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(5) 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

［現状の把握］ 

大学院委員会が管理する共同研究費として学外の研究機関との共同研究に対して、学外

研究費 200 万円が設定されている。2008 年度分として 5 部門に 40 万円ずつ支給されてい

る。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

  外部の共同研究者との会議費、懇談会費としての使用が認められており、活用されてい

る。学内共同研究費はその必要性が認められなくなったため廃止された。 

 

［改善策］ 

  外部の研究機関との共同研究を円滑に行うためには有意義である。 

 

４．競争的な研究環境創出のための措置 

(1) 科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

   大学院としてではなく、学部として処理されている。 

 
 
Ⅳ．基礎講座および臨床講座の研究環境 

 医学科における研究の主体は各講座である。このため基礎講座と臨床講座について、研

究環境の点検・評価を行った。 

 

［到達目標］ 

   私立の単科医科大学が目指す研究とそれを支える研究環境は、 
① 充分な洞察力に裏づけられた研究マインドの涵養。 
② 的確で倫理に基づいた解析と結果の獲得。 
③ 魅力ある成果の公開。 
④ さらなる基礎研究発展への礎となる、そして臨床応用への可能性を秘めた研究。 

これらを遂行できる環境を導き出すことであり、この実現に向けた研究環境の更なる整備

と充実を図る。  
  

１．研究活動 

(1) 論文等研究成果の発表状況 

［現状の把握］ 

 医学部医学科の研究環境で研究活動状況を記述しているので、ここでは基礎及び臨床講

座を中心に詳細を述べる。 
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①機関別・年度別原著論文数 
2003 年度から 2007 年度までの 5 年間の平均原著論文数は 757 件/年である。2003 年度

を 100 とすると 2007 年度は 16.9 ポイント減少している。また、5 年間の平均は 5.4 ポイ

ント減少している。                         単位：件 

機 関 名 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 平均 

基 礎 講 座 111 103 84 105 114 103 

臨 床 講 座 690 753 655 620 552 654 

合 計 801 856 739 725 666 757 

伸 び 率 100.0 106.9 92.3 90.5 83.1 94.6 

 
②有給教員１人当たりの原著論文数 
 2003年度から2007年度までの5年間の有給教員１人当たりの原著論文数は全体で0.92
件/年である。基礎講座および臨床講座の１人当たり平均原著論文数はそれぞれ 1.07 件/年、

0.77 件/年である。                            （件/人） 
機 関 名 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 平均 

基 礎 講 座 1.12 1.04 0.88 1.06 1.24 1.07 

臨 床 講 座 0.82 0.89 0.77 0.72 0.63 0.77 

平 均 0.97 0.97 0.83 0.89 0.94 0.92 

伸 び 率 100.0 99.6 85.1 91.9 96.5 94.5 

 
③有給教員の年間一人当たりの学会発表数 
 原著論文数は減少傾向にあるが、学会発表は過去 5 年間をみると 2005 年度以降増加傾

向にある。                           （単位：回/人） 
機 関 名 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 平均 

基 礎 講 座 3.1 3.3 2.9 3.1 4.1 3.3 

臨 床 講 座 2.0 2.2 1.9 2.0 2.1 2.1 

平 均 2.5 2.8 2.4 2.6 3.1 2.7 

伸 び 率 100.0 108.3 94.2 100.8 120.9 104.7 

 
④各種補助金獲得件数                      件数 

            2005 年度 2006 年度 2007 年度 

基 礎 講 座 17 14 17 

臨 床 講 座 47 63 49 

合 計 64 77 66 

（注）各種補助金とは、文部科学省・厚生労働省の科学研究費補助金である。 
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［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 「東京慈恵会医科大学教育・研究年報」では、1998 年度より各講座・研究室毎に「点

