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十．施設・設備 

 

Ⅰ．医学部医学科の施設・設備 

［到達目標］ 

 建学の精神を継承し社会のニーズに応えることの出来る医療人を育成するために、本学

では常に時代の要請に応じて大学改革に継続的に取り組んで来た。全国に先駆けて、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採用し、少人数教育の

大幅な導入、チュートリアル、ＯＳＣＥ、ＣＢＴ、ｅ-learning、など常に新しい教育方法

を導入している。今後も引き続き、大学院、看護学科を含め教育、研究ならびに医学部学

生、大学院生の学修環境として効果的に学生に提供できる設備を整備すること、が目標で

ある。 
なお、この項では、本学の附属施設である総合医科学研究センター、学術情報センター

および本学の４附属病院の施設・設備等の整備、キャンパス・アメニティ利用上の配慮に

ついて併記したが、大学院医学研究科は医学科と施設を共有しているので省略する。 
 

１．施設･設備等の整備 

(1) 大学･学部等の教育研究目的を実現するための施設･設備等諸条件の整備状況の適切性 

［現状の把握］ 

 医学科は 1 年次を東京都調布市の国領キャンパス、2 年次から 6 年次までを東京都港区

の西新橋キャンパスにおいて授業を行っている。 
・国領キャンパス    
   各講義室の収容人員と附属設備は下記の通りである。 

      

名称 場所 収容人員 附属設備 

講義室１ 国領校３階 40 
スクリーン、黒板、ＯＨＰ、インターネットローセット、テレビ、

ビデオ、ＤＶＤ 

講義室２ 国領校３階 40 
スクリーン、黒板、ＯＨＰ、インターネットローセット、テレビ、

ビデオデッキ、ＤＶＤ、プロジェクター 

講義室３ 国領校３階 40 
スクリーン、黒板、ＯＨＰ、インターネットローセット、テレビ、

ビデオデッキ 

講義室４ 国領校３階 40 
スクリーン、黒板、ＯＨＰ、インターネットローセット、ノートパソ

コン、ビデオデッキ、ＤＶＤ、プロジェクター 

講義室５ 国領校３階 40 
スクリーン、黒板、ＯＨＰ、インターネットローセット、テレビ、

ビデオデッキ、ＤＶＤ 
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講義室６ 国領校３階 40 スクリーン、黒板、ＯＨＰ、インターネットローセット 

講義室７ 国領校２階 12 スクリーン、黒板、ＯＨＰ、インターネットローセット 

講義室８ 国領校２階 40 
スクリーン、黒板、ＯＨＰ、インターネットローセット、テレビ、

ビデオデッキ、ＤＶＤ 

講義室９ 国領校２階 40 
スクリーン、黒板、ＯＨＰ、インターネットローセット、プロジェ

クター、ビデオデッキ、ＤＶＤ、ノートパソコン 

講義室１０ 国領校２階 40 
スクリーン、黒板、ＯＨＰ、インターネットローセット、テレビ、

ビデオデッキ 

講義室１１ 国領校２階 40 
スクリーン、黒板、ＯＨＰ、インターネットローセット、テレビ、

ビデオデッキ、ＤＶＤ､ＣＤ、ＭＤ、カセットデッキ 

講義室１２ 国領校２階 80 スクリーン、黒板、ＯＨＰ、インターネットローセット 

講義室１３ 国領校２階 80 
スクリーン、黒板、ＯＨＰ、インターネットローセット、テレビ、

ビデオデッキ、ＤＶＤ、ＣＤ、ＭＤ、カセットデッキ 

２２０講義室 国領校２階 150 

スクリーン、黒板、ホワイトボード、ＯＨＰ、インターネットロー

セット、プロジェクター、ビデオデッキ、ＤＶＤ、ノートパソコ

ン、ＣＤ、ＭＤ、スライド映写機 

６２０講義室 国領校２階 163 
スクリーン、黒板、ＯＨＰ、インターネットローセット、ホワイトボ

ード 

 

