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一. 理念・目的 

 

Ⅰ．大学として  

 １．大学の理念・目的等 

(1) 大学の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成などの目的の適切性 

 学祖・高木兼寛の「医学は実学で、疾病を予防し病者を一人の人間として診ることが大

切であり、病者の治療には医の心を持った医師だけでなく、看護の心を持った看護師が医

師とともに働くことが重要である」との考えに基づいて、1881 年に医師を養成する成医会

講習所が、また、1885 年には看護婦教育所が開設された。高木兼寛の建学の精神は、時代

を超えた普遍的な理念でありこれを継承し実現するために、質の高い医師と看護師・保健

師を育成し、医学・医療を支える医学・看護学研究を推進することが本学の目的である。 
 医学部の中に医学科と看護学科を設置しているのは、学生時代から医学生と看護学生が

意思疎通を図り、将来、医療の現場で協働することを視野に入れたものであり、高木兼寛

の医療に対する理念が貫かれている。 
 

[現状の把握 ] 

a.学部教育 

セント・トーマス病院医学校で、患者の立場に立った医療を実践する医学を学び、また、

医師と協力して働く看護婦の教育が重要であることを実感して帰国した学祖・高木兼寛の

建学の精神を継承し、社会のニーズに応えることのできる医師、看護師、そして保健師を

育成するために、本学はこれまで時代の要請に応じて大学改革に継続的に取り組んできた。

本学の医学科は、講座にとらわれない統合型カリキュラムと客観的な進級試験システムを

1996 年から採用し、教育の改善に努めてきた。また、演習や学内外における実習を豊富に

採り入れ、少人数による体験的学習を推進している。卒前教育における臨床能力の向上を

図るために、５年生のベッドサイド・ラーニングを 36 週から 40 週に延長し、患者に向き

合い指導医の指導の下で医療行為に参加できる参加型実習の実践に努めている。これは卒

業までに高い臨床能力を身に付けることを目標としているからである。 
他方、質の高い医療を支える研究と、教育・研究の指導者の育成は、大学のもう一つの

大きな使命である。各講座、研究所、研究室で実験的研究を体験するための研究室配属を

カリキュラムに採り入れ、研究的態度の涵養に配慮している。また、学祖・高木兼寛は、

脚気の原因を明らかにするために本邦初の大規模臨床試験を実施して、脚気は栄養の欠陥

にあることを明らかにし、食事を改善することで脚気を撲滅した。その伝統を受け継ぎ、

カリキュラムに医療情報・EBM、臨床疫学コースを設けて、臨床研究の基礎を学び、卒業

後に臨床研究に従事できるように配慮している。これは、エビデンスに基づいた医学を実

践する上でも、重要なことであると認識している。また、医療者には特に幅広い豊かな教

養が求められるが、本学の教養教育は少人数制の演習形式で実施されており、グループ討

論やレポート提出を義務付け、教員と学生の間の双方向型の教育を推進している。また、
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医学科と看護学科との共修科目を設け、“医師と看護師は車の両輪の如し”という、学祖・

