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平成27年度は第2期認証評価の基準年 

前回受けた認証評価では 
大学院は多くの不備を指摘された 

本学は教員組織が大学院に移行しており
大学院の充実が必須である。 

改善報告書の
結果は合格 

• 「学校教育法の改正」：学長のガバナンス体制の整備 
• 「第2次大学院教育振興施策要綱」（平成23年8月5日文部科学大臣決定） 
• 「グローバル化社会の大学院教育～世界の多様な分野で大学院修了者
が活躍するために～」（ 平成23年1月31日中央教育審議会答申） 

• 「 新時代の大学院教育」（平成17年9月5日中央教育審議会答申） 
• 「大学院入学者選抜の改善について」（平成11年8月9日 大学審議会答
申） 



組織的な大学院教育とは 

体系的な教育課程を編成し，コースワーク，論文作成指導（リサーチワーク），クリニカルワーク, 学位論文審
査等の各段階が有機的なつながりを持って博士の学位授与へと導いていく教育 

大学院の教育体系 

コースワーク： リサーチワークとクリニカルワークの基盤となる知識や技術を体系的に学
ぶ 
 
リサーチワーク： 研究活動を行い、論文作成を行う。 
 
クリニカルワーク： 臨床コースにおける高度専門職としてふさわしい能力の修得を行う。 

大学院修了のための３０単位分の講義・演習・実習 



選択科目：幅広い視野を身に付けるための関連領域に関する知識や技術を学ぶ選択科目。 

コア科目： 専門分野に関する専門知識を身に付けるための基本的知識、技術、態度を学ぶ選択科目 
 
 
 
 

 

基本科目： 歯学研究科大学院生として基本的知識、技術、態度を学ぶコースワークにおける必修科目 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

研究者として基本的な知識と態度を身につけ、研究活動を行う上での最低限知らね
ばならいことを学ぶ 

口腔生命科学研究基礎学 

歯学研究者に求められる医学・生命科学研究の遂行に必要な基本的知識・技術を学び、 
さらに、教育者としての基本的な事項を学ぶ。 

口腔生命科学研究応用学 

高度の専門性を必要とされる業務に必要な診断・検査技法，手技，態度を修得させるほか，臨床
歯科医に求められる資質や能力を涵養するために必要な内容を学ぶ 

先進歯科医療応用学 

英語でのプレゼンテーションと執筆の基本的スキルを学ぶ。 医学英語演習 

研究計画立案や論文作成に必要な医学統計法の基本を学ぶ。 医学統計学演習 

入門 

実習 

演習 

専門分野において必要な基本的知識を学ぶ。コース毎でなく共通科目として開講。 

専門分野において必要な基本的技術を実習形式で学ぶ。コース毎に開講。 

専門分野において、その専門を多分野から多角的に学び研究活動に多様な考察を深める科目。 

＊神奈川県大学院単位互換協定における科目も10単位まで選択できる。 

医学・生命科学研究の遂行に必要な基本的知識・技術を学び、さらに自らの専門領域への応用
する能力を高める。 

診療協力研究応用学 

コースワーク 
到達試験 
２年後期 



1年次 2年次 3年次 4年次 

入門 4単位 実習4単位 

演習4単位 

                  専門医取得プログラム 

研究活動 

研究者コース 
診療協力コース 

臨床コース 研究活動 

基礎 2単位 英語 2単位 

コース 2単位 

選択4単位 選択4単位 

コースワーク 

リサーチワーク 

コア科目 

専門分野の研究
に関する科目 

基本科目 

全員が共通して
履修する基礎科

目 

基本科目 
各コース別の 
共通科目 

統計 2単位 

論文 2単位 

クリニカル 
ワーク 

研究評価者 
1年目評価 

研究評価者 
2年目評価 

研究評価者・ 
指導教員 
中間発表 

研究評価者・審査委
員・指導教員等 

公聴会 



１年次 

コースワークで基本的事
項を学びリサーチワークを
進めるため準備（研究計

画）を行う。 

２年次 

コースワークで応用的事
項を学びリサーチワークと
して研究活動を本格的に

開始する。 

３年次 

リサーチワークを進め学
会発表などを通じて、研究
内容を深め、論文化する
ための骨格を決定する。 

４年次 

リサーチワークの最終段
階として結果の検証を進
め、論文作成を開始する。 

 

研究評価者によ
る到達度の
フィードバック 

研究評価者によ
る到達度の
フィードバック 

中間発表 

研究評価者による
フィードバック 

公聴会 

論文予備審査
論文内容発表 

本審査 
論文内容発表 

大学院生の年次におけるステップ 

＊研究評価者に１年
間の活動内容の報告
と、研究計画に関する
意見を求め、２年次に
行うリサーチワークの
計画を指導責任者と
伴に作成する。 

＊研究評価者に１年
間の活動内容の報告
と、研究の進捗に関
する意見を求め、３年
次に行うリサーチワー
クの計画を指導責任
者と伴に作成する。 

＊中間発表を行い、
指導教員と研究評価
者から評価を受け、研
究計画の妥当性を指
導責任者とともに検討
し、論文化に向けた確
認を行う。 

クリニカルワーク 臨床能力試験 



研究評価者 

大学院生から年次報告を受けて、その評価と次年度計画に対しアドバイスを行い、指
導計画の質を高める責任を負う。 
指導責任者に対して、評価結果を伝え、指導教員と共同して指導計画書を作成する。 
評価者は、指導教員から２名選び、１-３年生を一貫して担当する。１人は丸合教員を
含める。 
研究評価者から１名が審査委員会の委員となることで、一貫性を確保する。 