講義室 1～11 は少人数教育を行うための演習室として使用している。 
 上記以外の施設 
①コンピュータ演習室１：コンピュータ 105 台設置、CBT での使用が可能である。 

スクリーン、黒板、ホワイトボード、ＯＨＰ、インターネットローセット、プロジェ

クター、ビデオデッキ、ＤＶＤ、ＣＤ、ＭＤ 
②コンピュータ演習室２(コンピュータ 30 台設置) 
③情報科学実習室(コンピュータ 24 台設置) 
④実験室：生物実験室 4 室、物理実験室 5 室、化学実験室 7 室 
⑤スキルスラボ：国領校スキルスラボは 105 ㎡の広さがあり、利用可能時間は平日の 9 時

から 21 時までである。 
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主な備品：心臓病診察シミュレーター、呼吸音聴診シミュレーター、多機能心電計、採血

静脈シミュレーター、乳児気道管理トレーナ、Ｍ１５万能実習用モデル、手洗いトレーニ

ングセット、レサシアン、人工呼吸器、フィジカルアセスメントモデル、高度救急処置シ

ミュレーターⅡ型、不整脈・除細動・血圧シミュレーター、半自動除細動器、検眼鏡・耳

鏡セット。 
・西新橋キャンパス 
 2002年3月に竣工した大学1号館を中心に授業を行っている。大学1号館は地上18階、

地下 3 階で、1 階、3 階～8 階：教学施設、地下 1、2 階：実験動物研究施設、2 階：ＲＩ

実験研究施設、9 階～13 階総合医科学研究センター、14 階～17 階：基礎医学講座で使用

している。大学 1 号館の教学施設について、1 階はロビーと学事課で使用している。3 階

は 253 名収容の講堂があり、研究会、学会や大学の行事などで使用している。 
4 階は学生ホール、学生ロッカー室と 122 台のノートパソコンが設置された 4 階講堂が

あり、コンピュータ演習やＣＢＴに使用される以外の時間帯は学生用パソコン演習室とし

てまた、学生の自習スペースとして自由に使用することができるようになっている。5 階

は 3 年生が使用する 126 席の講堂と感染系実習室学生ロッカーがある。6 階は 4 年生が使

用する 126 席の講堂と機能系実習室と学生ロッカー室がある。7 階は自然科学系実習室と

学生ロッカーがある。8 階は中央に医学教育室が設置され、それを取り囲んで 15 室の小

グループ演習室が設置されている。このフロアはＯＳＣＥセンターとして設計されており、

医学教育室から 15 の演習室へ画像の提供、アナウンスが出来るようになっており、各演

習室をモニター録画できるようになっている。小グループ演習室は高木会館の 6 階と 7 階

にも 15 室設置されており、計 30 室がスモールグループ教育に使用されている。なお、2
年生の講義は高木 2 号館地下の南講堂、6 年生の講義は大学本館 1 階の西講堂でおこなっ

ている。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

・国領キャンパス 

 校舎は 1 年次と 2 年次で使用するように設計されたが、現在は 1 年次のみ使用している

ため、スペース的には余裕がある。各講義室と演習室からインターネットに接続して授業

や自己学習に利用できるようになっており、スモールグループ教育に使用する部屋も十分

確保されている。 
 但し問題点としては、バリアフリーとなっていないため、障害者や難病の方を講師とし

てお招きした際などに、不便をおかけしている。また、1 年次は看護学科と共修の授業が

あり、更に、首都大学東京の学生を受け入れている(単位互換)ために 150 名収容の 220 講

義室が満員の状態となることがあり、手狭になって来ている。 
・西新橋キャンパス 
 講義を大学 1 号館の 4 階講堂、5 階講堂、6 階講堂、高木 2 号館の南講堂、大学本館の

西講堂で主に行っており、大学 1 号館の 3 階講堂、大学本館の 2 階講堂はリザーブ的な利
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用で、余裕を持った使用をしている。なお、大学本館 3 階講堂は学生ホールとして使用し

