と実際について考究するとともに、医療科学研究の位置づけ
と独自性ならびに他領域との研究連携を視野に、課題に適した研究法を選択できる能力を修得す
る。
「医療科学研究法Ⅱ」では、リンパ球、好中球、血小板などの細胞機能や肺血栓塞栓症のメカ
ニズム、及び生殖補助技術領域における根拠に基づいた実践の概要と実際について考究する。
「医
療科学研究法Ⅲ」では、生体機能領域における根拠に基づいた実践の概要と実際について考究す
る。

（２）専門科目
専門科目では、「特講Ⅰ（生体分子・病原体遺伝子）」、「特講Ⅱ（細胞機能・生殖補助技術）」、
「特講Ⅲ（生体機能）」
、及び「演習Ⅰ（生体分子・病原体遺伝子）」、
「演習Ⅱ（細胞機能・生殖補
助技術）」
、
「演習Ⅲ（生体機能）」の 6 科目を開講する。「特講Ⅰ（生体分子・病原体遺伝子）」で
は、生体分子解析学、病原体遺伝子解析学のそれぞれの研究領域における最新の知見や解析及び
開発技術論を学び、生体分子の量的あるいは質的異常に基づく病態をエビデンスに基づき早期に
発見するための技術・方法や、病原体の遺伝子型別流行予測法、分子疫学的解析法などを修得す
る。
「特講Ⅱ（細胞機能・生殖補助技術）」では、リンパ球及び好中球、血小板の細胞機能解析学
や肺血栓塞栓症の最新の知見や解析技術論、及び生殖補助技術学の顕微授精技術論を学び、細胞
機能の量的あるいは質的異常に基づく病態を早期に発見する方法や配偶子の受精メカニズムを解
明する技術・方法を修得する。
「特講Ⅲ（生体機能）
」では、生体機能解析学の研究領域における
最新の知見や多角的体内動態解析法や技術論を学び、生体機能異常に基づく病態をエビデンスに
基づき早期に発見するための技術・方法を修得する。
「演習Ⅰ（生体分子・病原体遺伝子）」では、異常免疫グロブリンや微量タンパク質、複合体の
翻訳後修飾、病原体ゲノムや耐性因子に関する分析・解析技術、さらにはその病態に関連する文
献等を収集し、文献講読と教員との討論により、研究を進めるための具体的な計画・実験方法・
データ解析・考察の仕方など評価・応用能力を養い、国際的な英文論文として情報発信できるた
めの演習を行う。
「演習Ⅱ（細胞機能・生殖補助技術）」では、フローサイトメータを用いた一次
生 体 防御 に関 わ る好 中球 や組 織 幹細 胞の 増幅 法及 び 免疫 能に 関 わる リン パ球 サ ブセ ット
（CD4/CD8 比、Th1/Th2 比、制御性 T 細胞）の解析法に関連する文献等、及び血小板機能やア
ポトーシス解析法及び肺血栓塞栓症のメカニズムに関連する文献等、さらには両配偶子の発生、
受精、着床、出生後の児の予後状況、母乳中のウイルス抗体に関連する文献等を収集し、教員と
の討論により研究を進めるための具体的な評価・応用能力を養い、国際的な情報発信ができるた
めの演習を行う。
「演習Ⅲ（生体機能）」では、心臓疾患や心筋障害、糖尿病や脳血管障害などの
生体機能情報について、画像診断解析技術法、炎症性サイトカインや受容体、甲状腺ホルモンな
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どの多角的体内動態解析法及び生体制御機能の低下などの複合要因分析・解析技術法に関連する
文献等、及び脳性麻痺やパーキンソン病の発症メカニズムに関連する文献等、さらには医療情報
システムによる情報連携、画像処理解析及び造影解析などに関連する文献等を収集し、討論によ
り研究を進めるための具体的な評価・応用能力を養い、国際的な情報発信ができるための演習を
行う。

（３）特別研究
「医療科学特別研究」では、各研究指導教員の研究テーマにそって研究活動を行うことにより、
高度な専門知識を獲得するとともに、研究課題の設定、研究計画の立案、実験・調査・解析の遂
行、考察、論文の作成といった一連の研究活動を推進できる能力を養う。

（４）教育課程の特色
本博士後期課程においては、独創的な研究能力が身に付くよう、専門分野の枠にとらわれない
他分野の専門的知識・技術を修得できるような教育カリキュラムを編成している。すなわち、
「医
療科学研究法Ⅰ」
・
「特講Ⅰ（生体分子・病原体遺伝子）」・「演習Ⅰ（生体分子・病原体遺伝子）」
の科目では、生体分子解析学を専門とする教員と病原体遺伝子解析学を専門とする教員をオムニ
バス形式で担当させ、
「医療科学研究法Ⅱ」・「特講Ⅱ（細胞機能・生殖補助技術）」・「演習Ⅱ（細
胞機能・生殖補助技術）」では、細胞機能解析学を専門とする教員と生殖補助技術学を専門とする
教員を、
「医療科学研究法Ⅲ」
・
「特講Ⅲ（生体機能）」
・
「演習Ⅲ（生体機能）
」では、生体機能解析
学として医療における他分野（理学療法学領域、放射線学領域）の解析・評価法を専門とする教
員をそれぞれ配置・担当させる。これにより、特別研究における論文作成時においても異なる専
門分野の複数の教員が研究指導を行える体制となり、常に“Science”を意識しながら他分野の研
究情報・技術を自分野の研究に活用でき、新たな独創的な研究へ発展できる可能性が高くなる。
このような異なる研究経歴の教員から多様な視点に基づく教育・研究指導を受け、異なる学修歴
を持つ学生の中で互いに切磋琢磨しながら自らの能力を磨いていく教育研究環境は大変重要であ
ると考える。