研究指導委員会 
指導責任者 

大学院生をディプロマポリシーの求める能力にまで高めるよう指導を行う責任を
負う。 
大学院生の指導に関する指導計画書の立案 
指導計画書による指導の実行責任者 
研究評価者からの評価を指導計画に反映させる。 

研究科 
教授会 

大学院生 

指導計画書の適否を審査する。 
学位の授与に関して審査する。 

１-４年における 
指導体制 

審査委員会 
主査・副査 

４年次 

公聴会の審査を行う。 
学位論文の作成途中で経過を監査し質を高める。 
学位論文の審査を行う。 

１-３年次 



研究評価者 

研究指導委員会 
指導責任者 

研究科教授会 

大学院生 

臨床コース：１-４年における 
臨床指導体制 

審査委員会 
臨床能力試験 

４年次 

１-３年次 臨床教育指
導委員会 

臨床教育の実施
状況を確認し、臨
床能力の向上を
図る責任を担う。 



神奈川歯科大学大学院 
課程記録ノート 

• 大学院として活動した記録をすべて記載する。実
験・授業・抄読会・学会準備や発表、指導教員との
討論など。 

• 日時、場所を必ず記載する。 

• 研究評価者は、指導計画書を参考に、研究活動
の確認をラボノートを中心に行う。年１回以上、評
価報告書を提出。 

• 指導教員のチェック印と指導コメントを記載くださ
い。 

• ４年の終了時には、審査の対象となると同時に提
出していただきます。 



建学の精神 
全ての者に対する慈しみの心と生命
を大切にする「愛の精神」の実践即ち

生命を愛する畏敬の念 

教育理念 
「愛の精神」を実践するために、自立
して研究活動を行うに必要な高度の 

研究能力及びその基礎となる豊かな
学識を養い、もって文化の向上と社
会福祉の増 進に貢献しうる人材を育

成することを目的とする。  

 
 
 

学位授与方針 
全ての教育課程を修了し、教育理念に相応しい成果が認められ、高度専門職
としての豊かな学識を有すると判定されたものに授与する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

歯学研究者・教育者養成コース 

研究者・教育者としての基本的研
究技術の修得、問題発見解決能
力の育成が充分にされたかどうか。 

高度先進臨床歯科医養成コース 

専門医取得のための臨床能力とと
もに、臨床現場における問題発見
解決能力（臨床研究能力）の育成
が充分にされたかどうか。 

高度診療協力専門職養成コース 

研究者としての基本的研究技法の
修得、さらに歯科口腔医学を様々
な医療現場に応用できる学識の
育成が充分されたかどうか。 

コースワーク 

コースワーク到達試験 

リサーチワーク 

学位論文審査 

クリニカルワーク 

臨床能力試験 

全過程評価 

最終試験 

学位授与方針に求められ
た能力を身につけたどうか
を判定する能力試験 

博士（歯学） 

歯科口腔医学研究の分野において、
研究者として自立した研究活動を行
うのに必要な高度の研究能力及び
豊かな学識を有する者に授与する。 

博士（臨床歯学） 

歯科臨床の専門分野において、自
立した臨床研究活動を行う能力を有
し、かつ指導的役割を果たせる高度
専門職業人として活動ができる豊か
な学識を有する者に授与する。 

博士（学術） 

歯科口腔医学の学識を様々な医療
現場で応用できる自立した高度の研
究能力及び、豊かな学識を有する者

に授与する。 



審査体制の充実方策 

学位審査運営委員会による審査の管
理体制の強化 

• 主査副査の選任方法の透明化と公
平性の確保。 

• 学外副査の積極的な登用。 

• 学位審査過程の進行監理による審
査の強化。 

• 学位審査委員会からの報告書の受
理と精査。 

• 本審査への上程の可否決定。 

 

 

学位審査委員会の審査機能の強化 

 

