
 268

十二．管理運営 
[到達目標］ 

 ①理事会機能の強化を図る。 

新しい寄附行為では学校法人の意思決定機関として理事会の役割が明確になり、評議

員会を議決機関から諮問機関として位置付けた。また、外部理事、外部監事、外部顧問

を設けたことにより、単科大学では不足しがちな広い視野に立った貴重な助言、提言を

いただけることになり、法人運営に大いに役立っている。 

②法令遵守の徹底を図る。 

2004年度に大学行動憲章、行動規範を定めた。また、同年に法人の経営活動が合法的

かつ合理的に実施されているかを点検・評価し改善への助言と提案を行い、不正を防止

するために監査室を設置した。2005年度には法令違反行為等の早期発見によって法令遵

守を促進することおよび、法令違反行為などによる被害者の保護を目的とした公益通報

制度を策定し外部弁護士事務所を通報窓口とし、教職員全員に公益通報カードを配布し

た。 

③広報活動を充実する。 

2004年度から広報課の他に医療広報室を設置し、医療の専門分野に関わる問題に対応

することにした。また、広報業務の専門家を外部から招き、主に報道関係への対応を行

う広報推進室を設置し、広報課と連携して活動を行う体制とした。 

④法人運営の総合的計画立案機能を強化する。 

従来の企画課を企画部に昇格させ体制の強化を図っている。なお、法人運営を円滑に

行うため、2006 年度から理事長の諮問会議として法人運営会議を設置し、毎週木曜日に

開催している。出席者は理事長、専務理事、常務理事、附属病院長、総務部長、財務部

長、病院事務部長、企画部長、大学事務部長である。 
 

 １．教授会、研究科委員会 

(1) 学部教授会の役割とその活動の適切性 

［現状の把握］ 

 教授会は学則第 45 条ならびに東京慈恵会医科大学教授会規程第 2 条により本学専任教

授をもって構成する。また、東京慈恵会医科大学教授会規程第 7 条により教授会を円滑に

運営するために、医学科と看護学科にそれぞれ教授会議を置いている。 
 医学科定例教授会議は 8 月を除く毎月 2 回開催し、看護学科定例教授会議は 8 月を除く

毎月 1 回開催している。 
 教授会議で審議する事項は下記のとおりである。 

① 学則の変更に関する事項 

② 講座の設置および廃止に関する事項 

③ 学生の入学および卒業に関する事項 

④ 学長、附属病院長、学術情報センター長、教育センター長候補者の選任に関する
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事項 

⑤ 教育・研究および運営に関する事項 

⑥ 教員の人事に関する事項 

 

 教授会議は教育、研究および学生に関することについては最高決議機関であるが、教員

人事および学長、附属病院長、各センター長の選任については候補者を決定し理事会の承

認を得て理事長が任命することになっている。 
 医学科では 2008 年 5 月現在、39 名の講座担当教授と 54 名の教授がおり合計 93 名であ

る。 
定例教授会議は講座担当教授で構成されるため、2002 年度から 8 月を除く毎月 1 回、

定例教授会議の前に医学科拡大教授会議を開催し重要事項の伝達や意見交換を行っている。 
 看護学科では定例教授会議終了後に講師以上の教員を集めて、看護学科拡大教授会議を

開催し定例教授会議での決定事項と理事会での決定事項などを報告、説明している。 
 講座担当教授の選考について、2002 年 9 月に従来の規程を大幅に見直した。特に、最

終候補者は定例教授会議出席者で構成される講座担当教授推薦委員会においてプレゼンテ

ーションを行うことにし、選考過程の公明性を確保している。 

 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 医学科の教授は西新橋キャンパス(附属病院本院)、国領キャンパス(第三病院)、青戸病院、

柏病院の 4箇所に分散しているため、医学科拡大教授会議を毎月 1回開催することにより、

理事会決定事項の説明、教育・研究上の重要事項の説明・徹底、意見交換などが出来るよ

うになり大学運営の上で非常に効果的であった。 
 問題点としては医学科において、教授会議での情報が教授から下に届かない場合がある

ことである。特に、臨床系の部署ではその傾向が強い。 
 
［改善策］ 

 医学科拡大教授会議、定例教授会議、定例研究科委員会での決定事項および重要伝達事

項は事務連絡として翌日には職員の各所属長へメール配信し、学内での徹底を図っている。

今後は各教室にもこの配信網を拡大して情報が確実に伝わるように改善して行きたい。 

 