４

教員組織の編成の考え方及び特色

１）専任教員配置の考え方及び特色
博士後期課程は、現行の保健科学専攻修士課程で基礎研究力の高い病因・病態検査学領域の研
究内容や高度解析技術を発展させるため、教員は生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、生殖補助
技術、生体機能などの医療科学の研究業績が十分にあり高度解析技術を教授できる者、臨床経験
及び教育経験を有する者、他領域（理学療法学、放射線学、看護学）で科学的エビデンスを構築
できる解析法や評価法を教授できる者を配置し、組織編成をする。博士後期課程の教員組織は、2
1名の専任教員で構成する。なお、専任教員の学位保有状況は、博士18名、修士2名、学士1名で
ある（資料3）。
また、専任教員の中に学年進行中の他大学院から採用した教員が 1 名（教授）いるが、採用元
の研究科長から同意を得ているとともに、本人からは就任承諾書を受領している。なお、採用元
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の研究科長には本学・保健科学部放射線学科の兼任教員として講義を担当していただくこととな
っており、本学の運営に対し非常に協力的である。

２）専任教員の年齢構成
教員組織の年齢構成は、開設年度 30 歳代（1 人）
、40 歳代（5 人）
、50 歳代（6 人）
、60 歳代（7
人）
、70 歳代（2 人）の教員で 50 歳〜60 歳代を中心に構成し、完成年度においては 40 歳代（4
人）
、50 歳代（7 人）
、60 歳代（4 人）
、70 歳代（6 人）と高年齢の教員が多い状況にある。しか
し、60 歳代について、学校法人群馬パース学園就業規則第 35 条（資料 4）により、教育職員の
定年は満 65 歳年度末であるが、定年に達した者であって継続勤務を希望する場合は、希望者全員
を 1 年毎に個別に結ぶ雇用契約により満 70 歳まで雇用することになっている。さらに、満 70 歳
以上でも、学校法人群馬パース学園定年退職者再雇用規程第 2 条（資料 5）により、高度な知識、
経験、技術・技能を有することにより、理事長が特に必要と認めた者については、再雇用するこ
とになっている。なお、本申請の専任教員 21 名のうち 9 名が完成年度前に定年を迎えるが、当該
教員については再雇用を希望しており、常勤職員として再雇用する予定であるため完成年度まで
退職教員は発生しない。ただ、70 歳代（6 人）の高年齢の教員は、完成年度後に退職する者も多
くなることが予想されることから、退職による欠員に対しては、研究科委員会で教員補充審議を
行い、大学院設置基準に適合した新たな教員を採用する計画である（資料 13）。
教員の年齢構成のバランスをみると、高年齢の教員が多く、これからの教育・研究の維持向上
に懸念が持たれるかもしれないが、最高齢（開設年度：74 歳）の生殖補助技術学の荒木康久教授
は、教育研究業績書にも記載されているように、平成 28 年度科学研究費補助金・基盤研究（C）
において、
「マウス精巣内精細胞の体外培養技術の確立と細胞分化に関する研究」
（平成 28 年度〜
平成 30 年度）という研究題目で研究代表者として採択されており、今でも全国規模で現役の研究
者として次世代への研究指導を続けている。さらに、各領域における完成年度の教員の年齢構成
をみると、生体分子・病原体遺伝子領域では 7 名中 4 名が 40 歳〜50 歳代、細胞機能・生殖補助
技術領域では 7 名中 3 名が 40 歳〜50 歳代、生体機能領域では 6 名中 3 名が 50 歳代と、教育研
究の活性化及び次世代への維持向上が可能な教員組織となっている。

５

教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件

１）教育方法に関する基本的な考え方
本博士後期課程では、現代医療の高度化、複雑化、多様化に幅広く対応するために、現行の保
健科学専攻修士課程 5 領域（看護学領域、理学療法学領域、病因・病態検査学領域、放射線学領
域、臨床工学領域）で基礎研究力の高い病因・病態検査学領域の研究内容や高度解析技術を発展
させ、医療科学領域における高度な専門知識と技術を修得して、病気の予防や健康増進のための
科学的エビデンスを構築しながら他分野と連携し、独創性・創造性に優れ国際的に通用する研究
能力を備えた医療人（研究者、教育者、指導者）を育成する。
そのために、
「共通科目」と「専門科目」では、専門分野の枠にとらわれない他分野の専門的知
識・技術が修得できるよう異なる専門分野の複数の教員によるオムニバス形式を中心とした講義、
演習を行う。
「特別研究」の中では、研究情報交換会を 2 年次に年 3 回（5 月、8 月、12 月）
、修
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士生を含めた大学院生と研究指導教員の参加の下で行う。交換会では学生が各分野の特別研究内
容と途中経過を発表し、その内容や問題点を共有して、それに対して専門分野を超えた意見交換
を行い、更なる研究の進展を図る。
さらに、研究指導体制を整備し、学位論文審査についても、その厳格性と透明性を確保するよ
う、管理運営及び自己点検評価体制を整備する。

２）履修方法
（1）履修方法は、次の通り 14 単位以上を履修する。
・共通科目は、必修科目の「生命研究倫理論」
（2 単位）と「医療科学研究法Ⅰ」、「医療科学研
究法Ⅱ」
、
「医療科学研究法Ⅲ」から 1 科目（2 単位）以上を履修する。
・専門科目については、指導教員が指定する選択科目の特講 2 単位以上、演習 2 単位以上を履修
し、特別研究については 6 単位を履修する。例えば、生体分子・病原体遺伝子領域では、「生
命研究倫理論」
（2 単位）と指導教員が指定する「医療科学研究法Ⅰ」（2 単位）、「特講Ⅰ（生
体分子・病原体遺伝子）」
（2 単位）
、
「演習Ⅰ（生体分子・病原体遺伝子）
」
（2 単位）を含む 3
科目以上を履修し、指導教員が担当する「医療科学特別研究」（6 単位）を履修する。
（2）「共通科目」及び「専門科目」の講義については 15 時間の授業をもって 1 単位とし、演習
については 15 時間から 30 時間までの範囲の授業をもって 1 単位とする。
（3）特別研究科目では、履修する特講科目及び演習科目と密接に関連して研究を行う。継続的な
研究の遂行と成果の積み上げを要するため、1～3 年次（長期履修は 1 年次から最終年次）に継
続して履修し 6 単位とする。1 単位はそれぞれ 15 コマ（30 時間）とする。研究を完遂させる
ために必要に応じて正規授業以外にも研究時間を設ける。
（4） 社会人学生の場合は、長期履修制度の選択も可能とする。

