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Ⅰ．序  章 
 明治 14 年(1881 年)、英国セント・トーマス病院医学校における 5 年間の留学から帰国し

た高木兼寛が、本学の前身である「成医会講習所」を開設し、「病気を診ることだけにとら

われることなく、病人を診る医師を育成する」ことを目指した。また、高木はセント・ト

ーマス病院でナイチンゲールスケール看護婦教育所を目の当たりにして、日本における看

護教育の必要性を痛感し、明治 18 年(1885 年)に日本で最初の看護婦養成所を開設した。本

学創設の理念は、病める人のための医療を実践することにある。 

 この間、医学は進歩し、医師や看護師の教育は大きく変革された。平成 8 年(1996 年)に

医学科の教育カリキュラムが改定され、本学独自の 6 年間一貫の総合型カリキュラムが導

入された。本カリキュラムは、コースとユニットから構成され、少人数での実習や演習を

重視し、進級試験には総合試験システムが取り入れられ、講座独自の進級判定から試験委

員会が客観的に判定するなど先進的な取組である。 

その後も本学は大学自己点検を行い、医学教育改革に積極的に取組、平成15年(2003年)か

ら始まった文部科学省による先進的な取組を支援するGP（Good Practice）事業に毎年の

ように採用されている。しかし、導入から20年がたち、本学でもカリキュラムを抜本的に

見直すべきだとの機運が高まった。その背景には3つの要因が挙げられる。1つ目は、国際

化への対応であり、本学でも国際基準に基づいた教育の質を担保する必要性が高まってい

る。２つ目は、インターネットの普及によりWebの利用や情報検索及び e-Learningなど

情報通信技術（ICT）を利用した教育が標準的になってきている。3つ目は、本学のカ 

リキュラム自体が先進的なものではなくなってきたことである。 

平成 26 年(2014 年)6 月 2 日～6 日にかけて医学教育分野別評価基準日本版（2013 年 

7 月版）に基づいて医学部医学科の外部評価が行われた。評価結果は東京慈恵会医科大学

医学部医学科外部評価報告書として、評価基準の 9 領域 36 下位領域の中で、基本的水準は 

22 項目が適合、12 項目が部分的適合、2 項目が評価せず、質的向上のための水準は 24 項

目が適合、10 項目が部分的適合、不適合なし、2 項目が評価せずであった。課題としては

使命に基づく教育成果の策定、診療参加型臨床実習の導入と実質化、学生評価における信

頼性、妥当性の更なる向上、教員や学生からのフィードバックによるプログラム評価の充

実などが挙げられた。改善については、教学委員会が中心となって取り組んでいるところ

である。特に臨床実習については患者接触プログラムが少ないことが指摘され、平成 27 年

(2015年)度から新しいカリキュラムがスタートし 6年間での臨床実習週数は 75週と大幅に

増加し、国際基準に対応したものである。 

平成 4 年(1992 年)に４年制の看護学士課程をスタートさせたが、社会や国民からのヘル

スニーズにこたえるため、優れた看護を的確に実践できる看護師を増やすため、平成 25 年

(2013 年)より入学定員を 40 名から 60 名と増員した。情報通信システムは、平成 22 年(2010

年)文部科学省大学教育推進プログラムの「学生一人ひとりを育てる学習評価システム」の

一環として導入され、平成 24 年(2012 年)から運用している。本システムのメリットは、学

習能力評価（数量的評価と質的評価）をサーバーで一元管理し、学生個々が自己の成長過

程をタイムリーに捉え繰り返しリフレクションできるオンラインシステムを取り入れてい
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ることである。そのため学生は学年ごとに自分自身のビジョンやゴールはもちろん、看護

学科の学生としてのコンピテンシーに照らし合わせて自分の学びをいつでもどこでも振り

返ることができ、教員も学生の成長を確認しながら個々のビジョン、ゴールに沿った指導

に役立てることが可能である。平成 27 年(2015 年)2 月に第 11 回日本 e-Learning 大賞の部

門賞（e ポートフォリオ賞）を受賞し、ICT（情報通信技術）を活用した意義ある取組とし

て評価された。 

平成 21 年(2009 年)度に(公財)大学基準協会において受審した評価結果及び助言に対し、

理事長、学長の主導のもと、大学自己点検・評価委員会が中心となり全学的体制で取り組

んできている。具体的には、「医学研究科において、シラバスに成績評価基準が明示されて

いない」との指摘事項に対して、シラバスに成績評価基準を掲載し迅速に対応した。また、

「医学部医学科における過去 5 年間の収容定員に対する在籍学生比率が 1.03 とやや高い」

との指摘事項に対しては、平成 24・25 年(2012・2013 年)は 1.01 に、平成 26・27 年(2014・

2015 年)は 1.02 へと改善を図っている。 

今回の受審に基づき教育・研究・診療ができる体制をさらに充実させ、社会から評価さ

れる大学となることを目指したい。 

 

             以 上 
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Ⅱ．本  章 

第１章 理念・目的 
１ 現状の説明 

（１）大学・学部・研究科等の理念・目的は適切に設定されているか。 

＜1＞大学全体  

東京慈恵会医科大学は、教育基本法及び学校教育法に基づき、医師及び看護師の育成

を行うため、一般教養ならびに医学及び看護学に関する理論と応用を教授研究し、学

術の深奥を究め文化の進展に寄与することを目的としている。（資料 1-1）。本学の建

学の精神は「病気を診ずして病人を診よ」であり、創設者高木兼寛が意図したことは

「厳密な医学に裏打ちされた医術と、あたたかい心をもった医師を育てること」であ

り、「医学的力量のみならず、人間的力量をも兼備した医師を養成すること」にある。

これは成医会講習所設立時から受け継がれている。（資料 1-2 ）（資料 1-3 ）。 

明治 14 年(1881 年)、英国セント・トーマス病院医学校（現在の KCL）における 5 年

間の留学から帰国した高木は、全人的医療こそが時代をこえて医師がなすべき使命と

して、本学の前身である「成医会講習所」を開設した。また、高木はセント・トーマ

ス病院でナイチンゲールスクール看護婦教育所を目の当たりにして、医師と看護師は

車の両輪のように協力して、患者のために働くことが重要であるとの考えに基づいて、

明治 18 年(1885 年)に日本で最初の看護婦教育所を開設している（資料 1-2 ）。 

昭和 31 年(1956 年)4 月、私立大学として初の大学院医学研究科を設置。以来大学院は、

医学に関する理論及び応用を教授研究し、その深奥を極めることによる文化の進展へ

の寄与、専攻分野の研究指導者の養成の中心的役割を担っている。平成 21 年(1994 年)4

月には、患者さんや家族のニーズに応えることができる「看護の心」を持つ卓越した

看護職の育成を行い人類の健康と福祉に寄与することを使命として、看護学専攻修士

課程を設置した。「看護の心」とは、ナイチンゲールの“Nursing the sick, not nursing 

sickness”（病気を看護するのではない、病人を看護するのです）という言葉に代表さ

れている。学部（医学科・看護学科）、大学院医学研究科（博士課程・修士課程）の教

育理念は以下記載の通り。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 教育理念は、医学の基本である「知識・技術・医の心」を学ぶことによって

医学を深く理解し、豊かな人間性と倫理的・科学的判断力を涵養することである。こ

れらのことはすなわち「病気を診ずして病人を診よ」という建学の精神に基づいて、

全人的な医学・医療を実践するための礎を作ることである（資料 1-4）。 

 

B．看護学科 本学の建学の精神を受けて「人間の尊厳に基づいた心豊かな人間性を形成

し、専門的・社会的要請に応じられる看護の基礎的能力を養い、看護学の発展に貢献

できる創造性豊かな資質の高い看護実践者を育成する」という教育理念を定めている。
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この理念に基づき、看護学科では平成 4 年(1992 年)の開設以来、研究的態度を備えた

質の高い看護を実践できる保健師と看護師の育成を行っている。保健師教育課程につ

いては、平成 24 年(2012 年)度入学生から選択履修制を導入し、また、平成 24 年(2012

年)のカリキュラム改正では看護学科の教育目標を一部変更し、より高い倫理観と主体

的な学習態度を養うことを掲げている。建学の精神と看護学科の教育理念及び教育目

標を具現化するために、平成 24 年(2012 年)度から 4 年間の継続カリキュラムとして看

護総合演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳを位置づけている。この科目では、学生ひとり一人が自己

のビジョンとゴールを設定し、各自の目標達成に向けて主体的に学習する態度を育て

ている（資料 1-4）。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 臨床医学を中心に基礎医学及び社会医学をも含めて優れた研究者の養成を

主眼とし、自立して研究活動を行うのに必要な高度の研究能力とそれに加えて医学の

教育に求められる多様な指導力を養い、その基礎となる豊かな学識を深めることを目

的としている。本大学院の理念は以下の通り（資料 1-5～1-7）。 

①最適の医療を提供するための臨床医学を支える研究者の育成 

②将来を担う医師の育成に携わる優れた指導者の養成 

 

B．看護学専攻修士課程 教育理念は、「看護分野における専門分野を深く考究し、よき

医療人のひとりとして看護学及び看護実践における質の向上に貢献できる人材を育成

すること」である。看護の実務経験がある看護職者を対象に、良き医療人のひとりと

して看護学及び看護実践における質の向上に貢献できる人材を育成している。（資料

1-3）（資料 1-8）（資料 1-9）。 

 

（２）大学・学部・研究科等の理念・目的が、大学構成員（教職員および学生）に周知さ 

れ、社会に公表されているか。 

＜1＞大学全体  

大学の理念・目的、その他情報は、学内イントラネット及び本学ホームページなどで

公開している（資料 1-10）。ホームページでは、情報公開として大学の理念・目的のほ

か、教育情報や財務諸表なども公開している。それとは別に、慈大新聞や大学広報、”The 

Jikei”といった情報誌を定期的に発刊し、教職員、学生、保護者、同窓生への情報伝達

を行っている。学生向けには、大学ガイド、学内イントラネットのほか、CD 化された

シラバスを学生一人ひとりに配付し周知している。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 医学科の理念は、ホームページ（一般市民向け）、大学ガイド（中高校生及

びその保護者向け）、シラバス（在籍学生・教職員向け）等を通じて発信しており、学

生や教職員等の大学の構成者はもちろんのこと、一般市民への広報活動を行っている

（資料 1-4）（資料 1-10）。 

B．看護学科 看護学科の教育理念は、ホームページや大学ガイド及び講義要項に明記し、
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教職員や学生に周知している。また、社会への公表については、年 3 回開催している

オープンキャンパスや大学説明会で配布している大学ガイド及び海外研修交流会で配

布している大学案内（含む別冊）の中に明記している。新人教員に対しては、入職時の

オリエンテーションの中で周知している。また外部の非常勤講師へは講師会で周知して

いる（資料 1-4）（資料 1-10）。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 医学研究科では、目的と理念を記載した大学院医学研究科（博士課程）の

手引き、学生募集要項、共通カリキュラム（シラバス）を大学院生だけではなく医学研

究科教授、担当教員、学内の各部署に配布するとともにホームページにも掲載している

（資料 1-6）（資料 1-7）。 

 

B．看護学専攻修士課程 看護学専攻修士課程では、ホームページや募集案内となってい

る「受験インフォメーション・大学院ガイド」に明示して志願者に周知し、また、入

学後に大学院生及び教員へ配布される「学修の手引き」にも明示し学内外に広く公開

している（資料 1-8）（資料 1-9）。 

 