検・評価」の記載が加えられた。従って、教室毎のその年の活動状況に対する点検と評価

は既になされている。それぞれの教室が自らを評価するので、時には外部の評価とは異な

る可能性もある。  

 各教室の伝統的な研究が現在も多く引き継がれている。これらの中でも国際的にも評価

されている研究は本学の長い歴史によるもので、今後も大切に守り育てていく必要がある。 

 しかし、その反面時代の必要性にかなった研究が必ずしも出来なかったのか、ここ数年

発表論文の質の低下が見られている。この理由としては、伝統が逆に妨げになっているこ

とも考えることも出来るが、近年の医療応用を最終目標とした医学・生物学の進歩に迅速

に対応し得る新しい研究体制の整備は必ずしも十分ではないことに起因することも考え

られる。 

本学は都心に位置し、敷地面積が限られており新しい建築には、何かを取り壊さねばな

らないという大きな制約がある。現在、古い建物を取り壊して、そこに高層建築物を建て

ることにより、充実した研究環境の整備が行われているが、scrap and build を行わなけれ

ばならないことは常に本学の抱える大きな問題点である。逆に、広大で自然に囲まれた国

領キャンパスの有効利用の策定があまりにも置きわすれられている感が強い。 

 
［改善策］ 

 特徴ある伝統的な研究を維持し、かつ新しい時代に対応し得る研究環境の整備のために、

現在、古い建物を取り壊して、そこに高層建築物を建てることが積極的に行われているが、

発想の転換をして国領キャンパスの有効利用を強く進めることも必須の方策と考える。 

 また、ハイテクリサーチセンター等、国家プロジェクトへの積極的な参加が行われてい

る今後は企業との産学共同研究により質・量ともに充実した研究費を確保することも一つ

の方策であろう。このためには、時代のニーズを敏感に汲み上げる調査部門の充実も必須

と考える。 

 今後の研究の発展のためには各教室、各研究者の客観的な評価が必要である。既に行わ

れているこれらの評価のみならず、第3者機関による大学全体の科学および社会への貢献

度をも評価する試みが必要であろう。 

 これらのためには雑誌の impact factor による評価は勿論のことだが、各研究者の活動

の年度毎で短期的な評価だけでなく、5 年、10 年という長いスパンで評価して行くことが

良質な研究とそれを支える人的資源の育成に欠かせなく、このための方策を既に述べた大

学院の充実等を含めて講じたい。 
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２．教育研究組織単位間の研究上の連携 

 

(1) 附置研究所とこれを設置する大学･大学院との関係 

［現状の把握］ 

 附置研究所としては現在本学には総合医科学研究センターが設置されている。この組織

は 1995 年 4 月に共同研究施設を整備・統合し改称されたもので、DNA 医学研究所、臨床

医学研究所、高次元医用画像工学研究所、神経科学研究部、医用エンジニアリング研究室、

薬物治療学研究室、ＭＥ研究室、アイソトープ実験研究施設、および実験動物研究施設か

らなる。 

 近年の医学・生物学の著しい進歩に対応して行くためには、既存の基礎・臨床講座のみ

では不十分である。そこで、随時、迅速にこれらの状況に対応できるように総合医科学研

究センターが設置された。 
大学の講座では、それぞれの講座の伝統的な研究を遂行しているのに対して、附置研究

所である総合医科学研究センターでは、現在必要とされていて、かつ講座では行われてい

ない研究が中心に行われている。1996 年度から文部科学省で実施が決定されたハイテクリ

サーチセンターとして DNA 研究所は選定され、「DNA テクノロジーによるガン・エイズ・

遺伝子病の診断と治療法の開発」が遂行されている。また、DNA 研究所を中心とするグ

ループは、2000 年度から文部科学省の「私立大学バイオベンチャー研究開発拠点整備事業」

に選定された。 
 本学においては、大学院生は大学院委員会の所属となっており基礎あるいは臨床の講座

に派遣される。臨床系講座に派遣された大学院生は通常、基礎講座あるいは附置研究所で

ある総合医科学研究センターに再派遣される。総合医科学研究センターは大学院生の教育

にも直接関与している。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 研究活動の指標である論文数および論文の impact factor は、先に表で示したように基

礎・臨床講座よりも総合医科学研究センターでは高く、研究活動は盛んであると考えられ

る。今後は、既設の講座と如何に連携して、人材・方法論の交流を促進するかが課題であ

る。しかし、研究部門は設立後 10 数年を経過しており旧態然としており、up to date な
研究を遂行しているようには見えない。また、当初のように研究施設としての人員、部門

の評価が必ずしも成立しているとは思えない。本施設の「時代を敏感に見据えた機敏な行

動」が今後出てこないと、大学全体の研究・教育・医療にもかかわる重大な停滞を来たす

基になる懸念がある。 
 歴史のある講座と異なり、研究の方向性の自由度が高い点は、進歩の速い領域に対応す

るには利点となっている。 
 研究成果を急ぐ必要のある分野が多く、長期的な視野に立った息の長い研究を行うには

改善点も多いと思われる。 
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［改善策］ 

 従来の講座が行っていない新しい分野の研究を多くし、進歩の速い研究に対応し得る研

究設備と人材の刷新と育成確保が重要である。今後一層の研究環境の充実が必要である。

また、研究組織の改変を行うなど常に新しい研究体制の整備が必要である。 

 

