
 254

 

Ⅱ．医学部看護学科の施設・設備 

１．施設・設備等の整備 

［到達目標］ 

 教育、研究ならびに学生の学修環境としての施設・設備を整え、適切に維持、管理、運

用する。 

    

(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］ 

 看護学科校舎は緑豊かな西東京郊外に位置し、本学の２つのキャンパス（西新橋・国領）

のうち、国領キャンパスに属する。国領キャンパスには、医学科国領校舎、学術情報セン

ター図書館国領分館、樋口体育館、屋内プール、学生食堂等の施設があり、また、主な実

習施設である附属第三病院が隣接している。看護学科校舎は、鉄筋コンクリート５階建て

で、1991 年 9 月に完成し、本年をもって築１７年を迎える。 
 看護学科校舎面積は、3,613 ㎡であり、教育目的施設としては、講義室３室、大教室（講

堂）１室、演習室２室、看護実習室１室、調理実習室１室があり、この他学生の自主学習

や活動に使用される学生自習室を２室（スタディールーム・学生控室）備えている（大学

基礎データ表 37・38 参照）。スタディールームには、視聴覚教材が備えられ、学生が自由

に利用できる。また、自然科学系の実験室と情報処理および語学学習のための施設は、医

学科校舎内に設備され、講義・演習・実験をはじめ、学生の自主学習の場としても供され

ている。 
 研究目的施設としては、看護学科校舎内には共同研究室が設けられ、その他附属第三病

院を含めた敷地内には、教育センターの管理施設であるスキルスラボ室があり、教職員は

じめ学生の技術学習に使用されている。 
 教育用機器としては、ビデオ、DVD を視聴できる AV システムがあり、学生自習室、共

同研究室に設置され、教員の研究や学生の学習に供している。また、視聴覚教材は、図書

館国領分館にも多数配備されている。その他の器材、器具ならびに模型等の教育用備品は、

看護実習室と教材室に収納され、その数は学生数に対して豊富に備えられている。 

 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 校地、校舎面積は、医学科校舎、附属第三病院と隣接することにより、教育環境として

は、恵まれたものと言える。看護学科校舎内施設については、各講義室が 2007 年の学生

定員変更(30 名から 40 名へ増員)によって、若干手狭になってきており、また、教員研究

室も新規採用などにより、不足が生じてきている。本年度は、学生ロッカー室を医学科校

舎へ移設するなどして、学生自習室や研究室を確保することとなった。また、グループワ

ーク等が重複して行われる場合は、医学科校舎の演習室を使用している。 
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 看護実習室については、教室費・実習費(実習室含む)等運用委員会において、計量機器、

医療機器等備品の定期点検が実施され、随時速やかな対応を行っている。使用については、

学内実習が重ならないように予定が組まれ、附属第三病院看護部の研修の場としても提供

されている。 
 
［改善策］ 
看護学科校舎内の設備としては、演習室が更に増設されることが理想であるが、隣接す

る医学科校舎を利用できるため、現在のところ十分対応できている。但し、現在の学生数、

教員数への対応が限界であるため、今後更なる定員増が実施された場合は、国領キャンパ

ス全体として抜本的な見直しが必要となってくる。 
 

 (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］ 

 情報処理機器については、看護学科校舎内には学生控室にパソコン 3 台が設置され、図

書館２階のコンピュータ演習室２室には、それぞれ 17 台、107 台のパソコンが設備され

ている。いずれも学内 LAN が整備されており、医学科学生を含めても学生数に対して十

分な数が確保されている。また、昨年度より、各講義室ならびに看護実習室にも教育用パ

ソコンが常備されるようになった。学生は個人メールを取得し、電子メールおよびインタ

ーネットの使用が可能である。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 情報処理機器そのものの配備については、十分と言えるが、故障等メンテナンス面にお