（３）大学・学部・研究科等の理念・目的の適切性について定期的に検証を行っている。 

＜1＞大学全体  

本学の理念・目的は建学の精神に基づき定められ、創立以来 130 年以上にわたり伝統

的に継承されている。理念・目的の検証は、学校法人慈恵大学理事会、教授会議を中

心に、教職員組織の関連委員会にて行われている。具体的には、大学自己点検・評価

委員会（定例）、理事会（事業計画策定時）、100 周年記念事業委員会において検証され

ている。平成 25 年(2013 年)度には、学校法人の委員会として将来構想委員会が設置さ

れ、数年をかけて本学の理念・目的についての検証が行われている。（資料 1-11～1-15）。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 教学委員会を最高決議機関として学生教育全般について審議・検討を行って

いる。教学委員会の下部委員会として、カリキュラム委員会、カリキュラム自己点検・

評価委員会、臨床実習教育委員会等が設置されており、現行カリキュラムを自己点検

し、医学科の理念・目的に沿った教育が実施されているか検証している。また、全授

業科目の担当責任者（教員）が年 1 回、8 月に集まり、カリキュラム編成について検討

する場を設けている（資料 1-16）。 

   

B．看護学科 教学委員会が毎年 3 月に講師会を開催し、学生の学習態度及び各担当科目

との関連から教育理念・教育目標の適切性について意見交換を行っている。また、臨

地実習委員会が毎年 8 月に教育連絡会を開催し、附属 4 病院及び外部実習施設の指導

担当者と看護学科の教員で、実習目標及び内容に関する意見交換を行い、教育理念と

の関連性から適切性について検証している。さらに大学自己点検・評価看護学科委員

会が、毎年 4 年生を対象に本学の教育理念・教育目標に関する自己評価のアンケート
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を実施している（資料 1-17）（資料 1-18）。 

 

＜3＞医学研究科 

 A．博士課程 定例研究科委員会及び大学院委員会において、毎年発行している大学院ガ

イド、大学院博士課程共通カリキュラムを作成する際に、担当教員、カリキュラム内

容の検討と合わせ、理念・目的を検証している。 

 

B．看護学専攻修士課程 研究科委員会及び大学院委員会において、毎年度事業計画を立

てる際に教育理念・目的の適切性について検証を行っている。看護学専攻修士課程で

は、教育理念に沿って「大学院設置基準」第 14 条特例を用い昼夜開講、土日開講、集

中講義も導入し教育を実施している。 

平成 24 年(2012 年)に大学院生より学修・実習と仕事との両立が困難との声に対して、

教員からも学修の質の低下の懸念が示され、長期履修制度（資料 1-9 P20）を制定し次

年度に運用を開始した。平成 25 年(2013 年)度に助産師課程開設検討を社会的・学問的

要請を背景に開始したことを契機に、平成 26 年(2014 年)度には「設置の趣旨見直し検

討会」を設置した。 

 

２ 点検・評価 

●基準 1の充足状況 

 学祖高木兼寛の建学の精神、「病気を診ずして病人を診よ」は 130 年以上にわたり継承さ

れ、それに基づく理念・目的は常に学内外に周知され一貫した姿勢で医療人を育成してき

た。伝統を守りながらも、社会のニーズにマッチする改革的教育を構築しているため、医

科大学としての使命を発揮しており基準 1 は充足されている。 

 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 明治 18 年(1885 年)に初めての卒業生を輩出して以来、卒業生総数は 13,257

名（平成 27 年 3 月現在）となった。卒業生は、本学の建学の精神、理念・目的を在学

中に学び、卒業後もその教えを胸に、医師・教員として本学附属病院、全国の医療機

関や教育機関等で活躍している。全人的な医療提供の志は、本学創設時より現在まで

受け継がれている。創設者高木が留学していた英国セント・トーマス病院医学校（現

在の KCL）とは、現在でも姉妹校の関係にあり、毎年交換留学を行っている。国内に

おいても、大学協力病院として 5 つの地域中核医療機関を中心に本学の医師を派遣し、

本学の理念のもと、診療・教育を行っている（資料 1-19）。 

 

B．看護学科 平成 27 年(2015 年)3 月までの看護学科卒業者総数は 681 名であり、毎年

卒業生の約 9 割が本学附属４病院をはじめ地域の保健・医療機関に就職し、質の高い

看護実践者として活躍している。本学の保健師・看護師国家試験の合格率は高く、平

成 27 年(2015 年)度は保健師が 100％、看護師が 97.4％であった（資料 1-4）。これは、

本学が開設以来少人数制による丁寧な教育を行っている成果といえる。教育目標に掲
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げている「高い倫理性」と「主体的学習態度」については、看護総合演習で模擬患者

による事例検討を試みていること、さらに e-ポートフォリオシステムの導入によって

学生が前年度の振り返りと当該年度の新たな目標を掲げることができている。看護学

科のホームページ、大学ガイドは広報委員会が中心となり毎年度更新している。学生、

保護者、本学教職員への周知は効果的に行われ、看護学科の理念・目的の周知は図ら

れている。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 医学研究科博士課程の受験者・入学者は増加しており、卒業者（学位授与

者）は平成 27 年(2015 年)度で 33 名となり前年度より 5 名増加している。入学希望者

向けに、博士課程の理念・目的のほか、授業細目や教育体制、研究指導方法、カリキ

ュラムについてなどを、大学院ガイドやインターネットを通じて広報している。社会

人大学院生も毎年 5～6 名入学している。（基礎データ表中） 

 

B．看護学専攻修士課程 教育理念に沿った教育を可能にするため設立した長期履修制度

の利用者は、平成 25 年(2013 年)度は 1 名、平成 26 年(2014 年)度は 5 名、平成 27 年

(2015 年)度は 1 名であり、在学期間 3 年で終了に至っているので改善となっている。

大学院生は、働きながら学べる環境にあるため、自主的に専攻分野をより深く学修し、

研究に取組、修了後には、それぞれの所属している病院や産業保健、地域保健等の分

野や看護教員として活躍しており目的を達していると言える。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 理念・目的に沿った高い臨床能力をもつ人材が育成されているか客観的評価

を行う必要がある。また、建学の精神は全教職員に浸透しているが、現在の理念・目

的が教職員に共有されているか評価方法を検討したい。 

 

B．看護学科 看護学科の理念・目的を学生に周知するには、全学生に配布するオリエン

テーションガイドブックに明記する必要があるため、平成 28 年(2016 年)度から内容を

見直す。また、教育連絡会に参加される外部施設の実習指導者からの検証を得るため

にも、看護学生としての倫理的態度や主体的学習態度などのテーマを検討する必要が

ある。地域との医療連携能力、課題解決能力を備えた人材の育成という近年の看護へ

の社会的ニーズに応えるため、平成 27 年(2015 年)度以降、各種委員会にて教育理念・

教育目標の見直しを図る。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 

大学広報委員会・大学院委員会が連携し、広報の充実を図るとともに社会人大学院生

の受け入れや、外国人留学生の受け入れ体制（社会人入学者向けの選抜方法やカリキ

ュラム、秋入学の導入等）を整備して、定員充足率を高める必要がある。 
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B．看護学専攻修士課程 専門看護師教育課程を選択した大学院生は、実習 6 単位以上を

多く取得しなければならないため、仕事との両立に困難さを感じている者がいる。ま

た、学部教育の校舎と大学院教育の校舎が離れているため、教員にとって移動の負担

が生じている。さらに、専門看護師教育課程の 38 単位化や高度実践看護師課程の 46

単位以上が求められている現状から、働きながら学べる環境を担保しながらも、必要

単位数が増加する教育課程に理念を反映することが必要である。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 本学の卒業者は 13,000 名を超え、この同窓のネットワークを活かし全国に

て診療・教育・研究が行われている。医療の分野では、国が推し進めている地域医療

連携において、このネットワークが生かすことができる。教育面においては、海外の

大学と本学との歴史的関係の中から、大学間協定を検討している。 

 

B．看護学科 平成 24 年(2012 年)度から看護学科で導入している e-ポートフォリオシス

テムを有効に活用することによって、看護学科の教育理念の浸透と学生の主体的学習

力の向上につなげていく。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 大学院委員会において、外国人留学生の受入れ体制の整備、及び選抜方法

について検討を開始した。平成 25 年(2013 年)にて 1 名の留学生を受け入れた。大学院

ガイドに全授業細目・責任者を掲載し、英語の授業細目名を明記した。 

 

B．看護学専攻修士課程 受験希望者に対する説明会（年 1 回）、入学志願者への事前相

談を実施し全受験者が受けていることから、大学院生は本学の教育理念と教育内容を

把握し、学修の意義を理解して入学している。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 高い臨床能力を持つ学生を育成するため、平成 27 年(2015 年)度より臨床実

習期間を延長した。また、客観的評価が可能となるよう、平成 29 年(2017 年)度より卒

業時 OSCE を導入する。本学の理念・目的が教職員のどの程度共有されているか、教

学委員会を中心にその評価方法を検討する。 

 

B．看護学科 医療の高度化や社会情勢の変化に伴い、専門職としての看護への社会的ニ

ーズが高まる中で、資質の高い看護実践者を育てるために、基礎教育での学びを継続

できる看護学の生涯教育体制を整備していく。 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 社会人大学院生、外国人留学生の受け入れ体制の整備を進めるため、大学
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院委員会において秋入学の導入を検討する。 

 

B．看護学専攻修士課程 少数ではあるが大学院生が休学あるいは退学する理由は様々で

ある。院生個々の学力と学ぶ意思による部分があり、入学時から個々の学修能力を見

ながら、学修を支援していく。個々の教員によるものから組織としての支援を行う仕

組み構築を検討していく必要がある。また、教員の移動に関する負担については、国

領キャンパスにサテライト教室の設置を検討する。 

 

４ 根拠資料 

資料 1-1 東京慈恵会医科大学学則 

資料 1-2 東京慈恵会医科大学大学案内・英文版（PROSPECTUS）    

資料 1-3 学校法人慈恵大学 建学の精神 http://www.jikei.ac.jp/jikei/history_2.html 

資料 1-4 東京慈恵会医科大学ガイドブック 2015    

資料 1-5 東京慈恵会医科大学大学院学則    

資料 1-6 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科（博士課程）大学院ガイド 2015 年度  

資料 1-7 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科博士課程大学院募集要項一次・二次募集

2015 年    

資料 1-8 看護学専攻修士課程・受験に関するインフォメーション-大学院ガイド-2015 

資料 1-9 2015 年度東京慈恵会医科大学大学院 医学研究科看護学専攻修士課程 

 学修の手引き 

資料 1-10 東京慈恵会医科大学 TOP ホームページ情報公開  

http://www.jikei.ac.jp/jikei/finance/index.html    

資料 1-11 東京慈恵会医科大学医学部医学科教授会議規程 

資料 1-12 東京慈恵会医科大学医学部看護学科教授会議規程 

資料 1-13 東京慈恵会医科大学全学教授会規程 

資料 1-14 東京慈恵会医科大学医学部看護学科拡大教授会議規程 

資料 1-15 慈恵医大 100 周年記念事業委員会答申  

資料 1-16 東京慈恵会医科大学医学科教学委員会規程 

資料 1-17 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 教学委員会内規 

資料 1-18 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 

平成 26 年度卒業時の学生によるカリキュラム・学生生活評価"   

資料 1-19 本校との協定・連携校    

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jikei.ac.jp/jikei/history_2.html
http://www.jikei.ac.jp/jikei/history_2.html
http://www.jikei.ac.jp/jikei/finance/index.html
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第２章 教育研究組織 
１ 現状の説明 

