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七．社会貢献 
 
Ⅰ．医学部医学科 

［到達目標］ 

 本学が目指す将来像(ビジョン)は、「社会の共感を得て、国際的にも高い評価を受けるこ

とができる質の高い医科大学を目指す。」である。このため、医学・看護学の教育・研究と

その実践を通して人類の健康と福祉に貢献することを目標としている。 

 

１．社会への貢献 

(1) 社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度 

［現状の把握］ 

 本学は地域医療者との交流を通して地域医療の重要性を教育している。また、

本学の教育担当者と地域医療者との交流を通して地域の教育力を育成して行くこ

とも目標としている。 
 実際には 1 年次から臨床実習開始前の 4 年次に積極的に地域医療福祉の現場に

学生を出し、体験実習の形で地域での医療・福祉ニーズを学生が考える機会を作

っている（それぞれ 1 単位。1 年次：福祉体験実習、2 年次：重度心身障害・難病

医療体験実習、3 年次：在宅ケア実習、4 年次病院業務実習）。これらは 1996 年

度からのカリキュラム改訂で実施している。また、5 年次以降の臨床実習では、地

域医療の現場での臨床実習として、5 年次に「家庭医実習」1 単位が必修化されて

おり、また、6 年次の選択実習では学生は地域の臨床研修病院に学外実習に出るこ

とが可能となっている。卒業単位 200 単位のうち、4 単位（全員必修）から 20 単

位程度（選択単位を含む）の地域医療の学習が可能となっている。選択科目とし

て、3 年次以降から、「プライマリーケア・選択学外臨床実習」と「産業医実習」

を設けている。この実習では学生が希望する、プライマリーケア現場、地域病院、

そして産業医の活動を知ることができる。それぞれの実習の前に教員が実習先に

打合せに行き、実習終了後に評価を受けに行く。その際に、教育方法などについ

ての意見交換も行っている。また、教育ＦＤや生涯学習環境の提供を行い、大学

の教育資源を地域医療者に還元している。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 本学は医学部のみの単科大学であり、社会との交流は医学的分野が中心となり、幅広い

文化的交流が活発に行われているとは言いがたい。大学教育におけるリベラル・アーツの

弱体化が問題となっているが、本学にとっても深刻な問題である。カリキュラムがかなり

タイトに組まれており、授業以外の部分での取組みを考えて行く必要がある。2008 年度か

ら国立科学博物館の大学パートナーシップに加盟したが、学生にはあまり浸透しておらず

利用が少ない状況である。 
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［改善策］ 

 カリキュラムの点検評価を行っており、医学総論を中心に社会との文化的交流を考慮し

た取組みを充実させて行きたい。また、教職員を対象に開催される講演会などに学生も参

加できる体制を検討している。 

 

(2) 公開講座の開設状況とこれへの市民の参加の状況 

［現状の把握］ 

 2007 年度に開催した一般市民向けの公開講座は下記の 22 件であった。 

 