(2) 学部教授会と学部長との間の連携協力関係および機能分担の適切性 

［現状の把握］ 

 本学は単科大学のため教授会と学長の関係となる。教授会のもとに教育面では教学委員

会を筆頭として、研究面では教育研究助成委員会を筆頭として合計 68 の委員会が組織さ

れており、教授会への提案および、教授会議での決定事項を実践している。医学科では 2001
年 5 月に学長諮問会議を設置し、8 月を除く毎月 1 回開催して教授会議で報告・審議する

事項および、教授からの提案・要望について事前に検討を行っている。これにより、教授
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会議と学長の関係は良好に保たれている。メンバーは学長の他に医学科長(教学委員長)、
附属病院長、基礎系教授、臨床系教授、教養教育担当教授、オブザーバーとして専務理事

の構成である。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 学長諮問会議を設置したことにより、学長に多くの情報が集まることになり公正な判断

を下すことができる環境が整備された。また、教員人事については透明性が確保されるこ

とになった。 

 問題点としては講座の統廃合により講座担当教授が少なくなったことである。特に基礎

系講座担当教授が少なくなったことにより、特定の教授に委員会委員長などの管理・運営

業務が集中する弊害が出ている。 

 

［改善策］ 

 講座担当教授以外の教授にも委員会委員長などの業務を割り振ることと、准教授クラス

を積極的に活用することが必要である。 

 

(3) 学部教授会と評議会、大学協議会などの全学的審議機関との間の連携及び役割分担の適

切性 

［現状の把握］［点検・評価］（長所と問題点の明示）［改善策］ 

 本学は単科大学のため大学協議会は設置していない。学校法人の運営に関する最高決定

機関は理事会である。寄附行為の改正により評議員会は諮問会議としての性格が明確にな

った。学部の教育・研究に関する決定機関は教授会であるが、講師以上の人事や財務に関

わることについては理事会に報告し、承認を受けることにしており、さらに評議員会にお

いても報告されている。教授会議と評議員会の連携と役割分担は適切に保たれている。 

 

(4) 大学院医学研究科委員会等の役割とその活動の適切性 

(5) 大学院医学研究科委員会等と学部教授会との間の相互関係の適切性 

［現状の把握］ 

 大学院医学研究科委員会は大学院医学研究科博士課程の管理運営を行っており、8 月を

除く毎月 2 回開催している。研究科長は原則として学長が兼務することになっており、現

在、栗原敏学長が兼務している。研究科委員会の運営をより円滑に行うため大学院委員会

を設置し、学位論文の事前審査、審議事項の検討・調査・調整などを行っている。 
 大学院医学研究科の改善充実を図るため 2004 年度に「大学院問題検討会」を設置し、

2006 年度から検討会の答申を実行する取り組みを行っている。従来、研究科委員会の構成

メンバーは講座担当教授であったが、2007 年 4 月から、大学院教授任用基準をクリアし

大学院教育を希望する教授で構成することに変更した。2008 年 5 月現在の定例研究科委

員会の出席者は 53 名である。 
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 研究科委員会で審議する主な項目は下記の通りである。 

① 学則の変更に関する事項 

② 教育課程、試験に関する事項 

③ 学生の入学、退学、休学に関する事項 

④ 学位論文審査に関する事項 

⑤ 研究助成に関する事項 

⑥ 奨学金などに関する事項 

⑦ 大学院教授の任用および授業科目、授業細目に関する事項 

⑧ その他 

大学院医学研究科委員会は定例教授会議と続けて開催している。つまり、8 月を除く毎

月第 2 水曜日の午後 3 時から拡大教授会議を開催し、休憩を挟んで定例研究科委員会、定

例教授会議を開催する。また、第 4 水曜日には午後 3 時から定例研究科委員会を開催し、

休憩を挟んで定例教授会議を開催している。講座担当教授は全ての会議に出席することに

なり長時間にわたり拘束されることになるが、充実した内容となっており、休憩時間には

情報交換や打合せなど教授間の連携に効果的である。 
 

［点検・評価］ 

 研究科委員会構成メンバーを変更したことにより、実際に大学院生を指導している全て

の教授が研究科委員会に出席することができるようになり、管理運営が適切に行われるこ

とになった。 

 また、研究科委員会の時間を短縮するため、学位論文審査会の報告は要旨をプリントし

て配布している。 

 

