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天使大学大学院助産研究科助産専攻 対象助産専門職大学院の現況及び特徴

Ⅰ 対象助産専門職大学院の現況及び特徴 

１ 現況 

（１）助産専門職大学院

（研究科・専攻）名

天使大学大学院助産研究科 

助産専攻専門職学位課程（2004 年４月開設 2008 年４月から分野を設置） 

助産基礎分野（2008年４月） 

助産教育分野（2008年４月） 

（２）所在地

北海道札幌市東区北１３条東３丁目１番３０号

（３）学生数及び教員数（2018 年 5 月 1日現在）

学生数 ： 助産専攻専門職学位課程（２年次） 15 人

助産基礎分野（１年次）  16 人 

  助産教育分野（１年次）   １人 

教 員 ： 15 人 

２ 特徴 

天使大学の母体は 1947 年（昭和 22 年）、戦後まもない社会経済混乱状況のさなかに

マリアの宣教者フランシスコ修道会（カトリックの女子修道会）によって北海道札幌

市に旧制専門学校令により札幌天使女子厚生専門学校として設立され看護教育を開始

した。２年後には栄養学院を併設し栄養士の養成を行った。その後、新しい学校教育

法に基づき 1950 年（昭和 25 年）に日本初の３年制短期大学（天使厚生短期大学：昭

和 28 年「厚生」を「女子」に改称）に改組した。保健師助産師看護師法(以下「保助

看法」とする)による最初の看護教育終了者の卒業に時をあわせ、1952 年（昭和 27 年）

天使助産婦学校を開設した。1965 年（昭和 40 年）に短期大学専攻科（保健師助産師合

同課程）を開設して助産婦学校を発展的に廃止し、専攻科は 2003年、大学への改組転

換に伴って廃止した。

2000年（平成 12 年）短期大学は天使大学として看護師・保健師統合学士課程に改組

転換した。本学にとって助産師教育は伝統的に重要な領域であったが 2003年（平成 15

年）、専攻科の廃止によって中断のやむなきに至った。充実した助産師教育を志向する

本学として２年課程での教育を検討し、①看護教育終了者を対象に助産師教育課程に

特化すること、②大学院に開設するのが望ましいが、従来の大学院は学究的で研究者

育成の色が濃厚であり高度な実践家の育成にはなじまないこと、③2004 年（平成 16年）

３月のいわゆる学士課程の完成年度内に助産課程開設の申請手続きを終え、2004年（平

成 16 年）４月から助産課程を開設したいこと、これらの諸条件を念頭に高等教育改革

の進行状況を見守った。本学にとっては 2003 年（平成 15 年）３月に法制化された専

門職大学院の制度による設置が高度専門職業人養成の助産師教育制度としてもっとも

相応しいと思われた。 
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助産課程を専門職大学院として設置することは日本ではじめてであったので、大学

院の助産教育の実施を検討してきた数大学と協議して、2002 年（平成 14 年）８～９月

に大学で助産課程を開設している教育機関の意見を求めるため「助産師課程を大学院

に開設することに関する調査」を実施した。95 校に配布し 64 校から回答を得た。64

校のうち助産課程を開設している、あるいは開設を予定している大学は 40校（62.5％）

あった。大学院での助産教育を希望している大学は 28 校、検討中 17 校、希望しない

19 校という結果をえた。 

 専門職大学院に関する法案は国会を通過し 2003 年（平成 15 年）３月に省令化され

たので、同年６月に専門職大学院助産研究科の設置申請書を提出すべく準備に入った。

わずか２ヶ月しかなかったが本大学院助産師教育の構想を練り、海外の大学院助産修

士課程や、全国助産師教育協議会による「大学院修士課程における助産学カリキュラ

ム（案）」などを参考に申請準備に取り掛かった。申請の資料に助産の実践家、教育者、

研究者の団体である、日本助産師会、全国助産師教育協議会、日本助産学会がそれぞ

れ助産師の資質の向上のため専門職大学院助産研究科開設の要望書を学校法人天使学

園に提出し、これを設置申請書に添付することにより、この大学院が助産専門職団体

の支持を得ていることを示す証言となった。2003年（平成 15 年）６月 27日専門職大

学院助産研究科設置認可申請書は文部科学省に受理された。その後、文部科学省にお

いて行われるヒアリング、来学して行われる実地調査などを経て 2003 年（平成 15 年）

11 月 27 日付けで認可された。 

 専門職大学院の設立は助産師や助産教育者の方々から助産師教育の水準の向上に画

期的一歩を踏み出すものとして祝福されたが日本看護協会および日本看護系大学協議

会からは反対があった。日本看護協会は保健師助産師看護師の教育を学士課程に一本

化しそれによって国家試験と免許を看護師に一本化することができなくなる、いいか

えれば看護師免許にできる限り幅広い業務と権限を保持することができなくなるとい

う観点から文部科学省、大学設置審議会に反対の要望書を送り、国際助産師連盟（Ｉ

ＣＭ）理事長来日の折に日本では助産師職だけ単独でこのような行動は許されないと

申し入れた。しかし、看護関係以外の審査担当者の方々は助産の歴史、保助看法制定

後の助産教育の位置づけなどを考慮され専門職教育の新たな挑戦として好意的に支持

された。またＩＣＭ理事長は「助産は独立した専門分野であり、看護の一部ではない」

と述べられたと伝えられている。 

 本大学院では、前述の経過をたどり、2004 年４月に自然出産を独立して支援する能

力、科学的根拠のケアへの適用、助産管理・教育、チームにおける連携・調整、地域母

子保健活動、子育て支援、性教育、ウィメンズヘルス、国際助産活動等に関する能力

の育成を目指す助産専攻(２年課程)を設置した。その後、助産師不足が急速に顕在化

し、養成の強化には助産師教育者の育成が社会的急務であると判断するに至った。そ

こで助産専攻を２分野に分け、2008 年４月から従来の助産師無資格者のためのコース

を助産基礎分野とし、新たに助産師として臨床経験をもつ者のために助産教育分野を

設定した。両分野はいずれも修了要件を 61 単位とし、修了者には助産修士（専門職）

の学位を授与する。新たな教育の制度のひとつとしての専門職大学院教育に取り組み

始めたのでこれをさらに充実していきたいと考えている。
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Ⅱ 目的 

専門職としての助産師に必要な基本的知識や技術を修め豊かな人間性をもつ助産師

を育成する。 

助産基礎分野では、教育課程の目的は自然出産を自律して支援する能力、科学的根

拠に基づいたケアへの実践、管理・教育、多職種との協働・調整能力、助産学分野発展

のためのリーダーシップを発揮する能力を育成する。さらに、子育て支援、性教育、

女性のライフサイクルに亘る健康支援、地域母子保健活動、国際助産活動等に関する

能力を育成する。 

助産教育分野では、上記に加えて助産の学修者に対して、教授学習に関する諸理論

を修得し学修者の知識・技術の獲得を支援する助産教育者ならびに助産の臨床指導者

を育成する。 

本研究科では、教育課程を助産基礎分野で２年、助産教育分野では１年半とする。 

修了要件は助産基礎分野が 56 単位、助産教育分野は 45単位、修了者には助産修士（専

門職）の学位を授与する。 
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Ⅲ 章ごとの自己評価 

 

第１章 教育の理念・目的 

１ 基準ごとの分析 

１－１ 助産専門職大学院の理念 

基準 １－１－１  

助産専門職大学院においては、その理念を明確に定め、それを教育目的や教育目

標として、教育課程に反映していること。 

 

（現状と評価） 

カトリック大学として「愛をとおして真理へ」を本学の建学の理念とし､キリスト教

的人間観、価値観および世界観にもとづき、専門職助産師を育成する。 

学修者が効率よく学修目的を達成することができるように教育環境を整え、助産師

に必要とされる能力の獲得を支援する。 

学修者はユニークな資質を持つ人として尊厳を重んじられる。学修の進行に伴い、

各々の学修目標の達成が認められ、習得が保証されることを通して、自尊心が高めら

れる。これらの過程をとおして自己理解を深め、自己を受け入れ、他者を気遣いケア

する能力が醸成される。 

助産師は神秘的な人間の生理現象に関わる専門職として､産む性である女性のかた

わらにあり、その尊厳を重んじ、女性と新しい生命、その家族に必要とされるケアを

提供することを目指す。 

人間に備えられた心身のしくみ、生命の誕生に畏敬の念を持ち、深く理解し、自然

の機能を最良の状態に保ち、発揮することができるように援助する者となることを目

指す。 

「愛をとおして真理へ」の理念は、入学時のオリエンテーション、修養会、学内で

の宗教行事（イースター、クリスマス、実習前のミサ）への参加によって、全院生に周

知されている。また、授業科目（概念形成科目の助産学概論、助産哲学・倫理、出産の

文化）の中で、助産における宗教・文化を含めた対象者の価値観・世界観を尊重した

人間理解、キリスト教を含む道徳・倫理観の形成、専門職としての倫理的態度などに

ついて学ぶ機会を設けている。更に、対象を尊重した助産ケアのあり方について学修

する際、基礎科目をはじめ実践専門科目の各授業科目の中で、根拠（EBPM）に基づく

ケア提供の必要性、真理を追究する姿勢を求めている。また、実習科目では、対象理

解、価値観を尊重したケアの提供、職業倫理に適った態度などを評価項目に含めてい

る。 

学修者が効率よく学修目的を達成することができるように、２年の教育期間の中で、

授業を基礎科目から始め、実践専門科目から発展・展開科目へと進めている。助産ケ

アの実践である実習科目では、妊娠期、出産期、産褥・新生児期、各期の基礎的な思考

過程や技術を獲得するマタニティサイクル助産ケア基礎実習から、妊娠期から産後ま

で個別性・家族を含めた継続ケアを行うマタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅰ、助

産チームの中で同時に複数の対象へのケアを提供し、メンバーシップを学ぶマタニテ
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ィサイクル助産ケア統合実習Ⅱへと、チーム医療並びにリーダシップ等を学び、ケア

対象者を１名から複数へ、学修進度を単純から複雑へと進めている。実習施設では、

医師と協働で助産ケアを展開する病院実習から、助産師本来の活動の場である助産院

（マタニティサイクル独立助産実習）へと、また、実習形態を教員の支援のある状態

（マタニティサイクル助産ケア基礎実習、マタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅰ）

から、２年次には、より自立したインターンシップ実習（マタニティサイクル独立助

産実習、マタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅱ）としている。 

また、教育環境では、講義室や実習室・院生学修室・ゼミ室などハード面で、より学

修しやすい環境整備を行っている。ソフト面では授業科目により専門分野に優れた教

員、実習指導には臨床経験豊かな実習指導教員を配置している。 

学修者の尊厳、学修支援への配慮は、入学直後の修養会においては自己開示、授業

や演習および実習の中での関わりを通して、教員は院生の能力や個性の理解に努め、

教員間で院生の情報を交換し、共有して学修・実習・生活指導などに反映させている。

中でも、実習現場では２～４人と少人数の院生を複数のプリセプター教員で指導する

体制にあるため、個々の院生に対して学修した知識、実施できた技術、実践の中での

気づきなどを客観的・総合的に評価する一方で、学修上で抱える課題を把握し、学修

の方法・方向性などをアドバイスしている。ケア提供者としては対象者、また、助産

学修者として求められる態度とコミュニケーションの重要性の気づきを促し、自己認

識をもって課題に取り組めるよう院生に丁寧にかかわるよう努めている。教員は入学

後から修了までメントーシップ制で、同じ院生を受け持ち、院生個々の状況を把握し、

学修・生活・就職を含めた相談ができる体制をとっている。 

助産の対象である女性理解においては、フィジカルイグザミネーションをはじめと

した専門基礎科目、実践専門科目の授業科目で、身体的変化の理解、さらに、心理的

状況の特徴を学修している。また、社会・文化的には概念形成科目の出産と文化、助

産哲学・倫理、専門基礎科目の助産女性学、実践専門科目の独立助産実践概論で学修

している。 

 

（根拠となるデータ） 

□履修要項（資料番号 3-2） 

 

基準 １－１－２ 

助産専門職大学院においては、その理念を学内に周知し､学外に公表していること。 

  

（現状と評価） 

 教育理念は、履修要項の冒頭に記載している。カトリック大学の理念は、入学時の

修養会や宗教行事、日々の授業・実習、毎週行っているミサなどの機会に学生に周知

している。 

 学外へはパンフレット、学報、天使大学ホームページ上での大学紹介、さらにオー

プンキャンパス、学校訪問における広報活動を通じ、また、助産・看護関係の専門誌

等にも本学の理念を紹介している。また、教員の研究活動発表の場である学会・紀要
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においても、理念がその根幹にある内容となっている。 

 

（根拠となるデータ） 

□助産専門職大学院の組織（基礎データ表 1） 

□履修要項（資料番号 3-2） 

□開講授業科目一覧（基礎データ表 2） 

□授業概要（資料番号 3-3） 

 

１－２ 助産専門職大学院の教育目的 

基準 １－２－１ 

助産専門職大学院においては、その教育目的を明確に定めていること。 

 

（現状と評価） 

高度の専門性が求められる助産師という職業を担うにふさわしい、学識を深め、卓

越した能力の育成を図るために、助産学の理論や実践の学修をとおして精深な知識と

技能を練磨する。さらに、人間の尊厳を重んじ、豊かな人間性を卓越した知識と技術

とを合わせもつ高度な専門職業人として、助産師を育成することを目的とする。 

助産師有資格者で助産教育分野を専攻する者には、上記の目的とともに助産師を目

指す学修者が、基本的助産実践能力を獲得する過程を支援するために必要とされる教

育・指導の理論と実践の能力を養うことを目的とする。 

 