（１）大学の学部・学科・研究科・専攻および附置研究所・センター等の教育研究組織は、

理念・目的に照らして適切なものであるか。 

本学の理念・目的を達成するため、東京慈恵会医科大学医学部医学科、同看護学科、

東京慈恵会医科大学大学院医学研究科（博士課程、看護学専攻修士課程）、慈恵第三看

護専門学校、慈恵柏看護専門学校及び４つの大学附属病院、１つの診療所が一体とな

って教育、研究、診療に関与している。これらの事業には、1,300 名を超える教員、研

究者が在籍している。このほかに、多くの職員がこの事業を支えており、教職員総数

は約 5,500 名である。なお、学生の入学定員は、医学科 110 名、看護学科 60 名、大学

院博士課程 66 名、大学院看護学専攻修士課程 10 名である（資料 2-1）。 

 

①医学科 

医学科では創立以来講座制を採用し、教育・研究・診療のすべてが講座ごとに行われ

てきたが、平成 8 年(1996 年)のカリキュラム改革で、医学教育が系統的講義から臓器

別へ、講義中心から演習・実習中心へ、暗記型から問題解決型へ推移し、研究面でも

学際的、横断的研究が主流となるに伴い、従来の講座の壁を取り払った形での教育・

研究組織が構築されている（資料 2-2）。教育組織の最高決議機関は教学委員会であり、

具体的な時間割編成や教育内容の検討は、その下部に位置している 8 の常置委員会及

び 28 の実務委員会にて検討されている。教学委員会で審議された事項は、月に 2 回開

催されている教授会議で承認を受けることになる（資料 2-3）。 

医学科は、東京都内に 2 つのキャンパス（西新橋キャンパス、国領キャンパス）を擁

している。西新橋キャンパスは港区という都心の好立地にあり、同じ敷地内には附属

病院（本院）があり、日々多くの患者さんが来院されている。西新橋キャンパスでは、

基礎医学、臨床医学の各講座や主な研究施設が置かれ 2～6 年生の教育が行われる。国

領キャンパスは調布市にあり、看護学科、附属第三病院と同じ敷地内に位置している。

国領キャンパスでは、自然科学、人間科学、外国語等を学ぶとともに、将来医師とし

て必要なスキルである医療安全、倫理、コミュニケーション、プロフェッショナリズ

ムを学んでいる。また、国領キャンパスにはグラウンド、体育館、プールなどの体育

施設があり、クラブ活動の拠点となっている。両キャンパスとも附属病院が隣接して

おり、入学直後より患者さんと触れ合う機会が多く、自然と患者さんを思いやること

の大切さを経験できる良い環境にある（資料 2-4）（資料 2-5 P70）。 

 

②看護学科 

看護学科では、理念・目的を達成するために看護専門領域として 10 領域（基礎看護学、

看護管理、成人看護学、精神看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、在宅看

護学、地域看護学、健康科学）を置き、それぞれ教員の専門性に応じて教育・研究を

行っている（資料 2-6）。平成 27 年(2015 年)度は学生総数 221 名に対し、専任教員 40

名で少人数制教育を実践している。平成 24 年(2012 年)度のカリキュラム改正で保健師
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教育課程の充実化が図られた事と、老年看護学実習の時間数が増えたため地域看護学

の教員と老年看護学の教員を各 1 名増員している。平成 27 年(2015 年)度からは医療依

存度の高い在宅療養患者が増加する中で、質の高い在宅看護実践者の育成が社会的要

請であることから、看護基礎教育において在宅看護学を充実させるために在宅看護学

の専任教員 1 名を増員した。平成 21 年(2009 年)に医学研究科看護学専攻修士課程が開

設され、看護学科の専任教員が各専門分野（成人看護学分野、がん看護学分野、看護

管理学分野、母子健康看護学分野、地域連携保健学分野）に応じた大学院教育・研究

を兼担している。特に大学院で CNS コースを置いている成人看護学（急性・重症患者

看護学）分野とがん看護学分野については、専門性に特化した教員を 2 名増員してい

る。看護学科に係る重要事項は、看護学科教授会議において審議されている。 

   

③医学研究科博士課程 

博士課程設置当時の大学院組織は、学部の講座制度をそのまま反映したものであった

ため、平成 19 年(2007 年)に大学院組織を改編し、5 専攻課程（生理系、病理系、社会

医学系、内科系、外科系）を改め「医学系」のみとした。その上で、授業科目を 5 科

目（器官病態・治療学、成育・運動機能病態・治療学、神経・感覚機能病態・治療学、

病態解析・生体防御学、社会健康医学）設け、平成 27 年(2015 年)7 月現在、59 の授業

細目を編成している（資料 2-7）。 

大学院生の研究は大学院生が希望した各授業細目に派遣されて行われるが、研究主題

によっては他の授業細目や総合医科学研究センターの各研究所に再派遣されて行うこ

とが可能である。また、場合によっては大学院委員会に申請した上で、学外又は海外

の研究施設に派遣されて研究することを認めており、各分野の優れた指導者のもとで

研究活動できる体制を整えている。 

 

④医学研究科看護学専攻修士課程 

看護学専攻修士課程は、臨床看護実践分野と医療・看護の連携マネジメント分野から

なり、臨床看護実践分野に 2 分野（成人看護学、がん看護学）を置き、それぞれに専

門看護師教育課程を開設し高度看護実践者を着実に養成している。医療・看護の連携

マネジメント分野には 3 分野（看護管理学、母子健康看護学、地域連携保健学）をお

いている（資料 2-8）。また、超高齢社会の中で地域包括ケアの推進が求められている

ことに呼応した医療・看護マネジメント分野は、人をみる（診る・看る）という大学

の理念と、社会の要請に適合し適切に運営されている。本課程における重要事項は、

大学院委員会（修士課程）、研究科委員会（修士課程）にて検討・審議を行っている。 

 

⑤総合医科学研究センター 

総合医科学研究センターは、その責務をより効率的に実施するため、平成 26 年度に大

きく組織改編され、その役割分担が明確となり、機能も大学 1 号館に集約され、より

効率的に運営できるようになった。また専任のセンター長を置き、規程の改定も行い、

責任主体、組織、権限、手続きが明確になった（資料 2-9～2-10）。 

総合医科学研究センターの組織は大きく分けて、研究部門、研究支援部門、研究所の 3
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部門から成り立っており、平成27年(2015年)度には研究部門が10、研究支援部門が5、

研究所 2 部門となっている。研究支援部門は 5 部門からなり、それらは基盤研究施設

（分子細胞生物学）、基盤研究施設（分子遺伝学）、実験動物研究施設、アイソトープ

実験研究施設そして GMP 対応細胞・ベクター産生施設である。おもな責務は、学内の

研究支援であるが独自の研究も行っている。GMP 対応細胞・ベクター産生施設は GMP

準拠の細胞治療、遺伝子治療用の細胞、ベクターの産生ができる施設であり、基礎研

究より得られたシーズを臨床応用するための、トランスレーショナルリサーチを支え

ている。現在、細胞治療の臨床プロトコールが 3 つ行われており、今後益々需要が増

える事が予測される。また、昨年度に制定された再生医療等の安全性の確保等に関す

る法律に対応するために、規程・手順書などの整備を行っている。 

高次元医用画像工学研究所は国領キャンパス内にあり、種々の先端医療システムを開

発し、人体動作の四次元解析や医用画像に関する研究開発を行っている。臨床医学研

究所は柏キャンパス内にあり、隣接する柏病院の医師に研究の場を提供するとともに

糖尿病のバイオマーカーに関する研究が行われている。 

東京大学、東京理科大学、がんセンターなどの近隣施設との共同研究の発展も目指し

ており、平成 27 年(2015 年)度には東京理科大学との合同カンファレンスを開催した。

また、東京理科大学薬学部学生の臨床実習の場を本学で提供することも検討されてお

り、今後包括的連携が進むと思われる。センターのいずれの研究も患者に直接的利益

をもたらす事を目標としており「研究を通して病に苦しむ人を救う」とする理念に合

致するものである。 

教育面では 3 年生の研究室配属（6 週間）6 年生の選択実習（4 週間）を通じて卒前教

育を、大学院教育を通じて卒後教育を行っており次世代研究者の育成に努めている。

本年度の実績は研究室配属 32 名、選択実習 10 名、大学院生 44 名を受け入れた。 

 

⑥教育センター 

教育センターは、本学の理念・目的に沿って、本学医学・看護学の卒前ならびに卒後

教育の支援組織として、教育を推進する。これらの活動を通して、東京慈恵会医科大

学の発展に寄与し、国民のための医療者教育の向上に貢献することを目的としている

（資料 2-11）。教育センターの組織編成は、平成 11 年(1999 年)4 月に教学委員長を室

長に医学教育研究室が学事部（現；大学事務部）学務課内に設置され、平成 14 年(2002

年)4 月には初年次教育の拡充のために、国領校に医学教育研究室国領分室が設置され

た。平成 17 年(2005 年)10 月に教育センターが設置され、その中に医学教育研究室、

看護教育研究室、卒後教育支援室、教育開発室が置かれ、平成 18 年(2006 年)4 月には

教育センター事務室が設置され、教育センターとして本格的な活動が開始された。平

成 24 年(2012 年)度には、市民ボランティア「あけぼの会」を新設し、市民参加型授業

の支援を開始した。その他、教育センターではシミュレーション教育設備、e-Learning

の管理運営、文部科学省大学教育改革支援事業（GP：Good Practice）の競争的教育補

助金の獲得、事業推進を行っている。 
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（２）教育研究組織の適切性について、定期的に検証を行っているか。 

本学は、大学基準協会による機関別認証評価を平成 14 年(2002 年)度及び平成 21 年

(2009 年)度に受審し適合判定を受けた。機関別認証評価の制度以前から、本学では学

校法人に自己点検評価委員会が設置され、定期的に自己点検評価が行われるだけでな

く、毎年、「事業報告書」を作成公開し、本学の使命を果たすべき機関としての構造と

機能の点検を行っている。また教育・研究に関しては、毎年度作成している「東京慈

恵会医科大学教育研究年報」で、コース責任者による当該教育コースの自己点検評価

も行われている（資料 2-12）（資料 2-13）。 

①医学科 

教育組織の適切性については、教学委員会、教授会議、理事会において検証している。

また、毎年 8 月には全コース責任者・ユニット責任者が一同に集まり、現行の教育体

制全般について意見を出し合う場を設けている（カリキュラム編成会議）。初年時教育

の見直し、授業科目（方法）の見直し、新たな教育組織を設置する場合などは、教学

委員会で審議された後、教授会議で審議・承認される。また、学長が教育組織の適切

性について改善が必要とした場合は、学長諮問会議にて検証を行っている。平成 26 年

(2014 年)度には、文部科学省が推奨する国際基準に基づく医学教育分野別外部評価受

審し教育組織の適切性について外部評価を受けている。 

 

②看護学科 

平成 23 年(2011 年)度から、学科長の諮問機関として設置した企画運営予算委員会及び

将来構想検討委員会、大学自己点検・評価看護学科委員会で、領域と個人に係る負担

を公平にするよう調整及び運営を図り定期的に検証を行っている（資料 2-14～2-16）。

また、全教員が関わる看護学演習科目については、学生の学習評価に基づき教学委員

会が担当教員組織の適切性を検証している。各種委員会は毎年度末に各委員会の活動

内容を評価し、教授会議で適切性について検証している。 

 

③医学研究科博士課程 

医学研究科の教育研究組織の適切性については、毎月（8 月を除く）第 2・4 水曜日に

開催している定例研究科委員会で検証を行っている。また、授業細目の新設等を含め

た医学研究科の在り方については、同委員会及び毎月（8 月を除く）第 2 水曜日に開催

している大学院委員会で検討されている。 

 