高木兼寛の理念に基づき、医学生と看護学生の相互理解を深めるという特色ある教育の実

践に努めている。 
 客観的に学生の能力を判定するために、一定の知識レベルの判定にはコンピュータを使

った多肢選択問題による総合試験システムが導入されている。このコンピュータを用いる

総合試験システムは、全国共用試験に発展し、臨床実習前の知識レベルの評価に使われる

ようになった。これに加えて長文読解問題も出題され、多肢選択問題による試験の弱点を

補完している。また、臨床技能を評価する客観的臨床能力試験や口頭試験などが採用され

ており、学生の能力を多面的に評価している。 
 看護学科は、看護の知識や技能を身につけるとともに、多くの病める人に共感と人間愛

をもって接することができる優れた看護実践者の育成を目指している。このため、看護基

礎科学と看護専門科学に関する授業科目が、４年間、一貫して学べるように配慮されてい

る。社会の一員としての人間を総合的に理解することが、看護職者の基礎であるという考

えに基づき、看護基礎科学に関する事柄を主に低学年で学ぶとともに、必要なものは４年

生でも学ぶなど、柔軟なカリキュラムとなっている。それと共に、看護専門科学の一部は

早期から学習し、看護基礎科学の重要性を認識するように配慮されている。また、４年間

にわたって看護継続ゼミが設けられており、ここではグループ学習によって、それぞれの

個性を生かした主体的な学習態度が培われ、生涯学習の基礎を修得できるように配慮され

ており、本学看護学科の特色の一つである。看護は多くの医療者との連携が極めて重要で、

チーム医療の一員として多職種の医療者と共同することが求められる。看護学科では、多

くの少人数によるグループ学習を行うことによって、他者とのコミュニケーション能力を

涵養し、他者を理解する能力の向上に努めている。また、看護職者は生涯にわたって学習

することが求められるが、自らが学ぶという態度を涵養することが、カリキュラムに反映

されている。 
大学間の連携は大学活性化の方略として重要である。都内４医科大学教育コンソーシア

ムを作り、教育に関する問題の意見交換をするとともに、選択実習の単位互換を行ってい

る。また、首都大学東京の健康福祉学部との卒前教育における単位互換、上智大学や明治

薬科大学との教育・研究の連携を進めている。また、附属病院におけるベッドサイド実習

に海外の学部学生を、年間を通して積極的に受け入れている。本学の成績優秀学生は６年

生で姉妹校セント・トーマス病院医学校（現在は、キングス大学に統合）に短期間留学す

るなど国際交流を推進している。また、看護学科学生も休暇を利用して、米国プロビデン

ス病院実習に参加し、プロビデンス病院で看護師として指導に当たっている看護学科元教

授の指導を受け、国際的視野に立った看護教育が実践されている。 

 現在、医学・看護教育は大きな変革を遂げつつある。本学では多様な医学・看護教育に

関する情報を入手し、教育に関する業務の支援をするために、学長直属の組織として教育

センターを設置し、医学科、看護学科の卒前教育業務を多面的に支援している。 
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b.大学院教育 