３）修了要件
博士後期課程の修了要件は、次のとおりとする。
（1）博士後期課程に 3 年以上在学し、共通科目から 4 単位、専門科目から（指導教員の指定する）
特講 2 単位、演習 2 単位、特別研究 6 単位の計 14 単位以上を修得すること
（2）博士論文を提出し、審査及び最終試験に合格すること
＊学位論文は、申請者の著作であり、当該研究領域（生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、生
殖補助技術、生体機能）で権威ある邦文又は欧文雑誌に印刷公表又は受理（掲載許可）された
ものとする。ただし、次の要件をすべて満たす場合には共著論文を学位論文とすることができ
る。
（a）当該研究領域（生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、生殖補助技術、生体機能）で権威
ある邦文又は欧文雑誌に印刷公表又は受理（掲載許可）された論文であり、申請者が筆
頭著者であること。
（b）研究及び論文作成の中心的役割を果たしたことが指導教員により証明され、共著者によ
り同意されたものであること。
なお、
「権威ある邦文又は欧文雑誌」とは以下のものとする。
①IF（Impact Factor）がついている英文雑誌
②英文論文としての国内医学雑誌
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③その他、博士後期課程運営委員会が認めた雑誌

４）入学から修了までの履修指導、研究指導の方法
（１）履修指導
入学時に研究指導教員を決定する。研究指導教員は、大学院生の希望を尊重し、相談に応じな
がら、修了までの履修計画について指導する。研究指導教員は、
「標準履修モデル」を用いて入学
時から修了時までの説明を行い、さらに大学院生が自らの研究テーマに関連づけて学習を深めら
れるように指導を行う（資料 6）。履修方法は以下の通りとする。
共通科目の「生命研究倫理論」
（2 単位）は必修科目とする。「医療科学研究法Ⅰ」、「医療科学
研究法Ⅱ」
、
「医療科学研究法Ⅲ」は選択科目であるため指導教員が指定する 1 科目（2 単位）以
上を履修する。
専門科目は選択科目であるが、研究指導教員が指定する選択科目の特講 2 単位以上、演習 2 単
位以上を履修しなければならない。例えば、生体分子・病原体遺伝子領域では、
「特講Ⅰ（生体分
子・病原体遺伝子）」
（2 単位）
、
「演習Ⅰ（生体分子・病原体遺伝子）」
（2 単位）を含む 2 科目以上
を履修し、研究指導教員が担当する「医療科学特別研究」（6 単位）を履修するよう指導する。
なお、
「医療科学特別研究」の中では、研究情報交換会を 2 年次に年 3 回（5 月、8 月、12 月）、
修士生を含めた大学院生と大学院指導教員の参加の下で行う。交換会では学生が各分野の特別研
究内容と途中経過を発表し、それに対して研究指導教員以外に複数の異なる専門領域の教員によ
って研究内容、解析法、結果の考察に至るまで継続的に研究のアドバイスを受けられるよう専門
分野を超えた意見交換を行い、更なる研究の進展を図る。このような異なる研究経歴の教員から
多様な視点に基づく研究指導や助言が受けられることは、独創性・創造性に優れた研究活動につ
ながる。
（a）入学時の履修に関するガイダンス
入学時に入学者全員に対し履修に関するガイダンスを行う。本博士後期課程の教育理念・目的・
目標、教育課程の編成方針、時間割、履修基準・履修方法、研究計画、博士論文の申請・審査等
について十分な説明を行う。なお、研究計画については、研究倫理審査委員会の審査、博士論文
の申請時期、博士論文の審査時期と方法、最終試験等に関する詳細な説明を含む。
（b）個人別の履修計画指導
博士後期課程の入学者については、本学修士課程修了者だけではなく、他の医療系大学の教員
や関連企業の研究員、さらには医療施設に在籍のまま就学する者が多いことが予想される。その
ため、入学者の希望する履修内容と修了までの在学期間における履修計画については個別に確認、
指導する。

（２）研究指導
「医療科学特別研究」は、1 年次から 3 年次まで継続して履修することとし、研究指導教員が
指導を行う。大学院生は研究指導教員による指導のもと、研究テーマに関する先行研究を踏まえ、
それぞれの分野の質の高い研究課題を設定し、研究計画を立案した上で、研究活動を展開する。
研究指導教員は、大学院生が研究から得られた成果を博士論文として完成出来るよう指導する（資
料 7）。
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研究倫理審査委員会の臨床研究・疫学研究倫理審査、もしくは遺伝子解析倫理審査の承認を必
要とする研究については、1 年次後期に、当該委員会に必要書類を提出して審査を受け、承認さ
れた上で研究を開始する（資料 8）。
3 年間の標準的スケジュールの概要は、以下の通りである。
(a) １年次
①研究指導教員は、個別指導により大学院生の研究課題の焦点化と研究計画についての指導を
行う。
②各分野の特講の学習を踏まえながら、大学院生の研究活動に対する動機づけを行うとともに、
本博士後期課程に適合した研究課題の焦点化に向けて指導する。
③大学院生が各分野の演習の学習を踏まえながら、自らの研究テーマに関する先行研究の検討
と先行する知見の整理により、研究課題を明確化できるよう指導する。さらに、研究課題を
科学的に探究するにふさわしい研究方法の検討と研究計画書の作成を指導する。
④必要に応じて研究倫理審査委員会の臨床研究・疫学研究倫理審査、もしくは遺伝子解析倫理
審査委員会における審査に向けて指導する。
⑤後期からは、計画書に基づいて研究活動の展開を指導する。
(b) ２年次
①研究指導教員は大学院生の研究の進捗状況を確認しながら指導する。
②研究情報交換会を年 3 回（5 月、8 月、12 月）開催し、研究指導教員以外に複数の異なる専
門領域の教員によって研究内容、解析法、結果の考察に至るまで継続的に研究のアドバイス
ができるようにする。
③後期には関連学会での発表、学術論文作成及び投稿ができるよう指導をする。
(c) ３年次
①研究指導教員は大学院生の研究の進捗状況を確認しながら指導する。
②博士論文の作成、提出及び審査に向けて指導する。
③学位論文を当該研究領域（生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、生殖補助技術、生体機能）
で権威ある邦文又は欧文雑誌に投稿ができるよう指導する。