④医学研究科看護学専攻修士課程 

教育研究組織の適切性は、大学院生への教育効果と教員のパフォーマンスの向上を目

指して、毎年度終了時に検証し次年度の組織の在り様の改善を図っている。教育研究

組織運用の適切性は、月 1 回開催の大学院委員会（修士課程）において、常に教育・

研究指導について不適切な点がないか確認を行っている。また、FD 委員会において授

業評価を講義科目（前期・後期・通期）修了時期ごとに実施し、内容を点検し、大学

院委員会（修士課程）、研究科委員会（修士課程）に報告し改善を図っている。 
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⑤総合医科学研究センター 

平成 26 年度に自己評価・外部評価を 3 年ごとに行うことが決定され、平成 27 年（2015

年）は評価に向けて各部門に到達目標の設定を依頼している。また、評価方法に関す

るワーキンググループを立ち上げ、より有効な評価方法を検討している。評価は平成

29 年(2017 年)度より開始する予定である。 

 

⑥教育センター 

教育センター組織の部門編制等について、教育センター運営委員会で検討を行ってい

る。平成 25 年(2013 年)9 月 1 日に教育センター規程を改定し部門を再編した。教育セ

ンター内に医師キャリアサポート部門（部門長：福島 統）、看護キャリアサポート部

門（部門長：奈良京子）、シミュレーション教育部門（部門長：尾上尚志）、地域医療

支援部門（部門長：松島雅人）、教育 IR 部門（部門長：中村真理子）を設置した。医

師キャリアサポート部門には、医学教育研究室（室長：木村直史）と教育開発室（室

長：福島 統）がある。また、教育センターの目的及び業務項目、部門及び研究室等

について、ホームページに掲載している（資料 2-17）。 

 

２ 点検・評価 

●基準 2の充足状況 

 医学科では、平成 23 年(2011 年)度から入学定員が東京都地域枠 5 名の追加により 110 名

となった。総合教育から基礎医学・社会医学、さらに臨床医学・臨床実習まで少人数編成

による体制と、本学ではいち早く問題解決型チュートリアル教育を取り入れて 6 年間の一

貫教育を約 1,300名の専任教員が教育・実習にあたっている。看護学科では、平成 25 年(2013

年)度から入学定員を 40 名から 60 名と増員した。個性を活かした少人数制教育を取り入れ、

学生数に対し専任教員は 40名という環境で学生一人ひとりを大切にした教育を行っている。

医学研究科では、西新橋キャンパスでの専門教員指導が受けられ、総合医科学研究センタ

ーでの先進的な施設で研究が行える体制である。以上から基準 2 を充足している。 

 

（１）効果が上がっている事項 

①医学科 

医学科では、平成27年(2015年)度から臨床実習拡充のための大幅なカリキュラム改革

が進行中であり、それに対応するため教育組織の見直しを行った。教学委員会指示の

もと、新たに臨床実習GP推進ワーキンググループ、卒業時OSCE委員会、症候から病

態委員会等を新たに発足し、臨床系の多くの医師（教員）が参加し、平成27年(2015年)9

月から開始となった新カリキュラムの具体的検討を行った。これにより、講義中心の

授業から実習を多く取り入れた双方向的授業へ転換を図ることができた。 

 

②看護学科 

教授会議及び企画運営予算委員会が、看護学科全体のカリキュラムや各種委員会活動

を踏まえた上で教育研究組織の適切性について公平な立場から検討することができて

いる。また、看護学専攻修士課程が開設されたことで看護学科の教育研究組織は、各
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教員の専門性が明確となり、社会的要請に応じられる看護の基礎的能力の育成に効果

的である。さらに、全教員が専門性を越えた演習科目に参画することで、学生の主体

的学習態度の育成ならびに医療倫理の学習効果等について、教育センターの教職員と

共同研究として成果を発表している。 

 

③医学研究科博士課程 

医学研究科では 1 つの専攻系（医学系）に改編したことにより、教育目的が明確化さ

れ、達成に向けて有効に機能した。 

 

④医学研究科看護学専攻修士課程 

教員は学部と兼任しており、学部教育との連続性について理解しての教育が可能とな

った。 

 

⑤総合医科学研究センター 

1. 第 1 回の総合医科学研究センターシンポジウムを開催し学内にセンター内の研究

に関する情報を発信した（資料 2-18）。 

2. 東京理科大学と臨床医学研究所と合同研究会を開催し、お互いの共同研究発展へ

の道を開いた（資料 2-19）。 

3. 東京理科大学との包括連携をすすめるべく理科大生の本学への受け入れの具体的

検討を開始した（資料 2-20）。 

4. 東京大学医科学研究所より遺伝子導入、遺伝子改変技術を使用した研究を推進す

べく准教授を招聘した。 

5. 放射線医学総合研究所分子イメージング研究センターとの包括連携協定書が結ば

れた（資料 2-21）。実験動物研究施設の各種画像解析装置を使用した研究が進むと

思われる。 

6. 本学独自の技術である超音波医療応用技術を発展させるべく新研究部を設立した

（資料 2-22）。 

7. 平成 26 年(2014 年)にはセンターの一部ではバランスト・スコアカードによる到達

目標設定を試験的に開始したが、平成 27 年はその他２つの部門でも同様の試みが

開始された。 

8. 本学の豊富な臨床検体を研究に有効活用すべく組織バンク設立に向けたワーキン

ググループを発足した。 

9. 平成７年(1995 年)のセンター設立以来、初めて自己点検、外部調査が平成 23 年

(2011 年)より平成 25 年(2013 年)にかけて行われ、それを基に平成 26 年(2014 年)

に大きく改組された。 

 

⑥教育センター 

教育センターでは、(1)医学教育・臨床研修支援、(2)看護キャリアサポートセンター

業務、(3)シミュレーション教育施設運営管理、(4)e-Learning の設備管理と運営、(5)

教育 IR 活動そして(6)GP 事業（競争的教育補助金）の獲得及び事業推進を中心に活
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動を行っている。研究もこの活動に沿った内容で行っている。GP 事業活動について、

臨床実習 GP 推進ワーキンググループでは平成 27年(2015年)度医学科臨床実習拡充

のカリキュラム策定、臨床実習ログブックの導入を行った。また、総合診療 GP 推進

ワーキンググループでは、医学科、大学院、臨床研修、復職支援の各教育プログラ

ムを開発し、実践している。教育センターは、高齢者社会に対応するため、大学と

地域が連携した卒前・卒後のリサーチマインドを持つ総合診療専門医の養成拠点の

構築、及び IR 機能の充実を図ること、などを目指して前述の部門編制とした。 

 

（２）改善すべき事項 

①医学科 

平成 27 年(2015 年)9 月から開始となった新カリキュラムは、未だ全ての科目が終了し

ていないため今後評価したい。平成 28 年(2016 年)度には、授業を担当した教員からも

意見を聴取し、委員会の中で振り返りを行う。 

 

②看護学科 

学生の看護実践能力を育成するためにも、看護教員と臨床看護師との人事交流制度や

臨床教授制度等について検討していく必要がある。また、教育センターの看護教育部

門には、臨床の看護師が専属で配置されているが、今後は看護学科の専任教員も配置

に向けた検討を行う。 

 

③医学研究博士課程 

医学研究科の教育研究組織は現状では適切なものといえるが、今後の研究の高度化へ

の対応や社会の変化を考え、組織の適切性について、点検・評価の継続が必要である。 

 

④医学研究科看護学専攻修士課程 

分野ごとの教員数及び研究指導可能な教員数と大学院生数に不均衡がある。研究指導

可能な教員の育成と確保が必要である。 

 

⑤総合医科学研究センター 

効果が上がっている項目に記した項番 1～8 に関しては、学内、学外での新たな取組で

あり実績が少ないため、関連する機関と協力し継続して取り組むべき課題である。 

項番 9 については、平成 29 年(2017 年)度に実施予定の自己評価・外部評価に向けて、

各部門の到達目標設定を進める必要があり、また、有効な評価方法を設定する必要が

ある。 

 

⑥教育センター 

医学科臨床実習ログブックを全診療科で作成し、平成 27 年(2015 年)9 月より運用を開

始したが、このログブックを改良し定着を図る必要がある。また、臨床実習において、

学生が経験した症例、症候の情報を蓄積することが必要である。 
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３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

①医学科 

多くの臨床系医師が教員として学生教育に参加したことにより、教育への関心が高ま

り、学生が卒業後に身につけて置くべきスキルも明確になった。平成 27 年(2015 年)

度には、そのスキルを修得するロードマップをカリキュラム委員会で作成中であり、

平成 28 年(2016 年)度には完成する予定である。 

 

②看護学科 

看護学科教員の専門性とその実践能力を強化するために、教員の臨床での研修体制を

整える検討を開始した。また、全教員が専門性を超えて参画する演習科目を継続実施

し、その効果の検証を行っている。医学科と共同で行っている倫理教育のカリキュラ

ムを継続的に実施する。 

 

③医学研究科博士課程 

平成 26 年(2014 年)4 月に医学研究の進展を鑑み、臨床研究を支援する組織「臨床研究

支援センター」を新設した。大学院委員会にて大学院生の研究活動サポート体制を検

討している。（資料 2-23）。 

 

④医学研究科看護学専攻修士課程 

学部教育との連続性を図るため両輪連絡会を年 2 回開催した（資料 2-24）。 

 

⑤総合医科学研究センター 

1．トランスレーショナルリサーチを支える学内補助金として平成 25 年(2014 年)萌芽

的共同研究推進費を創設し、平成 27 年(2015 年)に増額を行った。 

2．研究支援に関するアンケート調査を行い、将来に向けた学内研究のニーズを把握し

た（資料 2-25）。 

 

⑥教育センター 

1.教育センターの役割を明確化するために、平成 25 年(2013 年)9 月に教育センター規

程を改定し新しい部門編制とした（資料 2-11）。 

2.学生が臨床実習で経験した症例・症侯の情報がデータ蓄積できるよう、システム構築

が開始された。 

 

（２）改善すべき事項 

①医学科 

新カリキュラムの導入が終了した時点（平成 30(2018 年)年 3 月）で、教学委員会が中

心となり教員（医師）の負担軽減のため、教育組織・委員会体制の見直しを行う必要

がある。 
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②看護学科 

質の高い地域医療連携能力を備えた看護実践者の育成という社会的要請に応えるため

に、病院はもちろんのこと、地域の実践現場と連携して人事交流や臨床教授制度を具

体化していく。そのために、教育センターの看護教育部門の臨床看護師との連携を強

化するとともに、専任教員の配置についても検討していく。 

教育組織の運営に当たって過度な委員会負担が教員個人や領域に偏らないよう、企画

運営予算委員会が中心となって教学委員会、看護学専攻修士課程の大学院委員会と連

携して調整を図る。 

 

③医学研究科博士課程 

平成 27 年(2015 年)7 月現在、59 授業細目が編成されているが 1 名も在籍していない授

業細目がある。大学院生の確保を含め、今後のあり方について検討する。 

 

④医学研究看護学専攻修士課程 

学内で大学教員を育成する仕組み（博士取得の支援、論文発表支援）が必要である。

今後、博士後期課程を創設し教員養成を行う。 

 

⑤総合医科学研究センター 

1．トランスレーショナルリサーチの評価を行う必要がある。 

2．学内研究のニーズを分析し、研究機器の充実だけでなく、人員を含めたセンター全

体の最適化に向けた検討を行う必要がある。 

 