医学・医療の開拓には研究を推進する基盤が必要である。日本で最初の大規模臨床試験

によって脚気の原因が食事にあることを示唆し、後のビタミン B１の発見に繋がった学

祖・高木兼寛の実用的研究を重視する姿勢に学び、実学としての医学を支える研究を振興

することが、大学の理念の実現にとって不可欠と考えるからである。その中で、大学院の

活性化は医学・医療を支える研究の推進と共に、大学の研究と教育を担う人材を育成する

うえでも必須であると認識し大学院改革に取り組んできた。 
2002 年に受審した大学基準協会の評価で、基礎講座に縛られた旧態依然とした本学の大

学院は抜本的に改善することが必要であるとの指摘を受けた。以来、講座とは異なる大学

院としての授業科目・細目を新たに編成し、授業科目・細目を担当する大学院教員を審査

の上、新たに任命した。また、シラバスを作成して、講義、演習、実習の内容と取得単位

を明確にした。学位申請と審査方法も改善した。学位審査にあたっては、学術誌への論文

発表と共に、学位申請論文（thesis）の提出がもとめられ、審査は公開とし、指導教授は

審査委員長および審査委員になれないなどの改革を行った。また、大学院生の充足率が悪

いという指摘を受けて、社会人入学制度を採り入れ、社会に門戸を開き大学院生の増員を

図った。 
 看護学科の質の向上と研究の活性化に必要と考え、看護学専攻修士課程設置に向けて準

備し申請した（2008 年 5 月 30 日、文部科学省に申請予定）。本学の看護学専攻修士課程

の特徴は、看護の現場で働く看護師のレベルの向上を目指している。このため、入学資格

には、３年以上の実務経験と学士あるいは学士相当の学力が必要とされる。 
 
C.研究 

 高度先進医療を推進していくために、また質の高い医療人を育成するうえで、研究の振

興は不可欠である。本学における研究は講座を中心として受け継がれている特色ある研究

を推進すると共に、総合医科学研究センターを設け、センターに４研究所と５研究室を設

置し、競争的研究資金を獲得して、先端的研究や学際的研究が推進されている。臨床教員

は診療業務が多忙な中で、研究を行うことは難しいが、総合医科学研究センターを設け、

臨床の基礎的研究、臨床疫学的研究などを支援している。また、センターは大学院教育の

中心的な場として機能している。学部教育の一部を担当し学生の研究心を刺激している。 

前回の受審で、若手研究者に対する研究費の支援が不十分との指摘を受けた。これまで

にも、大学院生の研究費、学内研究費などを設けてきたが、研究の活性化には大学として

研究費の支援がより必要と判断し、研究奨励費（主として若手教員対象）、研究振興費（将

来、競争的研究費を獲得できる独創的研究を支援）、研究推進費（医学系研究科としての研

究を推進）を予算化し、各年代の教員が特色ある独創的研究を推進できるように配慮した。

これらの研究費を受けた研究が発展し、競争的研究資金を獲得できるように研究支援体制

を強化した。それに応えて、文部科学省科学研究費を獲得できるような若手研究者が育成

されつつある。また、有能な若手研究者が独自の研究を推進できるように、プロジェクト
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研究部を設置し、研究室を貸与している。 

 

d.臨床教育と診療 

 大学附属病院は良質の医療を提供するとともに、臨床教育の重要な場である。質の高い

医師や看護師の育成には、臨床現場で患者と接して学ぶことが肝要である。本学は本院を

含めて４附属病院を有しており、これらの病院を医療者教育に活用している。附属病院の

それぞれ特色を活かした臨床教育が行われている。高度先進医療は本院で、地域医療など

はその他の附属病院で教育するというように、４附属病院の特色を利用して教育が行われ

ている。また、臨床現場では先輩の背中を見て学ぶと言われているように、先輩から後輩

へと知識や技能が伝達できるように図られている。 

 