  上記の目的達成のために、以下の教育目標を置いている。 

１）助産基礎分野 

（１）女性に優しい自然出産を自律して医療機関や地域で実践するために、正常経過

の診断およびケア、正常からの逸脱の判断及びケアができる能力の育成 

（２）科学的根拠の明らかにされている手段を、ケアの質の向上に応用する力の育成 

（３）助産管理並びに助産師教育の仕組みの理解、助産チーム及び他職種との連携・

調整能力の育成 

（４）子育て支援について助産師の役割を明確化し、具体的な援助が行える。また、

子育てに関わる他領域の専門家の役割を理解し、ネットワークづくりができる基

礎的能力の育成 

（５）性と生殖に関する倫理をふまえ、思春期を中心とした性教育プログラムを開発

し、性の健康相談ができる基礎的能力の育成 

（６）ライフステージ各期の女性のリプロダクティブ・へルスの増進を図るために、

相談、教育、援助活動ができる基礎的能力の育成 

（７）地域母子保健活動を多職種と連携・協働しながら主体的に実践できる基礎的能

力並びに政策化プロセスを理解できる基礎的能力の育成 

（８）国内外の母子保健活動を理解し、国際的な視野をもって発展途上国での助産活

動に貢献できる基礎的能力の育成 
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２）助産教育分野 

（１）助産師が、女性に優しい自然出産の生理的過程の診断及びケアを、科学的根拠

にもとづく手段を用いて行う能力を育成するための教育力を養う。 

（２）助産師が、助産管理の仕組みの理解、助産チーム及び他職種との連携・調整能

力を育成するための教育力を養う。 

（３）助産師が、子育て支援、思春期の性と生殖をはじめ、ライフステージを通した

女性のリプロダクティブ・ヘルスへの援助活動ができる能力を育成するための教

育力を養う。 

（４）地域から国内外まで、国際的な視野をもって、母子保健活動を実践できる基礎

的能力、政策化のプロセスを理解できる能力を育成するための教育力を養う。 

（５）優れた助産師を育成するために、教育機関ならびに臨床現場において、助産師

を目指す学修者に対して、以下の項目について基本的理解を発展させ、教育・指

導できる能力を育成するための教育力を養う。 

  ①助産・看護における教育課程の編成・実施に関する計画を立案できる。 

②教授・学修の理論を踏まえた教授学修法を展開できる。 

  ③評価理論を踏まえて学修目標の達成を評価できる。 

  ④教育機関の運営・評価について基本的理解ができる。 

  ⑤理論に基づく学修を実践に向けて統合できるよう教育・指導ができる。 

  ⑥変動する社会のニーズに合わせて教育の変革を推進できる。 

 

（根拠となるデータ） 

 □履修要項（資料番号 3-2） 

 

基準 １－２－２ 

助産専門職大学院においては、その教育目的に適った教育が実施され、成果を挙

げていること。 

 

（現状と評価） 

助産基礎分野では、現在の保健師助産師看護師養成所指定規則（以下「指定規則」

という）によれば１年以上、28 単位以上を履修すると定めている。本研究科において

は２年間、修得単位数では 56 単位としている。そのため、従来の教育課程では１授業

科目の１～２コマをあてていた内容を、１～２科目(１～２単位)として深く、丁寧に

履修するように計画されている。 

基礎科目の概念形成４科目、専門基礎９科目、助産機能６科目、計 19 科目の多くが、

指定規則の基礎助産学(６単位)、地域母子保健(１単位)、助産管理(２単位)に該当す

る。こうした科目を、広く深く時間をかけ学修し、思考力を強め学識を深めることが

できるよう、順序立てた科目を配置している。 

実践専門科目では、指定規則の助産診断・技術学(８単位)分を、マタニティサイク

ル助産ケアの８科目(11 単位)として学修する。助産師活動のコアとなるマタニティサ

イクルの妊娠期、出産期、産褥・新生児期における正常と異常の診断・ケアおよび助
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産院での助産活動を学修している。マタニティサイクル助産ケア実習では指定規則で

の 11 単位のところ、６科目 20 単位の実習科目としている。その内訳は、マタニティ

サイクル助産ケア基礎実習から、マタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅰ、マタニテ

ィケア独立助産実習、マタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅱを配置し、高度の卓越

した能力の育成に努めている。 

また、「愛をとおして真理へ」の教育理念をはじめとして助産学概論、助産哲学・倫

理、助産女性学など、基礎科目また実践専門科目でキリスト教的人間観、倫理的思考

の基本を学び、対象者とかかわることにより、人間の尊厳を重んじたケアを学ぶ。中

でも、実習科目で助産ケアを提供する上での倫理観、助産ケアの提供者としての自己

認識・課題について考察する機会を設け、日々のクラスメイトとの交流やプリセプタ

ー教員との振り返り、その時々でのメントー教員との面接を通して自己形成の豊かな

人間性を培う機会を設けている。  

 教育目標 (１) (２)の女性に優しい出産の実践、科学的根拠に基づいたケアの提供

においては、助産の対象者である女性を身体的・心理的また、社会・文化的に理解を

深めると共に、これらの女性に提供されるケアでは、上記の科目に加えて助産研究法

によって、助産ケアの科学的根拠に文献クリティークを適用する姿勢を培っている。 

教育目標 (３)（７）の助産管理・教育・チームや地域における連携・調整の学修には、

主として機能科目の助産管理論Ⅰ・Ⅱ、助産師教育論、母子保健行政･財政論と母子保

健活動論の授業科目、マタニティケア独立助産実習、マタニティサイクル助産ケア統

合実習Ⅱを配置している。 

教育目標 (４)～(６)、(８)は、発展・展開科目の子育て支援、性教育、ウィメンズ

ヘルス、国際助産活動に該当する部分で、全院生が各科目のⅠで概要を学修した後、

各科目のⅡと演習または実習を選択した院生が、少人数でのゼミ形式での学修・演習

を進め、または各分野の臨床現場や、発展途上国での実習によって、その実際を学ん

でいる。 

 

助産教育分野では、助産師有資格者が上記の内容に加えて、助産・看護教育科目を

12 科目、18 単位を設けている。助産師を目指す学修者の基本的助産実践能力を獲得す

る過程を支援、教育指導の理論と実践能力を、９科目９単位の講義･演習科目と、３科

目９単位の実習科目を配置している。 

 

助産研究科助産基礎分野では 13回生が修了し、現時点で入学時助産師資格未修得学

生の全員が助産師国家試験に合格している。これまでに 267 名が助産研究科を修了し

ている。１名は助産院を開業し 12 年が経った。就職先としては、病院助産師の割合が

圧倒的であり、修了後４年目からは新人助産師のプリセプターや５年目以降の修了生

は看護学生や助産学生の臨床指導者として活躍している。また、大学及び大学院の教

員として働いている者もいる。 

2008 年、５回生の修了後に、「専門職大学院における教育評価」として、修了生にア

ンケート調査、職場の上司には、インタビュー調査を行った結果、「修了生の離職率が

低く、助産師の Identity が育っている」「修了生の受けた教育への評価は高い」「専門
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職大学院での実習や自然分娩へのケア・介助は役に立っている」「ハイリスク助産ケア

分野に関し、不足を感じている」、修了生の就職先の上司からは、「正常の分娩介助を

自立してできる」「エビデンスを用いたケアの質向上のための探究心がある」「助産師

役割の認識を持っている」「人間関係のスキルを有している」の評価が得られた。 

 助産教育分野は、９回生、30 名が修了し、大学の教員が６名、専修学校教員が５名、

病院勤務の助産師（婦長、主任、臨床指導者）が 15 名、助産院開業が１名、新生児訪

問１名である。 

 

（根拠となるデータ） 

□履修要項（資料番号 3-2） 

□修了生の進路状況（基礎データ表 3-①） 

□修了生国家試験受験状況（基礎データ表 3-②） 

 

（優れた点及び改善を要する点等） 

従来の助産師教育期間が指定規則に定められた１年以上、あるいは現実に１年で実

施されてきているが、現在のわが国の高い母子保健水準における助産師の専門性を考

慮した場合、現在の助産師教育期間での助産師育成には追従できないところから助産

教育課程を２年間の大学院教育に置いて、教育の充実を図った。助産師の基本的な能

力獲得のためには、時間をかけて助産ケアに必要な要素を学修し、自らエビデンスを

調べ、考える力を養うことに従来よりも多くの時間をあて、実践訓練の機会を増して、

質の高いケアの提供へと行動化するように臨床教育を図っている。また、拡大する役

割に備え、発展展開の４分野から１つを選択し演習・実習することで、拡大する各分

野への理解を広げることを目指し、高度の専門性が求められる助産師職に必要な知識・

技術、態度を育成してきたが、目的はほぼ達成されている。 

全国助産師教育協議会が実施した、2017 年度修了生の「助産師教育修了時の到達度

自己評価に関する実態調査」において、平均得点をみると 85 項目中 75 項目が１位の

得点（88.2％）、２位の得点が８項目で、計 83 項目、95.3%が１位、２位の平均得点を

獲得した。他の助産師教育機関と比較しても、高いレベルの教育評価と言える。 

開設 14 年が経過し、今年度は、２回目の修了者および就業先上司を調査し、「専門

職大学院の教育評価」研究を実施予定である。 

一方で、本学修了者に求められるカトリック大学としての理念「愛をとおして真理

へ」の周知には、人間観・価値観が対象理解や助産ケアに具現化されるよう、教員が

授業や実習現場での指導の際に、モデルとなり具体的方法を提示する必要を感じてい

る。 
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第２章 教育課程 

１ 基準ごとの分析 

２－１ 教育内容 

基準 ２－１－１ 

高度な助産実践に必要な授業科目が配置されていること。授業科目の内容がそれ

ぞれの科目群にふさわしいものとなっていること。 

 

（現状と評価） 

 助産研究科助産専攻には、助産基礎分野および助産教育分野がある。 

両分野ともに、教育理念・目的・目標に基づき、助産師という高度な専門職業人の育

成を目的とした科目を体系的に配置している。 

 基礎分野の科目群は、（１）基礎科目群（２）実践専門科目群（３）発展・展開科目

群（４）特別統合研究科目の４群に分類され、１年次前期・後期、２年次前期・後期と

段階的に学修できるように授業と実習を組み体系化を図っている。 

教育分野の科目群は、（１）助産専門科目群（２）教育科目群の２群とした。教育分

野においては、助産師を目指す学修者が基本的助産実践能力を獲得する過程を支援す

ること、教育指導の理論と実践の能力を養えるように科目を配置している。 

 

１）助産基礎分野 

科目群の説明を以下に示す。 

（１）基礎科目 

教育目標（１）～（３）、（７）を達成するために構成している。 

基礎科目は、「概念形成」、「専門基礎」、「助産機能」で構成されている。 

「概念形成」では、助産とは如何なる現象か、助産師とは何者か、さらに助産師に

関連する倫理について、助産師のアイデンティティについて学ぶ。 

「専門基礎」では、助産ケア実践の基本に必要な生理・生物学的、心理・社会的現

象を理解する。 

「助産機能」では、助産実践を有効に展開する基盤となる管理・運営および助産

師教育について学修する。また、母子保健の歴史的変遷と課題について理解し、地

域特性を踏まえた助産活動を学ぶ。 

（２）実践専門科目 

教育目標（１）～（３）を達成するために構成している。 

実践専門科目は、「マタニティサイクル助産ケア」と「マタニティサイクル助産ケ

ア実践」で構成されている。 

「マタニティサイクル助産ケア」では、助産ケアのコアとなるマタニティサイク

ル期の正常経過の診断および正常からの逸脱の判断と助産ケアに必要な知識・技術

を学修する。また、独立した助産実践の場である助産院のケア・管理・運営を理解

し、助産院等で行われている助産ケアを学ぶ。 

「マタニティサイクル助産ケア実践」は実習科目であり、１年次前期では、妊娠・

出産・産褥・新生児の各期における基礎的な助産ケアを実践する（マタニティサイ
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クル助産ケア基礎実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）。１年次後期には、妊娠期から産褥・新生児期ま

で連続して、個別的な助産ケアを実習する（マタニティサイクル助産ケア統合実習

Ⅰ）。また、２年次前期では、助産院における専門性の高い助産ケアを学修し、助産

師の独立性、自立性、専門職としての倫理的責任について考察する。また、助産院の

管理・運営について理解を深める（マタニティサイクル独立助産実習）。後期には、

病院実習において助産ケアをより深めると共に、複数の産褥母子を受け持ち、ケア

ニーズの優先順位を考慮した時間調整や助産チームのメンバーとしての役割を実践

する（マタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅱ）。 

（３）発展・展開科目 

教育目標（４）（５）（６）（８）を達成するために構成している。 

マタニティサイクルの助産ケアを基に、女性の生涯を通じた性と生殖の健康支援

の担い手としての助産師の役割を学ぶ「性教育」、「ウィメンズヘルス」、「子育て支

援」がある。また、グローバルな視点から母子保健を理解するための「国際助産学」

との４コースを設定した。この４コースの総論（性教育Ⅰ、ウィメンズヘルスⅠ、子

育て支援Ⅰ、国際助産学Ⅰ）は全員が学び、その中から１つを必修選択し、更に講

義、演習または実習によって理解を深める。 

（４）特別統合研究科目 

教育目標（２）を達成するために構成している。 

２年次までに学修・助産実践の上に、「マタニティサイクル独立助産実習」におい

て実践した助産ケアについて、その現象を分析し、意味づけをする。院生が関心を

持った課題について、より質の高い助産ケアに向けて学術的・包括的に探究する。 

 