⑥教育センター 

1.学生が経験した症例・症侯の情報を継続的なデータ蓄積を行う工夫について、体制整

備する。 

2.教育センターの役割の多様化に対応する必要があるため、教育センター運営委員会に

おいて検討していく。 

3.臨床実習におけるフィードバック、レポート、ログブック、症例、症候などの学生情

報を臨床実習教育委員会と連携してデータ蓄積を支援する。 

 

４ 根拠資料 

資料 2-1 学校法人慈恵大学組織図（平成 27 年 8 月 1 日）   

資料 2-2 平成 27 年度コース・ユニット一覧表  

資料 2-3  東京慈恵会医科大学医学科教学委員会規程（既出 資料 1-16）  

資料 2-4 各附属病院パンフレット（診療のご案内） 

資料 2-5 東京慈恵会医科大学ガイドブック 2015（既出 資料 1-4） 

資料 2-6 平成 27 年度看護学科教員組織図（H27.4.1）  

資料 2-7  東京慈恵会医科大学大学院医学研究科（博士課程）大学院ガイド 2015 年度

（既出 資料 1-6） 

資料 2-8 看護学専攻修士課程・受験に関するインフォメーション-大学院ガイド-2015
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（既出 資料 1-8） 

資料 2-9 東京慈恵会医科大学総合医科学研究センター規程 

資料 2-10 東京慈恵会医科大学 総合医科学研究センターホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/academic/center.html 

資料 2-11 東京慈恵会医科大学 教育センター規程 

資料 2-12 事業報告書 平成 26 年度  

資料 2-13 東京慈恵会医科大学 教育・研究年報 2013 

資料 2-14 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 企画・運営・予算委員会内規 

資料 2-15 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 将来構想検討委員会内規  

資料 2-16 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 大学自己点検・評価看護学科委員会 

内規 

資料 2-17 東京慈恵会医科大学 教育センターホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/academic/edu_center.html 

資料 2-18 第一回総合医科学研究センターシンポジウムポスター  

資料 2-19 第一回東京慈恵会医科大学・東京理科大学合同シンポジウムポスター  

資料 2-20 東京慈恵会医科大学と東京理科大学との連携協力に関する協定書 

資料 2-21 放射線医学総合研究所分子イメージング研究センターとの包括連携協定書 

資料 2-22 新研究部の設立（超音波応用開発研究部） 

資料 2-23 東京慈恵会医科大学 臨床研究支援センターホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/academic/rinshoukenkyuu_center.html 

資料 2-24 東京慈恵会医科大学両輪連絡会規程  

資料 2-25 研究支援に関するアンケート調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jikei.ac.jp/academic/center.html
http://www.jikei.ac.jp/academic/edu_center.html
http://www.jikei.ac.jp/academic/rinshoukenkyuu_center.html


- 20 - 

 

第３章 教員・教員組織 
１ 現状の説明 

（１）大学として求める教員像および教員組織の編成方針を明確に定めているか。 

＜1＞大学全体  

大学設置基準に規定する「教員組織」、「教員の資格」等に則り、医学教育課程の目

的を具体的に実現するため、講座担当教授および看護専門科目担当教授選考規程をは

じめとし、教員選考規程、教員採用・昇格・任免規程、特命教授に関する規程により、

求める教員像・資格を定めている。  

建学の精神及び理念・目的に向けて、教育・研究・診療における質の高い教員の育成・

採用に努めている。学校法人慈恵大学の教職員に関する任免については、東京慈恵会

医科大学教職員任免規則により定められている。ただし、役員（理事長、理事、監事

等）の選任は学校法人慈恵大学寄附行為により定められている。 

教員の職名に関しては、「教員の職名に関する内規」により定められており、それぞれ

の職務には任用規程が定められており、教員採用・昇格・任免は教授会議での審議を

経て、理事会の承認を受けることになる（資料 3-1～3-8）。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 医学科が求める教員は、理念・目的を達成するための教育・研究能力を有す

ることに加えて、教授は教育・研究歴 12 年以上、准教授は 8 年以上、講師は 4 年以

上、助教は基礎系では医学部卒業又は大学院修士課程修了であり、臨床系は初期臨

床研修終了又は同等以上の資格を有するなど内規などにより、求める教員像・資格

を定めている。 

講座を研究組織として位置づけ、講座とは別に教育組織として「コース・ユニット」

を、診療組織として附属 4 病院に「診療部」を設置している。したがって 1 人の臨

床教員は、研究者として「講座」に所属し、教育担当者として「コース・ユニット」

の 1 教員として講義・演習・実習等を行い、診療医師として「診療部」で診療し、

大学管理担当者として「各種委員会」に所属する。 

 

B．看護学科 看護学科が求めている教員は、看護学科の理念・目的を達成するための教

育・研究能力を有することに加えて、担当領域の臨地における経験を原則 4 年以上と

し、優れた看護の実践能力を有する教員である。また看護学科では、開設当初から少

人数制による丁寧な教育をモットーとしているため、大学設置基準に定める専任教員

数よりも多い教員数となっている。教員組織の編制は、各専門領域の講義と実習時間

の担当が一人 60 時間を目安に教員数を確保し、原則として各領域に教授、准教授及び

講師、助教を配置している（資料 3-9）。臨地実習指導は、原則として各領域の専任教

員が指導を担当しているが、講義や演習等が重なった場合は、実習施設の教育担当者

と連携しながら指導を行っている。教養教育科目群と看護専門基礎科目群は、医学科

の教員が兼担教員として看護学科の教育に携わっているため、医学科教員組織との連

携を図っている。また各領域の教育研究に係る責任は、各領域の責任者である教授で
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ある。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 本学の医学研究科の教育は、医学専攻 5 科目を設け、適切な役割分担及び

連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう大学院設置基準第 9 条第 1 項二にも

とづく教員を配置している。大学院医学研究科には研究科長を置き、本研究科長は原

則として学長がその任にあたる。研究指導する教員像としては、大学院学則第 40 条に

より、本学教授でかつ別に定める基準に明記され選考される（資料 3-10）。 

 

B．看護学専攻修士課程 高度職業専門職にふさわしい看護実践者を育成するために、「東

京慈恵会医科大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程教員資格審査要綱」を定めて、

その基準（研究業績、学位、教育業績、実務経験及び活動実績）に基づき公正な教員

審査の上で、教員を配置し、教員の資格に応じて大学院生の教育や研究指導等にあた

っている（資料 3-11）。学内教員では指導が難しい専門分野の場合には、外部より非

常勤講師の招聘を行い、教育の質の確保に努めている。 

 

（２）学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。 

＜1＞大学全体  

本学の教員組織は基礎教員、臨床教員、大学院教員、非常勤教員に区分される。基礎

教員は医科大学国領校もしくは西新橋校に在籍し、おもに学生教育・研究活動を行っ

ている。臨床教員の多くは医師として附属病院における診療に従事するほか、学生教

育、医学研究を行っている。大学院教員の多くは、医学部（医学科・看護学科）の教

員が兼務している。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 平成 27 年(2015 年)5 月 1 日現在、医学科では有給教員 1,221 名、無給（非

常勤）教員が 1,296 名在籍している（資料 3-12）。医学科の教育組織（カリキュラム）

はコース・ユニット制を採用している。これは学問体系の融合が起こり、診療部門の

細分化や医療ニーズの変化によって、従来のような講座単位の教育、診療、研究は困

難になったからである。コース・ユニットという教育実施単位の下に、明確な目的で

組織された教職員集団が教育を行うことにより、教員一人ひとりがその能力を得意分

野で発揮しやすい体制を確立した。コース・ユニット制は、大学が教育全体に責任を

持ち、全体の中の一部として各教員が教育活動を行えるようなシステムである（資料

3-13）。 

  

B．看護学科 看護学科の専任教員は 40 名（授業担当教員）であり、大学設置基準（第

十三条別表第一）に定める 12 名を大きく上回っている。カリキュラムは、医療基礎科

目群、教養教育科目群、看護専門基礎科目群、看護専門科目群によって構成されてお

り、看護専門基礎科目群と看護専門科目群の一部については看護学科の専任教員を配

置している。また教養教育科目群と看護専門基礎科目群は医学科の教員 27名が兼担し、
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さらに一部の科目については当該科目を専門とする外部の非常勤講師 25名に依頼する

ことで、教育課程に相応しい教員組織を整備している（資料 3-14）（資料 3-15）。 

 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 医学研究科（博士課程）は医学系として授業科目を 5 科目設置しており、

以下の通り授業細目が配置されている（平成 27 年(2015 年)7 月現在）。授業細目には

それぞれ担当教授が配置され研究活動のサポートを行っている。平成 27 年(2015 年)5

月 1 日現在、大学院博士課程の担当教員は 251 名である。 

① 器官病態・治療学：25 授業細目 

② 成育・運動機能病態・治療学：9 授業細目 

③ 神経・感覚機能病態・治療学：9 授業細目 

④ 病態解析・生体防御学：13 授業細目 

⑤ 社会健康医学：3 授業細目 

大学院の審議決定機関として、大学院教授によって構成される定例研究科委員会を設

置し、毎月 2 回、年間 22 回（8 月を除く）開催し、審議や学位申請についての審査等

を行っている。平成 27 年(2015 年)5 月現在の出席者は 65 名である。また、効率的な

大学院運営を行うため、研究科長と大学院教授 9 名で構成する大学院委員会を設置し、

定例委員会として毎月 1 回、年間 11 回（8 月を除く）開催している。 

 

B．看護学専攻修士課程 教員については、専任教員に加えて、医学部及び附属病院の兼 

任教員や非常勤講師を配置することで、教育課程にふさわしい教員組織を整備してい 

る。研究指導は修士○合教員を配置し、必要により○合又は合教員が副指導教員として支 

援する仕組みにしている。配置状況は、修士○合教員 10 人、合教員 8 名である。教員の 

男女比は男性 4 人女性 14 人。65 歳以上は 3 人であり看護師免許を持つ教員は全員 65 

歳未満である。 

 

（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。 

＜1＞大学全体 

医学部（医学科・看護学科）・研究科（博士課程・修士課程）において下記記述の通り、

教員の募集・採用・昇格は適切に行われている。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 医学科における教員採用、昇格基準は「医学科教員選考基準」に基づき適切

に行われている（資料 3-16～3-23）。教員を新たに採用する場合は、医師（臨床教員）

は附属病院副院長による面接、教員（基礎教員・研究者）は学長諮問会議の委員によ

る面接が行われる。講師以上の採用・昇格は学長諮問会議にて事前審査が行われ、教

授会議にて審議され、理事会の承認を得ることになる。講座担当教授の選考において

は、「講座担当教授選考委員会規程」（資料 3-24）により選考委員会を設置し、全国の

医学部及び関係医療機関等に公募依頼の通知を行うと同時にインターネットで広く人
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材を求めている。 

 

B．看護学科 看護学科専任教員の採用及び昇格に係る候補者の選考に関しては、教員  

選考規程及び看護学科教員選考規程に則り実施している。専任教員に欠員等が生じた

場合は、その都度看護学科教授会議で選考委員会を設置し、同委員会で選考を行う。

候補者の採用については、看護学科教授会議の議を経て、大学理事会の承認を得て決

定する。講師以上の採用に係る選考については、インターネットの活用と関係機関長

宛の公募依頼の通知により全国募集を行い、広く人材を求める選考を行っている。ま

た昇格人事に係る選考については、教授を除く専任教員を対象とし、当該領域の責任

者が昇格適任者の推薦書類を学科長に提出する。学科長は、看護学科教授会議におい

て昇格人事の選考委員会を設置し、同委員会で審査・選考を行う。候補者の昇格につ

いては、看護学科教授会議の議を経て、大学理事会の承認を得て決定する。（資料 3-25

～3-30） 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 本学は大学院大学ではないため、大学院担当専任教員の採用は行っていな