ている。 
 大学中央講堂は大学の行事、総合試験などで使用しているが、設備が大変老朽化してお

り、座席や机が使用し難い、照明が他の講堂と比較すると暗い、などの問題がある。また、

5 階実習室と 6 階実習室について、設計時の構想では 1 学年を２グループに分けて同じフ

ロアの講義室と実習室を相互に講義と実習で使用する予定であったが、実際にはグループ

分けしないで使用することが多く、実験台を増やして欲しいなどの要望が出ている。 
 

［改善策］ 

・国領キャンパス 
国領キャンパス校舎のバリアフリーの問題は、隣接する看護学科の校舎がバリアフリー

となっているため、状況に合わせて相互利用する体制をとりたい。220 講義室の問題は 160
名収容できる 620 講義室の設備・備品を改善して使用することにしたい。 
・西新橋キャンパス 
 2008 年度中に感染系実習室の実験台を 2 台増設する予定である。他の実習室について

も、実習中の安全確保の観点から再検討する必要がある。また、解剖学実習室などのホル

ムアルデヒド対策を検討中であり、2008 年度中に改善案をまとめる予定である。 
 

(2) 教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

［現状の把握］ 

  国領校、西新橋校ともに授業で使用する際は一人 1 台ずつコンピュータを使用すること

が可能である。また、各演習室、各講義室からインターネットにアクセスすることが可能

である。 
 コンピュータ演習室(国領校)、4 階講堂(西新橋校)は学生の使用が優先されており、課題

レポートの作成、自習などで使用している。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 コンピュータ演習室(国領校)、4 階講堂(西新橋校)は授業で使用する以外の時間帯は学

生が自由に使用して良いことになっているため、機器の故障やプリンタの紙詰まりなどが

放置されるなどの問題が頻発した。このため、年度始めのオリエンテーションで利用方法

や注意事項をくり返し指導するとともに、学事課員が週 2 回点検を行っている。その他、

各演習室にはコンピュータとモニターなど授業に必要な情報機器が設置されている。また、

教員などへの貸し出し用機器も用意されている。 

 

［改善策］ 

 西新橋校および国領校のコンピュータ演習室に設置されているコンピュータは 2008 年

度に更新される予定となっている。 
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２．キャンパス･アメニティ等 

(1) キャンパス･アメニティの形成･支援のための体制の確立状況 

(2)「学生のための生活の場」の整備状況 

［現状の把握］ 

・国領キャンパス 

 教育・スポーツ施設が充実している。学術情報センター図書館国領分館は蔵書 8 万冊、

休日を除いて 9 時～20 時 30 分(土曜日 17 時 30 分)まで開館しており、閲覧室は 90 席で

ある。運動施設としてはサッカーコートが 1 面確保できるグランドとテニスコート 4 面、

25ｍ6 コースの温水プール館、弓道場、バスケットボールコートが 2 面確保できるメイン

コート・ミーティングルーム・剣道場・柔道場・卓球場・トレーニングルームが揃った樋

口体育館がある。また、120 席の学生食堂があり、学生からの評判が良い。また、講義室

１から 13 までは授業で使用しない時間帯を学生の自習用に貸し出しており、8 時～22 時

まで使用することが可能である。 
・西新橋キャンパス 
 運動施設はバレーボールコートがかろうじて 1 面とれる大学本館中庭だけである。食堂

については教職員との共用であるが、そば食堂 2 ヶ所、ベーカリーカフェ、カフェテリア

リーベと 4 箇所の食堂が利用できる。教職員用以外に外来者用レストランが 2 ヶ所あり、

学生の利用は可能である。その他、コンビニエンスストアとテイクアクトのコーヒーショ

ップがある。 
 学術情報センター図書館は蔵書が 24 万冊、平日は 8 時～22 時(土曜日は 19 時)まで、日

曜日は 9 時～17 時まで開館している。 
学生用の休憩スペースは大学 1 号館 1 階ロビーと 4 階学生ホール、大学本館 3 階講堂が確

保されている。 また、30 室ある演習室と 4 階講堂は授業で使用しない時間帯を学生の自

習用に貸し出しており、8 時～23 時まで使用することが可能である。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