３．経常的な研究条件の整備 

(1) 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

［現状の把握］ 
大学基礎データ表 29 専任教員の研究費より、基礎講座の教員 1 人当たりの額は約 66 万

円、臨床講座の教員１人当たりの額は約 17 万円となっている。この額は学内経常研究費

である、教室費（研究室費）、研究費（委託金）、特別研究費、研究費（その他）を集計し

たものである。研究旅費は、医学部医学科全体で述べた。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

個人当りの研究費は十分ではないが、研究は必ずしも 1 個人で行われるとは限らず、複

数の研究者によるグループで行われることも多い。とりわけ臨床講座においては数名ある

いはそれ以上の人員で 1 つの研究を行っているので、研究プロジェクト単位でみると、上

記金額にグループの人数を乗じた金額になるので、研究費は研究の遂行にはある程度対応

できていると考えられる。 
 教授・准教授には国内・国外それぞれ 2 回の出張に対して旅費が支給され、研究者の学

会出張に伴う経済的負担をかなり軽減している。一方、若年研究者、とりわけ人数の多い

講座に所属する者はほとんど常に学会出張旅費は自己負担である。今後、若年研究者への

補助の方策が望まれる。この一環として、研究奨励費、研究振興費が大学独自の選定基準

で設定されているが、あまりにも少ない。さらなる改善が必要である。 
 既にある程度の研究実績がある者にとっては、本学の状況は比較的研究しやすい環境と

いえる。しかし、アイデアは優れていても独自に研究費を取ることのできない若年研究者

に対する対策・配慮が必要である。 
 
［改善策］ 
 有能ではあるが独自に研究費を集められない若年研究者に対する補助を、各講座単位の

みではなく、大学としておこなう制度の一層の確立が必要である。 

 

(2) 教員個室等の教員研究室の整備状況 

［現状の把握］ 

大学基礎データ表 35 に示したように、基礎系講座では、個室の平均面積 21.2m2、教員

１人当り 43.9m2である．臨床系講座では、個室の平均面積 23.4m2、教員１人当り 12.2m2
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である。総合医科学研究センターでは、個室の平均面積 15.7m2、教員１人当り 130.7m2

である。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 基礎医学系講座および総合医科学研究センターでは比較的余裕のある研究室・個室の面

積を有している。一方、臨床系講座では教員数が多く、また、研究室の面積も限られてい

るため、手狭である。 
 本学では伝統的に基礎講座の研究環境は整備されている。一方、臨床系講座については、

教授・准教授を除けば個室を有していることは無く、決して研究環境が満足できる状況に

はない。 
 
［改善策］ 
 研究棟の整備・拡充が必須であるが、本学は都心に位置し、敷地は手狭である．このた

め、新しい建築をするには、既存の建物を取り壊さなければならない。現在、低層の古い

建物を、高層の建築物に立替が順次進行中である。 

 

(3) 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

［現状の把握］ 

 1週間当たりの授業時間は最大で 19.1授業時間／週で 1日当たり平均 3.4授業時間／週

である。 
 基礎系講座では、上記の授業に充当している以外の多くを研究に当てることができる。 

 一方、臨床系講座では診療を行っているため、教育と診療の時間以外が研究時間となる。

診療の時間は診療科、専門、職位等によって大きく異なる。一般に病棟医は午前9時から

午後5時までの勤務時間の多くを診療に費やしており、研究は時間外および診療の合間に

行っている。外来担当医は病棟医に比較すると研究に充当できる時間が多い。 

 一般に、職位が上になるほど管理に費やす時間が増えてくる。 

基礎講座 
 教授 准教授 講師 助教 

最  高 22.7 授業時間 13.4 授業時間 12.3 授業時間 16.0 授業時間 

最  低 2.5 授業時間 0.6 授業時間 0.8 授業時間 0.2 授業時間 

平  均 8.7 授業時間 5.5 授業時間 5.2 授業時間 5.1 授業時間 

臨床講座 
最  高 21.2 授業時間 25.7 授業時間 28.8 授業時間 26.9 授業時間 

最  低 0.7 授業時間 0.7 授業時間 0.1 授業時間 0.1 授業時間 

平  均 5.9 授業時間 5.1 授業時間 4.8 授業時間 3.4 授業時間 
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［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 基礎系講座では、少ないスタッフで研究時間の他に講義と実習を担当している。そのた

