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整理番号 ４５-２-１ 

 

現況分析における顕著な変化についての説明書（教育／研究） 

 

法人名 岐阜大学 学部・研究科等名 教育学研究科 

 

１．分析項目名又は質の向上度の事例名 

事例３「教職大学院の開設」 

 

２．上記１における顕著な変化の状況及びその理由 

 法人化前の教育学研究科には学校教育・カリキュラム開発・障害児教育・教科教育の 4専攻が設置さ

れていた。法人化後に、岐阜県教育委員会と連携して、教育学研究科の在り方、教育内容、教育方法の

改善に向けて取り組む体制を検討した結果、これらの教育現場、地域教育界から「地域の学校でリーダ

ーシップをとることのできるスクールリーダーの養成」への強い要請があった。それらの要請に応えて

組織改編を行い、平成 20 年４月に教職大学院「教職実践開発専攻」を設置した。 

教職大学院「教職実践開発専攻」には、①学校改善コース、②授業開発コース、③教育臨床実践コー

ス、④特別支援学校コースを置き、実務家教員６人を新規に採用し、充実した教育実施体制を整備した。

（資料 A1-2008 データ分析集：No.4.3 専任教員数、構成学生数との比率) 

また、本専攻の教員は、学部等の他の課程の専任教員の兼務も原則禁止し、教職大学院の教育研究に

専念した。さらに、岐阜県教育委員会との連携を密にして、毎年 14 名の現職教員が本専攻に派遣され

た。 

その結果、入学した院生は、平成 20 年度 22 名、平成 21 年度 22 名、平成 22 年度 24 名と定員 20 名

を上回った。また、学生からの要請に対応して、岐阜県教育委員会と協議した結果、本専攻合格者の「教

員採用候補者名簿」への掲載保留（２年間）が承認され、さらに平成 21 年度には在学者に対しても１

年間の保留、さらに教員採用試験の一次試験免除が承認された。 

 

表：入試状況 

年度 入学定員 受験者数 合格者数 入学者数 

学部新卒生 8 
平成 20 年度 20 23 22 22 現職教員 

（内、派遣） 14(14) 

学部新卒生 6 
平成 21 年度 20 26 23 21 現職教員 

（内、派遣） 16(15) 

学部新卒生 10 
平成 22 年度 20 24 24 24 現職教員 

（内、派遣） 14(14) 

 



 

整理番号 ４５-５-２ 

 

現況分析における顕著な変化についての説明書（教育／研究） 

  

法人名 岐阜大学 学部・研究科等名 医学部 

 

１．分析項目名又は質の向上度の事例名 

医学科 

事例１「地域医療に対する教育的取組み」 

 

２．上記１における顕著な変化の状況及びその理由 

１）地域医療教育の拡充 

・ １年生：平成 20 年度から地域住民（幼児、妊婦、高齢者）との地域体験実習（８週間、必

修）を導入したところ、授業評価で 94％の学生が意義ありと高く評価し、医療に対する地域

住民の期待を理解できるようになった。 

・ ６年生：平成 20 年度から院外臨床実習（８週間、必修）病院を 15 から 19 箇所へ増加、へ

き地診療所も１から２か所へ増加（平成 20 年度３名、21 年度１名が参加）し、地域医療問

題を実地に即して理解できるようになった。 

・ 全学年：平成 20 年度から夏期地域実習（選択）と地域医療ゼミ（選択）を導入し、地域医

療への関心を高めた。平成 20 年はそれぞれ８名、39 名の参加があり、21 年は 17 名、62 名

に増加した。 

・ 地域枠学生数：平成 20 年度 10 名、21 年度 15 名の入学を認めた。 

・ 岐阜県医学生修学資金制度：平成 20 年度に創設され(１種：地域枠学生、２種：その他の

学生)、１種 10 名、２種 33 名が受給された。平成 21 年度は累積で１種 25 名、２種 53 名が

受給中で、在籍学生全体の 15.3％(78 名)に達している。 

・ 卒業生の県内定着：県内で初期研修を受ける者は平成 21 年度 53.3％（40/75）に増加し、

大学病院での研修者も 13 名に増加した。平成 21 年の県内出身者の県内研修率（82.4％）、

他県出身者の県内研修率（44.8％）はいずれも過去６年間で最高となった。 

２）地域医療教育体制の拡充 

・ 地域医療医学センターの拡充：平成 19 年度設立時の教員数は 10 名であったが、平成 21 年

度には 12 名、客員教授６名の体制へ強化した。当センターのコーディネートで地域医療研

修を受けた研修医は、平成 19 年度 15 名、20 年度 24 名、21 年度 29 名と着実に増加してい

る。 

 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

１年生 なし 地域体験実習の導入（８週） 

授業評価で 94％の学生が有意義と回答 

６年生 臨床実習病院 15（へ

き地診療所１） 

臨床実習病院 19 に増加（へき地診療所２） 

 