［改善策］ 

 学位論文審査の客観性を高めるため、指導教授は審査委員から除外する。審査会を公開

する。などの改善を行ってきたが、今後は、倫理規定などの整備、外部審査委員招聘など

の検討を行う必要がある。 

 

２．学長、学部長、研究科委員長の権限と選任手続 

(1) 学長･学部長、研究科委員長の選任手続の適切性、妥当性 

(2) 学長権限の内容とその行使の適切性 

(3)学部長や研究科委員長の権限の内容とその行使の適切性 

［現状の把握］ 

 本学は単科大学のため、学長と研究科委員長について報告する。本学では寄附行為上、

原則として学長が研究科長を兼務することになっている。学長は教授会で学長候補者とし

て選出され、理事会において投票により選任されている。研究科長は定例研究科委員会に

おいて選出され、理事会において投票により選任されている。寄附行為の改正に伴う関連
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諸規則の整備(2006年3月)により、学長は教授会構成員から選ばれることが明確になった。

本学の規模においては学長が研究科長を兼務することは合理的である。 
 学長権限の内容は理事長兼務、研究科長兼務、教授会、教授会議の招集・進行、医学科

長候補者の推薦、看護学科長候補者の推薦、学術情報センター長候補者の推薦、総合医科

学研究センター長候補者の推薦、教育センター長候補者の推薦、各委員会委員長の指名な

どである。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 寄附行為第 5 条の 2 項において、「理事のうち 1 人を理事長とし、東京慈恵会医科大学

学長はその在職中理事長となる。」と規定し、学長の権限が極めて高いことと、本学が教育

機関であることを強調している。これは、本学の理念「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。」と目的「質の高い医師と看護師の育成と臨床

を支える医学・看護学研究を推進する。」に沿ったものである。 
 但し、学長の任務が非常に多いため、業務量が膨大なものとなっている。 
 

［改善策］ 

 2004 年 4 月から医学科長が選任された。また、看護学科長が長期間不在のため学長が

兼務していたが、2008 年 4 月から看護学科長が選任され、若干任務が軽減された。今後

は医学科長と看護学科長にいかに任務を委譲していくかが重要である。 
 

(4) 学長補佐体制の構成と活動の適切性 

 ［現状の把握］［点検・評価］（長所と問題点の明示）［改善策］ 

  学長を補佐する立場として医学科長と看護学科長がいる。その下に、教育と教員人事に

関する事項については教学委員長がおり、学生および父兄に関することについては学生部

長が担当している。また、研究面については教育研究助成委員長が担当しており、大学の

運営全般については専務理事が担当している。 
 2002 年 3 月末に看護学科長が辞職し、それ以来、学長が看護学科長を兼務していたた

め、看護学科の補佐体制が脆弱であったが、2008 年 4 月に看護学科長が着任したため、

看護学科の補佐体制も整備された。 
 この他に、学長諮問会議が学長からの諮問に対して、助言・提言を行い、強力に学長を

補佐している。 

 

 

３．意思決定 

(1) 大学の意思決定プロセスの確立状況とその運用の適切性 

［現状の把握］ 

 教育に関する問題については教学委員会において検討され方向性を決定し、教授会議に
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提案される。医学科においては月に 2 回教授会議が開催されているため、原則として提案

は拡大教授会議で行われ、2 週間の期間をおいて教授会議で審議を行っている。研究に関

する問題については教育研究助成委員会などで検討され、教授会議に提案され審議を行っ

ている。なお、重要な事項はなるべく、拡大教授会議において提案・報告することにして

いる。 
 また、慎重な検討が必要と思われる事項については教授会議に提案する前に学長諮問会

議や常任理事会で検討を行うことにしている。教授会議で決定した事項の中で、大学の運

営に関わること、財政に関すること、講師以上の教員人事などについては理事会に報告し

て最終的に決定することになっている。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 本学では 2005 年 4 月の私立学校法改正以前から理事会が最高決議機関とされていたた