以上の科目群および科目について保健師助産師看護師学校養成所指定規則（以下「指

定規則」と記載する）との対比でみてみる。 

指定規則「基礎助産学」に関連しているものは基礎科目群の「概念形成」の４科目

である「助産学概論」「助産哲学・倫理Ⅰ」「助産哲学・倫理Ⅱ」「出産の文化」および

「専門基礎」の９科目である「女性のフィジカルイグザミネーション」「助産薬理学Ⅰ」

「助産薬理学Ⅱ」「妊産婦乳幼児の栄養」「助産女性学」「助産カウンセリング」「健康

教育論Ⅰ」「健康教育論Ⅱ」「助産研究方法」が該当し、必修科目 12単位、選択科目１

単位である。 

指定規則「助産診断・技術学」に該当するものは実践専門科目群の「マタニティサ

イクル助産ケア」の８科目「マタニティサイクル助産ケアⅠ」「マタニティサイクル助

産ケアⅡ」「マタニティサイクル助産ケアⅢ」「ハイリスク助産学Ⅰ」「ハイリスク助産

学Ⅱ」「ハイリスク助産学演習」「独立助産実践概論」「独立助産演習」であり、必修科

目 11 単位である。 

指定規則「地域母子保健」にあたるものは基礎科目群の「助産機能」の２科目「母子

保健行政・財政論」「母子保健活動論（疫学・統計を含む）」であり、必修科目２単位で

ある。 

指定規則「助産管理」に該当するものは基礎科目群の「助産機能」の４科目「助産管

理論Ⅰ」「助産管理論Ⅱ」「助産師教育論」「助産師教育方法論」であり、必修科目３単
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位、選択科目１単位である。 

指定規則「臨地実習助産学実習」に該当するものは基礎専門科目群の「マタニティ

サイクル助産ケア実践」の６科目「マタニティサイクル助産ケア基礎実習Ⅰ」「マタニ

ティサイクル助産ケア基礎実習Ⅱ」「マタニティサイクル助産ケア基礎実習Ⅲ」「マタ

ニティサイクル助産ケア統合実習Ⅰ」「マタニティサイクル独立助産実習」「マタニテ

ィサイクル助産ケア統合実習Ⅱ」であり、必修 20単位である。 

専門職大学院として指定規則以外の科目として、発展・展開科目の４科目「性教育」

「ウィメンズヘルス」「子育て支援」「国際助産」があり、講義（必修４単位）、演習（選

択必修１単位）あるいは実習（選択必修２単位）を行っている。さらに、特別統合研究

科目に特別統合課題研究が必修１単位ある。 

 

２）助産教育分野 

2015 年度以降入学生より、助産教育分野に特化した授業科目の割合を増やし、助

産専門科目および教育科目の２群で構成した。 

（１）助産専門科目 

助産教育分野の教育目標（１）～（４）を達成するために構成されている。 

「概念形成」「助産教育技術」「助産ケア特論・実践」「助産機能」「発展・展開」で

構成されている。これらの科目のうち、助産教育分野で教育指導者を目指す学修者

が、助産の高度専門職業人である助産師を育成する上で重要と考えられる科目を“助

産教育科目”と位置づけ必修科目とした。 

「概念形成」では、専門職実践の科学である助産学の構造・機能を含む最新情報

および専門職・教育者に求められる高い倫理性を学ぶ３科目を“助産教育科目”と

位置づけ、合わせて出産と女性への理解を深める科目を学ぶ。 

「助産教育技術」は、人間関係形成の基本となる知識・技法、助産ケアの対象者へ

の教育指導の理論・技法を学び３科目を“助産教育科目”と位置づけ、合わせて女性

の体を理解し診察技術を学ぶ。 

「助産ケア特論・実践」では、自然出産へのケアを自律して実践する助産院での

助産師本来の業務を学ぶ３科目を、実践を含めて“助産教育科目”と位置づけ、合わ

せて母児のハイリスク等について学ぶ。 

「助産機能」では、地域において助産院を自律して経営・業務管理を学ぶ１科目

を“助産教育科目”と位置づけ、合わせて病院での助産業務管理、母子保健活動の行

政面について学ぶ。 

「発展・展開」では、女性の生涯に通じた性と生殖の健康支援の担い手としての

助産師の役割を学ぶ「性教育」「ウィメンズヘルス」「子育て支援」および「国際助産

学」を選択履修できる。 

（２）教育科目 

教育科目は、「助産・看護教育」、「特別統合研究」で構成される。 

助産・看護教育科目は、１年前期から後期にかけて「教育概論」で看護と助産分野

における看護系専門職教育の歴史と、教育とは何かを学び、「教育計画の原理と展開」、

「教授学修法の理論と展開」、「教育評価」では、教育カリキュラム構成、教授学修法
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から評価の過程について、それぞれ講義と共に演習科目を含めて学修、加えて「教

育機関の運営と評価」を学ぶ。 

また、２年次の「助産教育」科目では、学内での助産学の授業に向け、教員からの

助言指導を受け、演習した上で実際に基礎分野院生の授業を担当する。「臨地助産教

育」科目は、臨地実習現場において基礎分野の院生のマタニティサイクル基礎実習

の実習指導を実践することを通して学ぶ。 

特別統合研究では、教育者としての専門職における研究の意義とエビデンスの活

用を学び、さらに助産師教育に関連した課題を選び、課題探求の計画を立て実施す

る。 

 

（根拠となるデータ） 

□履修要項（資料番号 3-2） 

□授業概要（資料番号 3-3） 

 □授業時間割表（資料番号 4-1） 

 

（優れた点及び改善を要する点等） 

 保健師助産師看護師学校養成所指定規則にある 28 単位を大きく上回る修了要件単

位が 56単位であること、すべての科目が、助産独自の内容で構成されていることは女

性の健康や周産期ケアをコアに母子保健の専門家である助産師養成の面から優れてい

る。 

また、助産師として優れた臨床家を養成することを目的に、臨地実習からの学修に

重点をおき、助産学実習を 20 単位と指定規則の約２倍設けていることで、妊娠期、出

産期、産褥・新生児期における主体的で自立したケアの実践を可能にしている。 

 指定規則にはない独自の発展・展開科目４コースを設け、各科目の総論は必修とし、

女性の生涯を通じた健康支援および国内外における助産師の活動について学修機会を

設けていること。さらに、院生の将来への関心から１コースを選択し、演習や実習で

学修を深められることは、ユニークな点である。  

 

 マタニティサイクル助産ケア基礎実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲおよびマタニティサイクル助産ケ

ア統合実習Ⅰの臨地実習では、実際の単位を上回る実習時間になることが多い。また、

特別統合課題研究においても、科目単位を大きく上回る時間を要している。実習なら

びに研究に必要な学修時間と単位の整合性が取れるよう改善が必要である。 

 必修科目および必修単位数が多いことは、院生の主体的な自己学修時間に制約を生

じている、との意見がある。院生の学修に要する個別的配慮、個々の院生の関心にあ

わせた科目選択の余地、必修科目と選択科目のバランスを見直すことで院生の主体的

な学修時間確保のための改善を図っていきたい。 

 

基準 ２－１－２ 

カリキュラム編成においては、授業科目が必修科目、選択必修科目、選択科目等

に適切に分類され、学生による履修が系統的・段階的に行えるよう適切に配置され
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ていること。 

また、学生に対して、授業の内容・方法、履修要件等について、シラバスを通じ

てあらかじめ明示されていること。 

 

（現状と評価） 

１）助産基礎分野 

各授業科目を必修科目、選択必修科目、選択科目に分類している。 

助産基礎分野の必修科目として、基礎科目は、概念形成３科目、専門基礎９科目、

助産機能５科目である。実践専門科目群では、マタニティサイクル助産ケア８科目、

マタニティサイクル助産ケア実践６科目である。発展・展開科目は、子育て支援論Ⅰ、

性教育Ⅰ、ウィメンズヘルスⅠ、国際助産学Ⅰである。さらに、特別統合研究科目の

特別統合課題研究から成る。 

選択必修科目である発展・展開科目は、子育て支援論Ⅱおよび演習、性教育Ⅱおよ

び実習、ウィメンズヘルスⅡおよび演習、国際助産学Ⅱおよび実習と４コースより構

成され、そのうち１コースを必修選択としている。 

選択科目は、基礎科目の概念形成１科目、助産機能１科目である。 

履修の系統的・段階的な配置については、１年次前期には、基礎科目、実践専門科

目の講義・演習を終え、マタニティサイクル助産ケア基礎実習を行っている。後期に

はハイリスク助産学、助産研究方法等の授業後、妊娠期から産褥期まで個別的に継続

して関わるマタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅰを配置している。２年次では、助

産院における助産実践の学修から助産師としての職業倫理を基に自律した助産ケアを

目指す。さらに発展・展開科目で女性の生涯を通じた性と生殖の健康支援の担い手と

しての助産師の役割について深く学ぶ。さらに、特別統合課題研究にて各自の課題か

ら、より質の高い助産ケアに向けて学際的・包括的に探求する。このような段階的・

系統的に科目配置を行っている。 

授業の内容・方法・履修要件は、年度初めのガイダンス時に履修要項および授業概

要を用いて学生に説明を行っている。また、在学生は、大学ホームページから履修要

項および授業概要をいつでもどこからでも Web 上で閲覧することができる。 

 

２）助産教育分野 

助産教育分野については 2015 年に「教育科目の強化」「科目配置の順序性の見なお

し」を行い、カリキュラム改正を行った。これにより、教育分野においても以前より

系統的・段階的な履修配置となった。 

必修科目として、助産専門科目群は、概念形成３科目、助産教育技術３科目、助産

ケア特論・実践３科目、助産機能１科目である。教育科目群では助産・看護教育 12 科

目、特別統合研究の３科目が必修となっている。 

選択科目としては、助産専門科目の概念形成２科目、助産教育技術１科目、助産ケ

ア特論・実践３科目、助産機能３科目、発展・展開の４科目であり、選択科目の総計

13 科目のうち８科目以上を選択することとしている。 

授業の内容・方法・履修要件は、年度初めのガイダンス時に履修要項および授業概
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要を用いて学生に説明を行っている。また、在学生は、大学ホームページから履修要

項および授業概要をいつでも閲覧することができる。 

 

（根拠となるデータ） 

□履修要項（資料番号 3-2） 

□授業概要（資料番号 3-3） 

 □授業時間割表（資料番号 4-1） 

 

（優れた点及び改善を要する点等） 

教育分野の院生が助産の初学者である基礎分野院生とともに受ける科目として、助

産学概論や助産倫理・哲学などの授業がある。院生自身の助産師としての経験を踏ま

えた学修と同時に、初学者である基礎分野院生の理解や学修プロセスを実際に知る機

会になっている。このことは、将来、教育を志望している院生にとって有益である。 

 

基準 ２－１－３ 

各授業科目における授業時間等の設定が、単位数との関係において、大学設置基

準第 21 条から第 23 条までの規定に照らして適切であること。 

 

（現状と評価） 

本大学院における単位数は、大学設置基準第 21 条の規定に従い、講義を 15 時間、

演習を 30 時間、実習を 45 時間とする内容をもって構成している。 

１）基礎分野 

大学設置基準第 22 条の規定では、１年間に授業を行う期間は、定期試験期間を含め

て 35 週を原則とする、とされている。これに関して、本大学院では基礎分野において

は、１年次 42 週、２年次 40 週である。 

本大学院では、２学期制を採用しており、各期間の授業期間については、基礎分野

では１年次の前期 21 週、後期 21 週、２年次は前期 21週、後期 19 週である。 

さらに、大学設置基準第 23 条の規定にある各授業科目の授業は、10 週または 15 週

にわたる期間を単位として行うものとするについては、実習との関係上、特定の期間

において授業を行っている。 

２）教育分野 

教育分野においては、１年次 42 週、２年次 21 週である。各期間の授業期間につい

ては、１年次の教育分野前期 21 週、後期 21 週、２年次は 21 週である。 

さらに、大学設置基準第 23 条の規定にある各授業科目の授業は、10 週または 15 週

にわたる期間を単位として行うものとするについては、実習との関係上、特定の期間

において授業を行っている。 

 

（根拠となるデータ） 

□年次教育計画（資料番号 3-10） 

□授業概要（資料番号 3-3） 
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 □授業時間割表（資料番号 4-1） 

 

２－２ 教育方法 

基準 ２－２－１  

助産専門職大学院においては、授業・事例検討・実習または質疑応答・討議その

他の方法による少人数による双方向的あるいは多方向的な密度の高い教育を行うこ

とが基本であることに鑑み、同時に授業を行う学生数が適切な規模に維持されてい

ること。 

 

（現状と評価） 

本大学院の教育の特色は、院生が主体的に学び、相互の意見を交換し、ゆとりをも

って教育の場面で得た経験を思索する機会をもつことを重視している。さらに、専門

職として実践を重視する大学院であるので、講義・演習と臨地実習は理論が実践に統

合できるよう教育方法に配慮している。講義・演習においては、ロールプレイ、４～

５人のグループワークおよびプレゼンテーション、シミュレーション形式などの方法

を取り入れている。実習ではカンファレンスを定例化し、事例検討を行っている。 

 

教育方法は、以下のような特色を有している。 

１）少人数教育による教育 

授業や実習にあたり、院生はしばしば小グループを形成しグループワークを行う。

グループは目的によって構成メンバーを変えて行う。院生は学修を分担し、討議を通

して互いに得た知識や実践現場での学びを共有する。 

 

２）双方向教育 

双方向教育は、教員と院生、また院生同士の相互作用により知識の共有、クリティ

カルシンキング、思考力の強化、学修の新たな展開や発見を促すことを目的としてい

る。相互作用による学修効果を高めるため、多様な教育方法を用いて授業を行う。ま

た、実習においては、学生間で経験を共有し、知識と実践の統合を図るために、教員・

臨床指導者等の参加によるグループワーク、ワークショップ、カンファレンスなどを

行う。 

 

３）実習・インターンシップ 

助産基礎分野では、１年次の臨地実習として前期・後期あわせて 21週間の実習期間

を設け、病院・診療所の臨床現場において助産の基礎的知識・技術、助産師の役割を

学修する。また、２年次には助産院においてインターンシップ実習を行う。助産院に

おける助産ケアおよび助産師の役割機能と地域の特性・ニーズに対応した助産師活動

の実際、助産師の自律的活動の在り方を学ぶ。 

 