５）博士論文審査体制
博士論文の審査は博士後期課程運営委員会に付託し、研究科委員会は博士論文ごとに当該博士
後期課程運営委員会の教員 3 名で構成する審査委員会を設ける。審査委員は、研究科委員会が指
名し、主査 1 名、副査 2 名で編成する。主査は研究指導教員以外の教授とする。これにより、論
文審査の客観性及び公平性を担保する。論文審査に先立ち、審査委員名、審査日程等を公表する。
また、審査委員は、博士論文の審査を行うとともに、厳格性及び透明性を担保するために公開
による口頭発表と質疑による最終試験を実施する。最終試験の後、研究科委員会は、審査委員の
報告に基づき審議し、学位授与の可否について議決する。

６）博士論文の公表方法
博士（医療科学）の学位を授与された者は、当該学位を授与された日から 1 年以内に、学位授
与の対象となった学位論文を印刷し、公表しなければならない。但し、やむを得ない理由がある
場合には、本学保健科学研究科委員会の承認を受けて、当該学位論文の全文に代えてその内容を
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要約したものを印刷し、公表することができるものとする。
学位論文は、本学保健科学研究科、本学図書館に保存するとともに、国立国会図書館に納本し、
またインターネットでも公表して、閲覧を求めるいかなる者にも対応可能なようにする。

７）研究の倫理審査体制
博士後期課程で行なおうとする研究で倫理的な問題を生じる可能性が予測される場合は、研究
を開始する前に、研究倫理審査委員会の以下の審査に研究指導教員が審査申請書類を提出して承
認を受ける。
①臨床研究・疫学研究倫理審査
②遺伝子解析倫理審査
各委員会は、書類審査及び研究責任者（研究指導教員）の諮問に基づき、研究等の実施の適否
及びその他専門的事項について、倫理的観点とともに科学的観点も含めて審査を行う。

６

施設、設備等の整備計画

（１）講義・演習室
講義室及び演習室は 1 号館 3 階にある修士課程の講義室・演習室を共用するとともに、博士後
期課程専用の講義室 1 室を用意する。

（２）実験・実習室及び教育・研究用機材、器具等
実験・実習室については、基本的には学士課程と共用（2 号館）することとし、教育・研究用
機材、器具などの備品についても、学士課程と共用するものとする。

（３）学生の研究室
大学院学生の研究室（自習室）については、既に修士課程で使用している 1 号館 3 階の研究室
を共用するとともに、
新たに同 3 階に博士後期課程専用の研究室 1 室を整備する（合計 2 室 12 名
分）
（資料 9）
。
また、博士後期課程の学生用の机、椅子、ロッカー、パソコンを人数分用意するとともに、共
用の書架を用意する。

（４）図書等
群馬パース大学附属図書館に図書 40,786 冊（うち、外国書 4,750 冊）、学術雑誌 1,149 種（う
ち、外国書 120 種）を所蔵している。また、電子ジャーナルは 1,911 種（うち、外国書 729 種）
を常備している。図書購入費は年間 4,000 千円（大学全体）であり、博士後期課程の教育研究に
必要な図書等については、開設前年度予算で別途 2,000 千円を計上するなど、開設後も引き続き
整備・充実に努める。また、他大学の図書館利用に関しては、図書館を介した文献複写の相互協
力、図書の相互貸借を活用し、学生の教育研究に便宜を図る。
群馬パース大学附属図書館については、学生の講義時間に準じて、平日は午後 9 時まで、土曜
日については午前 9 時から午後 5 時まで開館しており、図書等の資料の貸出やパソコンを使用し
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た電子ジャーナルの閲覧、文献調査などに対応している。なお、蔵書検索や電子ジャーナルの閲
覧は図書館内のみならず、インターネットを利用し、学生の研究室にあるパソコンや自宅等のパ
ソコンでも利用可能である。

７

既設の学部及び大学院修士課程との関係

１）学士課程と大学院修士課程
現在の学部には看護学科、理学療法学科、検査技術学科、放射線学科、臨床工学科がある。修
士課程においては看護学領域、理学療法学領域、放射線学領域、臨床工学領域の他に、臨床検査
技師の資格がなくとも臨床検査学及び検査技術学を学問として追求できるよう病因・病態検査学
を配置している。これらの立場から保健科学を探究するとともに、人間の健康に関わる問題とそ
の多面的要因に関わる探求において、各専門分野の知識・技術を取り入れた総合的アプローチが
実践できる医療人を育成してきた。

２）既設学部（修士課程）との関係
本申請では、既設の修士課程の上に博士後期課程を増設し、修士課程の 5 領域（看護学領域、
理学療法学領域、病因・病態検査学領域、放射線学領域、臨床工学領域）で基礎研究力の高い病
因・病態検査学領域の研究内容や高度解析技術を発展させ、生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、
生殖補助技術、生体機能などの「医療科学」に焦点をあてて、病気の予防や健康増進のための科
学的エビデンスを構築しながら、独創性・創造性に優れ国際的に通用する研究能力を備えた医療
人（研究者、教育者、指導者）を育成することを目的とする。現行の保健科学専攻修士課程と博
士後期課程の連動性については（資料 10）に示したとおりであり、病因・病態検査学領域は、博
士後期課程におけるすべての研究領域（生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、生殖補助技術、生
体機能）に対応する。また、専任教員の研究専門性から、看護学領域は主に生殖補助技術に、臨
床工学領域は主に細胞機能に、理学療法学領域・放射線学領域は主に生体機能にそれぞれ対応す
る。このような、高い専門性とともに幅広い視野を備え、専門分野の枠にとらわれない独創性・
創造性をもった人材を養成する観点からは、常に“Science”を意識しながら専門分野の異なる教
員が研究の助言や指導が行えるような環境、そして他分野の研究情報・技術を自分野の研究に活
用できるような体制を作る必要がある。そこで、本博士後期課程では、修士課程の病因・病態検
査学領域の教員だけではなく、理学療法学領域、放射線学領域、看護学領域などで科学的エビデ
ンスを構築できる高度な解析法や評価法の業績を持ち他分野にも教授できる教員も配置した。
さらに、
「医療科学特別研究」の中では、研究情報交換会を 2 年次に年 3 回（5 月、8 月、12 月）、
修士生を含めた大学院生と大学院指導教員の参加の下で行い、研究指導教員以外に複数の異なる
専門領域の教員によって継続的に研究のアドバイスが受けられる専門分野を超えた意見交換で、
更なる研究の進展を図る。このような異なる研究経歴の教員から多様な視点に基づく研究指導や
助言が受けられることは、独創性・創造性に優れた研究活動につながる。
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８