いては、それに対応する専門職員等は配置されていない。専門職員は西新橋校に常駐して

いるため、速やかな対応が難しい現状にある。また、昨年度より学生便覧が冊子から

CD-ROM に変更されたが、看護学科校舎内にはパソコンが少ないためか、事前に開いて

見ていない学生が多い現状にある。情報処理機器活用について、学生への指導が必要であ

る。また、コンピュータ演習室は、学生が自主学習に使用することが多いため、飲食物の

持ち込み等利用の仕方が問題となっている。 
 
［改善策］ 
 情報処理機器に対応する専門職員の常駐は、コンピュータ演習室設置時に検討されたが、

そのままの状態になっているため、早期の実現が望ましい。 
 
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  

［現状の把握］と［点検・評価］ 

 看護学科校舎は、附属第三病院や高次元医用画像工学研究所に隣接し、医学科校舎、学
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術情報センター図書館（国領分館）、コンピュータ演習室、体育館、屋内プール館、硬式・

軟式テニスコート、グラウンド、学生食堂等恵まれた教育・運動施設を有する国領キャン

パスに位置している。 
 学生食堂は、2003 年度に新築され、ランチタイムを快適に過ごすことができるようにな

った。しかし、一方では、看護学科校舎の東側に附属第三病院の手術棟が増築され、２階

の実習室はブラインドを下ろした状態となり、３階の講義室も道路が広がり、車の通行が

増えたため窓を閉めている状況である。また、校舎の南側も、東京都による道路の拡幅の

ため、通路側の多くの樹木が伐採されてしまった。 
 校庭は、本来の自転車置き場が手狭となり、一部自転車置き場のようになっていた。そ

こで、校庭の道路側の一部に白線を引き、駐輪場として使用できるようにしたところ、改

善された。今後、更に予定される道路の拡幅工事に合わせて、自転車置き場については、

その設置場所も含め、国領キャンパス全体の見地から検討が必要である。一方、校舎のエ

ントランスには、卒業生から寄贈されたベンチが置かれ、天気の良い日には学生や患者さ

んが利用している。また、看護学科教員の有志が校庭に植物を植え、ベンチ横に花を置く

などし、校庭の雰囲気が明るくなった。 
 大学施設の保守・管理については、開設以来隣接する第三病院内の管理課において行わ

れ、警備、清掃については、慈恵実業が契約する企業に委託されている。また、パソコン

等の電子機器の保守・管理については、主に大学システム課との連携において、遂行され

ている。 
 キャンパス・アメニティに関する学生との話し合いは、年３回実施している学生会との

懇親会の中で、意見交換を行っている。 
 

(2) 学生のための生活の場」の整備状況 

 [現状の把握]と［点検・評価] 
 校舎内については、学生が憩える場として１階ラウンジがあり、昼休みや放課後など、

学生の活用が増えてきている。 
 教室については、2002 年度まで学年毎に固定化していたため、机の上や周りに私物を置

く学生が多かった。そのため、2003 年度から、各学年ともに講義室を２日ずつ移動するよ

うに変更した。その結果、私物の持ち込みが減り、教室の環境は改善された。しかし、ペ

ットボトルやゴミの放置が目立ち、2006 年度から各教室にペットボトルと空き缶専用のゴ

ミ箱を各 1 つずつ新たに設置することとなった。また、学生会としても各教室の後ろに段

ボール箱を設置し、ゴミをその中に入れ、週末に廃棄するように取り組みをはじめている。 
 学生会から飲料水の自動販売機の設置希望が出されているが、ペットボトルと空き缶が

教室に放置されていたり、きちんと分別されていない状況が継続しているため、これらの

問題が解決したら設置を検討すると学生に伝えてある。そのかわりに、これまで１階ロビ

ーにしかなかった冷水器を教室のある３階に増設し、水分補給できるように改善した。 
 トイレについては、2007 年度に学生会から要望されていた、暖房・音姫機能のあるウォ
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シュレットを設置することができ、トイレの環境を改善することができた。 
 1 階ラウンジには、ホワイトボードにアメリカ看護研修の報告を掲示し、学生の活動を

紹介したり、学生保健情報として新型インフルエンザ、感染性胃腸炎、結核など、その時々

に必要な保健情報の提供や予防対策、学生相談室の案内等を掲示し、注意を喚起している。 
 2003 年度の調査では、大学施設に対する満足度は全体的に高いものの、トイレをウォシ