助産教育分野においては、助産教育現場での授業および臨床現場での実習指導のあ

り方を学ぶ。 
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４）実践例に基づく教育 

専門職として助産師の実践能力を高めるため、学内の講義・演習においては、臨床

事例多く活用し、事例を通して現象を分析・解釈する力を修得し、実践に応用する能

力を養う。また、臨地実習を通して、講義・演習で得た知識と実際の現象を関連づけ、

EBPM に基づいた助産ケアを行う能力を養う。 

 

５）メントーシップとプリセプターシップによる教育 

専門職者に必要な学修および学修態度の成長を図るため、きめ細やかな助言と支援

を行う方法として、メントーシップ制とプリセプターシップ制を取り入れている。 

メントーシップ制により、入学時から院生１人ひとりをメントーとなる専任教員が

担当し、学修進度を確認し、学生の専門職者としての自己課題の発見および成長に必

要な支持、方向付け、フィードバックなどの支援を行う。 

また、プリセプターシップ制では、臨地実習期間中に優れた実務経験を持つ臨床指

導者、実習指導教員、専任教員が助産実践の指導者として、また役割モデルとなるこ

とにより、院生の助産師としてのアイデンティティ形成や役割取得のための支援を行

う。 

 

（根拠となるデータ） 

□履修要項（資料番号 3-2） 

□授業概要（資料番号 3-3） 

□実習要項（資料番号 3-4） 

 

基準 ２－２－２ 

助産専門職大学院における授業は、次に挙げる事項を考慮したものであること。 

（１）効果的に履修できるような方法で授業を実施していること。 

（２）授業の効果を十分に上げられるよう、授業時間外における学修を充実させる

ための措置が講じられていること。 

 

（現状と評価） 

（１）効果的に履修できる方法 

年度初めに行うガイダンスで院生に授業概要の説明を行い、各科目の学修目標・

授業計画、準備学修の内容等を事前に示している。また、各科目の初回の授業にお

いて、科目担当教員は授業概要を用いて再度説明を行っている。 

授業の方法として、ロールプレイ、４～５人のグループワークおよびプレゼンテ

ーション、シミュレーション形式等によって院生が主体的にかかわるように配慮し

ている。また、教材については必読図書のほか、参考図書や母子に関するタイムリ

ーなトピックスを紹介している。シミュレーション形式の演習のために新たに開発

されたモデル教材等の新規購入を適宜行っている。視聴覚教材では、オーディオ装

置、OHC、PC、ビデオなどを活用し効果的な授業を工夫している。 
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（２）授業時間外における学修を充実させるための措置 

開設時より事前学修のためにモジュール学修を導入しており、入学直後のガイダ

ンスで「マタニティサイクル助産ケアⅠ、Ⅱ、Ⅲ 学修ガイド」を配布し、学生が主

体的に学修に取り組むように指導している。学修ガイドによる学修の進捗状況は、

授業や科目担当教員、メントー教員によって適宜行い、演習や実習中にも活用でき

るように個別に指導をしている。 

さらに、専任教員はオフィスアワーを設け、掲示公開し、院生の学修や生活の個

別相談等に十分に時間をとって面談できるようにしている。 

授業時間外の自己学修のための院生自習室には、院生数に合わせて PC とそれに付

随する設備、図書があり、22 時まで使用可能である。また、実習室には必要な設備・

備品が整えられ、いつでも使用可能である。 

学修のための図書は、助産研究科図書予算として学部や看護栄養研究科から独立

した予算があり、図書館司書からの情報も参考に教員が選定するほか、院生からの

希望を積極的に取り入れ、電子図書を含め図書の充実を図っている。また、実習中

は、通常より多い 10 冊の図書の貸し出しを受けられるとともに貸出期間についても

実習期間に合わせた長期貸出期間を設け、院生の学修に対応している。院生は図書

館司書から、いつでも文献検索やデータの入手方法について指導や助言を受けるこ

とができる。 

遠隔地での実習に際しては、学修支援として、大学情報処理室からノートパソコ

ンとプリンターの貸出を行っている。また、臨地実習では教員、実習指導教員との

連絡・報告・調整のため、院生数名（２～４名）に１台携帯電話を貸し出している。 

 

（根拠となるデータ） 

□授業概要（資料番号 3-3） 

□マタニティサイクル助産ケアⅠ・Ⅱ・Ⅲ 学修ガイド（資料番号 3-12） 

□オフィスアワー一覧（資料番号 3-6） 

□授業時間割表（資料番号 4-1） 

 

基準 ２－２－３ 

助産専門職大学院は、履修科目の履修登録の上限を設定し、学生が１年間または

学期毎に履修科目として登録する単位数の上限を定めていること。 

 

（現状と評価） 

本大学院においては、院生が１年間に履修科目として登録できる単位の上限を以下

のように定めている。 

認定単位を除き助産基礎分野は 34 単位、助産教育分野は 37 単位とする。ただし、

教育分野の２年次前期における履修科目として登録できる単位数の上限は 10 単位と

する。 
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（根拠となるデータ） 

□天使大学大学院助産研究科履修規程（資料番号 6-2-2） 

□履修要項（資料番号 3-2） 

 

２－３ 実習指導体制 

基準 ２－３－１ 

助産実習科目の履修については、助産専門職大学院の目的を達成するために必要

な実習の内容と方法が具体的に示されていること。 

 

（現状と評価） 

 基礎分野の臨地実習では、１年次に「マタニティサイクル助産ケア基礎実習Ⅰ・Ⅱ・

Ⅲ」、「マタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅰ」を、２年次には「マタニティサイク

ル独立助産実習」、「マタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅱ」を配置している。 

１年次前期の「マタニティサイクル助産ケア基礎実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」(９週間)では、妊

娠期、出産期、産褥・新生児期における基本的な知識・技術・態度を育成することに始

まる。各期の実習では、週４日間臨床で実際の妊産褥婦を対象としたケアを経験し、

ケースの情報収集から、アセスメント、ケア計画、評価までの助産過程の展開に必要

な知識・技術を獲得する。実習時間内に院生・教員・実習指導助産師とともに、情報交

換やケースカンファレンスを行っている。また、毎週金曜日を帰校日とし、学内で実

習施設の違いを超えてマタニティサイクル各期ごとのカンファレンスを持ち、ケース

からの学びを共有し、ディスカッションの中で、教員から現象の捉え方、アセスメン

トの視点、ケアのあり方などについての助言・指導を行っている。 

１年次後期の「マタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅰ」(12 週間)では、家族を含

め対象者を継続事例として受け持ち、継続的・統合的に理解した上で助産ケアの実践

能力の育成を図る。妊娠後期から１例の継続事例を受け持ち、出産期さらに産褥・新

生児期では母子家庭訪問、産後健診・児の１ケ月健診を通して、個別性に配慮したケ

アを展開する。院生は、継続して担当することで、母子をめぐる家族や社会も視野に

入れてかかわる必要性と社会資源の活用を学修する。さらに、院生は、この実習で出

産期から産褥・新生児期までの短期継続ケースを複数事例受け持つ。 

１年次の実習終了時点で、院生は妊婦健康診査および保健指導事例を 15 例以上、出

産期（分娩介助）事例を 10 例以上、入院中の産褥・新生児期事例８組以上のケアを経

験する。各実習の終了時には、学内において実習で経験したケースの報告会を行って

いる。院生各自が担当事例のケアを通しての学びと自己課題を整理し発表、院生間で

の学びの共有を図っている。 

２年次前期には、助産院における実習として「マタニティサイクル独立助産実習」

(６週間)がある。女性が持つ自然な出産ができる力を引き出し、安全安楽な出産をサ

ポートする開業助産師の自律した活動に触れて、助産師職に求められる倫理観や責任

について深く学ぶ。後期には、病院等で「マタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅱ」

（２週間）がある。この実習では、産褥期・新生児期の複数の母児を受け持ち、これま

での学びを統合し、個別性、ケアの優先順位を考えた助産ケアの能力を養う。また、

19



天使大学大学院助産研究科助産専攻 第２章 
 

助産チームのメンバーの一員としての役割、報告・連絡・相談や時間調整を意識し、

専門職業人となる前の自己課題を明確にする。 

 

教育分野の実習は、１年次後期に「独立助産実習」、２年次に「助産教育実習」「臨床

助産教育実習」を配置している。 

「独立助産実習」（６週間）では、開業助産院において、妊産褥期を連続したプロセ

スとして捉え、身体の自然な力や個別性を大切にした助産ケアを、開業助産師の実践

をモデルとして学び、助産師の専門性や自律について考察する。 

２年次の「助産教育実習」（１週間）は、特定の助産実践科目を選択し、カリキュラ

ムを構築し、その中の履修科目を選び、教科の内容と実施計画を作成する過程を学修

する。その上で（教授学修法演習で）作成した授業計画案による助産基礎分野の授業

を行う。「臨床助産教育実習」（２週間）は、基礎分野の院生のマタニティサイクル助

産ケア基礎実習の臨床指導に参加し、実習指導の実践を通して指導上の問題解決過程

を学修する。 

 

（根拠となるデータ） 

□実習要項（資料番号 3-4） 

 □天使大学大学院助産研究科パンフレット（資料番号 2-1） 

 

基準 ２－３－２ 

助産実習科目の履修に際しては、学生個々の能力レベルに応じた指導体制の配慮

がなされていること。 

 

（現状と評価） 

以下基礎分野の実習について述べる。 

１年次前期の「マタニティサイクル助産ケア基礎実習」前には、入学後の知識およ

び技術のチェックを行い実習への準備性を確認している。 

知識の確認としては、マタニティサイクル助産ケアⅠ・Ⅱ・Ⅲの各授業開始時に行

うプレテスト（各科目 50 問）に続き、実習開始１週間前にポストテスト（各科目 50

問）を行っている。テスト結果をもとに補習や再テストを行い実習に臨んでいる。 

妊婦健康診査・妊婦保健相談、分娩介助術等の技術についても、ロールプレイ、シ

ミュレーション等の演習を重ね最終チェックを行っている。 

科目担当教員やメントー教員等からの個々の院生の学修レベル、これまでのキャリ

ア等の背景を教員間で共有し、院生の実習配置および実習指導教員の調整を行ってい

る。 

後期の「マタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅰ」では、院生の知識・技術、コミュ

ニケーション能力などを踏まえ、効果的なグループダイナミックスを考慮した院生配

置を行っている。 

また、実習指導に困難が生じた院生に対しては、複数の教員（実習担当教員、メン

トー教員等）が相談面接を行い、より効果的な指導、アドバイスができる体制をとっ
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ている。 

２年次の前期・後期の実習はいずれもインターンシップ型の実習である。 

「マタニティサイクル独立助産実習」では、院生各自の学修進捗状況と院生の個別

の学修課題を考慮のうえ、メントー教員などの意見を参考に実習配置を行っている。

実習施設が遠隔地であることから、実習前オリエンテーションでは、実習内容・方法

等ほか、実習施設である各助産院についての情報、実習中の生活環境や体調管理等き

め細かな説明と助言を行っている。また、実習受け入れ側である助産院院長に対して

も、事前に実習に関する情報にとどまらず、院生の個別の背景（看護師経験の有無を

含む）等の情報提供をしたうえで実習打ち合わせを行っている。担当教員は、実習中

の相談連絡先を明確にし、実習開始１週目には、院生の主として生活や体調の確認を

行っている。３週目には教員と院生による中間カンファレンスを持ち、実習の進捗状

況や心身の健康管理、遠隔地での生活状況を把握し適宜助言を行い、必要に応じ実習

施設との調整、問題の把握と解決に努めている。さらに、実習最終日には、教員、助産

院院長（あるいは指導助産師）の出席のもと院生と終了カンファレンスを開催してい

る。 

「マタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅱ」では、原則として院生が１年次に実習

した施設に配置している。教員は、状況に応じて実習施設を巡回し、調整・対応がで

きる体制を整えている。また、終了カンファレンスには出席し、実習目標の達成状況、

院生の課題の明確化に助言指導を行っている。 

近年、コミュニケーションや人間関係構築を苦手とする学生も少なくない。授業や

実習、メントー面接等の機会を通して、内省や自己理解を促し、想像力を養い対象を

理解し配慮できるよう支援している。 

 

（根拠となるデータ） 

□実習要項（資料番号 3-4） 

 

基準 ２－３－３ 

助産専門職大学院は、実習科目を履修する実習施設に、助産専門職大学院の目的

を達成するために、１名以上の適切な指導能力を有する臨床指導者が配置されてい

ること。 

 

（現状と評価） 

 基礎分野の臨地実習にあたっては、各実習施設の臨床経験豊富な助産師が臨床指導

者として配置されている。 

さらに、１年次の「マタニティサイクル助産ケア基礎実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」および「マタニ

ティサイクル助産ケア統合実習Ⅰ」では各施設に専任教員および実習指導教員を配置

している。 

 教育分野の実習においては、専任教員および臨床専任教員が指導を担当している。 

   

（根拠となるデータ） 
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□実習要項（資料番号 3-4） 

 

基準 ２－３－４ 

各実習施設に同時に配置する学生数は、当該実習施設の規模に応じ、実習の目的

を達成するにふさわしい数であること。 

 

（現状と評価） 

 基礎分野の実習では、各実習病院・診療所の規模、分娩件数、他校の看護・助産学生

の実習期間等を考慮して施設看護責任者と相談し決定している。１施設に院生２～４

名の配置である。２年次の助産院の院生配置は１～２名である。 

教育分野の実習においても、１施設１～２名の配置を行っている。 

 

（根拠となるデータ） 

□実習要項（資料番号 3-4） 

□臨地実習配置表（資料番号 3-8） 

 

基準 ２－３－５  

助産専門職大学院では、実習施設および臨床指導者と連携をとり、実習内容の質

の向上に努めていること。 

 