全学年 なし 夏期地域実習（選択）８名 

地域医療ゼミ（選択）39名

同左 17 名 

同左 62 名 

地域枠学生数 ０ １年生 10 名 １年生 15 名、２年生 10 名 

修学資金制度 ０ １種 10 名、２種 33 名 １種 25 名、２種 53 名 

卒業生の県内

定着 

県内 38 名（49.3％：

38/77） 

うち大学病院 ６名 

県内 38 名（48.7％：38/78）

うち大学病院 ５名 

県内 40 名（53.3％：40/75） 

うち大学病院 13 名 

県内出身者の県内研修率：82.4％

他県出身者の県内研修率：44.8％

地域医療医学 

センター 

教員数 10 名 

 

地域医療研修 15 名 

教員数 10 名 

客員教授３名 

地域医療研修 24 名 

教員 12 名 

客員教授６名 

地域医療研修 29 名 



 

 
整理番号 ４５-５-３ 

 

現況分析における顕著な変化についての説明書（教育／研究） 

  

法人名 岐阜大学 学部・研究科等名 医学部 

 

１．分析項目名又は質の向上度の事例名 

医学科 

事例３「指導教員制の実施」 

 

２．上記１における顕著な変化の状況及びその理由 

・ 平成 18 年度入学生から助言教員（里親）制度を導入し、19 年度には 30 分野の教授が１年生、

２年生各 80 名の学生を（１分野平均６名）受け持って、学生の学習と研究活動をサポートし、

相談に応じた。 

・ 平成 20 年度から３年生の基礎研究室配属先（６週間、学生が希望する所属研究室を選択する）

の教授を指導担当教員と定め、一人一人の学生との継続的かつ濃密な接触が可能となった。ま

たこの期間に個々の学生に対する面接評価を実施し、学生の適性をより一層伸ばし、問題点の

ある学生の早期把握も可能となった。 

・ 平成 21 年度から指導教員制を修正改善し、１～２年生は全分野の教授、３～４年生は選択テ

ュトーリアルで配属された基礎分野の教授、５～６年生は学生の希望に応じて臨床分野の教員

が受け持つ体制とし、よりきめ細かい指導が可能となった。 

・ 平成 21 年度の各分野へのアンケート調査で、配属期間終了後も継続して研究室に出入りする

学生は約 20 名に達し、それ以前から出入りしている学生約 20 名と合わせ、約 40 名に倍増し、

教員と学生の密接な接触が裏付けられている。基礎研究に興味を示す学生も６名から 14 名に

倍増し、平成 21 年度には基礎研究者修学資金受給者と MD-PhD コースを選択する学生が各１名

出ている。 

 

 平成 20 年度以前 平成 21 年度以降 

指導教員制の変更 全学生を無作為に各分野に振り

分け 

１～２年：全分野に振り分け 

３～４年：希望する基礎分野へ配属

５～６年：希望する臨床分野へ配属

研究室に継続的に出入り

している学生数 

約 20 名 約 40 名 

基礎研究に興味を示す 

学生数 

６名 14 名 

基礎研究者修学資金 

受給者数 

０名 １名（卒業生） 

MD-PhD コース学生 ０名 １名 

 



 

 

整理番号 ４５-５-４ 

 

現況分析における顕著な変化についての説明書（教育／研究） 

  

法人名 岐阜大学 学部・研究科等名 医学部 

 

１．分析項目名又は質の向上度の事例名 

医学科 

事例４「海外臨床実習」 

 