ュレットにして欲しい、図書館やコンピュータ演習室の開館時間が短い、ロッカーが狭い

などの意見があった。トイレの環境は改善されたが、図書館やロッカーについては大学全

体の管理・運営に関することであり、ロッカーについては、ロッカー室のスペースが確保

できないため、改善されていない。 
 

(3) 大学周辺の「環境」への配慮の状況 

［現状の把握］ 

 隣接して建てられた集合住宅の住民への配慮として、運動部への活動時間厳守の徹底や、

学内で行われる公式試合の近隣への事前周知など、継続して行っている。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示）］ 

 国領キャンパスは、運動施設・設備に恵まれ学生達の健全な精神と体力作りに最適の環

境であり、キャンパス・アメニティとしては長所といえる。しかし、道路拡幅のために校

舎の庭の一部が道路として使用され、杉などの大木が伐採された。このため、車の騒音、

排気ガスなどの学生生活への影響が懸念される。今後、これらの影響を含め、看護学科と

して、学生の生活環境が悪化しないように植樹、自転車置き場の整備など、環境整備に関

する検討を行っていく必要がある。 
 2007 年度は、インフルエンザ、感染性胃腸炎などの感染症に学生や教員が罹患した。そ

こで、感染予防のための情報提供、学生の健康管理、臨地実習における感染状況の把握、

情報の共有、感染予防対策等の指導を行った。今後も、感染症が集団発生する可能性があ

り、感染症に関する情報提供、感染予防対策を行っていく必要がある。 

 

［改善策］ 

①キャンパス・アメニティとしては、学生の交流の場としてのロビーの活用、憩いの場と

しての校庭のベンチの活用、自転車置き場の整備を行っていく。道路の拡幅に伴う環境

の悪化については、看護学科として植樹、自転車置き場の抜本的な整備等を提案してい

く。 
②大学周辺の「環境」への配慮については、2006 年度から慈恵祭を附属第三病院との共催

で行っており、地域住民が参加しやすいイベントを支援し、交流の機会を設けることで、

周辺住民との相互理解を深める必要がある。 
③毎年 12 月に行われている附属第三病院でのクリスマスロビーコンサートには、本学科

学生有志が合唱で参加している。今後も、このような活動に学生が積極的に参加できる
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ように支援し、患者さんが入院生活を快適に送ることができるような支援を行っていく。 
 
 

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］ 
 校舎内はエレベーターが設置され、床には段差が無くバリアフリーとなっている。また、

講義室の入り口は幅の広い引き戸になっており、障害者への配慮はされている。ただ、校

舎に２つある出入り口の一方の階段には、スロープが設置されているが、いささか幅が狭

く、急勾配なものである。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 建物内の通行上の配慮はされているが、出入り口については、実際に補助者がいないと

自力での車椅子の入場は難しい。また、障害者用トイレや点字による表示も無く、更なる

配慮が必要である。 
 
［改善策］ 
 今後の公開講座の実施や大学施設の開放等を鑑み、特に１階入り口付近の改修、実用性

のあるスロープの設置や障害者用トイレの設置、案内表示等が必須となってくる。 
 
 
(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間については、いずれも交通手段は発達しており、

利用時間に関係無く、不便な点は無い。また、最寄り駅からキャンパスまでの移動につい

ては、徒歩で十分可能であるが、バスも利用できる。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 看護学科については、４年間国領キャンパスで過ごすため、公共交通機関のほかに、特

にキャンパス間を結ぶ新たな交通手段の検討の必要はない。ただ、隣接する附属第三病院

以外の附属病院で臨地実習を行う場合、居住地が遠方の学生については、看護師寮を借用

するなど配慮している。 
 
［改善策］ 
 特に改善方策の検討の必要はない。 
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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 

［現状の把握］ 

 設備等の維持・管理は学事課が行い、修理、メンテナンスについては、附属第三病院の

管理課に依頼している。また、校舎入り口および講義室の施錠、電気系統の維持・管理は、

学事課の指示を受けて国領校本館に常駐する委託業者が担当している。エレベーターの定

期点検や消防による防災面の施設点検が別に行われている。 
 教員や学生が授業以外で講義室を含む学内の施設を使用する場合には、所定の届け出用

紙を学事課に提出し、使用者は施設の破損および片付け等の責任を持つことになっている。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
施設・設備については、増築、修繕、改修などすべて学事課を通して検討、依頼、実施等