（現状と評価） 

 病院等実習施設の看護責任者、臨床指導者には、各実習の開始に先立って、年４回

の臨床指導者会議を開催している。実習の目的や方法、実習までの学修進度、院生の

背景（看護師経験の有無、専門学校および大学卒業等）、院生指導上の配慮等について

説明し、実習施設ごとに打ち合わせを行っている。また、実習施設の分娩予約数の状

況や学生指導の体制等施設側と情報交換を行っている。 

実習中はカンファレンスを持ち、院生の学びと課題から臨床指導者と教員間で実習

指導の調整を行っている。実習終了後の会議では、臨床指導者や教員の実習評価のほ

か、院生による実習アンケート集計結果についても情報共有をはかり実習指導の向上

に役立てている。また､実習施設の臨床指導者・助産師、教員を対象に臨床指導者 FD 研

修を開催している。一方、助産院においては実習中に専任教員が２回巡回し、適宜必

要な実習調整にあたっている。東京・神奈川では２名の助産院院長（本学臨床専任教

員）が必要に応じて院生の相談等を受けている。 

  

臨床指導者 FD（対象：臨床指導者。実習指導教員、教員） 

年度 テーマ 講師 参加人

数 

2013 年 

学生中心の学修のためのパートナーとして   

－教師・リーダー・助言者と強固な基礎を

築く― 

リリー・シャー 22 名 
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2015 年 
効果的な実習指導のあり方 

－理論を通して－ 
近藤 潤子 21 名 

2016 年 
教育機関から始める看護の質と安全教育 

 
津田 万寿美 ７名 

2017 年 
想起の効用 

－出産プロセスを振り返る意義－ 
和田 サヨ子 27 名 

2017 年 

学生理解のための story telling 

―実習指導で伝わる教育 指導者の意識・

無意識― 

和田 サヨ子 11 名 

 

（根拠となるデータ） 

□臨床指導者会議議事録（資料番号 7-2） 

□臨床指導者 FD 記録（資料番号 7-3） 

 

基準 ２－３－６  

助産専門職大学院は、実習科目の目的に合致した助産活動を行っている実習施設

を確保していること。 

 

（現状と評価） 

 基礎分野の実習施設である病院・診療所においては、ローリスク妊産婦を主とした

診療所、ハイリスク妊産婦を多く受け入れている周産期医療センターなどの特徴があ

るが、院生が事例として担当できるローリスク妊産婦の数は確保できる施設である。 

また、高い助産技術を持ちレベルの高い助産ケアを提供しており、指導助産師は、

院生の適切な助産師モデルとなっている。助産院についても同様である。 

 

（根拠となるデータ） 

□実習要項（資料番号 3-4） 

  

２－４ 成績評価および修了認定 

基準 ２－４－１ 

学修の成果に係る評価（以下「成績評価」という）が、学生の能力および資質を

正確に反映するよう客観的かつ厳正なものとして行われており、次に掲げるすべて

の基準を満たしていること。 

（１）成績評価の基準が設定され、かつ、学生に周知されていること。 

（２）当該成績評価基準に従って、成績評価が行われていることを確保するための措

置がとられていること。   

（３）成績評価の結果が、必要な関連情報と共に学生に告知されていること。 

（４）期末試験を実施する場合は、実施方法についても適切な配慮がなされているこ

と。 
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（現状と評価） 

（１）成績評価の基準は、以下のとおりである。また、学生への周知については、入学

時オリエンテーションにおいて履修要項の「単位授与、成績評価」を提示し説明

している。履修要項については、院生は天使大学ホームページ上からいつでも閲

覧確認することができる。 

2015 年から、成績評語が４種から５種に改変となった。2014 年度入学生までの

ものと、2015 年度入学生に適応の評語基準を以下に示す。 

 

〈2014 年度以前入学生に適応〉 

成績はＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４種の評語を持って表し、Ａ，Ｂ，Ｃを合格とする。 

基準は次のとおりである。なお、既修得単位等の認定科目の成績評語は「Ｎ」で表す。 

成績評語 評 点 合格・不合格 

Ａ 100～80 点 合格 

Ｂ 79～70 点 

Ｃ 69～60 点 

Ｄ 59 点以下 不合格 

 

〈2015 年度以降入学生に適応〉 

 成績はＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ、Ｆの５種の評語を持って表し、Ａ，Ｂ，Ｃ、Ｄを合格とす

る。基準は次のとおりである。 

成績評語 評 点 合格・不合格 

Ａ 100～90 点 合格 

Ｂ 89～90 点 

Ｃ 79～70 点 

Ｄ 69～60 点 

Ｆ 59 点以下 不合格 

Ｈ 
・授業時間数 2/3 以上の出席を満たさない場合 

・休退学等の事由により評価不能な場合 

Ｎ ・既修得単位等の認定科目 

 

（２）授業科目の成績は、試験、出席状況及び学修態度等の結果に基づいて、科目担

当教員が総合的に判断している。 

   実習科目の成績については、実習目標の到達度、実習記録（提出物）、出席状況

に基づいて、総合的に判断している。なお、「マタニティサイクル助産ケア基礎実

習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」「マタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅰ」では、ルーブリック評

価表を用いている。ルーブリック評価表を用いた院生自己評価と教員評価の形成

評価を行い、評価の共有機会をもっている。これにより適切な最終評価となって

いる。実習の最終的成績は、実習を直接指導した教員だけではなく実習を担当し
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た専任教員全員による助産研究科評価会議を持って決定している。 

（３）成績結果は、試験または実習終了後の期末に院生に通知している。院生は、天

使大学ホームページの在学生用Ｔ-NAVI から最終成績を確認することができる。 

成績結果に対する異議申し立て期間を、通知後１週間設けている。成績結果に

対する異議がある場合は、授業担当教員に直接申し出て説明を受けることができ

る。授業担当教員の説明に納得がいかない場合には、「授業科目の成績評価に対す

る院生の意見申出書」を大学院教務委員会に提出する。申し出た内容に対する結

果は、教務委員長から院生に連絡される。 

その他、病気等やむを得えない事由で科目試験を受験できなかった場合の追試

験や単位認定に必要な評点に達しなかった場合の再試験の期間について、試験日

程告示と共に助産研究科院生専用掲示板および T-NAVI にて通知している。 

（４）期末試験期間については、年度初めに提示される学事歴および授業時間割に示

されている。院生は、事前に授業概要によって期末試験の該当科目か否かを知る

ことができる。期末試験の詳細については、助産研究科教務委員会で決定後、助

産研究科院生専用掲示版および T-NAVI で通知される。 

 

（根拠となるデータ） 

□履修要項（資料番号 3-2） 

□授業概要（資料番号 3-3） 

 

基準 ２－４－２ 

学生が在籍する助産専門職大学院以外の機関における履修結果をもとに、当該助

産専門職大学院における単位を認定する場合は、当該助産専門職大学院としての教

育課程の一体性が損なわれていないこと、かつ厳正で客観的な成績評価が確保され

ていること。 

 

（現状と評価） 

 天使大学大学院助産研究科学則第 26 条「単位認定」では、教育上有益と認めるとき

は、学生が入学する前に他の大学院において修得した単位及び科目等履修生の制度に

より修得した単位を本研究科の課程修了の要件となる単位として認定することができ

る、とし、天使大学大学院助産研究科履修規定第 16 条で「入学前の既修得単位等の認

定」で認定できる単位は 15 単位以下、修了年限の短縮は行わない、とする規定がある。 

尚 2013年～2017 年までに該当する学生はない。 

 

（根拠となるデータ） 

□天使大学大学院助産研究科学則（資料番号 6-2-1） 

□履修要項（資料番号 3-2） 

 

基準 ２－４－３  

助産専門職大学院の修了要件は、専門職大学院設置基準の定めを満たすものであ
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ること。この場合において、次に掲げる取り扱いをすることができる。 

（１）教育上有益であるとの観点から、他の大学院において履修した授業科目につ

いて修得した単位を助産専門職大学院が修了要件として定める 30 単位以上の単

位数の二分の一を超えない範囲で、当該助産専門職大学院における授業科目の履

修により修得したものとみなすこと。 

（２）教育上有益であるとの観点から、当該助産専門職大学院に入学する前に他の

大学院において履修した授業科目について修得した単位を、（１）による単位と合

わせて助産専門職大学院が修了要件として定める 30 単位以上の単位数の二分の

一を超えない範囲で、当該助産専門職大学院における授業科目の履修により修得

したものとみなすこと。 

 

（現状と評価） 

 本大学院助産研究科学則第 26 条（単位認定）および助産研究科履修規定第 16 条（入

学前の既修得単位等の認定）で次のように定めている。 

 

天使大学大学院助産研究科学則第 26 条（単位認定） 

教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に他大学院において修得した単位及

び科目等履修生の制度により修得した単位を本研究科の課程修了の要件となる単位と

して認定することができる。認定することができる単位数は、15 単位を超えないもの

とする 

 

天使大学院助産研究科履修規定第 16 条（入学前の既修得単位等の認定） 

本研究科入学前に他の大学院において履修した授業科目の修得単位は、本研究科の

履修とみなし修了要件単位とみなすことができる。認定できる単位は 15 単位以下とす

る。 

 

（根拠となるデータ） 

□天使大学大学院助産研究科学則（資料番号 6-2-1） 

□天使大学大学院助産研究科履修規程（資料番号 6-2-2） 

□履修要項（資料番号 3-2） 

 

基準 ２－４－４ 

教育内容および方法の改善を図るために、組織的な研究および研修を継続的かつ

効果的に行う体制（FD 体制）が整備され、実施されていること。 

また、学生および教員による授業評価が組織的に実施されていること。学生によ

る授業評価、教員評価等を総合的に判断し、その結果を教育の改善につなげる仕組

みが整備されていること。 

 

（現状と評価） 

・組織的な研究および研修 
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教育内容および方法の改善を図るために大学教員を対象に１年に１～２回の FD

を年間計画として実施している。また、助産研究科内 FDを適宜、企画、実施してい

る。 

・授業評価と教育改善に向けた仕組み 

科目の最終授業後には、院生による授業アンケートを実施している。集計結果は、

院生の自由記載コメントとともに科目担当教員に返され、結果をもとにした教員評

価を記載するとともに、今後の授業の改善・工夫に役立てている。また、必要があれ

ば学生のコメントへ回答も合わせて記載している。これらの結果については、院生

は閲覧ができる仕組みである。 

 

2013 年度から 2017 年度のＦＤ研修会 

2013 年度 

・授業評価（大学 FD） 

・ICM の専門職助産師教育のためのモデルカリキュラムと本大学院

助産研究科カリキュラム（助産研究科内 FD） 

2014 年度 

・総合カリキュラム編成の実際（大学 FD） 

・実習目標・内容の検討（助産研究科内 FD） 

・統合実習Ⅰルーブリック評価の作成（助産研究科内 FD） 

2015年度 

・パフォーマンス評価（大学 FD） 

・実習目標・内容の検討（助産研究科内 FD） 

・基礎実習ルーブリック評価の作成（助産研究科内 FD） 

2016年度 

・学生の能力を最大限に引き出す支援－合理的配慮の視点から－

（大学 FD） 

・３つのポリシー策定の意義と一貫性構築手法（大学 FD） 

2017 年 

・学生の能力を最大限に引き出す支援－合理的配慮の視点から－  

Parｔ２（大学 FD） 

・最近の大学生の姿と学生対応―グループワークにおける学生に受

け入れやすい指導―・学生の能力を最大限に引き出す支援－合理

的配慮の視点から－（大学 FD） 

・カリキュラムの見直し（助産研究科 FD） 

・見直し喜びの教育－看護における自己を知ることの意味－（助産

研究科 FD） 

・実習評価表の見直しと検討（助産研究科 FD） 

  

（根拠となるデータ） 

□授業評価アンケート報告書（資料番号 3-5） 

□臨床指導者会議議事録（資料番号 7-2） 

□臨床指導者 FD 記録（資料番号 7-3） 

□天使大学 FD 研修会資料（資料番号 7-4） 
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第３章 入学者選抜 

１ 基準ごとの分析 

３－１ 入学者選抜 

基準 ３－１－１ 

助産専門職大学院は、入学者選抜について、公平性、透明性、多様性の確保を前

提とし、助産専門職大学院の理念・目的に照らして、適切な選抜方針、選抜基準お

よび選抜手続きを明確に規定し、公開していること。 

 

（現状と評価） 

本研究科に設置された入試広報委員会では、「天使大学大学院助産研究科校務分掌規

程」に基づき入学者選抜の基本方針、学生募集要項、入学者選抜試験の実施及び広報

活動に関わる業務を担当している。構成員は学長が任命する委員長をはじめとする若

干名である。 

 本委員会では、入学者選抜に関する公平性、透明性、多様性を確保するために、出

願希望者やステークホルダーを対象に、建学の精神、教育目的、アドミッション・ポ

リシー、カリキュラム、教育方法、臨地実習、学費、入学者選抜（入学定員、募集人

員、出願資格、入試日程、入試科目・時間等）等に関する広報を大学案内パンフレッ

ト、学生募集要項、天使大学ホームページ、看護系・助産系の専門誌への掲載広告、オ

ープンキャンパス等を通じて行っている。 

入学者選抜試験の入学定員、募集人員、出願資格、入試日程、入試科目・時間等につ

いては、大学案内、学生募集要項に明記し、天使大学ホームページに掲載している。 

また、出願資格について、基礎分野の推薦入学試験、一般入学試験、社会人入学試

験、教育分野の入学試験、それぞれの特徴と共にオープンキャンパス時に具体的に説

明している。さらに適宜、電話による問い合わせ等の相談に応じている。特に社会人

入学試験と教育分野の入学試験希望者には、入学後の就業継続は困難であることも合

わせて説明している。 

 

助産研究科 アドミッション・ポリシー 

１.「愛をとおして真理へ」という建学の精神のもと、女性を支え、生命を育む助

産師になることを強く希望する人 

２．論理的思考ができる人 

３．共感的なコミュニケーションができる人 

４．助産師としての実践能力をもち、自律を志向する人 

５．大学院助産研究科助産専攻（専門職学位課程）で主体的に学修する意欲を備え

た人 

６．《助産教育分野》自らが助産実践能力を備えており、優れた助産師の育成を志

向する人 
 

（根拠となるデータ） 

□大学パンフレット（資料番号 2-1） 
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□学生募集要項（資料番号 1-1） 