2007 年度公開講座（一般市民向け）    

公開講座名 開催日 参加人数 主催・場所 

＜介護保険セミナー＞マイケアプラン作成と自己

負担算出 
4 月 21 日 市民一般 7 名 看護学科 

神経症（不安障害）と森田療法 5 月 26 日 市民一般 74 名 狛江市西河原公民館

困っていませんか？めまい、耳鳴り、目の病気 6 月 2 日 市民一般204名 亀有地区センター 

市民に必要な CPR（心肺蘇生）と AED 使用法 6 月 9 日 市民一般１１名 西新橋校 

「Ｃ型肝炎と肝臓病」 6 月 9 日 市民一般５１名 第三病院 

「健康診断結果を日常生活に生かすために！」 6 月 16 日 市民一般６７名 柏病院 

「緑内障」「関節の痛みと関節周囲の痛み」 6 月 23 日 市民一般100名 NHK 放送博物館 

紫外線と肌の健康～10 歳若返り法～ 6 月 30 日 市民一般４７名 狛江市西河原公民館

胆石症といわれたら－その予防と対策－ 9 月 15 日 市民一般４２名 調布市文化会館たづくり

腎臓病のはじまりから、透析、そして腎移植 9 月 29 日 市民一般110名 西新橋校 

最近の感染症をめぐって－ノロウィルス、インフル

エンザの流行に備える－ 
10 月 6 日 市民一般５８名 柏看護専門学校 

排尿障害－安易に老化現象としてかたづけないで 10 月 10 日 市民一般７１名 調布市文化会館たづくり

知っておきたい薬の知識－ジェネリック薬品と保

険料の動向 
10 月 20 日 市民一般２９名 第三病院 

骨粗鬆症の予防と対策 11 月 7 日 市民一般９２名 調布市文化会館たづくり

ストップ！ザ 肥満！太りすぎは万病のもと 11 月 9 日 市民一般120名 亀有地区センター 

がん診療と放射線医 11 月 10 日 市民一般132名 西新橋校 

「歯の痛み・あごの痛み」「耳からおこるめまい症」 20 年 1 月 26 日 市民一般５３名 NHK 放送博物館 

市民に必要なＣＰＲ（心肺蘇生）とＡＥＤ使用法 2 月 16 日 市民一般７名 西新橋校 

脳卒中、なりやすい人なりにくい人 3 月 1 日 市民一般４４名 第三病院 
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＜介護保険セミナー＞ 知っておきたい在宅医

療と介護の話 
3 月 15 日 市民一般３２名 看護学科 

「慢性腎臓病と高血圧」、 「脳卒中治療の最前線」 3 月 15 日 市民一般５６名 ＮＨＫ放送博物館 

「検査値と薬の理解」 3 月 29 日 市民一般８０名 西新橋校 

 

以上の他に医療関係者を対象として「慈恵クリニカルリサーチコース」を開催しており、学外の

医療関係者が多数参加している。 

平成 19 年度実績 

「疫学デザインコース」  6 回開催  延べ出席者 237 名(学外者 165 名) 

「疫学解析コース」     5 回開催  延べ出席者 133 名(学外者 124 名) 

「生物統計コース」    10 回開催  延べ出席者 361 名(学外者 328 名) 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 上記の一般市民向け公開講座件は教育センターが主管する公開講座推進委員会が把握し

ているものである。これ以外にも講座や研究所単位で患者や研究者を対象とする公開講座

を数多く開催しているが、大学として把握していない。また、本学附属病院の患者支援・

医療連携センターが地域・在宅の看護師を対象とした地域医療者向け講座を開催しており、

2007 年度は 33 回開催している。 
 

［改善策］ 

 教育センターと患者支援・医療連携センターが管轄する公開講座以外の実施状況を大学

として把握する必要がある。ホームページに公開講座のページがあるため、形式を改善し

て、研究者向けや医師向けなどの公開講座を掲載できるようにして管理していきたい。 
 

(3) 教育研究の成果の市民への還元状況 

［現状の把握］ 

  本学は医師・看護師の養成機関として毎年、医学科 100 名、看護学科 40 名、学校法人

慈恵大学が運営する３看護専門学校 170 名、社団法人・東京慈恵会が運営する看護専門学

校 100 名の卒業生を輩出している。また、４つの附属病院において、外来患者一日平均

7,246 名、入院患者一日平均 2,265 名を診療している。附属病院以外に地域の病院へ大学

から医師を派遣しており、2007 年度の実績では 600 名の医師を地域の中核病院へ派遣し

ており、地域医療に貢献している。 
  研究指導を目的として見学生、実習生、訪問研究員の制度があり、各講座および研究室

において他大学の学部学生や大学院生を多数受入れている。また、開業医や企業の研究者

も受け入れている。また、本学の卒業生を対象に行っていた生涯学習セミナーを地元医師

会のメンバーにも開放して年間 10 回開催している。地域医療を担っている方達を対象に
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臨床研究の指導も行っており、この取組みは 2007 年度医療人ＧＰ「プライマリーケア現

場の臨床研究者の育成」として文部科学省に採択され、現在、12 名が参加している。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 医師不足は大学病院にとっても深刻な問題である。特に、先進医療、ハイリスク医療、