［点検・評価 ］（長所と問題点の明示） 

a.学部教育  

 医学科は６年間をとおして医学に関する基礎的事項を医学総論として学び、その基礎の

上に基礎医学、臨床医学、本学の伝統である臨床疫学に関するコースとユニットを設けた

カリキュラムは、本学特有のものである。セミナー形式の教養教育（人文社会科学）、臨床

疫学教育、学内外の豊富な体験実習、ベッドサイドにおける参加型実習、６年生の選択実

習における海外の病院での実習など、本学学生の資質を活かした教育によって、学生の自

主性を伸ばし、自ら学ぶ力の涵養に努めている。また、医学科学生と看護学科学生の共修

や、多くの職種の人と医療問題について議論するワークショップなど、今日の医療に求め

られている患者を中心としたチーム医療の実践者の育成を目指した、特色ある教育が実践

されている。 
 今後、より臨床教育を深めるとともに、基礎医学の魅力を感じるような教育内容の検討

が必要と考える。また、臨床実習期間を 1 ヶ月延長したので、ベッドサイド・ラーニング

の質を向上させることが必要である。 卒前教育と卒後教育の整合性を考慮し、卒前・卒後

教育の一貫性に配慮したカリキュラムの策定も課題である。 
また、医学・医療の開拓には研究が必要であり、基礎的研究、臨床研究、そして臨床疫

学研究を支える人材の育成に努めることが必要であるが研究者を目指す学生が少ない。基

礎医学教育カリキュラムの点検・評価が必要と考える。 
 看護学科は入学定員 40 名であるので、少人数教育となっている。きめ細かな教育体制

は他大学には見られない特徴である。また、看護基礎科学教育の一部は医学科と共修にな

っているものもあり、医学生と共にいわゆる教養科目を共修することは、将来のパートナ

ーとなる医師と看護師の意思の疎通を図るうえで貴重な学習の場となる。また、看護継続

ゼミは、各学年にふさわしいテーマについて深く考え、グループワークをすることで、自

らを見つめ、看護対象者を考え、チーム医療者としての役割を考える力を涵養するなどの

点で有効に機能しており、本学看護学科の特色であると言える。他方、同学年の学生が少

数であることは、ともすると閉塞感のある教育環境となることがある。看護師は多くの人



 8

と医療現場で働くことが多いので、今後、多人数で学ぶ教育を経験させることも必要であ

る。 
 

b.大学院教育 

 大学院を改善して間もないが、今後、より開かれた大学院となるよう引き続き大学院生

の採用基準、教育内容、研究システムを見直すことが必要であると考える。臨床系大学院

の学生が基礎医学講座や総合医科学研究センターなどで研究し、単位取得後、臨床講座に

帰ってから研究継続が困難である場合が多い。今後、大学院修了者が臨床医学講座の研究

を支える存在となれるような方策を検討すべきと考える。 

  

C.研究 

 医学・医療の開拓には研究が必要であり、基礎的研究から臨床疫学研究まで研究は多様

である。本学は学祖・高木兼寛が脚気の研究で行った大規模臨床試験に学び、臨床疫学研

究を振興すべきと考える。多数の外来患者、入院患者の豊富な症例を対象とした研究は、

本学にふさわしい研究でありより多くの研究成果が期待できる。臨床疫学研究や臨床を支

える医学研究をより振興することが必要である。総合医科学研究センターは、講座単位の

研究とは異なり、先端的な研究が行われており、臨床教員の研究を支援している。特に、

４研究所はそれぞれ特色ある研究を推進しており、多くの臨床系ならびに基礎系教員が利

用している。 
 また、研究費を従来よりも多く予算化し、研究奨励費、研究振興費、研究推進費のカテ

ゴリーを設けている。このように目的にあった多様な研究費の配分は今後、若手教員の研

究力を養成する基盤となる。しかし、研究申請書を見ると研究計画の立て方や進め方に問

題があるものが多いので、今後、研究者としての基礎力を涵養することが必要である。 
 

ｄ.臨床教育と診療 

 臨床の実践教育は病院で行われるので、附属病院における診療は、医師育成の上で極め

て重要である。本学では診療参加型の臨床実習を推進しているが、見学型実習になりがち

である。日常診療が多忙の中、臨床教育の充実は大きな課題である。特に、日常診療と卒

後教育との整合性をとることが問題となる。また、看護学科の学生に病棟実習が行われて

おり、病棟は多忙を極めることになる。その中にあって、指導者の指導の下で安全と患者

個人情報に配慮した教育体制を構築することが必要となる。 

 

［改善策］ 

a.学部教育  

学部教育の中で改善すべき点は、研究的態度を涵養し、将来、研究者を目指す人材が出

てくるように基礎医学研究者育成カリキュラムを策定することが重要である。また、臨床

実習に指導者のもとで医行為に参加できるように、教育担当者を増やすなどして臨床実習
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の内容を一層改善すべきである。現在、医師臨床研修制度が変わろうとしている中で卒前

教育も見直す時期に来ている。教学委員会、カリキュラム委員会で素案を作成して、カリ

キュラム特別検討会や医学教育セミナーなどをとおして全学的に議論し、新たなカリキュ

ラムを編成すべきと考えている。 
 また、医学科と看護学科の共修科目についても、共修の意義を再度検討し、共修科目に

ついては両学科の教学委員会、カリキュラム委員会で議論すべきときであると考える。 
 看護教育は 2009 年度に向けてカリキュラムの改定を行う。これは、地域看護教育の充