 

基準 ３－１－２ 

入学者選抜にあたっては、助産専門職大学院において教育を受けるために必要な

入学者の能力等が適確かつ客観的に評価されていること。 

 

（現状と評価） 

 助産研究科の両分野においてアドミッション・ポリシーに適合した人物を受け入れ

るために、学力と人物を総合的に評価して合否を判定する入学者選抜制度を採用して

いる。 

具体的には、助産基礎分野は入学定員 30名で、推薦入学試験、一般入学試験（前期

試験・後期試験）、社会人入学試験（看護師経験３年以上の者）を実施し、試験科目と

して、推薦入学試験が小論文試験及び個人面接試験、一般入学試験が学科試験「専門

科目（母性看護領域）」、小論文試験及び個人面接試験、社会人入学試験が小論文試験

及び個人面接試験とする多様な入試形態を採っている。 

助産教育分野については入学定員を 10 名として前期試験・後期試験を実施し、試験

科目として小論文試験（120 分）、個人面接試験を課している。 

いずれの分野でも試験ごとに入試広報委員が協議の上で出題方針を決定し、さらに

出題者、入試広報委員長、学長が出題に関する点検・校正を行うなど適正な出題に向

けた体制を整えている。 

公平性の担保については、個人面接試験では面接員を複数配置し、小論文試験にお

いても２名が採点している。 

合否判定にあたっては、助産研究科の合否判定基準に則り、入試広報委員会及び助

産研究科教授会において、各試験の点数を総合的に評価している。 

 

（根拠となるデータ） 

□学生募集要項（資料番号 1-1） 

□大学パンフレット（資料番号 2-1） 

 

基準 ３－１－３ 

入学者選抜が入学者選抜の基準および手続きに従って実施されていること。 

 

（現状と評価） 

入学者選抜当日は、学長を本部長とし、入試広報委員長、研究科科長、事務局長、事

務局次長、入試・広報室員等で構成される入試実施本部が、学生募集要項及び試験実

施要領等に基づいて、準備から実施まで適切な運営にあたっている。 

合否判定については、３－１－２で前述したとおり、合否判定基準に基づいて学科

試験、小論文試験、個人面接試験の点数を総合的に評価し、入試広報委員会が作成し

た合否判定案を、教授会で審議をして機関決定している。 

また、合否判定について、助産研究科独自の「合否判定基準」を毎年見直し、必要時
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には教授会での審議を経て変更をして実施している。 

 

（根拠となるデータ） 

□学生募集要項（資料番号 1-1） 

 

基準 ３－１－４ 

学生の受け入れ方針・選抜基準・選抜方法等の学生受け入れのあり方について、

恒常的に検証する組織体制・システムが確立されていること。  

 

（現状と評価） 

入試広報委員会が、毎年度、入学者選抜の選抜基準や選抜方法等の点検・評価を行

い、2017 年度に出願書類の一部改正を行うなど検証する組織体制が構築され、機能し

ている。 

 

（根拠となるデータ） 

 □天使大学大学院助産研究科校務分掌規程（資料番号 6-3-3） 

 

（優れた点及び改善を要する点等） 

助産研究科入試広報委員会が設置され、入学者選抜及び広報活動に関する企画、実

施、点検評価等を行っている。また、入学者選抜においては、推薦入学試験、一般入学

試験（前期試験・後期試験）、社会人入学試験などの選抜制度を導入し、合否判定基準

に則って、学科試験、小論文試験、個人面接試験の点数を総合的に評価し、適正な判

定を行っている。 

こうした多様な選抜制度によって、アドミッション・ポリシーに適合した人材を選

抜することが可能となっている。 

また、複数名による出題の校正や実施要領に基づく運営等によって、これまでミス

のない入学者選抜が行われてきた。 

今後は、合否判定基準などをこれまでと同様に継続的に点検評価し、さまざまな変

化に適応した入学者選抜を行うことが求められる。 

入学者選抜方法の基礎分野、「社会人入学試験」の出願資格の内容として、入学後の

就業継続は困難であることが周知されるような工夫が必要である。 

 

３－２ 収容定員と在籍者数 

基準 ３－２－１ 

助産専門職大学院の在籍者数については、収容定員に対して著しい欠員ないし超

過が恒常的なものにならないよう対応等が講じられていること。 

 

（現状と評価） 

過去５年間の収容定員充足率について、助産基礎分野は 0.48～0.77、助産教育分野

は 0.15～0.40 であり、両分野ともに 2015 年度からの３年間は低下傾向が続く厳しい
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状況となっている。 

 こうした現状を踏まえて、入試広報委員会では、オープンキャンパスコンテンツの

充実（模擬母親学級、体験型施設見学）、web サイトへのオープンキャンパス撮影動画

や修了生インタビューの掲載、病院・施設・看護大学等への広報資料送付の充実、助

産雑誌等への広告の掲載、メールマガジンの配信、本学看護栄養学部看護学科全学年

を対象とした説明会の実施など広報活動を強化している。 

 また、2017 年度から公益社団法人全国助産師教育協議会「助産師教育における将来

ビジョン 2015」を充足する教育機関であることも併せてアピールしている。 

 

□収容定員と在籍者数の比率(各年度とも５月１日現在) 

助産基礎分野 

年度 項目 1年次 2年次 計 

2013 

入学定員・収容定員(A) 30 30 60 

在籍者数(B) 20 19 39 

定員と在籍者数の比率（B/A） 0.67 0.63 0.65 

2014 

入学定員・収容定員(A) 30 30 60 

在籍者数(B) 23 23 46 

定員と在籍者数の比率（B/A） 0.77 0.77 0.77 

2015 

入学定員・収容定員(A) 30 30 60 

在籍者数(B) 21 21 42 

定員と在籍者数の比率（B/A） 0.70 0.70 0.70 

2016 

入学定員・収容定員(A) 30 30 60 

在籍者数(B) 12 18 30 

定員と在籍者数の比率（B/A） 0.40 0.60 0.50 

2017 

入学定員・収容定員(A) 30 30 60 

在籍者数(B) 16 13 29 

定員と在籍者数の比率（B/A） 0.53 0.43 0.48 

 

（根拠となるデータ） 

 □志願者・合格者・入学者数の推移（基礎データ表 9） 

 □学生定員及び在学学生数（基礎データ表 8） 

 

（優れた点及び改善を要する点等） 

 学費負担の少ない近郊の国立大学専攻科（１年課程）への進学者が多いことや、全

国各地で助産師を養成する大学院が増加するなど競争環境が厳しい状況の中で、学費

負担が大きな２年課程の私立大学大学院である本研究科に、北海道内外からの一定数

の志願者数がいることは、専門職大学院としての本学の理念や特徴への理解者がいる

ことを示している。 

 学生獲得が年々厳しくなる中で、本学大学院助産研究科の広報活動においては、日
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本で唯一の「助産師と助産教育者を養成する専門職大学院」としての理念、１年課程

との比較における教育の差異、優位性、必要性などを１つひとつの機会を通して伝え

る活動を積み重ねることが重要である。また、現状の在籍者数を踏まえた、収容定員

数の検討が必要である。 
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第４章 学生への支援体制 

１ 基準ごとの分析 

４－１ 学修支援 

基準 ４－１－１ 

 学生が在学期間中に助産専門職大学院課程の履修に専念できるよう、また、教育

の成果をあげるために、助産専門職大学院の目的に照らして、履修指導、相談や助

言体制の整備が十分になされていること。 

  

（現状と評価） 

 入学時並びに学年の初めに、カリキュラムポリシーと共に教育課程と履修要項を提

示し、専任教員と教務課員（カリキュラム担当者）によるガイダンスを行っている。

ガイダンスでは、専門学校卒業生で、履修登録などになじみの薄い院生に配慮し、履

修モデルの提示や授業概要の見方・活用について具体的な説明を行なっている。院生

は、看護大学を卒業してきた者、看護師の臨床経験のある者等、出身校や年齢、社会

経験等、背景は様々である。授業科目の準備、課題や実習への適応の支援については、

その背景の違いを考慮した個別の対応を行っている。 

また、入学から修了まで、メントー教員を中心に院生個々に合わせた履修指導や学修

相談、特に実習の前後に面談を行い、院生の学修支援を行っている。さらに実習にお

いては、２～４人の院生に専任教員と実習指導教員をプリセプターとして配置し、遠

隔地での実習においても院生一人ひとりの学修・生活支援にあたっている。 

 教育分野の院生に対しては、助産師としての臨床経験を尊重し、その知識や助産実

践を活かせるよう、課題レポート等で確認している。教育分野の院生も同様にメント

ーシップを取り入れ、担当教員が学修と生活両面の相談・支援を行っている。 

 

（根拠となるデータ） 

□助産研究科オリエンテーションスケジュール（資料番号 3-11） 

□履修要項（資料番号 3-2） 

□授業概要（資料番号 3-3） 

□実習要項（資料番号 3-4） 

□学生生活ガイドブック（資料番号 3-1） 

□2017 年度メントー教員配置表（資料番号 3-13） 

 

（優れた点および改善を要する点等） 

 院生への支援体制として、学修については、専任教員と教務課員（カリキュラム担

当者）と常に連絡・相談をしながら、講義、実習において院生のより良い学修環境の

調整・整備に努めている。講義や実習に少人数制、院生と教員による双方向教育を行

い、メントーシップとプリセプターシップを導入することで、院生個々人に合わせた

教育を行なっている点は優れていると考える。改善を要する点は、ディプロマ・カリ

キュラム・アドミッションの３つのポリシー（2017 年度に検討し 2018 年度に提案）に

ついての再検討を重ねていくことで、より一層の教育成果を上げることが期待できる。 
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４－２ 生活支援 

基準 ４－２－１ 

 学生が、在学期間中に助産専門職大学院課程の履修に専念できるよう、学生の経

済的支援及び修学や学生生活に関する相談・助言や支援体制が整備されていること。 

 

（現状と評価） 

 院生の経済的支援体制として、本学独自の奨学金、「天使大学奨学金」と「天使大学

同窓会奨学金」を設けている。学外の奨学金としては、日本学生支援機構をはじめ、

北海道看護職員養成修学資金、日本助産師会等の奨学金制度について、助産研究科の

大学案内を通してと入学時ガイダンスの中で紹介している。また、地方公共団体や出

身地の就職予定の施設から奨学金を受けている者もいる。院生にとっては、在学中の

就学資金が得られ、さらに就職先が内定していることから安心して学修に打ち込めて

いるようである。助産学生への奨学金を出している施設（北海道厚生連等）の紹介も

行っている。 

 学生生活の支援としては、メントー教員と学務課学生担当職員並びに教務担当職員

が修学や生活上の相談・助言を行っている。また、院生全員が日本看護学校協議会共

済会の保験、「Will」に加入し、登下校を含め学内と実習中の事故や過失による破損等

から院生の負担が無いようにしている。 

 

（根拠となるデータ） 

□学生募集要項（資料番号 1-1） 

□大学パンフレット（資料番号 2-1） 

□学生生活ガイドブック（資料番号 3-1） 

□奨学金給付・貸与状況（基礎データ表 11） 

 

基準 ４－２－２ 

 学生の健康相談、生活相談、各種ハラスメントの相談等のために、保健センター、

学生相談室を設置するなど必要な相談・助言体制が整備されていること。 

 

（現状と評価） 

 院生の健康相談、生活相談については、保健相談室に保健師１名、学生相談室に臨

床心理士１名が常駐し、対応している。両相談室の本研究科院生の利用は少ないもの

の健康診断結果や予防接種の履行状況を把握することで、院生の健康管理に努めてい

る。 

 定期健康診断を入学時（１年次生）と新学期の始め（２年次生）に行っている。１年

次生については、四種抗体価と HBs 抗体価検査を実施し、抗体価検査結果が陰性だっ

た者には、予防接種や抗体価獲得の確認検査の勧奨を行っている。さらに「保健室だ

より」を定期的に発行し、健康に関するトピックス、季節ごとの健康に関する注意事

項や実習中の健康管理等、学生生活の状況に応じた健康管理の助言・喚起を行ってい
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る。 

年２回、「健康管理運営委員会」がもたれており、院生の心身の健康状態についての

検討・報告が行われている。 

休学等で、継続してフォローが必要な院生には、プライバシーの保持に努めながら、

学務課員と協力して、面談等の支援を行っている。 

 各種ハラスメント対策については、「天使大学キャンパス・ハラスメントの防止と解

決に関する規程」を定め、天使大学キャンパス・ハラスメント対策委員会を設け、防

止の体制を整えている。各教員には、対策委員会作成の「天使大学キャンパス・ハラ

スメント相談員のための対応マニュアル」が配布されている。 

年に２回、「ハラスメント」に関する講演会を行っている。さらに相談員（教員の中

から選抜）に向けての研修会を実施している。 

 

（根拠となるデータ） 

□学生生活ガイドブック（資料番号 3-1） 

□学生相談室・保険相談室活動報告（資料番号 3-9） 

□天使大学キャンパス・ハラスメントの防止と解決に関する規程（資料番号 6-7-2） 

□天使大学キャンパス・ハラスメント相談員のための対応マニュアル（資料番号 12-3） 

 

基準 ４－２－３ 

 学生の能力および適正、志望に応じて、主体的に助産の専門家としての進路を選

択できるように、必要な情報の収集、提供、および指導・助言体制が整備されてい

ること。 

 

（現状と課題） 

  院生が、自己の能力、適性、志望に合わせて、進路・就職先を選択できるように、

学年の始めに学務課就職係と就職相談室の相談員がガイダンスを行い、「就職活動ガイ

ドブック」を配布している。さらに就職の面接に活かせるような「マナー講座」も行

っている。 

就職相談室には、専任の相談員が常駐し、適宜、相談に応じている。就職相談室で

は、全国の医療機関からの助産師の求人情報を整理し、ファイリング管理している。

また、メントーはじめ各教員も助産（産科）に関する施設の情報提供を行い、相談に

応じている。基礎分野、教育分野の院生共にほぼ希望した医療機関ないしは教育機関

に就職しており、就職率は 100％である。 

 