・国領キャンパス 
  豊な緑と余裕のあるスペースによりキャンパス･アメニティは充実している。 
グラウンドのナイター照明がグラウンドの半分弱しかカバーできず、照度が充分ではない

ため改善したいが、近隣住民から夜間練習に関する苦情が出ており、照明灯を増やすこと

でさらに摩擦が大きくなることが懸念されるため、対応に苦慮している。 
・西新橋キャンパス 
 運動施設は貧弱である。キャンパス内には緑が少ないが隣接して芝公園と愛宕山があり、

休憩時間や放課後に利用している学生が多い。図書館の 24 時間オープン希望があるが、

学生の生活にとって望ましいことなのかは疑問である。西新橋キャンパスは大学施設と附

属病院施設が混在しているため、一時期、学生専用休憩スペースがほとんど無い時期があ
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ったが、2002 年に大学 1 号館が完成したことにより、大学 1 号館 1 階ロビーと 4 階学生

ホールが学生専用スペースとなった。また、講義で使用しなくなった本館 3 階講堂を学生

ホールとしたため、学生専用休憩スペースは充分確保された。但し、演習室などの利用マ

ナーが低下しており、演習室に私物を持ち込み置いたままにする。利用時間を守らない。

などの問題が発生している。 
 
［改善策］ 

 国領校グラウンドの照明施設の改善は学生の安全確保の面からも重要な問題であり、近

隣住民の理解を得られるように調整を図りたい。 
 キャンパス・アメニティについては年 2 回開催する学生会と教学委員の懇談会で意見交

換し、改善を図っている。また、マナーの問題についても学生と対策を検討し、指導を強

化している。 
 
 

(3) 大学周辺の「環境」への配慮の状況 

［現状の把握］ 

・国領キャンパス 

 キャンパスの周囲は工場、ゴルフ練習場などであったが、それぞれの敷地が売却され、2

方面がマンションに囲まれてしまった。このため、グラウンドおよび体育館でのクラブ活

動時の騒音(選手の掛け声、ボールの音など)、 土埃に対する苦情が寄せられるようになっ

た。 

・西新橋キャンパス 

以前は、周辺道路での学生の違法駐車が問題となったが、くり返し指導を行ったことと、

規制が厳しくなったことにより、問題が発生しなくなった。最近、周辺道路へのタバコの

吸殻の投げ捨てが問題となったが、注意・指導の結果、解消された。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