入学者選抜の概要

１）入学者受入れの基本方針
本博士後期課程は、現代医療の高度化、複雑化、多様化に幅広く対応するため、現行の保健科
学専攻修士課程で基礎研究力の高い病因・病態検査学領域の研究内容や高度解析技術を発展させ
生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、生殖補助技術、生体機能などの「医療科学」領域に精通し、
病気の予防や健康増進のための科学的エビデンスを構築しながら、独創性・創造性に優れ国際的
に通用する研究能力を備えた研究者、教育者、指導者の育成を目的とする。
そのため、基本的には医療に関連する大学院修士課程（博士前期課程）を修了した者を対象と
するが，医療現場や企業，研究機関などで十分な研究業績を有している社会人にも「論文博士」
としての門戸を開く。ただし、本学大学院教育の質を保証するため，
「論文博士」の学位を申請す
る者は、一定の医学研究歴を持ち、学位論文の他に正式な審査機関を有する査読付きの雑誌等に
掲載された医学に関連する複数の原著論文を提出させるとともに、外国語試験に合格することを
義務付ける。大学院教育の改革に向けた今後の取組「大学院教育の実質化の検証を踏まえた更な
る改善について 中間まとめ」
（平成 22 年 10 月 29 日中央教育審議会大学分科会）の中で「論文
博士」については、企業、公的研究機関の研究所等での研究成果を基に博士の学位を取得したい
と希望する者もいまだ多いことなども踏まえつつ、学位に関する国際的な考え方や課程制大学院
制度の趣旨などを念頭にその在り方を検討し、それら学位の取得を希望する者が大学院における
研究指導の機会が得られやすくなるような仕組みを検討していくことが大切であることが提言さ
れている。これらの提言を踏まえ、本学大学院も社会人にとって魅力ある博士後期課程の研究・
教育の構築を図る。
以上を踏まえ、保健科学研究科博士後期課程のアドミッション・ポリシーを以下のように示す。
① 科学的・倫理的な思考に基づいて独創的かつ実践的な研究を遂行することに意欲のある者
② 医療・保健科学分野の教育を行う大学、あるいは大学院における教育・研究指導に意欲の
ある者
③ 医療現場において、高い倫理観と高度な専門知識に基づいた実践能力を持ち、自立的な研究
を行うことに意欲のある者
④ 科学的エビデンスを構築しながら研究開発を行うことに意欲のある者

２）出願資格
次のいずれかに該当する者とする。
（1）修士の学位を有する者（取得見込含む）
（2）大学評価・学位授与機構により修士の学位を授与された者、または授与される見込の者
（3）大学を卒業し、出願する専攻に該当する免許を取得後、5 年以上の臨床経験を持ち、本大学
院において個別の入学資格検査により認められた者
（4）外国において修士の学位、またはこれに相当する学位を取得した者
（5）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位に相当す
る学位を授与された者
（6）文部科学大臣の指定した者：大学を卒業し又は外国において学校教育における 16 年の課程
を修了した後、大学、研究所等において 2 年以上研究に従事した者で、本大学院において、
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当該研究の成果等により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
（7）入学年 4 月 1 日現在で 24 歳以上の者で、本大学院において個別の入学資格検査により修士
の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
但し、出願資格（3）～（7）により出願する者に対しては、あらかじめ個別の入学資格審査を
行う。

（入学資格審査）
出願資格（3）～（7）により出願を希望するものは、希望する研究指導教員と連絡を取った上
で、下記要領により必要書類を提出し、入学資格審査を受ける。
（1）提出書類
①入学資格審査申請書
②履歴書
③卒業証明書
④成績証明書
⑤出願資格にかかわる資格免許証の写し
⑥研究業績調書（本大学院所定の用紙を使用）
⑦研究歴証明書
⑧志願理由書
⑨代表的な論文（写し可）
（2）入学資格審査の体制
群馬パース大学大学院保健科学研究科博士後期課程運営委員会において、入学資格審査を行う。

３）出願手続き
（1）提出書類
①入学願書 入学試験受験票
②入学検定料納金書
③修了（見込）証明書
④入学資格審査結果通知書の写し ※出願資格（3）
、
（4）の場合

４）入学定員
入学定員は2名とする。

５）入学者選抜方法
（1）入学者選抜は、学力試験（英語、口述試験）及び面接試験を実施する。
（2）口述試験は、修士論文あるいはこれまでの研究内容等について発表と質疑応答を行う。
（3）合否判定は、研究科委員会において行う。

６）入学者選抜の体制
入学者の選抜にあたっては、大学院入学者選抜実施要項に基づき、計画・準備から実施、合否
の判定に至るまで、公正かつ適切な方法により実施するものとする。保健科学研究科博士後期課
程の入学者選抜においても、既設の保健科学研究科修士課程と同様に、「群馬パース大学大学院
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入学者選考規程」に基づき、研究科長を議長とする「合否判定会議」を開催し合否判定を行い、
合格者を学長が決定する。

９「大学院設置基準」第 14 条による教育方法の実施
本保健科学研究科においては、大学院設置基準第 14 条に基づく教育方法の特例を実施し、仕事
をもつ社会人の大学院生（以降、社会人学生という）が勤務を継続しながら、学修することがで
きる環境を整備する。このために長期履修学生制度を設ける。