２．上記１における顕著な変化の状況及びその理由 

・ 海外臨床実習を希望し、一定以上の英語能力（TOEFL550 点以上）と医学知識を有する学生は６

年次の選択臨床実習３クール（１クール４週間）のうち１～２クールを、海外において実習でき

る制度としており、これまでも学生に対して 1 年生の医学英語、外国人客員教授による教育機会

を提供してきた。平成 21 年度からは医学英語サークルを立ち上げ、34 名の学生がメンバーとし

て加入し、５、６年生がリーダーシップを発揮して自主学習や情報交換を促進させ、医学教育開

発研究センターが継続的なサポートを更に充実させている。こうした取組により、TOEFL 平均点、

550 点以上の学生数も着実に伸びてきている。 

平成 19 年度 TOEFL 平均点 509.8 550 点以上  12 名 

平成 20 年度 TOEFL 平均点 513.9 550 点以上  16 名 

平成 21 年度 TOEFL 平均点 514.1 550 点以上  14 名 

・ 海外実習を受ける学生数は、平成 17 年度以前は毎年１名程度であったが、医学英語教育の充実

によって平成 18 年度以降は３～４名が毎年、海外で実習を受けている。 

・ 平成 21 年度は６年生３名が既に実習を終え、現在は５年生が来年の海外実習をめざして、上記

サークル活動を行っており、７名が既に来年度の海外実習を内定させた（グラスゴー大学２名、

エジンバラ大学１名、ハワイ大学１名、ミシガン大学１名、カリフォルニア大学ロサンゼルス校

１名、オークランド大学１名）。これには上記の医学英語サークルの立ち上げが貢献しており、

過去最高の人数である。 

年度 派遣学生数 派遣先 

16 年度 １名 オークランド大学 

17 年度 １名 メルボルン オースチン病院 

18 年度 ４名 ノースカロライナ大学病院、ノースカロライナ ウェークメド病

院、パリ・アメリカン病院、トロント サニーブルック病院 

19 年度 ３名 

 

シンシナティ大学病院、ノースカロライナ ウェークメド病院、

パリ・アメリカン病院 

20 年度 ３名 

 

シンシナティ大学病院、ノースカロライナ大学病院、ブラウン大

学病院 

21 年度 ３名 

 

５年生７名が内定 

シドニー大学、ブラウン大学、MD アンダーソン癌センター 

＊５年生７名が既に平成 22 年度の海外実習を内定（グラスゴー大

学２名、エジンバラ大学１名、ハワイ大学１名、ミシガン大学１

名、カリフォルニア大学ロサンゼルス校１名、オークランド大学

１名） 

・ これらの取組により、本学学生の国際的な視野は年々広がりつつあり、入学早期から海外実習

をめざして医学・医療に対して真摯に取り組む姿勢が向上している。 



 

 

整理番号 ４５-５-５ 

   

現況分析における顕著な変化についての説明書（教育／研究） 

 

法人名 岐阜大学 学部・研究科等名 医学部 

 

１．分析項目名又は質の向上度の事例名 

看護学科 

事例２「毎年度末の臨地実習協議会開催、附属病院及び実習病院看護部との連携強化」 

           

２．上記１における顕著な変化のあった取組及び成果の状況、その理由 

 （１）毎年度末の臨地実習協議会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）看護基礎教育で重要な看護学実習を効果的に行うための附属病院及び実習病院看護部との連携

強化 

実習指導体制の強化、臨地実習における課題の分析と改善点の検討を目的に、平成 18 年度から

看護学科長及び教務厚生委員長並びに岐阜大学医学部附属病院看護部の看護部長、教育担当副看護

部長及び教育担当師長をメンバーとして、月１回モーニングカンファレンスを附属病院にて開催し

ている。さらに、教育内容と教育方法への理解を深め、効果的な臨地実習指導を行うことを目的に、

平成 20 年度から、このカンファレンスの活動を拡大して、主な実習施設である附属病院の臨地実

習指導及び新人看護師教育を担当するインストラクターの養成研修会を看護学科の教員７名が参

加し協働で行っている。 

 
以上、毎年度末の臨地実習協議会開催、附属病院及び実習病院看護部との連携強化を図ってきた結

果、卒業時における卒業生アンケート（平成 21 年２月に実施）では、84％の学生から実習施設・実

習指導に満足しているとの回答を得た。また、卒業生の勤務先からも全体的に優秀な学生であるとの

評価を受けており、社会からの要請に十分応えている。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24%