め基礎系講座では教育に充当する時間が多い。しかし、診療を行っていないので、臨床系

講座に比較すると研究にある程度満足のいく時間をとることはできている。 
 臨床系講座では、診療に費やす時間が多く、とりわけ研究診療教育において主力である

病棟担当医は研究に当てる時間をとることは難しいのが現状である。 
  臨床医の研究のあり方は議論の多いところである。研究内容が研究室内で行う実験的研

究の場合と、患者を対象とする臨床的疫学的研究とでは、診療に割く時間も自ずと異なっ

てくる。 
 忙しい病棟医が落ち着いて実験的研究を研究室で行うことは難しく、この方面の研究振

興には解決すべき問題点が多い。病棟医の場合には、臨床の修練も行わなければならず、

診療と研究の両立は大きな課題である。 
 基礎系の研究者の場合には、職位が上がるにつれて管理の仕事が増えるが、助教・講師

では研究にゆとりをもって遂行できる環境にあると言える。 
 

［改善策］ 
 臨床医の減少は診療にとって大きな問題であるが、その結果研究に時間を当てる余裕が

極めて限られているのが現状である。臨床医の場合、一定の臨床研修を終えた者について

は、ある期間診療の負担を大幅に軽減するなど、学内のシステム上の改善を行う必要がる。

また、各個人の診療・教育・研究のいずれに特に重点を置きたいかという希望も配慮すべ

き因子の一つであろう。診療面の充実は医大病院にとっては必須の使命でありこれを無視

することは出来ない。このためには、卒後教育の充実によるレジデントが集まる魅力ある

病院にすることが近道と考える。 
 

(4) 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

［現状の把握］ 

研究手技に対する基本的な研修プログラムがアイソトープ実験研究施設や実験動物研究施

設を中心に行われている。また、多くの学内研究会が開催され研究テーマ発掘のきっかけを与

えられている。そして、研究計画設定への援助として倫理委員会、実験動物委員会、ゲノム審査

委員会等が助言するシステムがある。さらに、研究費確保のための申請には学内の多くの連絡

網が機能し、研究支援課と有機的に連携している。学会・研究会への出席は積極的にこれを支

援・振興している。研究成果発表に関する技術的アドバイス、研修も年間数回行われ好評を博し

ている。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

基本的な研究ツールの一つとなる実験動物やアイソトープ研究施設主催の研究会は年4回か

ら 12 回の頻度で希望研究者のニーズに会わせ開催されている。また、学内研究会は月 2 回～3
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回程度開催され、興味ある基礎・臨床、社会医学の問題を中心に活発に活動している。研究計

画の妥当性、合法性をも判断可能な倫理委員会、実験動物委員会、ゲノム審査委員会等の助

言は極めて適切に行われている。 

 成果公開の場である研究会、学会出席に関し基礎講座は妥当な費用が配分されているが、教

室員の多い臨床講座にあっては、必ずしも充分な出席費用が割り当てられているとは言い難

い。 

 研究成果発表と論文化の技法は海外での発表をも想定した充実したプログラムで行われてい

る。 

 

［改善策］ 

  研究は多くのプロセスの積み重ねであるが、この多くの部分で各々充分な手当が行われてい

る。研究の成果発表や新たな目標への学習の機会のための学会、研究会への出席は必須であ

り、これに向けた大学よりの補助は現行では不足しており、改善・工夫を期待する。基礎講座で

はやりくりの結果なんとか研究生などこれからの若手にも出席機会を与えられるが、教室員の多

い臨床講座において、不足の傾向は強い。 

 

(5) 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

［現状の説明］ 

本学では、大学共同研究費補助金規程と、大学院生の研究費助成を行うための大学院研

究助成金規程がある。 
大学共同研究費補助金は、①すでに個人研究費の実績があり、国際的にも高い水準に達

していると認められ、その研究が継続されていて共同研究によりその研究の進展が期待で

きること、②学内の 3 講座以上の講座担当教授が 1 つの研究課題の下に行うこと、③一人

の講座担当教授が 2つ以上の学内共同研究に参加していないことの条件のもとに選考する。 
大学院研究助成金は本学大学院 3 年生の研究に対し、基礎医学、社会医学、臨床医学に