• 論文作成前から関与することによる論文
内容の詳細な把握と適切な指導の実施。 

• 公聴会申請の決定。 

• 公聴会での議論の審査への反映。 

• 本申請の決定。 

• 厳格で指導的な予備審査の実施。 

• 審査結果は、審査報告書として学位審
査運営委員会へ報告する。 

• 本審査後に本審査の審議を踏まえた審
査要旨の作成と提出をする。 



本学における平成27年度からの学位審査体制 

学位申請事前申し込み書（対象者全員） 

学位審査運営委員会＊ 
主査・副査の検討 

大学院教授会 
主査・副査の決定、審査委員会設立 

審査委員会＊ 
論文進捗把握・公聴会決定・本申請決定 

審査委員会 
学位予備審査・審査報告書＊の提出 

学位審査運営委員会＊ 
報告書の受理・審査内容確認 

丸合教員による審査 
審査結果の事前提出＊ 

学位審査運営委員会＊ 
本審査への上程の可否を決定 

論文の配布 

大学院教授会 
本審査 

学位審査 
本申請 

論文審査要旨の
提出＊ ＊は新規取り組み 



変更点 
学位審査運営委員会＊ 
主査・副査の検討 

専門分野調査 
学位申請事前申し込み書 
指導計画書 

この３つ書類を基準に選定 

審査委員会＊ 
論文進捗把握・公聴会決定・本申請決定 

変更点 
審査委員には委嘱状を発行 
論文投稿前に、状況を把握する 
公聴会申請の許可 
論文の受理や完成を受けて本申請を決定 

この業務は新設 

審査委員会 
学位予備審査・審査報告書＊の提出 

変更点 審査要旨でなく論文審査報告書を提出 審査要旨は本
審査後に提出 

学位審査運営委員会＊ 
報告書の受理・審査内容確認 

変更点 報告書を受けて不備があれば審査委員会に差し戻し 

丸合教員による審査 
審査結果の事前提出＊ 

変更点 
審査シートに審査の概要を記入 
事前に質問事項を提出する 

学位審査運営委員会＊ 
本審査への上程の可否を決定 

変更点 
丸合教員による審査結果を受けて不備があれ
ば審査委員会に差し戻す 

合格以外の判定に
はコメントを付ける。 

主な変更点のまとめ 



主査・副査の役割に関する申し合わせ事項 

主旨 

 審査委員会は学位審査において重要な責任のある委員会であり、大学院生の円滑な学位の授与を行うため、 

その構成員である主査・副査の役割を定める。 

  

主査の役割 

1. 審査委員会の運営統括（日程調整等）。 

2. 学位指導委員会指導責任者と連携し、論文の作成状況の確認を委員会として行う。 

3. 公聴会申請の決定を委員会で審議する（記録に残すこと）。 

4. 公聴会に参加し、議論を審査委員会の審査に活用する。 

5. 学位本申請の決定を委員会で審議する（記録に残すこと）。 

6. 予備審査を主導し、審査結果を作成する。 

  

副査の役割 

1. 主査を助け、詳細な論文審査を行う。 

2. 公聴会に参加し、議論を審査委員会の審査に活用する。 

  

学外副査の役割 

1. 高度に専門的立場から論文内容を精査し審査を行う。 
 



学位申請論文の審査基準 
（目 的） 第１条 学位規定第５条第４項に基づき学位申請論文の審
査基準を定める。  
（審査基準） 第２条 学位申請論文は、作成要領に従い提出された
論文で、次の項目について評価し総 合的に審査する。 
（1）明確性：学術的・社会的意義及び貢献が明確に示されている。  
（2）論理性：テーマに沿って問題が適切に設定され、一貫した論述
が展開され、明確に結 
論が導出されている。  
（3）実証性：テーマ及び問題設定にふさわしい研究方法が選択され、
資料・データの取扱 
いや分析結果の解釈が正当である。  
（4）独自性・独創性：テーマ、問題設定、研究方法、ないし結論等に
注目すべきオリジナ 
リティおよび新しい知見が認められ、学会への貢献が果たされてい 
る。  
（5）学力・表現力：当該分野に関する十分で広範な知識を有し、独
立した研究者として研 
究を遂行できる学力と、研究成果を外部に発表できる能力を有する。  
（6）体 裁：引用等が適切に処理され、学術論文としての体裁が整っ
ている。  

神奈川歯科大学学位規程  
(学位の授与の条件)  
第 3 条 神奈川歯科大学歯学部歯学科において所定の課程を終
えた者には、学則の定めるところにより、学士(歯学)の学位を授与
する。  
2 神奈川歯科大学大学院歯学研究科(以下「研究科」という。)にお
いて所定の単位を修得 又は修得が見込まれて、学位申請論文
(以下「論文」という)を提出し、その審査及び最終試 験に合格した
者には、研究科学則の定めるところにより、博士(歯学、臨床歯学、
学術)の学 位を授与する。 
 
神奈川歯科大学学位規程施行細則  
(最終試験)  
第 9 条 審査委員会は、学位請求者に対し、論文審査終了後、最
終試験を行う。最終試験(口述及び 筆答)の期日及び試験の方法
は審査委員会が決定し、これを行う。  
2 高度先進臨床歯科医養成コースでは、最終試験として臨床能力
試験も行う。臨床能力試験の期日及び試験の方法は審査委員会
が決定し、これを行う。  



指導計画書が非常に重要である 

•組織的な大学教育の証拠資料となります。 

•大学院の教員評価の証拠資料となります。 

•大学院生には大学院事務室で閲覧できること
をお知らせしています。 

•大学院生と共有してください。 

•指導計画内容を基に研究評価者が評価しま
す。丁寧な記載をお願いします。 

•指導教員・共同研究者の記載を正確にしてく
ださい。審査委員を選ぶとき除外の対象となり
ます。 

 

 