い。医学研究科の○合教員については、医学部教授が兼務しており、東京慈恵会医科大

学大学院医学研究科博士課程教員基準により審査を行い、任用を行っている。 

 

B．看護学専攻修士課程 本課程教員は、看護学科教員が兼担することになっているので、 

 教員採用や昇格については、看護学科教授会にて行っている。この結果を受けて、大 

学院専攻修士課程教員としての資格審査は、教員資格審査委員会で審議を行い、適任 

と認められた場合には大学院委員会（修士課程）を経て、研究科委員会（修士課程） 

で決定が行われ、理事会で最終決定される。 

 

（４）教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。 

＜1＞大学全体 

全教職員を対象に、医療安全、感染対策、保険診療適正化に関する 3 項目について、

年間参加しなければならない回数を定め、定期的に講習会を開催している。 

また、本学教員の業績は「教員評価 FD システム」により管理されている（資料 3-31）。

「教員評価 FD システム」では、教員の業績（評価）データを教育評価・研究業績評価・

管理運営評価・社会評価の 4 つのカテゴリに分けて入力するが、入力項目には大学で

管理している業績データが直接入力される項目と教員自身が入力する項目とに分かれ

ている。①教育評価では、講義担当時間数、クラブ顧問就任状況、学部学生による評

価について大学が管理しているデータが入力されるほか、教育関連講習会への参加実

績に関しては大学で管理しているデータに加えて教員自身の入力もなされることによ

り、各教員がどのような教育領域でどの程度の時間を費やしているかを把握できるよ

うになっている。教育業績の公開は教員の教育責任の明示となる。学部学生による教

員評価では、学生からの投票数、ユニット教員内での投票数順位が表示される。学生

からの意見は必ずしも総合的な評価とは言えないが、各教員の学生教育に対する責任
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を果たしているかを評価するための一指標となる。②研究業績評価では、研究費によ

る研究や治験の実績について大学が管理しているデータに加えて教員自身によるデー

タ入力もなされる。さらに、各教員は論文・図書執筆、学会発表などの業績のデータ

を自身で入力する。③管理運営評価では、講義ユニット責任者、大学・附属病院の委

員会委員就任履歴に関して大学が管理しているデータが入力される。④社会評価では、

学会・他機関での活動、鑑定実施などの社会貢献、受賞歴、取得資格、学内開催の生

涯学習での講演の実績に関して大学が管理しているデータと教員自身によるデータが

入力される。「教員評価 FD システム」は、研究業績のみでなく上記 4 つのカテゴリ（①

～④）の業績データを蓄積し、教員の総合的評価に対応することを目的としている。

なお、教員により 4 カテゴリの比重配分が異なるので、教員自身が教育・研究・管理

運営・社会活動のエフォート率を表明し、そのエフォート率に応じて評価することも

考慮されている。このように、教員の教育業績は「教員評価 FD システム」でイントラ

ネットにて学内公開され、教員一人ひとりがどの教育領域でどれくらいの時間を教育

に費やしているかが学生や職員にも分かるようになっている。このような教育業績の

公開が教員の教育責任の明示となり、昇格するときの正統的事由となっている。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 医学科教員向けの FD は、平成 26 年(2014 年)度は 4 回開催した。その他、

カリキュラム特別検討会を１回、医学教育セミナーを 3 回開催している（資料 3-32～

3-35）。 

医学科学生は年 2 回、学生会が中心となり「学生による教育・教員評価アンケート」

を実施し、ベストティーチャー、ワーストティーチャーを選出している。この結果は、

教学委員会を介し、フィードバックが必要な教員に返している。 

 

B．看護学科 看護学科の FD 活動は、平成 19 年(2007 年)度に看護学科 FD 委員会を設

立して以来、毎年継続している（資料 3-36）。看護学科主催及び医学科国領校共催、大

学院看護学専攻修士課程共催の FD をそれぞれ年に 1 回開催し、教員の教育力の向上

に努めている。FD のテーマは、全教員へのアンケートをもとに FD 委員会が企画して

いる。看護学科主催の FD は毎回参加率 90％以上であり、修士課程との共催 FD は専

任教員（助教）の参加が少ない。また学生による授業評価は、学生が科目別にコンピ

ュータ入力を行い、結果は科目担当教員に直接送られている。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 医学研究科では、研究に従事する教職員・学生向けに、倫理講習会、大学

院公開講義、医学論文書きかた講習会、動物実験に関する初心者向け実技講習会、再

生医療等の安全性の確保等に関する法律についての講習会など、研究遂行に直接関係

する研修会を開催している。 

 

B．看護学専攻修士課程 平成 21 年(2009 年)度の開設当初より、教員の質向上を目指し

て、年 1 回 FD を開催している。開催にあたって、開講当初は大学院単独開催で看護
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学科教員の参加を募っていたが、平成 24 年(2012 年)度からは看護学科と共催 FD とし

て開催し、情報の共有と教員の質向上の場となっている（資料 3-37）。なお、大学院

生の教育・研究に効果がある内容の時には大学院生も参加している。また、大学院生

への特別講義などは看護学科を含めた教員へ公開講義として教員の学修の場となるよ

うにしている。 

 

２ 点検・評価 

●基準 3 の充足状況 

 平成 27 年(2015 年)5 月 1 日現在の各講座・研究室等に所属する教員数は「資料 3-12 医

学科（西新橋校・国領校）有給・無給教員一覧、資料 3-13 医学科コース・ユニット責任者

一覧、資料 3-14 看護学科の専任教員、資料 3-15 看護学科非常勤教員名簿に示すとおり、

充足している。 

 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞大学全体 

教員評価 FD システムには、授業時間数、FD の参加状況、研究業績などに関するデー

タが蓄積されている。教員業績は一元的に管理されている。 

全教職員を対象にしている医療安全、感染対策に関する講習会は、全教職員の理解が

深まり、毎年定例的に開催されるようになった。（資料 3-33）。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 医学科 FD は毎年４～５回（それぞれ別の内容）開催されている。FD への

参加は、教員の昇格基準にもなっており教員の意識も高まっている。 

カリキュラム遂行のために、講座とは別にコース・ユニット制としたことで、講座の

枠を超えて学内の適切な教員に教育を分担してもらうことが可能となっている。 

 

B．看護学科 平成 25 年(2013 年)度の定員増を受けて、基礎看護学の教員を 2 名増員し

たことにより、看護技術の基礎能力の維持・向上に向けた丁寧な指導が行われている。

欠員時の公募ではいずれも 4～5 倍の応募者の中から採用を決定している。業績をはじ

め人格的にも優れた人材を確保することができている。平成 24 年(2012 年)度に看護学

科内の昇格人事に関する覚書を作成したことで、講師 1 名が准教授に昇格し、翌平成

25 年(2013 年)度には講師 1 名が准教授及び助教 1 名が講師にそれぞれ昇格している。

大学への貢献度も昇格条件に加味されるため、若い教員の意識を高める上で効果的で

あった。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科博士課程教員基準により、審査を行

い、研究指導者として任用されている大学院教授は、平成 27 年(2015 年)7 月現在で 68

名となり、授業細目も 59 となり、幅広い専門分野を開講されている。 
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B．看護学専攻修士課程 FD のテーマは、看護における今求められているテーマを主に 

 企画・運営されており、教員や大学院生の学修の場の提供となっていることで、教員 

の能力資質の向上に繋がっている。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

教員評価 FD システムへの未登録者があるため、運用を周知する必要がある。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 FD 活動の焦点が、臨床実習指導、OSCE 評価者トレーニング、CBT 試験問

題作成法、初年次教育などの実用的なテーマに限られており、カリキュラムプランニ

ングのような教育全体を考える FD がほとんどない状態である。教育者としての基本と

してのカリキュラムの理解を促す FD 活動を行う必要がある。 

 

B．看護学科 医学科と看護学科の共修授業では、双方の担当教員間で教育内容と評価を

検討できるような連携体制を整えていくべきである。また、看護学科はこれまでに 681

名が卒業しているが、看護教員として母校に戻っている卒業生は少ないため、今後は

本学看護学専攻修士課程の修了者を含めて教育・研究活動に従事する卒業生を増やし

ていく必要がある。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 医学研究科の教員の多くは医学科教員との兼務であるが、博士課程の目的 ，

教育内容・方法についての組織的な研究・研修（FD）の実施が必要である。 

 

B．看護学専攻修士課程 各専攻分野における教員が欠員となると FD の開催も困難とな

る。大学院生の教育において直接的に学修阻害を生じるので、次の分野責任者となる

教員を育てる必要がある。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 今まで FD に参加した教員は述べ 2,314 名となった（平成 27 年(2015 年)11

月末現在）。毎年約 200 名の教員が参加しており、今後も継続的に FD を開催すること

で、資質向上に繋がることができる。 

 

B．看護学科 

人員を確保したことで、継続的な FD 活動を展開することができている。さらに、学外

実習が正規カリキュラムに多く取り入れられ、医学科生との共修授業も毎年定期的に

実施できている。 
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＜2＞医学研究科 

A．博士課程 授業細目が豊富に準備され、大学院生に対する研究費補助（学内資金）も

数多く行われており研究指導が円滑に行われている。臨床研究と基礎研究の共同研究

費補助も新たに設けることにより共同研究の意識が根付きつつある（資料 3-38）。 

 

B．看護学専攻修士課程 共通科目、専門科目において、開設時は多くの学外非常勤講師 

に依頼していたが、専任教員の増加を図ることにより、徐々にではあるが学内教員で 

講義を行えるようになってきている。科目責任者は共通選択科目 2 科目が、本学医学 

専攻の兼担教員であるが、他は全て修士課程看護教員がその任を担っている。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞大学全体 

教員評価 FD システムへ教員個人が入力する項目について、操作利便性を高めるため、

システムの更新を検討する。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 教育者としての基本としてのカリキュラムの理解を促す FD 活動（カリキュ

ラムプランニング）の実施を検討する。 

 

B．看護学科 授業技法や評価方法といった基本的な FD が重要であることから、FD の

テーマは、継続性を考慮して検討する。さらに、看護学科教員の教育力、研究力、実

践力をさらに強化してゆくために、FDガイドライン及び FDマップの開発を検討する。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 医学科の時から継続的に研究している学生が、大学院生として入学するま

での体制（MD-PhD コース）作りを行う。 

 

B．看護学専攻修士課程 また、各専攻分野における教員欠員が生じることで、学修阻害 

を生じる事がないようにするため、教員の育成を検討する。 

 

４ 根拠資料 

資料 3-1 東京慈恵会医科大学教職員任免規則  

資料 3-2 学校法人慈恵大学寄附行為 

資料 3-3 学校法人慈恵大学 寄附行為施行規則  

資料 3-4 教員の職名に関する内規 

資料 3-5  東京慈恵会医科大学医学部医学科教授会議規程（既出 資料 1-11） 

資料 3-6  東京慈恵会医科大学医学部看護学科教授会議規程（既出 資料 1-12） 

資料 3-7  東京慈恵会医科大学全学教授会規程（既出 資料 1-13） 

資料 3-8  東京慈恵会医科大学医学部看護学科拡大教授会議規程（既出 資料 1-14）  

資料 3-9  平成 27 年度看護学科教員組織図（H27.4.1）（既出 資料 2-6） 
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資料 3-10 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科博士課程教員基準 