・国領キャンパス 

各クラブと話し合いを持ち、夜間の練習は 21 時までとし、休日の朝も 9 時以降の使用と

した。また、対抗試合などで本学のコートが試合場となった場合は、各マンションの管理

組合と相談し掲示板にポスターを貼ったり、ビラを配布して事情を説明し理解を得るよう

にしている。また、試合前のコート整備は無言(静かに)で行うなどの配慮をしている。体

育館についても騒音が漏れないように、窓や扉を開放したままにしないようにしている。

グラウントが乾燥した場合はスプリンクラーで散水して埃が立たないようにしているが、

夏場などは間に合わないことがある。 
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［改善策］ 

・国領キャンパス 
 医学科の授業は午後 4 時すぎまでタイトに組まれているため、クラブの練習は夕方から

開始せざるを得ない。また、2 年生以上は西新橋キャンパスの授業が終了してから移動す

るため、メンバーが揃って活動できる時間は午後 6 時ごろからとなる。近隣住民を大学祭

に招待したり、近隣マンションの行事に体育館やグランドを貸し出すなどして、住民の理

解を得るための努力を行っている。 
 

３．利用上の配慮 

(1) 施設･設備面における障害者への配慮の状況 

［現状の把握］ 

・国領キャンパス 

 医学科校舎は施設的に障害者への配慮がされていないため、障害者が使用する場合は学

生がフォローする体制をとっている。 

・西新橋キャンパス 

 大学 1号館は障害者へ配慮した施設となっている。また、大学施設と病院施設が混在し

ているため、大学区域であっても、患者がいる場合は患者優先の配慮をするように指導し

ている。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

  国領校舎の1階部分は段差部分に傾斜を付けるなどの工夫をしているが、傾斜がきつい

などの問題がある。西新橋校舎の大学本館部分は障害者への配慮がされておらず、中央講

堂で行事を行う際は問題である。 

 

［改善策］ 

 大学本館部分は本院外来棟の建築予定地となっており、エレベーターなどの設置は難し

い。中央講堂を使用する行事などは介助者を配置するなどの方法で対処して行きたい。 
 

(2) キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況 

［現状の把握］ 
 西新橋キャンパスと国領キャンパスは地下鉄と私鉄を利用して約 1 時間の距離である。

都営地下鉄と京王線を使用するルートと東京メトロと小田急線を使用するルートが一般

的であり、所要時間はほぼ同じである。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 近いとは言えないが、どちらも運行本数が多く、不便ではない。 
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［改善策］ 
 6 年間の教育を西新橋校で実施してはどうかとの考えもあるが、体育施設を西新橋校に

作ることは不可能であり、国領校の豊な緑に囲まれた静かな環境は学生の人格形成に意義

深いものがあると判断している。また、看護学科との共修の時間を体験することは本学の

「医師と看護師は車の両輪」の理念に則るという観点からは必要なことである。 
 

４．組織･管理体制 

(1) 施設･設備等を維持･管理するための責任体制の確立状況 

(2) 施設･設備の衛生･安全を確保するためのシステムの整備状況 

［現状の把握］ 

 教育関連施設の日常的な維持・管理は学事課が担当しており、事務的な責任者は大学事

務部長となっている。また、医学科施設の全体的な責任者は医学科長である。 

  西新橋校、国領校ともに衛生面については学生保健指導委員会が対応している。また、

安全面については警備員が頻回に巡回する体制をとっている。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

  教学施設の問題は教学委員会で検討されており、教育の質を確保することが優先事項と

なっている。運動施設や学生会関係の施設の問題は学生部長と学事課が相談しながら対処

している。国領キャンパスは副教学委員長と副学生部長が学事課と相談しながら対処して

いる。安全面について、国領校は校舎内に警備員が複数名 24 時間体制で常駐している。

西新橋キャンパスの大学 1号館は氏名章のＩＣチップにより管理を行っているため警備員

は常駐せず、隣接する病院外来棟の警備員が巡回している。午後 8 時から午後 11 時まで

は出入口の自動ドアが利用できるため、学生または教職員として登録されている者は氏名

章を入口のセンサーに提示して入館することができる。午後 11 時から翌朝 7 時までは出

入口の自動ドアが完全にロックされるため、夜間専用通用口に登録されている者以外は入

館することができない。また、4 階のコンピュータ講堂、8 階の演習室も同様のセキュリ

ティーとなっている。学生ロッカー室の入口にもセンサーがあり、学生であることと性別

がチェックされる。 
 夜間専用通用口は入館する場合にセキュリティーチェックされるが、退館する場合は自

由である。このシステムを悪用して、退館時間後に夜間専用通用口を内側から開けて仲間

を中にいれて泊り込むケースが発生した。 
 

［改善策］ 

 年に 2 回、教学委員会と学生会との懇談会を行っており、この場で施設に関する学生か

らの意見を必ず聞くことになっている。また、大学 1 号館の安全面の対策としては、警備

員の巡回回数を増やすとともに、点検する場所を見直すことで対処しているが、セキリテ

ィーシステムの見直しが今後の課題となっている。 