実と安全な医療を保証するため看護技術教育の充実に向けて、現行カリキュラムを見直す

作業が始まっている。看護学科の入学定員増を視野に入れて、多人数教育の体制を検討し、

それに見合った施設、設備の改善・充実を行っていく。 
 今後は、卒前教育は教育センターが、卒後の研修、専門修得コースの教育は臨床研修セ

ンターが中心となって、教育支援を行い、研修カリキュラムの改善と充実を図り、本学の

研修希望者増を目指す。 
 

b.大学院教育 

 大学院の改革はこれまでにも行われてきたが、今後は、大学委員会で引き続きカリキュ

ラムの検討、臨床系大学院のあり方を検討するとともに、大学院入学試験と採用基準につ

いて見直す必要がある。特に、入学定員増に関する施策を考えるべきであるが、大学院生

の質を落とすことなく増員することを検討する。 

 看護学専攻修士課程設置が許可されれば、開講の理念に基づき講義、演習、実習などが

行われることになる。 

 

C.研究 

 研究を振興するために、研究奨励費、研究振興費、研究推進費を設けているが、これら

の研究費を受けた研究の成果を検証した上で、有効な研究費配分を考える必要がある。ま

た、大型プロジェクト研究を 2009 年度まで申請できない状態であるが（科学研究費の規

則違反による）、総合医科学研究センター運営委員会、先端医療研究委員会などで、本学に

おける大型プロジェクト研究について検討し、今後の申請の可能性を検討し、公募があっ

たときに対応できるように準備する。また、本学の豊富な臨床例を対象とした臨床研究を

推進するために、臨床研究センター構想が検討されつつある。 

 総合医科学研究センターはこれまで、臨床の研究を支え独自の研究を行ってきたが、各

部門の研究内容を見直し、より、目的を明確にした研究を推進するとともに、臨床教員の

研究を支援することができるように見直す。 

 看護研究においても臨床疫学研究の手法を修得することは極めて重要であり、看護研究

が質的研究だけでなく、量的研究を行い新たな知見を生み、臨床現場に還元されることが

期待されている。臨床研究開発が中心となってこれらの要請に応えることによって、看護

研究のレベルアップを図っていく。 
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d.臨床教育と附属病院 

 臨床教育の場は附属病院であるが、指導者層が極めて枯渇している診療分野があるので、

そのような分野では適任者を任用できるように配慮すべきであると考える。４附属病院の

機能分化を考えているので、それぞれの附属病院で実習可能なものを抽出し、４附属病院

を今まで以上に有効に使えるカリキュラムを策定することが課題である。 

 