資料 3-11 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程教員資格審査 

要綱 

資料 3-12 医学科（西新橋校・国領校）有給・無給教員名簿 

資料 3-13 平成 27 年度コース・ユニット一覧表（既出 資料 2-2） 

資料 3-14 看護学科 専任教員 

資料 3-15 平成 27 年度（看護学科）非常勤講師発令者名簿 

資料 3-16 東京慈恵会医科大学医学科教員選考基準 

資料 3-17 東京慈恵会医科大学医学科准教授・講師選考規定 

資料 3-18 東京慈恵会医科大学医学科助教任用規定 

資料 3-19 東京慈恵会医科大学医学科定員外教員選考規定    

資料 3-20 東京慈恵会医科大学医学科西新橋校非常勤講師に関する規定   

資料 3-21 東京慈恵会医科大学医学科国領校教員選考規程 

資料 3-22 東京慈恵会医科大学医学科国領校教員選考内規 

資料 3-23 東京慈恵会医科大学医学科国領校教室チェアパーソンに関する規約 

資料 3-24 東京慈恵会医科大学医学科講座担当教授選考規程 

資料 3-25 東京慈恵会医科大学医学部看護学科看護専門科目担当の教授、准教授 

および講師の選考基準 

資料 3-26 東京慈恵会医科大学医学部看護学科看護専門科目担当教授選考規程 

資料 3-27 東京慈恵会医科大学医学部看護学科看護専門科目担当准教授選考規程 

資料 3-28 東京慈恵会医科大学医学部看護学科看護専門科目担当講師選考規程 

資料 3-29 東京慈恵会医科大学医学部看護学科助教任用等規程 

資料 3-30 東京慈恵会医科大学医学部看護学科兼担教員に関する規程 

資料 3-31 教員評価委員会答申（教育評価システム）  

資料 3-32 平成 26 年度医学科 FD 実施状況  

資料 3-33 平成 26・27 医療安全のための職員研修計画及び開催状況 

資料 3-34 平成 26 年度カリキュラム特別検討会ポスター 

資料 3-35 平成 26 年度医学教育セミナーポスター 

資料 3-36 平成 26 年度医学部看護学科 FD 報告書 

資料 3-37 医学研究科看護学専攻修士課程 FD 記録 

資料 3-38 東京慈恵会医科大学萌芽的共同研究推進費規程 

資料 3-39 専任教員の教育・研究業績 2010（平成 22）～2014（平成 26）年度 
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第４章 教育内容・方法・成果 

（1）教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・

実施方針 
１ 現状の説明 

（１）教育目標に基づき学位授与方針を明示しているか。 

＜1＞大学全体 

  医学部・医学研究科の下記の記述の通り、教育目標に基づき学位授与方針が明示され

ている。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 

 医学科の教育目標、ディプロマポリシー（学位授与方針）は本学ホームページ、シラ

バス等にて公開されている。これをもとに学生が卒業時までに修得しておくべき知

識・能力を示した「医学科達成指針」を平成 25 年(2013 年)度に作成した（資料 4(1)-1）

（資料 4(1)-2）（資料 4(1)-3）。 

［教育目標］ 

1．医学を学び、また研究する際の基本的な考え方を身につけ、自律的に実践する 

2．自己の人間性を高め、倫理的・科学的判断能力を磨く 

3．医学の基本的知識を習得する 

4．医学の基本的技術を習得する 

5．医師としての適切な態度と行動を身につける 

 

［ディプロマポリシー（医学科）］ 

本学は、医学部（医学科・看護学科）を設置し、創設者高木兼寛の建学の精神「病気

を診ずして病人を診よ」を基盤とし、豊かな人間性と倫理的・科学的判断能力を養い

全人的な医学・医療を実践できる医療人の育成を目指している。医学科・看護学科の

教育理念に沿って特色あるカリキュラムによる授業科目を設定し、定められた修業年

限の中で豊かな人間性と医師・看護師としての倫理を涵養しつつ、卒業に必要な単位

数を修得し、卒業試験や卒業研究等に合格した学生に対して、学士（医学）・学士（看

護学）の学位を授与する。 

修得すべき授業科目には、講義科目のほかに、それぞれの学科の方針に沿って実験、

実習、演習等の科目が含まれている。 

 

［医学科達成指針］  

到達目標達成のために医学科学生が卒業までに身につけるべき具体細目 

（1）医学を学び、また研究する際の基本的な考え方を身につけ、自律的に実践する  

・人間と社会に対する洞察力（1 年）   
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他者の存在を受け入れてその考えを理解する力  

・人類文明がよって立つ自然科学への基本的理解力（1 年）  

・自己主導型学習習慣と自己研鑽能力（2 年） 

（2）自己の人間性を高め、倫理的・科学的判断能力を磨く 

・豊かな人間性と人類愛（1～6 年）  

・多様な立場の人々と良好に意思疎通する力（1～3 年）   

自分の考えを適切に表現して他者の理解を得ることができる力 

・社会人、国際人としての教養とマナー（1～3 年） 

国際人の視点と異なる文化を持つ人々と交流する力  

・道徳的思考力と倫理的判断力（1～6 年）  

・探究する心と科学的判断力（1～3 年） 

（3）医学の基本的知識を習得する 

・基礎医学及び医学に関連する科学の基本的知識（2～3 年）  

・臨床医学及び医療の基本的知識（4 年）  

・社会医学及び公衆衛生に関わる基本的知識（4 年） 

（4）医学の基本的技術を習得する  

・医学知識を臨床実践に活用する力（4～6 年）  

・科学的根拠に基づく臨床推論に裏付けられた診療を実践する力（5～6 年）  

・基本的臨床能力としての診療手技（4 年）  

・基本的な臨床コミュニケーション技能（4～6 年）  

（5）医師としての適切な態度と行動を身につける  

・医師としての使命と責任の自覚（1～2 年）  

・患者中心の職業的倫理感（4～6 年）  

・チーム医療に臨む主体性・協調性（5～6 年）  

・医師としての適切な態度と行動（4～6 年）  

※（ ）内は，医学科学生が重点的にこの細目を習得する学年である。 

 

B．看護学科 

 看護学科では、次の通り教育目標を定め、オリエンテーションガイドブック及び講義

要項に明示するとともに、ホームページにて公開している。（資料 4(1)-4）（資料 4(1)-5） 

［教育目標］ 

1．人のいのちを尊び、人の心を大切にする豊かな感性と高い倫理観を培い、豊かな人

間性を養う 

2．看護の対象の全人的理解を目指しパートナーシップを構築していく能力を養う 

3．人々の生活・健康の質を高めるために看護専門職として必要な知識・技術を習得し、

科学的な根拠に基づいた看護実践ができる能力を養う 

4．社会情勢の動向を踏まえ、看護の専門職として自律して保健・医療・福祉領域と協

働できる能力を養う 

5．主体的な学習態度を身につけ、自己研鑽し続ける能力を養う 
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［ディプロマポリシー（看護学科）］ 

※医学科ディプロマポリシー参照。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 

 本大学院は、臨床医学を中心に基礎医学及び社会医学をも含めて優れた研究者の養成

を主眼とし、自立して研究活動を 行うのに必要な高度の研究能力と、それに加えて医

学の教育に求められる多様な指導力を養い、その基礎となる豊かな学識を 深めること

を目的としている。（資料 4(1)-6）（資料 4(1)-7） 

 

［ディプロマポリシー］ 

必要な修業年限（標準 4 年間）以上在学して、共通カリキュラム及び選択カリキュラ

ム合計 30 単位以上を履修する。自立して研究活動を行うのに必要な高度の研究能力、

医学の教育に求められる多様な指導力、及びその基礎となる豊かな学識を養う。研究

指導を受けて独創的研究に基づく学位論文を提出し、研究指導教員以外から構成され

る学位論文審査委員会が行う最終試験に合格し、研究科委員会における論文審査を経

て学位が授与される。学位論文は査読のある学術誌に筆頭著者として公表した論文を

もとに作成される必要がある。なお、評価の高い国際雑誌に論文を発表するなど、優

れた研究業績を上げた者については必要な修業年限を 3 年間とすることがある。 

 

B．看護学専攻修士課程（資料 4(1)-8）（資料 4(1)-9） 

 看護学専攻修士課程では、教育理念・目的を踏まえて教育目標を明示している。 

  ［教育目標］ 

対象を全人的に捉えることのできる人間的に優れたよき医療人を育成することを基

本方針とし、看護職者の知識、技術、看護実践の統合力の成長を目指します。 

1．よき医療人のひとりとして看護学の立場から医療に貢献できる能力を養う  

2．高度の看護を実践し指導者となることができる能力を養う 

3．人々と協働して活動しマネジメントできる能力を養う 

4．看護実践から生じた課題を研究することができる能力を養う 

5．得られた知見を臨床や教育などの場で活用できる能力を養う 

  

［ディプロマポリシー］ 

1．よき医療人としての能力を培った者 

2．高度の知識と技術を備えた看護専門職者としての能力を培った者 

3．本大学院に 2 年以上在学し、教育目的に沿って指定された 30 単位以上を取得し

ている者 

4．修士論文の審査及び最終試験に合格した者 

 

（２）教育目標に基づき教育課程の編成・実施方針を明示しているか。 

＜1＞大学全体 
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医学部・医学研究科の下記の記述の通り、教育目標に基づき教育課程の編成・実践方

針を明示している。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 医学科では、教育課程の編成・実施方針としてカリキュラムポリシーを制定

している。（資料 4(1)-2） 

   ［カリキュラムポリシー］ 

医学の基本である“知識・技術・医の心”を学ぶことによって医学を深く理解し、豊か

な人間性と倫理的・科学的判断能力を涵養することを教育理念としている。教育課

程の編成、実施方針として次の５つを挙げている。  

1．医学を学び、また研究する際の基本的な考え方を身につけ、自律的に実践する  

2．自己の人間性を高め、倫理的・科学的判断能力を磨く 

3．医学の基本的知識を習得する 

4．医学の基本的技術を習得する 

5． 医師又は医学者としての適切な態度と行動を身につける 

 

B．看護学科 看護学科では、教育課程の編成・実施方針としてカリキュラムポリシーを

制定している。オリエンテーションガイドブック及び講義要項に明示している。（資料

4(1)-5） 

  ［カリキュラムポリシー］ 

創設者高木兼寛の建学の精神と教育理念に基づいて、医学部の中に看護学科を設置し、

人道主義に基づいた病める人を大切にする看護師・保健師を育成するという考えのも

と、これを実現するために、人間の尊厳に基づいた心豊かな人間性を形成し、専門的・

社会的要請に応じられる看護の基礎的能力を養い、看護学の発展に貢献できる創造性

豊かな資質の高い看護実践者を育成します。 

1．人のいのちを尊び、人の心を大切にする豊かな感性と高い倫理観を培い、豊かな

人間性を養う 

2．看護の対象の全人的理解を目指し、パートナーシップを構築していく能力を養う 

3．人々の生活・健康の質を高めるために、看護専門職として必要な知識・技術を修

得し、科学的な根拠に基づいた看護実践ができる能力を養う 

4．社会情勢の動向を踏まえ、看護の専門職として自律して保健・医療・福祉領域と

協働できる能力を養う 

5．主体的な学習態度を身につけ、自己研鑽し続ける能力を養う 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 教育課程の編成・実施方針としてカリキュラムポリシーを制定し学生募集

要項、シラバス、大学院ガイドに記載している。（資料 4(1)-7） 

［カリキュラムポリシー］ 

自立して研究活動を行うのに必要な高度の研究能力、医学の教育に求められる多様な

指導力及びその基礎となる豊かな学識を養うため、シラバスに基づいて共通カリキュ
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ラムと選択カリキュラムを実施し、研究テーマに応じて個別に研究を行う。 