おける優れた医学研究者を養成することを目的に補助される。 
 共同研究費の年度別支給状況は次の通りである。  

   2005 年度 2006 年度 2007 年度 

  医学科 大学院 医学科 大学院 医学科 大学院 

基 礎 講 座 ( 件 ) 12 4 14 5 11 3 

臨 床 講 座 ( 件 ) 36 17 32 31 35 8 

総合医科学研究センター 8 0 10 0 16 7 

件 数 計 ( 件 ) 56 21 56 36 62 18 

件 数 合 計 ( 件 ) 77 92 80 

合 計 金 額 ( 万 円 ） 73,908 77,037 70,715 

研究奨励費、研究振興費補助金、大学院研究助成金を集計 
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［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 共同研究費の年間総額は 7,000 万円であるが、1 件当たりでは 100 万円強である。この

金額で複数講座の共同研究費をまかなうことは難しく、共同研究グループの中央管理経費

的な位置付けになる。 
 従来、我が国では各教室が独立して研究を行い、他の施設との共同研究は勿論、同一大

学内においても共同研究は必ずしも活発ではなかった。大学共同研究費補助金制度を設け

ることにより、学内共同研究を行うきっかけとなる。この結果、大学内の講座間の持って

いる方法論を有機的に統合することによって、各講座単独ではなし得ない高度の研究を推

進することができる。 
 大学共同研究費補助金は年間 7,000 万円程度のため、共同研究の件数も 1 件当たりの金

額も限られている。 
 
［改善策］ 
 過去の共同研究成果を点検・評価し、実績の上がっている研究に対しては継続的に財政

的支援を行うなどの方策を講じる必要がある。研究内容によっては短期間で成果が上がる

ものではないので、これに対する配慮・検討が必要である。 
 短期間で成果を求める研究と、長期にわたる息の長い研究それぞれについて適切に評価

し、育成すべきであろう。 
 

４．競争的な研究環境創出のための措置 

(1) 科学研究費補助金よび研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

 

［現状の把握］ 

大学基礎データ表33より科学研究費の採択率は2007年度より過去3ヵ年を下記に示す。 
   

 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

 申 請

件数 

採 択

件数 

採択率 申 請

件数 

採 択

件数 

採択率 申 請

件数 

採 択

件数 

採択率

基 礎 講 座 68 12 17.64% 62 7 11.29% 64 10 15.63%

臨 床 講 座 309 19 6.15% 288 34 11.81% 249 22 8.84% 

医学部全体 417 42 10.07% 391 50 12.79% 348 41 11.78%

（注）表 33 科学研究費の採択状況より引用した。 
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［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

現在、国が定める競争的研究資金獲得に向けた努力が必ずしも的を得たものとは言い難

い。小さな本学が伝統ある研究を継続することへの研究費配分は期待薄である。これが獲

得率の減少に反映しているものと考える。本学が全体で数個の具体的研究目標を提示出来

ないことが問題であり、このために研究施設を活用する努力もあまり見られない。伝統あ

る研究を支えるためにも時代に即した新しい視線から研究体制と内容の見直しに欠けてい

ることが問題である。 

 

［改善策］ 

基礎・臨床各講座、研究施設がもう一度各自の研究内容、成果、応用を的確に自己、他

己評価することが必要で、このような機関の設置と運営が早急に期待される。また、大学

予算獲得研究の内容を広く全学に公開し全額的な認知を受けることで研究参加への門を開

くことになる。 

 
Ⅴ．総合医科学研究センターの研究活動 

[到達目標] 

 人類の福祉と健康に貢献できる国際的競争力を有する研究を行える研究体制を構築す

る。これを実現するために、研究費の支援、最新の機器を含めた研究室の設備の充実、競

争的研究環境を意識した教員を含む人的環境の整備である。 

 

１．研究活動 

(1) 論文等研究成果の発表状況 

［現状の把握］ 

 本センターにおける原著論文数は年間平均 105 件/年（2003 年から 5 年間）である。2003
年度から 2007 年度の平均インパクトファクター(IF)は 1.2925 で減少傾向にあるが 2007
年度は前年度より回復がみられる。基本的にこれらの成果は大学 1 号館の竣工と研究機器

および研究費に対する補助が大きく貢献している。また、文部科学省バイオベンチャー事

業に選定され、施設機器および研究費の面で良好な結果が生み出された結果である。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 当センター研究者一人当たりの論文数、ＩＦはともに学内では高い値を示している。こ

れは当センターの理念である、先端医療の研究開発が具現化したものであり、それを生み

出す研究施設整備等の結果である。しかし、ここ 2、3 年は論文数、ＩＦともに頭打ちで

あり、教員に対する新たなモチベーションの喚起が必要である。 
 

［改善策］ 

 本センターに所属する各部署は個々に紀要を発行し研究活動を学内外に発表している。