救急医療が中心となっている大学病院は勤務がハードなため、開業や条件の良い一般病院

に転職する医師が増加している。このため、2003 年度には地域の中核病院へ 716 名の医

師を派遣していたが、2007 年度には 600 名となっており、各病院からの要請に応えるこ

とが出来ない状況となっている。 
 
［改善策］ 

 医師不足に対しては 2005 年に医師人事を専門に行う部署を設置して対処し、一定の効

果を上げている。今回、初期臨床研修と後期臨床研修(レジデント教育)を一括して管理す

る臨床研修センターを立上げ、レジデントの確保をメインに活動することにしている。レ

ジデント教育の充実により、レジデント医を確保し、地域医療に貢献していきたい。 
 臨床研究者の育成については、2009 年度から一般病院でレジデント教育を受けながら本

学の大学院で臨床研究の指導が受けられる社会人コースがスタートすることになっている。 
 学内の部署ごとに行われている教育や研究成果の還元への取組みについて大学として把

握するため、毎年作成している「事業報告書」に「社会貢献」の項目を設定し把握して行

きたい。 

 

(4) 国や地方自治体等の政策形成への寄与の状況 

［現状の把握］ 

  公的機関からの検討委員や研修会などの講師について、大学としては制限を設けていな

いため、多くの教授、准教授が委嘱を受けている。2007年度において特に政策形成に関係

しそうな検討会からの依頼は下記の通りである。 

 

厚生労働省関係：歯科保健医療の標準化のあり方検討会、脳死下での臓器提供事例に係る

検証会議、感染症対策研修、労災保険情報センター検討委員、国民健康・

栄養調査企画解析検討会、医薬品医療機器総合機構専門委員、特定疾患

対策懇談会、厚生科学審議会、薬事・食品衛生審議会。 

文部科学省関係：国際科学振興財団研究員、大学設置審議会専門委員。 

東 京 都 関 係：社会福祉審議会、血液製剤適正使用部会、生活習慣病、検案体制の充実

に関する検討委員会。 

そ  の  他：電波の医療機器等への影響に関する調査研究会、生物兵器対処セミナー、

原子力安全委員会専門委員、内閣危機管理監アドバイザー、中央環境審

議会専門委員、神奈川県総合リハビリセンター再整備基本構想策定委員、
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食品安全委員会、化学物質審議会、国税審議会。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示）［改善策］ 

 特に問題となることはない。 

 

(5) 大学の施設・設備の社会への開放や社会との共同利用の状況とその有効性 

［現状の把握］ 

 国領キャンパスではグラウンド、体育館などの体育施設を近隣の保育園の行事などに貸

し出している。西新橋キャンパスでは大学の講義室(講堂)を文部科学省や厚生労働省が主

催または後援する教育研修会や保険制度に関する説明会などを初め多くの社会的な行事に

利用されている。大学の講義室は教育および学生の使用が最優先され、学外者には貸し出

さないことになっているが、営利を目的とせず、教育的価値のあるもの、公益性の高いも

のについては使用を認めており、使用料金は低額または事情によっては無償としている。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 西新橋キャンパスは官公庁のある霞ヶ関に隣接しており、交通のアクセスが非常に良い

ため使用希望が多い。750 名収容の中央講堂の他に、大学 1 号館に 250 名収容の大学 1 号

館講堂、124 名収容の講義室 3 室、実習室 3 室、グループワークのできる演習室 15 室が

あり、学会や資格認定試験、研究会、講習会などに使用しやすいと好評である。また、難

病の患者の会などには関係する教員が紹介者として関与する形で利用している。 
 
［改善策］ 

 学内の研究施設・設備の共同利用は講座や研究所の共同研究者として利用は認められて

いる。共同研究施設として学外の研究者に開放する制度は無いので、今後、検討が必要で

ある。 
 
２．企業等との連携 

［到達目標］ 

「社会の共感を得て、国際的にも高い評価を受けることができる質の高い医科大学」が本

学のあり方である。ここには社会貢献が本学の使命として明示されている。すなわち本学

の持つ知的財産が人類の健康と福祉のために役立ち、企業などの協力を得てより有効に社

会に還元されることである。      

 

(1) 寄付講座、寄付研究部門の開設状況 

［現状の把握］ 

 「東京慈恵会医科大学寄付講座に関する規定」が 2007 年 2 月に制定された。寄付講座

は本学における教育研究の発展と充実を目的とした寄付金をもって本学の主体性のもとに
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運営される。寄附講座は人件費ならびに教育研究に必要な経費を寄付金によって賄う。設