（１）修業年限
修業年限は原則 3 年とする。但し、長期履修学生制度を利用する場合には、最長 6 年とする。

（２）履修指導及び研究指導の方法
大学院における履修・研究と社会人としての職務活動を両立させることを前提として、本人の
勤務・休暇の状況を踏まえつつ、履修・研究時間を確保できるよう柔軟な教育・研究指導を実施
する。履修計画の作成にあたっては、履修モデルを示すとともに、研究指導の際は、個々の社会
人学生の事情と研究指導教員の負担を配慮した授業時間を設定する（資料 11）
。また、博士論文
の作成が計画どおり進展しており、かつ、勤務する場所等に研究に係る優れた施設や設備がある
場合には、本研究科以外の研究室等において研究することができるように配慮する。

（３）授業の実施方法
授業は昼夜に開講する。夜間においては、平日の午後 6 時 20 分以降（6 限目・7 限目）に授業
を行う。その他、必要に応じて土曜日及び長期休業期間を利用した集中講義などを行う。

（４）教員の負担の程度
博士後期課程の担当教員は、大学院教育を主体とし学部教育の負担を軽減する。これにより、
勤務時間を平均 40 時間／週以内に収める。また、夜間に授業等を実施したことにより、一日の勤
務時間が長時間となった場合には、教員の負担を軽減するために、他日の勤務時間を短縮する措
置を図る。最も負担が多いと想定される特別研究指導教員の教育に係る勤務時間は、最大に見積
もっても、
夜間授業を含め、
大学院修士課程 10 時間／週、大学院博士後期課程 6 時間／週となる。
しかし、オムニバス方式の授業が多いことや、集中講義等による授業時間の工夫を合わせ、実際
の勤務時間は上記時間数より少なくする措置をとるため、学部教育等への影響は少ない。

（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、必要な職員の配置
図書館の開館時間は、平日 9 時 00 分から 21 時 00 分、土曜日 9 時 00 分から 17 時 00 分
となっており、社会人学生にも利用しやすい環境を整えている。館内には、文献検索システムや
学内 LAN が整備され、自己学習に最適な環境を提供している。また、パソコンを常設している
大学院生室は専用のカードキーを所持させることにより終日利用できるようにしている。また、
夜間開講される授業を受講する学生の各種届出等に対応するため、証明書自動発行機を 19 時まで
稼働させるとともに必要に応じ事務職員を配置する。

20

（６）入学者選抜の概要
大学院設置基準第 14 条の特例を利用する者に対して、社会人特別選抜は実施しない。

（７）必要とされる分野であること
本学保健科学研究科修士課程の在学生及び同課程修了生、さらに病院等、医療関係機関の医療
専門職従事者に対して、大学院博士後期課程への進学希望アンケート調査を行ったところ、「進
学を希望する」、「今後、必要を感じた場合には進学を考える」と回答したのは、在学生では回
答のあった11人のうち9人（81.8%）、修了生においては回答のあった15人のうち6人（40.0%）、
医療専門職従事者では回答のあった104人のうち42人（40.3%）であった。また、本研究科に博士
後期課程が設置された場合に「入学を希望する」と回答したのは、在学生、修了生、医療専門職
従事者合わせて12人で、「条件が整えば入学を希望する」と回答したのは、在学生、修了生、医
療専門職従事者合わせて22人であった。
このアンケート結果から、専門職資格を有する医療人が勤務を続けながらキャリアアップした
いと考えていることがうかがわれ、これらの進学希望者の期待に応えるためにも、博士後期課程
を設置し、大学院設置基準第14条に基づく教育方法の特例を活用した履修が必要である。

（８）大学院を専ら担当する専任教員を配置するなどの教員組織の整備状況等
博士後期課程は、修士課程の「病因・病態検査学領域」の研究内容や高度解析技術を発展させ
るため、教員は生体分子、病原体遺伝子、細胞機能、生殖補助技術、生体機能などの医療科学の
研究業績が十分にあり高度解析技術を教授できる者、臨床経験及び教育経験を有する者、他領域
（理学療法学、放射線学、看護学）で科学的エビデンスを構築できる解析法や評価法を教授でき
る者を配置している。本学では「大学院のみの専任教員」は 3 名であるが、学部兼任の大学院修
士課程及び博士後期課程を担当する教員に対して、夜間講義等で負担が大きくなる場合には、学
部教育の軽減措置をとる。

１０

管理運営

本学の研究科は、群馬パース大学大学院学則第 12 条に基づき、研究科に関する事項について審
議するため「研究科委員会」を組織している他、学校法人群馬パース学園第 8 条に基づく法人組
織である「学園運営会議」及び群馬パース大学・群馬パース大学大学院共通組織である「大学協議
会」により管理運営されている。
また、本学の学士課程担当教員を含む教職員によって組織されている、研究倫理審査を行う研
究倫理審査委員会や大学・大学院の認証評価等に対応する評価委員会は学士課程・大学院共通の
組織としている（資料 12）。事務組織においても学士課程・大学院共通の組織とし一体的に管理
運営が行われている。

１）研究科委員会
研究科委員会は、学長及び大学院で科目を担当する教授をもって組織される。月に一度の頻度
で開催され、本大学院研究科委員会規程第 3 条に定める次の事項を審議し、大学院の運営を行う。
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①本大学院の教育課程の編成に関する事項
②学生の入学、課程の修了に関する事項
③学位の授与に関する事項
④学生の厚生補導に関する事項
⑤その他本大学院の教育・研究及び運営に関する重要事項
⑥大学協議会より諮問された事項

２）博士（前期・後期）課程運営委員会
博士（前期・後期）課程運営委員会（※現「研究科運営委員会」
）は研究科委員会の下部組織と
して特別研究指導教員と事務組織とで組織される。博士（前期・後期）課程運営委員会では、研
究科委員会で審議される事項の詳細を議論し、研究科委員会が円滑に進行するよう運営される。

１１

自己点検・評価

１）自己点検・評価の目的
本学は、教育研究水準の絶え間ない改善・向上と、大学と大学院の目的及び社会的使命を達成
するために、教育研究活動等の状況を自ら点検・評価し、その結果を公表する。

２）方針
自己評価結果を教育研究水準の改善・向上に確実・最大限に活かし、かつ、本学の個性の伸長
と発展、社会からの支持の獲得を促進するため、本学の自己評価は、一定期間ごとの認証評価受
審、認証評価結果の公表と連動させて実施する（学校教育法第109 条、群馬パース大学学則第2
条）。