（根拠となるデータ） 

□就職活動ガイドブック（資料番号 13-1） 

□修了生の進路状況（基礎データ表 3-①） 

 

（優れた点および改善を要する点等） 

 各奨学金は、約半数の者が受けている状況である。例年、１～２名の成績優秀者は、
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日本学生支援機構奨学金の全額ないしは半額免除となっている。 

在学中の経済的支援としてはまだ不十分な点も残されており、特に給付型の奨学金が

受給できるようにすることが今後の課題である。 

 日本看護学校協議会共済会の保験、「Will」に関しては、実習中のインフルエンザ感

染等についても本人の治療費と合わせて接触者への予防投薬料についても保険の適応

となり、院生の負担軽減となった例がある。 

 保健相談室、学生相談室との連携をとることで、院生の心身の健康状態の把握と対

応についての支援体制が整えられている。 

 ハラスメントについても各教員へは、研修会やマニュアルの配布、院生へは研修会

や相談窓口を設ける等の体制整備ができている。 

修了後の進路相談や就職先の情報について、就職相談室の利用の紹介を含め、メン

トー教員がいつでも相談に応じることができる体制である。 

これまで、13 回生、267 名が修了している。今後は、修了生に向けて、就職後の職

場への適応状況や専門職助産師としての能力評価などの調査を行っていく必要がある。 
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第５章 教員組織 

１ 基準ごとの分析 

５－１ 教員の資格と評価  

基準 ５－１－１ 

助産専門職大学院においては、各研究科および専攻の種類ならびに規模に応じて、

教育上必要な教員が置かれていること。 

 

（現状と評価） 

高度な専門職業人としての助産師を育成するために、15 名の教員を配置している。

専任教員の内訳は、教授 12 名、助教３名である。この他に非常勤講師 27 名を配置し

ている。 

教授 12名は、国内および海外の助産教育を長年行ってきた教授、天使大学大学院看

護栄養学研究科で栄養学専攻院生を指導している教授４名、助産院開業が 25 年以上の

臨床専任教授が３名、国内で助産・看護教育を長年行い、妊産褥婦の心理・社会面の

研究・教育の第一人者の教授、専門職大学院開設から在籍している臨床経験豊富な教

授３名である。 

 助教３名は、臨床経験豊富で、本大学院教育分野を修了した助教２名と、基礎分野

を修了し、臨床経験を経て、他の大学で看護教員を３年つとめた教員が１名である。

専任教員の８名は、カトリック専門職大学院の理念を、十分に認識し、教育目的・目

標を達成するために教育に専心している。 

 

（根拠となるデータ名） 

□教員組織（基礎データ表 13） 

 

基準 ５－１－２ 

基準５－１－１に規定する教員のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、そ

の担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる者が、専任

教員として専攻ごとに置かれていること。 

（１）当該専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者。 

（２）当該専攻分野について、高度の技術技能を有する者。 

（３）当該専攻分野について、特に優れた知識および経験を有する者。 

 

（現状と評価） 

専門職大学院設置基準第５条第３項では、「第１項に規定する専任教員のうちには、

文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、

高度の実務の能力を有する者を含むものとする」と規定されており、さらに専門職大

学院に関し必要な事項について定める件、第２条第１項では「専攻ごとに置くものと

される専任教員の数のおおむね３割以上は、専攻分野におけるおおむね５年以上の実

務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする。」と実務家教員について

規定し、第２項では「前項に規定するおおむね３割の専任教員の数に３分の２を乗じ
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て算出される数（小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する）の範囲内に

ついては、専任教員以外の者であっても、１年につき６単位以上の授業科目を担当し、

かつ、教育課程の編成その他の専門職学位課程を置く組織の運営について責任を担う

者で足りるものとする」となっており、いわゆるみなし専任教員（本大学院では臨床

専任教員）について規定している。 

  本大学院では、基準５－１－１について専任教員 15 名を次のとおり配置している。 

（１）当該専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者 

教授８名、助教３名  

（２）当該専攻分野について、高度の技術技能を有する者 

教授５名、助教３名 

（３）当該専攻分野について、特に優れた知識および経験を有する者 

教授８名、助教３名の計 11 名 

  

（根拠となるデータ名） 

□教員組織（基礎データ表 13） 

□天使大学大学院助産研究科教員選考委員会規程（資料番号 6-4-3） 

 □天使大学大学院助産研究科教員の採用及び昇任の選考に関する規程（資料番号 6-

4-2） 

 □天使大学大学院臨床専任教員内規（資料番号 6-4-4） 

 

 基準 ５－１－３ 

教員の採用および昇任に関しては、教育上の指導能力等を適切に評価するための

体制が整備されていること。 

 

（現状と評価） 

  教員を新たに採用する場合には、学長は採用者の専攻分野、職位、採用時期等の募

集の大綱を教授会に提案し、承認を得た後に本学のホームページおよび独立行政法人

科学技術振興機構の研究者人材データベース（JREC-IN）に登録し、公募を行っている。

公募を行うと同時に、学内では「天使大学大学院助産研究科教員選考委員会規程」に

基づいて、学長、研究科長、その他書類等研究業績を審査する教員３名以内で構成す

る教員採用候補者選考委員会を設置し、採用候補者の審査の準備を行っている。具体

的に採用候補者が出た場合は、採用までの審査手続きは次のとおりとなっている。 

（１）教員採用候補者選考委員会で採用候補者の履歴および研究業績を「天使大学大

学院助産研究科教員の採用及び昇任の選考に関する規程」に基づいて、審査を行

う。 

（２）審査の結果、教育・研究上本大学院の教員として適格であると判断した場合に

は、特別教授会（教授による教授会）に上程し、教授全員で採用の可否について

無記名投票を行う。採用を可とする者が、有効得票数の３分の２以上の得票数を

得た者を採用候補者として、学長は理事長宛上申する。 

（３）理事長は、採用について理事会に諮り、承認が得られれば採用予定者となり、
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理事長名で採用内定通知を送付する。 

（４）学長は直近の教授会に理事会の審査結果を報告する。 

 

 また、教員の昇任については、研究科長は一定の期限を定め、所属する教員の履歴

書、教育研究業績書その他必要な書類を収集し、学長と協議の上、昇任候補者がある

場合には、学長は毎年一定の時期に昇任手続の開始を教授会に発議する。発議と同時

に、採用時と同様に教員昇任候補者選考委員会を設置し、昇任候補者の審査の準備を

行っている。なお、具体的に昇任候補者が出た場合の審査・決定までの流れは、上記

（１）から（４）と同様の手続きとなる。 

 若手教員の採用については、助教の３名は、専門職大学院の基礎分野修了者１名、

教育分野修了者２名が入職した。 

教員平均年齢も 58．8 歳と５年前と同じ平均年齢であるということは、５歳若返り

が図れたと評価する。 

 

（根拠となるデータ名） 

□教員組織（基礎データ表 13） 

□天使大学大学院助産研究科教員選考委員会規程（資料番号 6-4-3） 

 □天使大学大学院助産研究科教員の採用及び昇任の選考に関する規程（資料番号 6-

4-2） 

□授業評価アンケート（資料番号 3-5） 

□臨床指導者 FD 記録（資料番号 7-3） 

□FD研修会資料（資料番号 7-4） 

  

５－２ 専任教員の配置と構成 

基準 ５－２－１  

助産専門職大学院には、専攻ごとに、平成 11 年文部省告示第 175 号の別表第一お

よび別表第二に定める修士課程を担当する研究指導教員の数の 1.5 倍の数（小数点

以下の端数があるときは、これを切り捨てる。）に、同告示の第２号、別表第一およ

び別表第二に定める修士課程を担当する研究指導補助教員の数を加えた数の専任教

員を置くとともに、同告示の別表第三に定める修士課程を担当する研究指導教員一

人あたりの学生の収容定員に４分の３を乗じて算出される収容定員の数（少数点以

下の端数があるときは、これを切り捨てる。）につき１人の専任教員が置かれている

こと。 

 

（現状と評価） 

 専門職大学院設置基準第５条第１項、同条第３項の規定に基づき定められた「専門

職大学院に関し必要な事項について定める件」の第１条（専攻ごとに置くものとする

専任教員の数）に基づいて、設置基準上の最低の人数を算出すると、15 名の専任教員

が必要とされており、本学はその基準を満たしている。しかし、本大学院は高度な専

門職業人の育成を柱としていることから臨地実習の科目・時間数が多く、また、修了
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の要件の取得単位数は 56 単位となっており、各教員の担当科目数・持ち時間数は決し

て少ないとは言えない。なお、具体的な各教員の授業担当科目、本時間数および教員

の年齢構成については、基礎データの表 14、表 15を参照願いたい。 

  

（根拠となるデータ） 

 □各教員の授業担当（基礎データ表 14） 

 □教員の年齢構成（基礎データ表 15） 

 

基準 ５－２－２ 

５－２－１で規定される専任教員は、専攻分野に応じた担当科目に配置されてい

ること。 

 

（現状と評価） 

 基準５－１－１で記載しているが、15 名の教員を専攻分野ごとにバランス良く配置

し、教育を実施している。 

15 名の教員は、専門職大学院設置基準の教育上または研究上の業績を有する教員と

して、教授８名、助教３名を配置しているが、うち教授７名、助教３名は合わせて高

度技能（５年以上の臨床経験）を有している。さらに、臨床専任教員３名（教授３名）

は助産院を経営し、特に優れた知識・技術および経験を有する等各々の教員が専攻分

野全体の授業科目を担当し、実習指導にかかわっている。 

 

（根拠となるデータ） 

  □各教員の授業担当（基礎データ表 14） 

 

基準 ５－２－３ 

５－２－１で規定される専任教員数のおおむね３割以上は、助産に関するおおむ

ね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務能力を有する者であること。 

 

（現状と評価） 

専門職大学院設置基準第５条第３項に規定されている実務家教員については、設置

基準に合致する教員を配置している。 

しかしながら、前述のように 15名の専任教員中 11 名は助産師免許を有し、うち 10

名（教授７名、助教３名）は、いずれも医療機関等での５年以上の助産実務経験を有

しており、高度の実務能力をもつ実務家でもある。 

 

（根拠となるデータ） 

□教員組織（基礎データ表 13） 

 

（優れた点及び改善を要する点等） 

教員組織については、専門職大学院設置基準を遵守し、その設置目的を具現化する
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ための専任教員配置をしている。高度な専門職業人としての助産師の育成を行うため

に、日本国内の教育および臨床経験豊かな教員により、日本で最初の専門職大学院助

産専攻（専門職学位課程）を構成している。 

高度な専門職業人の育成との観点から、臨地実習が多く、修了要件としている取得

単位数が多いので実習期間中の教員の実習指導時間が多くなる。この結果が、全国助

産師教育協議会が行った「2017 年度助産教育修了時の到達度自己評価に関する実態調

査」において、平均得点で見てみると、85項目中、１位の得点が 75 項目（88％）、２

位の項目が８項目、計 85 項目中 83 項目（97％）が１位２位を得ていた。156 校中１位

であったことが、日本の助産教育の中での成果であると確認できた。 

しかし、今後も教育課程および臨地実習の指導体制の見直し（臨床教員の登用）等

検討の余地がある。 

2014 年度から使用している、マタニティサイクル助産ケア統合実習Ⅰとマタニティ

サイクル助産ケア基礎実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの「ルーブリック評価」の教育的評価について、

量的研究のため、データを集積中である。 

また、2017 年度は「実習後の storytelling によって得られた学生の学習効果の分

析」を７名の教員で実施し、現在、まとめている段階である。 

次年度は修了生も 300 名を超える為「第２回 専門職大学院の教育評価」を実施予

定である。 
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第６章 施設・設備および図書館等 

６－１ 施設の整備 

基準 ６－１－１ 

助産専門職大学院には、その規模に応じて、教員による教育および研究ならびに

学生の学修その他、当該助産専門職大学院の運営に必要で十分な種類、規模、質お

よび数の教室、演習室、実習室、自習室、図書館、教員室、事務室その他の施設が

備えられていること。 

 

（現状と評価） 

本学８号館を主に大学院の専用施設として使用している。４階建ての８号館は、

１階に助産研究科教員談話室、院生専用ラウンジ、院生ロッカー室、ゼミ室を配置

し、２階は院生学習室、３階は講義室、４階は助産実習室、ゼミ室を配置している。

研究室は２～４階に配置している。 

講義室は、45 名定員（86.63 ㎡）の講義室が２室、90 名定員（86.63 ㎡）の講義

室が２室ある。 

ゼミ室は１階と４階にあり、演習やゼミに使用する他、院生の自習スペースとし

ても使用している。 

助産実習室は多様な各種演習に対応し、院生が臨地実習に不安なく望めるように、

定員 40名に対し、145.90㎡の広さを有している。 

教員談話室は教員の各種会議にも利用されている。また、教員研究室は２～４階

に９室配置し、個室として利用している研究室は１室あたり 19.77 ㎡あり、共同で

利用している研究室は１室あたり 20.14 ㎡あり、十分な広さを備えている。 

院生学習室（246.35 ㎡）は院生専用の自習スペースとして、平日・休日ともに夜

10 時まで利用可能で、利用席数も 84 席（うち助産研究科 68 席）あり、無理なく使

用できる環境となっている。 

院生専用ラウンジも院生の食事や休憩の他、グループワーク等多目的に利用され

ており、各院生にロッカーも与えられている。 

図書館の施設面については４号館１階に 616 ㎡の閲覧室及び書庫があり、図書館

前には、グループ学習室４室(各６席)と AV 視聴覚室１室(４席)が用意されている。 

 

（根拠となるデータ） 

 □助産専門職大学院管理の施設の見取り図（資料番号 17-1） 

 □講義室・演習室の面積・規模（基礎データ表 19） 

 □専任教員の研究室（基礎データ表 20） 

 