置期間は３年以上５年以内とする。このような規程に則り「ライソゾーム病研究講座」が

2007 年 4 月本学で初めての寄附講座として設置された。この寄附講座は設置後、特段の

問題もなく運営されている。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 寄附講座は大学と社会とを結ぶ有効な手段であるとともに大学の活性化につながる。ま

た研究費の獲得としても良い。本学の小児科におけるライソゾーム病の研究と治療はわが

国のこの分野の中核をなすもので、これが寄附講座として独立して位置づけられたことは

意義がある。今回は既存の研究室の中に寄附講座を設置することができたが、今後人的問

題はともかく場所の確保は容易ではない。 

 

［改善策］ 

 寄附講座は本学の教育研究の特徴を社会に示す上で有効で、積極的に講座の開設を進め

たい。 

 

 (2) 企業等との共同研究、受託研究の規模・体制・推進の状況 

［現状の把握］ 

 企業等との共同研究・受託研究は、研究者からの申請をもとに各部署の責任者の承認を

経て依頼者との契約書が交わされ、研究が実施される。研究費の原則20％が管理費として

大学に支払われる。受託研究と共同研究の過去3年間の実績を下表に示す。研究件数は年

毎に増加の傾向にある。これらの研究費の総額は2006年度には約2億 6千万円となってい

る(大学基礎データ表32)。 

受託研究と共同研究の件数一覧表 

 2005 年度 2006 年度 2007 年度 

受託研究 29 件 36 件 41 件 

共同研究 18 件 15 件 25 件 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 現在、研究費として公的競争資金が得がたくなっており、企業などとの共同研究と受託

研究はそれに代わるものとして重要である。またこれらの多くは企業との研究であり、大

学のもつ知的財産を社会に還元する役割を果たしている。しかしながら、共同研究と受託

研究の成果については大学として把握していない。 

 

［改善策］ 

 企業との共同研究と受託研究について大学として積極的に推進する方針で研究者に周

知するとともに、事務の迅速かつ円滑な取り扱いを徹底する。 
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 (3) 発明取扱規程、著作権規程等、知的資産に関わる権利規程の明文化の状況 

［現状の把握］ 

 東京慈恵会医科大学発明規程が 1988 年に制定されている。この規程は本学の教員の発明

に係る特許の取り扱いを定めている。職員の発明についてもこの規程が準用される。運営

は発明委員会によって行われ、委員は教授会の議を経て学長が任命する。現在は 6 名の委

員によって構成され、毎年 10 件くらいの審議が行われている。著作権規程は制定されて

いない。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 本学における発明の件数は多くはないが、現状ではその取り扱いに特段の問題は生じて

いない。最近のわが国の政策として、大学における研究成果を論文として世界に発信する

ことと同等に特許として社会に還元することが求められるようになった。本学の特許につ

いての関心は一部の教員を除いて必ずしも高くない。 

 

［改善策］ 

 発明による特許が実用化されることは社会貢献としての大学の使命を果たすことにな

る。質の高い研究から発した特許が数多く得られるよう努力する。 

 

 

Ⅱ．医学部看護学科 

 

１．社会への貢献  

［到達目標］ 

 ・教員による教育・研究成果を社会に還元できるようにする。 

 ・地域住民に対して公開講座を実施し、組織的な社会貢献の体制を作る。 

 ・大学の施設設備の社会への開放を図る。 

 

(1) 社会との文化交流を目的とした教育システムの充実度 

(2) 公開講座の開設状況とこれへの市民参加の状況 

［現状の把握］ 

市民向けの公開講座として年間４回行われている調布市内大学公開講座（４大学が協力）

および第三病院公開健康セミナーに講師を派遣している。2003 年度以降は年１回程度講師

を派遣している。これらの公開講座の企画運営は看護学科のメンバー１人を含む第三病院

教育関連委員会で検討されている。 
近隣住民向けの公開講座として在宅看護学准教授と講師が「介護保険セミナー、マイケ

アプラン作成」というテーマで 2007 年 4 月に 7 名、また 2008 年 3 月に「介護保険セミ