３）実施体制
自己評価を恒常的に実施するために、学士課程との共通組織として評価委員会、そのもとに自
己評価・認証評価部会を置き、同部会が「自己評価・認証評価に関する報告書の作成及び公表」
と、
「自己評価・認証評価の実施」に係る作業を行う（評価委員会規程第1 条から第3 条、第6 条、
自己評価・認証評価部会規程第1 条・第2 条、第6 条）。部会は、評価委員会の専任教員、事務
部長、企画室長、事務職員各若干名で構成する。

４）実施方法
（１）枠組みの設定と不断の更新
自己評価活動とその結果を確実・最大限本学の教育研究水準の改善・向上に還元するため、以
下を設定し、それらが常に最適・最善のものであるよう、不断に見直していく。
①評価項目―認証評価受審と有効に連動させるため、基本的評価項目として認証評価機関の評価
項目を用い、これに本学の使命・目的の追求達成に必要な項目を独自に設定する。
②達成度評価を併用する項目と成果指標、目標―認証評価は、基準適合性を問う基準評価である。
評価項目を認証評価に合わせつつ、認証評価のためでない本学にとって必要な自己評価とする
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ため、基準適合性だけでなく、成果の確認すなわち達成度評価を併用する項目を選定する。達
成度評価を併用する項目では、成果の指標とそれによる自己評価実施時点の目標を、根拠に基
づいて周到に設定する。
③各項目の評価に必要なデータ―認証評価で求められるデータを基本に、各項目の評価に必要な
データと責任部門を指定する。
④データの収集蓄積システム―基準項目ごとに指定したデータの収集・蓄積のために、「自己評
価データベース」、各担当部門からの入力状況を把握管理するための体制・方法、データベー
スの管理者、部門ごとのデータ入力責任者と作業者を決定する。
⑤評価の着眼点と基準―評価項目ごとに、当該項目の本学の状態を、何を以て基準に適合してい
ると判断するか、という評価の着眼点と本学なりの基準を設定する。

（２）毎年 1 回のデータの収集と「自己評価データベース」への蓄積
原則、月1 回開かれる学園運営会議、研究科委員会・教授会、各委員会・部会の議事録は、そ
れぞれ学内データベースサーバに保存している。その他、評価基準を基にした学内基準を各委員
会等に振り分け、必要なデータを適宜保存している。保存されたデータは評価委員会でチェック
し、年度毎に整理している。

（３）「群馬パース大学年報」の作成
収集データのうち、毎年公表していくべきものについて、学士課程と協働し整理・分析を加え、
「群馬パース大学年報」としてまとめ、刊行していく。

（４）自己評価の実施と自己評価報告書の作成
蓄積されたデータを評価基準に照らして、一定期間ごとに自己評価を実施する。評価結果案は、
評価作業を担う自己評価・認証評価部会から評価委員会を通じて教授会に報告し、その承認を得
て確定し、自己点検評価書にまとめる。

５）評価項目
認証評価機関「公益財団法人日本高等教育評価機構」が実施する大学機関別認証評価の評価項
目を踏まえ、次の 6 項目について自己評価を行う。
評価項目
①使命･目的

②学修と教授

③経営管理と財務

④自己点検・評価

⑤研究活動

⑥地域貢献

⑦人間力形成

６）結果の公表と還元・活用
（１）結果の公表
自己点検評価書は大学ホームページに掲載して公表するとともに、CD-ROM に収録し、理事、
監事、評議員、関係機関に配布する。学内では、グループウェアシステムを通じて全教職員に配
付し、全員が内容を共有する。
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（２）結果の還元・活用
評価の結果、良好順調と判断された点を成熟・伸長させ、不十分・課題ありと判断された点を
改善するための取組を、自己評価・認証評価部会の取りまとめのもと、各項を所掌する委員会・
部門で検討し、評価委員会、研究科委員会の審議、学長の承認を経て、実行に移す。

１２

情報の公表

１）公表の方針
社会に対する説明責任の観点から、大学の教育研究成果を公正かつ誠実に学内外に広報するた
め、「評価委員会年報部会」が教育成果を取りまとめ、年報を年1 回刊行し、県内大学・看護師
養成学校・理学療法士養成学校・臨床検査技師養成学校・行政機関・実習施設等に配布している。
内容は、研究教育活動の総括（各部門責任者執筆）・教育活動の記録・研究活動の記録を掲載し
ている。教育活動は全開講科目、研究活動は全専任教員の掲載を義務付けている。研究成果につ
いては、「紀要編集委員会」が取りまとめ、紀要を年2 回刊行し、県内大学・看護師養成学校・
理学療法士養成学校・臨床検査技師養成学校・行政機関・実習施設等に配布している。他の広報
誌として、総務課が取りまとめる「PAZ Group だより」を年2 回発行し、在学生・保護者・県
内高校・短大・大学・行政機関・関連施設・実習施設等に配布している。ホームページは、入試
広報課が定期的に更新している。研究科及び学部・学科ページにて教育活動、教員紹介ページに
て各教員の専門分野・研究内容等をわかりやすく紹介している。博士後期課程設置後は既設学部
等に加えて順次公表する予定である。なお、公表している教育研究活動等の状況に関する項目の
うち、代表的な11項目は以下のとおりである。
●群馬パース大学ホームページ「大学概要」－「情報公開」
http://www.paz.ac.jp/college/overview/information_publication.html
(1) 学部、学科、課程、研究科、専攻ごとの名称及び教育研究上の目的
(2) 専任教員数
(3) 校地・校舎等の施設その他の学生の教育研究環境
(4) 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用
(5) 教員組織、各教員が有する学位及び業績
(6) 入学者に関する受入方針、入学者数、収容定員、在学者数、卒業（修了）者数、進学者数、
就職者数
(7) 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業計画（シラバス又は年間授業計画の概要）
(8) 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準（必修・選択・自由科目別
の必要単位修得数及び取得可能学位）
(9) 学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援
(10) 教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報
履修モデル、主要科目の特長、科目ごとの目標等
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(11) 専任教員と非常勤教員の比率、学位授与数または授与率、就職先の情報、入学者推移、社会
人学生数、留学生数及び海外派遣学生数
また、学校教育法施行規則の公表すべき事項において本学ホームページの「大学概要－情報公
開」
（http://www.paz.ac.jp/college/overview/information_publication.html）において、すべて情
報提供している他、大学概要、学部・大学院の情報、オープンキャンパス・入試情報、就職・学
生生活情報、教員の研究活動、自己点検・評価、認証評価等の情報を提供している。

