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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
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いる。各病棟にはカンファレンスルームが設置されている。卒前教育上は、通常の診療ス

ペースとは別に指導教員のもとで実習ができる場所が病棟内に設置されていることが望

ましいが、現状では用意されていない。しかし、病棟には最先端医療を可能とする充実し

た施設・設備及び十分なスペースが確保されており、臨床の現場での診療スタッフとの一

体感を経験する場所としては適切である。 
外来部門については、古い建物を改修しアメニティの向上を継続して実施しているが、

スペースの狭さは否めない。学生の臨床実習等において教育・指導上からの観点からは必

ずしも良好な状況にはないが、今後に予定されている新外来棟の建設の際には考慮したい。 
 

２．青戸病院の施設･設備 

 青戸病院は、届出床 390 床で 24 の診療部と中央検査部、病院病理部などの中央診療部

門を有する。2007 年度の診療実績は、外来診療は年間の外来患者総数 306,196 人（1 日平

均 1,049 人）、時間外受診患者総数 13,670 人（1 日平均 37 人）、救急搬送患者数 1 日平均

10 人であった。入院診療については 1 日平均入院患者数 304 人、平均在院日数 12.3 日で、

手術件数 2,978 件、死亡数 274 人、剖検数 10 人、剖検率 3.6％であった。当院での医学部

学生（卒前）教育は 4 年生に対する看護実習（19 名）、5 年生に対する臨床実習（延べ 45
名）、6 年生に対する選択実習（延べ 26 名）が行われた。 
 教育・研究関連施設としては第 2 別館の 4 階に学生カンファレンスシステムと 24 台の

パソコンが設置された会議室、第 3 別館に学生実習室（1 室）、研修医室（2 室）、管理棟

にはロッカー室及び学生・研修医用の当直室が配備されている。その他、管理棟には病院

管理部門の他に、診療情報室、図書室、予備当直室が設置されている。また、管理棟横に

共同利用研究室が設置されている。 
 診療面では地域の基幹病院として、卒前（臨床実習）、卒後（初期臨床研修）で求められ

るプライマリーケア医療の修得と言う点では本学附属病院の中では最適の臨床教育機関で

ある。 
問題点としては、第 1 にマンパワーの不足があげられる。臨床実習を中心として卒前教

育が本院以外の附属病院（青戸、第三、柏病院）で行われる割合は今後も増加するものと

思われる。また、チュートリアル教育などで多数の教員が本院へ出向するとき等に少なか

らず診療に影響が出る。第 2 に学生教育を考慮したスペースが外来、病棟に備えられてい

ない点がある。外来では学生が患者診療をするスペース、病棟ではベッドサイドでの症例

検討等を、カルテを病棟外へ持ち出すことなく行うためにはカンファレンスルームが必要

である。図書室の整備については、卒前教育に必要な蔵書、ジャーナル数を更に検討し、

また、パソコン等の情報処理機器などの事務機器数も増やす必要がある。学生カンファレ

ンスシステムが設置されている会議室には 24 台のインターネット接続可能なパソコンが

机内部に常備されているが、青戸病院には会議室が少なく委員会等の開催で常に使用して

いる状況があり、学生に自由に使用させることが困難な状況がある。 
 クリニカルクラークシップの普及に伴って青戸病院での卒前・卒後教育に対する重要性
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が増すものと予想され、上述のような施設の整備、教育スタッフの補充が必要になると思

われるが、設備面では、建物の老朽化、敷地の制限等の問題点を解決する必要があり、2011
年竣工予定の新病院に向け教育環境の充実を図るべく、青戸病院リニューアルタスクフォ

ースの中で検討を重ねているところである。 
 

３．第三病院の施設・設備 

第三病院は 23 の診療科と 9 つの中央診療部門を有している。総病床数として 630 床

（10,943 ㎡）を有し、１日平均 519 人（年間入院延べ患者数 189,974 人）の急性期、亜

急性期、慢性期の患者さんが入院していて、病床利用率は平均 87％である。救急室ではす

べての診療科にわたり初期救急から二次救急医療を中心に 24 時間体制で対応しており、

救急外来患者数は１日平均 71 人（年間 20,767 人）である。 
教育に直接関連した施設として、学生実習用のカンファレンスルームが 3 室、病棟内に

設けられている他、図書を整備したセミナールーム並びに新刊医学雑誌を閲覧できる学生

実習室が用意されている。共用ではあるが教育に利用できる部屋を 3 室有しているほか、

各科の研究室・医局も卒前・卒後の教育に有効に利用されている。また、隣接している学

術情報センター国領校分館にある多数の蔵書が利用可能で、そこにない文献は電子ファッ

クスを利用してその日の内に西新橋の本院から入手できる体制が整っている。 
 医学科学生の臨床教育のうち第三病院に関しては、5 年生は常時 15 名前後が 2 週から 4
週を 1 単位として病棟・外来・手術室などでの実習を行っている。6 年生は 4 月から 7 月

の 4 ヶ月間常時 20 名前後が 4 週を 1 単位としてチーム医療の一員として各科の病棟実習

を行っている。この臨床実習の他に、1 年生の early clinical exposure 、病院見学実習、4
年生の病院業務実習（夜間実習を含めて 1 週間・約 15 名）を第三病院において担当して