(2) 大学の理念・目的･教育目標などの周知の方法とその有効性 

［現状の把握 ］ 

大学の理念・目的、教育・研究、診療に関する情報は、ホームページ上に公開している。

ホームページには財務諸表も公開し、大学の活動、財務情報を周知している。また、大学

広報を随時刊行して、大学の基本的方針や計画について、教職員、学生、父兄、同窓生に

配布している。それとは別に、”The Jikei”という情報誌を刊行して特定のテーマに関する

記事や、大学内の活動状況を掲載しており、教職員、学生、父兄、同窓生に配布している。

また、毎年刊行される事業報告書は、教職員、同窓生、父兄の一部に配布されている。 

大学の情報を広く公開し周知するために、学内にはイントラネットで随時、情報が流れ

るようになっている。それによって、緊急性の高い情報が学内に周知される。 

また、学生のカリキュラム、規程などは CD 化して学生に配布している。シラバスは電

子化されウェブ上で読むことが可能である。学生にはメールで随時、情報を配信できるよ

うなシステムを構築している。これらの方法を使うことによって、学生と教員は、教育、

研究に関する情報を適切に取得し共有できる。また、従来から行われている紙媒体を配布

することによる周知法が、予想以上に有効であることが分かったので、必要なものは印刷

して各講座、部署に配布している。また、掲示板は学生に情報を伝達する一つの手段とし

て優れているので従来通り使っている。 

 医学情報センターは学術情報センターに名称変更し、医学のみならず看護やその他の学

問分野に関する情報も取り扱い、まさに医学、看護学を中心としたあらゆる情報のセンタ

ーとしての役割を担い、卒前・卒後教育を支援している。また、４附属病院を繋ぐテレビ

会議システムを活用することで、様々な情報が必要に応じて大学全体に周知可能である。 

 入学志願者に対しては、大学の理念、目的、教育目標、研究内容、大学院などを記載し

た大学ガイドを刊行して配布している。また、大学説明会、オープンキャンパスを複数回

開催して、広く情報を公開している。また、積極的に入試に関するブースの開設、予備校

主催の説明会、高等学校への出向説明（特に看護学科）などにも取り組んでいる。 

 

［点検・評価］ 
2004 年に制定した慈恵大学行動憲章と 2005 年に制定した慈恵大学行動規範について、

教職員の認知度について 2007 年に監査室が調査した。全教職員から任意抽出した 559 人

を対象にアンケート方式で調査したところ、411 名から回答があり 73.5％の回収率であっ



 11

た。行動憲章を知っている者は 59.9％、行動規範を知っている者は 56.7％であった。 
制定を知った情報源はイントラネットでの通知が一番多く、ホームページも含めると過

半数の者がネット上で知ったと回答した。また、約 35％の者が会議や所属長からの報告で

知ったと回答した。内容を理解するのに参考となった物については、教職員全員に配布さ

れる法人誌 ”The Jikei” vol.8 の巻頭言「行動憲章を定めるにあたり」を読んでいる者が

62.3%おり、制定の主旨がよく理解できたと回答した者が 17.3%であった。また、イント

ラネットやホームページを見ない、または見ることのできる環境にない者が全体の 13%い

ることがわかった。 
この結果を受けて、2008 年 4 月に作成した学校法人慈恵大学中期目標・中期計画・2008

年度事業計画は理事会や評議員会はもとより、医学科・看護学科の両教授会議、所属長会

議で説明し、イントラネットで公開、事業報告書に掲載した。また、時期は少し遅くなる

が、全教職員に配布される「慈恵ニュース」に「本学の理念、目的、使命」、「本学が目指

す将来像(ビジョン)」、「基本方針」を掲載し、「中期目標・中期計画・2008 年度事業計画」

を別冊として作成することにしている。 
 
［改善策］ 

 情報の周知徹底は困難な問題であるが、紙媒体、電子媒体、郵送、電子メールを有効に

使って、必要な情報を適切に周知させている。今後は、大学広報委員会と広報課が中心と

なって情報伝達の方法を再検討するとともに、学内の情報を学外に発信する方法を再度検

討することが重要であると考えている。これまでも取り組んできたが、ホームページの改

善・充実を継続的に行っていく。 

 

 

Ⅱ．医学部医学科 

１．医学部医学科の理念・目的等 

(1) 大学・学部･大学院医学研究科等の理念･目的･教育目標とそれに伴う人材育成等の目

的の適切性 

(2) 大学・学部・大学院医学研究科等の理念･目的･教育目標等の周知の方法とその有効性 

［現状の把握］ 

本学は、高木兼寛により明治 14 年（1881 年）5 月 1 日に創立された成医会講習所（京

橋区槍屋町）を源とする。明治 13 年(1880 年）11 月、5 年間にわたるセント・トーマス

病院医学校（英国ロンドン）留学を終えて帰国した高木は、海軍医務局に復帰して海軍病

院長に就任した。そして、実証的実学的な英国医学を実施しうる患者中心の病院の必要性

を考え、日本における最初の慈善病院である有志共立東京病院（後の東京慈恵医院）を芝

愛宕に設立した。その後、明治 17 年(1884 年）には慈恵看護専門学校の前身である看護婦

教育所が建設された。高木は病院開設の構想とほぼ同時に、医学校（成医会講習所）設立

の準備を始めていたが、研究至上主義とは無縁の、患者の痛みがわかる人間味あふれる医