１３

教育内容等の改善のための組織的な研修等

授業の内容及び方法の改善向上のための組織的取組を学士課程と共通組織である評価委員会の
下にある SD 部会で行う。ただし、学士課程と博士課程におけるファカルティ・ディベロップ

メント（以下、FD という）の具体的な方策及びスタッフ・ディベロップメント（以下、SD と
いう）は個別に検討する。

１）教員の教育・研究指導能力の維持向上－ＦＤ活動
群馬パース大学・群馬パース大学大学院は、切磋琢磨を通じて、教員個々及び組織の大学教育
力の不断の向上をはかるため、FD 活動を行う。評価委員会を要に、研究科として、教員の教育・
研究指導能力の維持向上 FD 活動に組織的体系的に取り組む。
具体的には次のことを実施する。

（１）協働活動・相互研鑽活動の記録と検証
研究科は、個々の教員が自らの裁量と努力によって自身の教育・研究指導に取り組むだけでな
く、授業科目間の相互関連性をはじめ、教員間の教育・研究指導活動の相乗性・相互研鑽を進め
ることによって分野の教育・研究指導全体としての効果と、教員個々の教育活動・研究指導活動
の質の維持向上を図る。そのために、研究科長のもと、年間を通じて教員間の協働活動・相互研
鑽活動を記録し、同記録を以て協働・相互研鑽とその有用性を検証する。検証の結果は、爾後の
教育・研究指導活動の体制や制度運用に還元していく。教育・研究指導上の協働活動・相互研鑽
活動としては、関連科目担当者間の授業科目の立案・実施・評価における協働、授業や研究指導
への参加・参観とフィードバック（ピアレビュー）、授業や研究指導の参加補助を通じた助手等の
OJT、学生の成果発表機会・学会発表予演会等への相互参加、保健学分野の教育方法・研究指導
方法開発の共同研究の実施等、教員の研究の進捗状況や成果の報告検討会の開催等があり得る。

（２）教育能力・研修指導能力向上のための研修機会の活用
学内で FD 研修会を開催するとともに関連学会が実施提供する、教育能力・研修指導能力向上
のための研修機会に関する情報を把握提供し、活用を奨励する。情報の把握・提供を担当する評
価委員が年間を通じて、把握した外部情報を記録整理し、外部機関からの情報活用を計画的に行
えるように配慮する。

（３）成績評価基準の明示と厳格な成果評価・修了認定
教育活動の質と博士後期課程修了時における質を確保するため、各教員がシラバスを通じて授
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業の到達目標、目標達成に向けた実施方法、授業計画、成績評価の基準と方法、博士論文の作成
や審査に至る過程等を明示する。各教員が、前年度の全担当科目の成績評価の結果、修了認定の
結果を年報に収録し、また、研究科長はそれらを検証し、年報の「教育活動の総括」の中にその
検証結果を記載する。

（４）研究成果創出の質量両面での一層の促進
教員の研究成果創出が質量両面で一層促進されるよう、年度当初に各教員は研究科長に当該年
度の研究計画と到達目標を提出し、年度末に責任者とともに目標達成度検証を行う。

２）教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るためのＳＤ活動
大学の目的や価値を高めるため、将来を見据え現状実施している SD 活動をさらに充実させる
とともに、より具体的に制度化し、必要な取り組みを組織的に実施する。さらに、教員に対して
も必要に応じた SD を実施し、
大学組織を構成する全ての人材の個々の資質を向上させることで、
組織力の向上を図る。

（１）求める教職員像の顕在化と課題設定
大学の方針や職員のニーズに合った制度構築を図るため、大学の理念や目的、中長期計画に鑑
み、大学目標の実現に資する教職員像を顕在化し、そのために必要な組織的な取り組みを導き出
す。
また、大学の教育支援体制の内容や実施状況、人事評価制度の運用状況等について現状を把握
し、課題を抽出して効果的な職員の育成に向けた課題設定や教育支援体制に関する基本方針設定、
その見直しを定期的に実施する。

（２）研修活動の実施
自ら学ぶことの必要性を啓発しつつ、職種や所属部署における役割を果たすために身に着ける
べき知識や技能、業務遂行に生かせる能力を習得させ、個々の資質を向上させる。
具体的には、労務管理研修、コンプライアンス研修、ハラスメント研修、メンタルヘルス研修、
コミュニケーション研修などの適宜実施している研修や、教職員参加型のワークショップ等を、
人材のキャリアパスを見据え、適材適所の人材育成・活用・評価といった戦略的な観点から計画
的に実施する。
研修活動は、全職員対象とするもののほか、階層別・職種別・能力別等、必要に応じて対象者
別に実施する。

（３）教員に対するＳＤ
大学運営上の重要課題とされる「ガバナンスのあり方」や「研究不正防止」、「ハラスメント防
止」等の研修を、教員に対しても実施する。その他、大学目標の実現に資する教職員像に必要と
される知識や技能、能力を習得できるよう、教員に対しても必要に応じた SD 活動を計画的に実
施する。

（４）体制の整備と見直し
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現在の本学の SD 活動は、
他大学職員を講師として招聘し、
「私立大学における補助金の考え方」
や「職員の資質の向上」についての研修を行ったり、学内各部署の代表者から、業務上必要な情
報や知識を習得するための研修などを行ったりしている。
今後は、法改正の趣旨を踏まえ、大学の目標の実現に資する教職員像に近づくためのキャリア
パスの設定を定期的に行い、将来を見据えた上で必要な取り組みを体系的に整備するとともに、
大学の方向性に合わせ、中長期計画等と連動して継続性と改革性を両立させながら体制の見直し
を図り、大学を取り巻く時代や環境、状況に応じた SD 活動の実施に努める。
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