60%

12%

2%
0%

2%

そう思う

どちらかと言うとそう思う

どちらとも言えない

どちらかと言うとそう思わない

そうは思わない

無回答

 施設数 出席者数

平成１６年度 ３４ ４２名 

平成１７年度 ３１ ３６名 

平成１８年度 ３４ ４２名 

平成１９年度 ３８ ４６名 

平成２０年度 ４３ ５３名 

平成２１年度 ４５ ５６名 

・平成 21 年度卒業生アンケート結果 

臨地実習の充実を目的とし、平成 16 年度から毎年度末の３月に 

各実習施設の臨地実習指導者が出席する臨地実習協議会を開催し 

ている。平成 16 年から平成 19 年の出席施設数は 34、出席者 

数は 42 名であった。本協議会では臨地実習における学生指導 

の現状と課題を協議し、次年度以降の指導体制に活かしてきた。  

よって、さらなる臨地実習の充実を目指して、平成 19 年度から 

は学生の気質や教育方法を共通理解することを目的に臨地実習協  

議会の中に FD 特別講演会（新人看護師の現状と教育に期待する  

もの）を組み込んだ。結果、FD 特別講演会の内容は臨地実習指導に役立つとの評価を受け、平成

20 年度は出席施設数 43、出席者数 53 名と増加した。さらに、平成 21 年度は出席施設数 45、出

席者数 56 名と増加した。 

質問：「実習施設は、看護学実習を行うに
ふさわしい内容の施設でしたか」

・卒業後のフォロー体制があり、大学との関係も良好。
・当院に実習に来て就職を決めてくれる卒業生が多く、
目的意識が高い。 

・電子システムに対する知識がある。 
・職場適応が早い。 
・接遇面も良く、優しさや思いやりがある。 

・卒業生の勤務先からの意見（一例） 

・臨地実習協議会の実施状況 

（出典：就職先７施設へのアンケート結果）



 

整理番号 ４５-５-６ 

 

現況分析における顕著な変化についての説明書（教育／研究） 

 

法人名 岐阜大学 学部・研究科等名 医学部 

 

１． 分析項目名又は質の向上度の事例名 

看護学科 

事例３「授業時間割と休講・補講」 

 

２．上記１における顕著な変化のあった取組及び成果の状況、その理由 

  専門科目については、保健師助産師看護師学校養成所指定規則を満たす単位を修得しなければな

らないため、学生の履修は過密傾向となっている。そのため、これまでも時間割上の配慮のほかに、

テュトーリアル室、講義室及び実習室を自習室として開放するほか、自主学習室やセミナー室を整

備することにより、グループ討論や自主学習を促進する環境整備を行ってきた。 

平成 21 年度には、保健師助産師看護師学校養成所指定規則の改正による看護職国家試験受験資

格取得に必要な単位数の増加などに対応するため、カリキュラム改正を実施したことに伴う、時間

割の編成においても、予め休講が発生しないよう調整するとともに、休講が発生した場合であって

も補講を組み入れることができるようにし、学生が確実に補講に出席できるよう配慮した。その結

果、平成 19 年度の休講回数が 15 回であったものを、21 年度には７回と少なくすることができた。

また、補講も 80％（他の 20％はレポート提出に置き換え対応）実施していた状況から、100％確実

に実施することができた。 

休講・補講の学生への連絡は、平成 18 年度までは学生掲示板に掲示することにより周知を図っ

ていたが、これは大学から遠距離の施設で実習している学生に対しても周知を図るためである。平

成 19 年度からは、Web での休講・補講の連絡を試行し、平成 20 年度から本格的に実施した。その

結果、学生からはリアルタイムに休講・補講を知ることができると好評を得るとともに、補講に出

席する学生数の割合が 75-80％程度であったものが 90-100％に増加した。 

 

  これらの取組により、学生の充分な学習時間を確保した。その結果、卒業時における卒業生アン

ケート調査(平成 21 年２月に実施)においても、82％の学生から充実感をもって学習できたとの回

答を得た。また、62％の学生から主体的に学べる工夫がされていたとの回答を得たことで、学生か

らは主体的な学習を促す取組に対して一定の評価がなされた。 

  

 

 

 

・平成 21 年度卒業生アンケート結果 