いる。 
  第三病院は医学部看護学科および第三看護専門学校が隣接していることもあり、看護学

科の 2・3・4 年生約 100 名、看護専門学校の 1・2・3 年生約 140 名の教育実習病院とし

ても機能している。 
第三病院の診療科の特徴として、世界的にも認められた精神療法である森田療法の入院

病棟（20 床）を有していること、結核病棟を有していること（31 床）、リハビリテーショ

ン医学講座の本拠となり大規模なリハビリテーション訓練施設（528 ㎡）を有しているこ

となどがあげられる。いずれも他附属病院では実習できない診療科である。 
Primary Care を最も効率的に学習できる救急症例の診療については、各科当直医の指

導のもとに学習できる救急部（外来ブース 4，救急専用入院ベッド 5 床）と十分な患者数

を有していることは評価できる。また、学生用の専有当直室を設置したことにより、当直

実習や時間外実習で夜遅くまで診療に当たることがあっても安心して宿泊できることは、

長所として評価できる。臨床実習の現場である病棟にカンファレンスルームが設置されて

いることは効率的実習という点で評価できるが、その数は十分満足すべきものではない、

また患者への説明の部屋として使用されることも多いなどの問題点があり、運用面の工夫
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と部屋数の増加について今後検討する必要がある。 
 

４．柏病院の施設・設備 

病院の概要は届出病床数 640 床（ＩＣＵ 7 床、ＣＣＵ 5 床含む）、使用病床数 592 床で、

23 の診療科と、10 の中央診療部門ならびに研究施設である臨床医学研究所からなる。外

来患者数は一日平均 1,675 名、入院患者数一日平均 533 名、救急患者数は月約 730 名、う

ち救急車搬送件数は約 240 件である。 
柏病院では内科、外科および救急部が医学部 5 年生の臨床実習教育を、また 6 年生の選

択実習では全科が学生の希望で臨床実習教育を担当している。このため 4 月から 1 月の実

習期間中には常に 10 名程の学生が臨床実習を行っている。 
教育関係の設備は 4 階のスタッフルーム内に｢学生実習室｣が設置されており、個人用ロ

ッカーおよび勉強机が配備され、実習室専用の PC が設置されている。また学内イントラ

ネットを経由して本学の学術情報センターと接続が可能であり、文献検索も容易に行える

体制となっている。2 階には閲覧室（席数 18）を有する図書室（蔵書数：単行本 700 冊、

英文雑誌 27 種類、邦文雑誌 24 種類）があり、自由に閲覧・貸し出しが可能である。また

柏病院は都心より遠隔地のため 2001 年度より新柏にある医師住宅を無償で学生用宿泊施

設として利用に供しているが、余裕のある広さの個室（ワンルーム、キッチン・ユニット

バス付き、13.87m2）であることから入居希望者が多く、当院で実習を行う学生はこの宿

舎を利用している。これにより、学生は臨床実習期間中充分な時間的余裕をもって実習に

取り組むことができ、クリニカルクラークシップ形式による臨床実習の実践に多大な効果

を発揮しており、学生の評価も良好である。 
柏病院に附属する臨床医学研究所は 2007 年度からは医学部６年生の選択実習施設とし

て希望する学生を受け入れているが、一般研究員らの協力により幅広い実習ができ、学生

に好評を得ている。 
 臨床実習は教育担当スタッフを置き、クリニカルクラークシップ形式にて行っており、

内科・外科とも学生に対するアンケート調査では学内でトップクラスの高い評価を得てい

る。また柏病院は附属病院のなかで二次・三次救急を主体とした唯一の救急基幹病院であ

り、救急医療の充実した臨床実習を実施している。多人数が一同に会して講義を行うこと

はないので、講義用講堂施設はあまり必要としないが、スモールグループティーチングあ

るいはカンファレンスに使用する会議室が８室と少なく、場所の確保に苦労している。ま

た、図書室は大学の医学情報センター（図書館）の分室ではなく、病院が独自に設置した

施設であるため、充分な広さとは言えない状況である。 

柏病院ではオーダリングシステムが導入されており、ＩＤ番号を有する医師であれば病

棟のオーダリングシステム端末より患者の検査データ、投与薬歴、食事療法等のデータが

参照可能である。学生にも臨床実習期間中のみ有効なＩＤ番号を付与し、オーダリングシ

ステム端末を介して受け持ち患者のデータを閲覧することができ、これによりカンファレ

ンスや症例検討において指導医と学生がデータを共有することが可能となった。 また、4
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階のスタッフルーム内に学生実習室があり学生専用のパソコンが設置され、認証システム

よりログインすることで、インターネットの利用や学内イントラネットを介して様々な情

報を入手することが可能である。本学の学術情報センターとも接続が可能であり、文献検

索も容易に行える体制となっている。この体制により、実習レポートは患者サマリーの標

準形式に準拠したものとなり、またインターネット上で学生がいつでも「up to date（電

子臨床教科書）」に接続できる環境を確保している。 

  