がされるシステムとなっている。 
 
［改善策］ 
 看護学科校舎の設備では、現在の教員数、学生数に対応することは限界となってきてお

り、国領キャンパスの施設全体としてその運用方法について、検討していく必要が生じて

いる。看護学科、医学科双方の教員、学事課を交え、大学全体の将来構想を見据えながら、

長期的な視点に立って検討していく必要がある。 

 
(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］ 
 衛生面については、委託業者が毎日清掃を行い、この他定期的に床のワックス清掃が入

る。学生会でも自主的にゴミの分別や講義室等の環境整備を行っている。 
 安全面については、24 時間体制で委託業者による警備が行われている。コンピュータ演

習室については、盗難防止等の見地から学生の氏名証がカードキーになっており、部外者

の侵入を防止している。校舎正面入り口の施錠時間は 17 時 30 分であり、校舎側面の入り

口は 20 時に施錠される。校舎側面の入り口については、教員が所持するカードキーの利

用により、開閉できるシステムとなっている。校舎 1 階ガラス窓には、防犯ブザーの簡易

装置を設置しており、校舎の出入りについては、事務室の前を必ず通る動線になっている。 
 国領キャンパスには、医学科、看護学科双方の教員による防火防災委員会が組織されてお

り、安全確保に対するシステムが構築されている。また、学事課員２名が防火管理責任者講習を

受講している。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 警備ならびに電気設備の担当者は国領校本館に常駐しているため、看護学科校舎のみに

ついては、夜間は不在となる。 
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［改善策］ 
 夜間の防犯上の理由から、防犯カメラを設置し、警備室で常時監視する体制づくりが望

まれる。また、現在国領キャンパスは医学科、看護学科それぞれに事務室を設け、同じ所

属の学事課職員が別々に配置されている。施設・設備・安全面等の総合的、効率的管理、

整備の見地からも一箇所に統一するのもひとつの方策と思われる。 
                        

 

Ⅲ．大学院医学研究科の施設・設備 

    大学院の施設・設備は大学と共有しており、省略する。 

  
 

Ⅳ．その他の施設・設備 

本学の附属病院である4病院の施設・設備について 

 
１．附属病院の施設･設備 

 大学の附属病院は、診療機関であると同時に育成機関であり、卒前教育の臨床実習、 
卒後臨床研修などの教育効果を高める施設・設備面での充実が重要である。 
 附属病院では、36 の診療科、14 の中央診療部門で診療と医学部卒前・卒後教育研究指

導が行われている。2007 年度診療実績の概要は、許可病床数 1,075 床のうち稼働病床（ICU
及び未使用床等を除く）は 1,048 床、年間入院延べ患者数 332,532 人（１日平均 909 人）、

１日平均の病床稼働率は 87.0％である。外来患者は、年間延べ患者数 853,176 人で 1 日平

均 2,922 人が来院しており、附属病院としての診療・教育・研究に必要な症例は十分に確

保されている。 
本院で行われる学生の臨床実習においては、５年次、６年次で外科手術が含まれている

が、附属病院での年間手術件数は 12,313 件で 1 日平均 34 件であり、国内トップクラスで

ある。また、救急医療について、救急部では救急専属医（13 名）と研修医（5～7 名：年

間ローテーション）が２交代で勤務している。2 次救急を中心とする救急総合診療が確立

されているが、心疾患、脳血管障害を中心とする循環器、神経疾患などの疾患に関しては

高度な専門性を持ち、3 次救急も行っている。教育機関としての大学病院が受け持つ研修

施設として実践的な臨床現場であり、卒前臨床教育としては５年次、６年次が救急臨床実

習に参加している。 
入院部門における教育については、「附属病院中央棟」（2000 年 5 月開設）と「総合母

子健康医療センター」（2001 年 11 月開設）における教育・指導に対する施設・設備は、

最先端医療の実施が可能な建物であり、手術室･病床や指導医教員と学生がミニレクチャ

ーできるカンファレンスルームを各階に設置しており、臨床実習を行う上では十分に評価

できる。また、診療・研究に供するための診療体制、施設環境、病床数は十分確保されて