（優れた点及び改善を要する点等） 

院生の自習環境としては、院生専用のスペースが十分にあり、いつでも利用でき

る環境である。 

 

６－２ 設備の整備 
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基準 ６－２－１ 

助産専門職大学院には、教員による教育および研究ならびに学生を支援するのに

必要な設備が整備されていること。 

 

（現状と評価） 

各講義室には、液晶プロジェクター（天井据付）、スクリーン、パソコン、AV 機器

を設置しており、多岐にわたる学修形態に対応できるよう整備している。 

院生専用の自習スペースとして院生学習室を有しており、パソコン 45 台（うち助

産研究科用 29 台）、プリンタ５台（うち助産研究科用２台および共有カラープリン

タ１台）を設置している。 

また、助産に必要な機器備品は基礎データ表 21 のとおり常備しており、助産研究

科の教育を十分達成できる。 

助産研究科の教員用研究室は８号館に９室配置し、教員談話室ではテレビ会議シ

ステムを用いて、会議室としても利用している。 

学生の学修を支援するため、図書館設備として所蔵及び文献検索用端末が９台置

かれ、貸出用ノートパソコンも６台常備されている。 

前記視聴覚室(１室４名)及びブース(２か所計４名)には DVD、ビデオ、CD 用の設

備が整っている。 

 

（根拠となるデータ） 

 □助産専門職大学院管理の施設の見取り図（資料番号 17-1） 

□講義室・演習室の面積・規模（基礎データ表 19） 

□専任教員の研究室（基礎データ表 20） 

 □教育研究のための機器・備品の数（基礎データ表 21） 

 

６－３ 図書館の整備 

基準 ６－３－１ 

図書館には学生の学習および教員の教育研究のために、必要かつ十分な図書およ

び電子媒体を含む各種資料が計画的・体系的に整備されていること。図書館の開館

時間は学生の学習および教員の教育研究のために、十分に確保されていること。 

 

（現状と評価） 

  図書館の蔵書は 107 千冊、視聴覚資料についても 4,600 点を超え、利用に供して

いる。計画的・体系的な蔵書構成を維持するため、図書情報委員会において、各学

科・科・研究科の委員が積極的な選書を行い、学生希望図書なども委員会において

毎回選定して、充実に努めている。冊子体だけではなく、実習時などの利用も考慮

して電子書籍や電子ジャーナル及び文献検索用データベースの導入も積極的に進め

ている。CINAHL Plus with Full Text、MEDLINE with Full Text、The Cochrane Lib、

Science Direct、メディカルオンライン、医中誌、最新看護索引等である。 
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 図書館の開館時間は、平日は 8 時 50 分～21 時 00 分、土日祝日は 10 時～17 時と

し、試験期間は平日８時 30 分から 21 時 30 分まで延長している。 

  図書館の開館日数は、本学の入試日等を除いて、330 日前後と多くなっている。 

 

（根拠となるデータ） 

 □図書館利用案内（資料番号 11-1） 

 □図書・資料の所蔵数（基礎データ表 22） 

 □図書館に備えられた機器のリスト（基礎データ表 23） 
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第７章 管理運営等 

１ 基準ごとの分析 

７－１ 管理運営体制 

基準 ７－１－１ 

助産専門職大学院の管理運営の関する規程等が整備されていること。 

 

（現状と評価） 

助産専門職大学院独自の管理運営に関する規程は、助産専門職大学院の教育研究活

動および運営に関する事項を審議するための組織である研究科教授会を運営するため

の「天使大学大学院研究科教授会規程」、教授が構成員となり研究科教授会へ付議され

る議案の確認、学長から諮問された事項を協議する運営会議を運営するための「天使

大学大学院運営会議規程」、また教授会構成員により常設の委員会を組織しているが、

その委員会の校務分掌を定めた「天使大学大学院校務分掌規程」等が整備されている。

なお、その他に学部、他研究科との共通事項に関することは、共通の規程が整備され

ている。 

 

（根拠となるデータ） 

 □天使大学大学院研究科教授会規程（資料番号 6-3-1） 

 □天使大学大学院運営会議規程（資料番号 6-3-2） 

 □天使大学大学院校務分掌規程（資料番号 6-3-3） 

 

 

７－２ 管理運営の仕組み 

基準 ７－２－１ 

助産専門職大学院における教育活動等を適切に実施するためにふさわしい運営の

仕組みが整備され、実施されていること。 

 

（現状と評価） 

  助産専門職大学院には、天使大学大学院学則第 11 条に基づいて、研究科教授会が

置かれている。研究科教授会は原則、毎月第４水曜日を定例開催とし、学長、研究

科長及び専任教員の教授、ならびに臨床専任の教授をもって構成している。研究科

教授会に付議される議案は、基準７－１－１で記載したとおり、各委員会で議論さ

れ、教授会に上程され審議される。また、大学全体の教育組織の改編および学部と

の共通の審議案件については、学長、研究科長、図書館長、学科長、科長、宗務部

長、教務部長、学生部長、事務局長をもって構成する教育研究評議会で審議される。

さらに、助産専門職大学院研究科としては、教員全員が参加し、教育課程・方法等

について意見交換を行う協議組織として、科内会議を定例開催している。 

 

（根拠となるデータ） 

  □天使大学大学院研究科教授会規程（資料番号 6-3-1） 
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 □天使大学大学院運営会議規程（資料番号 6-3-2） 

 □天使大学大学院校務分掌規程（資料番号 6-3-3） 

 

（優れた点及び改善を要する点等） 

遠方の助産院で院長職にある臨床専任教員の教授会参加方法として、ライブオンを

活用したテレビ会議を実施し、その記録を助産研究科教授会議事録として残してい

る。 

 

基準 ７－２－２ 

重要事項を審議する会議では、助産専門職大学院の教育課程、教育方法、成績評

価、修了認定、入学者選抜および教員組織等に関する事項が審議されていること。 

 

（現状と評価） 

（１）研究科教授会は、原則構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、次の事項

を審議のうえ、議決については教員の人事に関する事項および学位の授与に関す

る事項ならびに授与した学位の取消しに関する事項は出席者の３分の２以上の賛

成を必要とし、それ以外の事項については出席者の過半数以上の賛成をもって決

定としている。ただし、研究科教授会には助産院で職業を有する臨床専任教員が

構成員のため、教育課程の改訂、課程修了の認定等が審議案件となっている教授

会時には出席を要請しているが、その他の教授会は出席が困難な状況のため、成

立要件の関係から特別に出勤の状態が常でない専任教員を除き、成立要件（４分

の３以上の出席）を別途定め対応している。 

①授業科目、単位及び履修方法等の教育課程並びに研究計画に関する事項 

②授業担当教員の人事に関する事項 

③課程修了の認定及び学位の授与に関する事項 

④入学、休学、復学及び退学等学生の身分に関する事項 

⑤学生の表彰及び懲戒に関する事項 

⑥学則その他の規程の制定並びに改廃に関する事項 

⑦主要な施設設備計画及び予算に関する事項 

⑧その他研究科の運営に関する重要な事項 

（２）教育研究評議会は、構成員の３分の２以上の出席をもって成立し、次の事項

を審議のうえ、議決については出席者の過半数以上の賛成をもって決定として

いる。 

①教育・研究の計画に関する重要事項 

②組織及び管理・運営に関する重要事項 

③学部及び学科並びに大学院研究科等の設置及び廃止に関する事項 

④諸規程の制定及び改廃に関する事項 

⑤管理運営に関する予算の方針及び編成に関する事項 

⑥その他学長が必要と認めた事項 

また、助産専門職大学院の運営を担当する研究科長および各種委員会委員長の任免
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については、次のとおりの手続きで決定される。 

①研究科長の職制および職務については「学校法人天使学園管理運営組織規

程」第７条第３項で規定され、具体的な任免は「天使大学研究科長等の任期

及び選考に関する規程」で、任期は２年間で再任は可、選考は学長が指名し

研究科教授会で選考する、理事長が任命する等が規定されている。 

②各種委員会委員長の校務分掌については「天使大学大学院校務分掌規程」で

規定され、委員長は科内会議で意見聴取を行い、教授により運営されている

協議機関である運営会議で原案を作成し、研究科教授会で審議決定してい

る。任期は１年間で再任は可、任命は学長が行っている。 

 

（根拠となるデータ） 

 □天使大学教育研究評議会規程（資料番号 6-3-4） 

 □学校法人天使学園管理運営組織規程（資料番号 6-3-5） 

 □天使大学研究科長等の任期及び選考に関する規程（資料番号 6-4-1） 

 □天使大学大学院校務分掌規程（資料番号 6-3-3） 

 □2015 年度財務計算書類（資料番号 15-1） 

 □2016 年度財務計算書類（資料番号 15-2） 

 □2017 年度財務計算書類（資料番号 15-3） 

 □教育・研究に関する助成の状況（基礎データ表 24） 

 □専任教員の個別研究費等（基礎データ表 25） 
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第８章 点検・評価 

１ 基準ごとの分析 

８－１ 結果の公表 

基準 ８－１－１ 

助産専門職大学院の教育水準の維持向上を図り、当該助産専門職大学院の社会的

使命を達成するために教育活動等の状況について、自ら点検および評価を行い、そ

の結果を公表していること。 

 

（現状と評価） 

 毎年、自己点検評価結果をまとめた「天使大学助産研究科年報」を作成し、本学の

ホームページに公表している。また、学校法人天使学園・天使大学 事業報告をホーム

ページに公表しており、その中で助産研究科の活動について公表している。 

 学生による授業評価アンケートも毎年実施しており、本学教職員に学内 LAN 掲示板

で公表している。 

 

（根拠となるデータ） 

 □天使大学大学院助産研究科年報 

  https://www.tenshi.ac.jp/daigaku/info/hyouka/ 

 □学校法人天使学園・天使大学 事業報告 

https://www.tenshi.ac.jp/daigaku/info/houkoku/ 

 

８－２ 実施体制の整備 

基準 ８－２－１ 

自己点検および評価を行うにあたっては、その趣旨に則し、適切な項目を設定す

るとともに、適当な実施体制が整えられていること。 

 

（現状と評価） 

 学校教育法第 109 条の趣旨に則り、自己点検評価委員会が中心となり自己点検・評

価を行っている。助産研究科の専任教員により毎年自己点検結果を評価し、さらに自

己点検評価委員会が第三者的な評価を行い年報にまとめホームページに公表している。 

なお、年報の発行については、2012 年度と 2013 年度年報は 2014 年 11 月、2014 年

度～2016 年度の年報は翌年度の６月に各々発行した。このように、2014 年度以降の年

報の発行時期は早まっている。また、自己点検評価委員会が第三者的な評価を行うこ

とにより、欠落や不十分な記載が減少している。 

2007 年度・2013 年度と一般財団法人助産評価機構の認証評価を受け、評価基準に適

合しており、ホームページに公表している。 

 

（根拠となるデータ） 

□天使大学大学院助産研究科年報及び認証評価 

  https://www.tenshi.ac.jp/daigaku/info/hyouka/ 
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８－３ 教育活動等の改善に資する体制 

基準 ８－３－１ 

助産専門職大学院の自己点検および評価の結果は、当該助産専門職大学院の教育

活動等の改善に活用するために適切な体制が整えられていること。 

 

（現状と評価） 

 教育内容および方法の改善を図るため、教員 FD および臨床指導者 FD 研修会を実施

している。また、毎年実施している授業評価アンケートを基に、各教員が事前度の授

業の改善を策定している。 

  

（根拠となるデータ） 

 □2017 年度授業評価アンケート報告書（資料番号 3-6） 

□臨床指導者 FD 記録（資料番号 7-3） 

□天使大学 FD 研修会資料（資料番号 7-4） 

 

８－４ 評価結果の検証 

基準 ８－４－１ 

自己点検および評価の結果について、当該助産専門職大学院を置く大学の職員以外の

者による検証を行うよう努めていること。 

 

（現状と評価） 

 自己点検・評価は、自己点検評価委員会が担当しており、助産研究科の自己点検・

評価結果については、看護栄養学部の教員が評価している。 

 

（根拠となるデータ） 

□天使大学大学院助産研究科年報（資料番号 9-1） 
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第９章 情報の公開・説明責任 

１ 基準ごとの分析 

９－１ 情報の公表・説明責任 

基準 ９－１－１ 

助産専門職大学院における教育活動等の状況について、印刷物の刊行およびウェ

ブサイトへの掲載等、広く社会に周知を図ることができる方法によって、積極的に

情報が提供されていること。 

 

（現状と評価） 

 助産専門職大学院における教育活動等の状況および財務にかかわる情報公開につい

ては、天使大学ホームページに「学校法人天使学園・天使大学 事業報告」として毎年

公表している。また、自己点検・評価についても、天使大学ホームページに「天使大学

大学院助産研究科年報」として毎年公表している。 

 さらに教育内容等については、助産研究科のパンフレットをオープンキャンパス時

に配布しているほか、天使大学ホームページにも公表している。 

 

（根拠となるデータ） 

 □学校法人天使学園・天使大学 事業報告 

https://www.tenshi.ac.jp/daigaku/info/houkoku/ 

 □天使大学大学院助産研究科年報 

  https://www.tenshi.ac.jp/daigaku/info/hyouka/ 

 □天使大学ホームページ 助産研究科助産専攻 

  https://www.tenshi.ac.jp/collegegraduate/daigakuin/josan/ 

 

９－２ 情報公開のための体制整備 

基準 ９－２－１ 

学内外からの要請による情報公開のための規程および体制が整備されていること

が望ましい。 

 

（現状と評価） 

 「学校法人天使学園情報公開規程」により体制が整備されている。また、ホームペ

ージについては、広報委員会を主として入試広報室により管理されている。 

 

（根拠となるデータ） 

 □学校法人天使学園情報公開規程（資料番号 17-2） 

 □広報委員会規程（資料番号 17-3） 
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