め、大学の意思決定プロセスは確立され、定着している。検討経過が重要視され全体のコ

ンセンサスを得た上での決定が尊重されている。緊急を要する案件の場合は、毎週木曜日

に開催される法人運営会議において検討し、関係委員会の委員長や学科長と協議の上で決

定している。 
 

［改善策］ 

  トップの独断ではなく、可能な限り広く意見を求めて決定する現在の方法を継続してい

かなくてはならない。 

 

４．評議会、大学協議会などの全学的審議機関 

(1) 評議会、大学協議会などの全学的審議機関の権限の内容とその行使の適切性 

［現状の把握］ 

 評議員会で意見を聞かなければならない項目は次のとおりである。 

①予算、借入金、重要な資産の処分に関する事項 

②事業計画 

③寄附行為の変更 

④合併 

⑤目的たる事業の成功の不能による解散 

⑥その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

 2 月と 5 月に定例の評議員会が開催され、その他重要な案件がある場合に開催されてい

る。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示）、［改善策］ 

 評議員会は諮問機関と位置付けられており、重要案件に関しては意見交換が活発に行わ

れており、適切に機能している。 
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５．教学組織と学校法人理事会との関係 

(1) 教学組織と学校法人理事会との間の連携協力関係及び機能分担、権限委譲の適切性 

［現状の把握］ 

  本学では寄附行為によって学長は原則として理事長を兼務することになっている。また、

理事会には教学組織を代表する理事として医学科長が出席しており、連携協力は充分に図

られている。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

教学委員会は大学の委員会としてトップに位置付けられており、教学委員会と教授会議

での決定については極めて尊重されて機能分担と権限委譲は適切に行われていると思われ

る。ただし、理事会には学外理事、学外顧問が出席しており、医学関係者ではない者でも

理解し賛同が得られるような説明責任が求められている。 
  現在の理事会の任期は 2007 年 4 月～2010 年 3 月である。2008 年 4 月に新看護学科長

が就任したが、2010 年 3 月まで理事会は現行のメンバーで運営される。 
 
［改善策］ 

 学長と専務理事が看護学科教授会議に出席し、理事会と教授会議の連携を保っているが、

必要に応じて、看護学科長をオブザーバーとして理事会に出席させるなどの対応が必要と

なる。 

 

６．法令遵守等 

(1) 関連法令等および学内規程の遵守 

(2) 個人情報の保護や不正行為の防止等に関する取り組みや制度、審査体制の整備状況 

［現状の把握］ 

 2004 年 9 月に慈恵大学行動憲章を制定し、2005 年 3 月に慈恵大学行動規範を制定して

教職員に徹底している。具体的には、①新人のオリエンテーションの際に徹底している。

②慈恵大学規定集をイントラネットに掲載しており、全教職員が自由に検索、確認できる

ようにしている。また、研究費の取扱い規定の遵守について、毎年説明会を開催し徹底を

図っている。さらに、監査室において、部署ごとに法令遵守の状況をチェックし指導して

いる。 

個人情報の保護については 2005 年 4 月に個人情報保護委員会を立上げ、関連規程を整備

し学生および、教職員を対象に啓蒙活動を行い、その後も継続して講演会や説明会を開催

している。リスクマネージメントの観点からも取組みを繰り返し行っている。また、2005
年 11 月から不正行為を防止するため公益通報制度を開始しており、調査委員会を設置し

て対処している。 
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［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 2007 年度に監査室が慈恵大学行動憲章と慈恵大学行動規範の認知度を学内調査したと

ころ、約 60％であり、イントラネットを利用した広報が効果的であることが確認された。 
このため、法令遵守に関わる問題については外部の事例なども含めて参考となる事例につ

いて、オールユーザーメールで全教職員に配信し、注意喚起をうながしている。また、公

益通報制度カードを作成して全教職員に配布し制度の周知を徹底した。 
 
［改善策］ 

 これらの問題は時間が経つと認識が薄れるため、繰り返して徹底することが重要である。

従来の取組みを継続して繰り返して行うとともに、各種刊行物で特集を組むなどの啓蒙活

動を工夫して行う。 