共通カリキュラムは、①必修科目と②選択科目から編成されている。必修科目は「医

学教育学」、「医の倫理」、「医学研究法概論」、「大学院特別講義」からなり、全員が履

修する。選択科目は、医学研究に必要な基礎的技術と知識を修得する科目からなる。 

選択カリキュラムは、研究課題にふさわしい研究指導者に下に配属されて履修し、専

門領域の研究に関する知識と技術を修得するとともに、指導を受けながら研究に従事

し学位論文を作成する。各大学院生の配属は、原則として各授業細目又は総合医学研

究センターに派遣されて行うが、研究課題によっては国内外の学外研究施設に派遣さ

れることもできる。選択カリキュラムの履修状況と研究の進捗状況は年度毎に提出す

る研究報告書によって、大学院委員会が確認する。 

共通カリキュラムと選択カリキュラムは、それぞれ終了時に大学院生が行う授業評価

の結果をもとに、大学院委員会において継続的に改善を図る。 

 

B．看護学専攻修士課程 教育目標、学位授与方針にそって教育課程の編成・実施の方針

（カリキュラムポリシー）に基づき共通科目、専門科目において編成・実施方針を科

目に反映し、大学院ガイド、学修の手引きを通じて明示している。（資料 4(1)-9） 

［カリキュラムポリシー］ 

対象を全人的に捉えることのできる人間的に優れたよき医療人を育成することを基本

方針とし、看護職者の知識、技術、看護実践の統合力の成長を目指します。  

  1． よき医療人のひとりとして看護学の立場から医療に貢献できる能力を養う  

  2． 高度の看護を実践し指導者となることができる能力を養う  

  3． 人々と協働して活動しマネジメントできる能力を養う  

  4． 看護実践から生じた課題を研究することができる能力を養う  

  5． 得られた知見を臨床や教育などの場で活用できる能力を養う 

 

（３）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針が、大学構成員（教職員

および学生等）に周知され、社会に公表されているか。 

＜1＞大学全体 

  医学部・医学研究科において下記の記述の通り、教育目標、学位授与方針及び教育課

程の編成・実施方針が、大学構成員（教職員・学生等）に周知され社会に公表されて

いる 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 学位授与方針（ディプロマポリシー）、教育課程の編成・実施方針（カリキ

ュラムポリシー）は、シラバス並びにホームページ等に記載し周知・公開している。

特に学生には年度初めの各学年オリエンテーションで毎年繰り返し講義している（資

料 4(1)-10）。 

 

B．看護学科 教育目標・学位授与方針、教育課程の編成・実施方針を明示したオリエン

テーションガイドブック、及び講義要項（シラバス）を教職員・学生に配布するとと
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もに、ホームページで学内外に広く公開している（資料 4(1)-11）（資料 4(1)-12）。教育

課程の編成・実施方針については、東京慈恵会医科大学ガイドブックや看護学科の入

試案内にも明示し、オープンキャンパス、高校訪問、入試説明会等で入学希望者やそ

の家族に配布している（資料 4(1)-13）。 

   

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 教育目標、到達目標、学位授与方針は大学院ガイドをはじめ、共通カリキ

ュラム（シラバス）、選択カリキュラム（シラバス）を大学院生、教職員に配布し周

知を図るとともに、ホームページで学内外に広く公表している（資料 4(1)-14）。 

 

B．看護学専攻修士課程 教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針は、大学

院ガイド、学修の手引きに記載し、教職員・大学院生に配布し、広くホームページで

周知・公開している（資料 4(1)-15）。 

 

（４）教育目標、学位授与方針および教育課程の編成・実施方針の適切性について定期的

に検証を行っているか。 

＜1＞大学全体 

  医学部・医学研究科において下記の記述の通り、教育目標、学位授与方針及び教育課

程の編成・実施方針の適切性について定期的に検証を行っている。 

 

＜2＞医学部（医学科・看護学科） 

平成 17 年(2005 年)10 月に教育センターが設置されて以来、本学医学部のカリキュラ

ム設計、教育手法の確立、カリキュラム自己点検の機能は、教育センターが中心とな

り行われている。教育センターの教員は、教授 2 名、准教授 1 名、講師 1 名の 4 名で

あり、センター内には、医学教育研究室、教育開発室、教育 IR 部門等が置かれている

（資料 4(1)-16）。具体的な教育課程の編成、実施方針の検証は、教育 IR 部門及びカリ

キュラム自己点検・評価委員会にて行われ、見直しが必要な場合は大学組織の委員会

（カリキュラム委員会、教学委員会）に提案され、教授会議にて承認を受ける。また、

定期的に開催している教学委員会の下部委員会、カリキュラム委員会、臨床（臨地）

実習委員会等においても議題として挙げられ、随時検討されている（資料 4(1)-17）。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 定期的に開催される大学院委員会において、教育目標、学位授与方針及び

教育課程の編成・実施方針の適切性について振り返りを行い、次年度の募集要項、

シラバス作成を行っている。また、年度の終わりには、全ての大学院生に対し「研

究報告書」と「研究レポート」、次の年度の「研究計画書」の提出を義務づけ、計画

と現実の進捗状況について検証・評価を行わせている。 

 

B．看護学専攻修士課程 毎年度修士課程としての事業計画を検証し次年度の計画を策定 

している。その際に、教育目標、各方針についても検証し、改善を図っている。授 
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業評価や大学院委員会（修士課程）で、毎年、大学院生の学修状況、大学院生・教 

員による授業評価により、大学院講義としての質の担保、科目進行における他科目 

との連動、一貫性について検討審議を行い、科目・カリキュラムの改正を検討して 

いる。 

 

２ 点検・評価 

●基準 4-1 の充足状況 

  教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針は、教学委員会・カリキュラム

委員会で審議、教授会議の承認を経て策定された。教育目標は教育の理念として、学位

授与方針はディプロマポリシーとして、教育課程の編成・実施方針はカリキュラムポリ

シーとして、全学年のシラバスに明示するとともに、各学年当初のガイダンスでも言及

して周知しており、大学案内、大学概要、ホームページ等で、社会に公表している。ま

た、教育目標、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針は、カリキュラム自己点検・

評価委員会や大学院委員会にて適宜、検証しており、基準 4-(1)を充足している。 

 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 教育目標・教育方針に向かって適切に教育が行えているかを客観的に評価す

るため、平成 25 年(2013 年)度にカリキュラム委員会が中心となり、その指針となる卒

業時のアウトカム「医学科達成指針」を作成した。一方、シラバスには、各科目（ユ

ニット）の説明で従前の GIO、SBO に変えて、「ユニットの位置づけ」「到達目標」で

表記し、そのユニットが「医学科達成指針」のどの部分のどのレベルに関係するのか

を示すように改めた。（資料 4(1)-10） 

 

B．看護学科 平成 15 年(2003 年)度のカリキュラム改正後、看護学科の教育目標に沿っ

たカリキュラムとするため、平成 21 年(2009 年)度にカリキュラム改正を行った。課題

であった看護技術については、3 年前期の看護総合演習Ⅲに看護技術演習を取り入れ、

事前学習を強化し、臨地実習ではステップアップノートを用いて各領域実習での各自

の到達度を可視化し、看護技術を向上させた。同様に目的で行った平成 24 年(2012 年)

度カリキュラム改正では、2 年後期に看護師課程と保健師課程の選抜を実施し、3 年生

からそれぞれの課程での教育が順調に行われている。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 選択カリキュラムの教育内容に関するシラバスは、講義内容のみを提示し

たものであったが、平成 26 年(2014 年)度より教育目標、到達目標等、詳細な内容のも

のに改め、大学院生が全体像をより把握しやすくなっている。また、授業細目すべて

をインターネットでも閲覧できるよう改善を行った（資料 4(1)-18）（資料 4(1)-19）。 

 

B．看護学専攻修士課程 学修の手引き、シラバス等で具体的な学びの提示を行うととも

に、院生各自へのメールを用いての働きながら学ぶ支援を行っているので、自主的な
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学修ができている。医療・看護の連携マネジメント分野の 3 分野（看護管理学、母子

健康看護学、地域連携保健学）において、従来は、特論Ⅰ～Ⅲ、演習Ⅰ～Ⅲで構成し

ていたが、自己学習時間がとれていないため、その時間を確保することを目的に、平

成 27 年(2015 年)度からは、特論をⅠ～Ⅴ、演習をⅠとしてより効果的な学修ができる

ように改訂した（資料 4(1)-15）（資料 4(1)-20）。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 平成 25 年(2013 年)度に卒業時の達成指針「医学科達成指針」を作成された

が、そこに至るまでのロードマップ（マイルストーン）は作成中である。できるだけ

早期に作成し、学生・教職員に示す必要がある。 

 

B．看護学科 教育目標・教育方針に沿ったカリキュラムとなっているか、を客観的に評

価する調査は、卒業時に学生アンケートを行っているだけであり、学年別の在校生か

らの情報は得られていないので改善が必要である。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 平成 26 年(2014 年)度より、教育目標、到達目標を詳細な記述に変更し、

大学院生に分かり易く変更したが、その効果の検証が求められる。大学院委員会を中

心に点検する必要がある。 

 

B．看護学専攻修士課程 教育課程の編成・実施方針としてのカリキュラムポリシー及び

カリキュラムマップの適切性を検証する必要がある。大学院生の学びの水準の違いを

理解した上で、個人にあったきめ細かい指導体制の構築が必要である。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 従来の知識伝授中心の教育手法から、実習や演習を多く取り入れ、手技や技

能といった能力の向上も重要な教育目標の一つとしている。改革した教育課程・編成

が適切となっているか、それを評価するために、卒業時 OSCE 委員会を立ち上げ検討

を開始した。平成 29 年(2017 年)度から実施に向けて取り組んでいる。 

 

B．看護学科 都市型地域医療連携を担う看護実践者の養成を目指し、新カリキュラムプ

ロジェクトを立ち上げ、新たなカリキュラム改革を開始した（資料 4(1)-21）。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 大学として研究をサポートする体制として、平成 26 年(2014 年)4 月に「臨

床研究支援センター」を立ち上げた。教育目標達成のため、大学院生が求めるサポー

ト体制を整備している（資料 4(1)-22）。 
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B．看護学専攻修士課程 本課程の教育理念・目的を踏まえた教育目標に基づき、卓越し

た看護実践能力を習得することはもとより、研究・教育・管理能力をもつ高度実践看

護師（専門看護師（CNS））の育成を行っている。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 全教職員（可能であれば学生も含めて）が、教育目標・学位授与方針及び教

育課程の編成・実施方針の適切性について、自己点検できる体制を作らなければなら

ない。 

 

B．看護学科 学生の評価については、経年的な評価ができていないので、学年別に在校

生からの評価を得られるように、体制を作らなければならい。 

 

＜2＞医学研究科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

A．博士課程 大学院委員会、研究科委員会にて、ディプロマポリシー・カリキュラムポ

リシーが大学の理念の実現に向けたものとなっているか、より一層継続した検証が必

要である。 

 

B．看護学専攻修士課程 教育課程の編成・実施方針としてのカリキュラムポリシー及び

カリキュラムマップの適切性を検証するため、講師を招聘しポリシーやカリキュラム

マップのあり方についての研修会を開催し、検証する必要がある。 

 

４ 根拠資料 

資料 4(1)-1 東京慈恵会医科大学 医学部医学科教育目標  

資料 4(1)-2 東京慈恵会医科大学 医学部医学科デュプロマポリシー、 

カリキュラムポリシー、アドミッションポリシー  

http://www.jikei.ac.jp/univ/igaku/gaiyo/10.html    

資料 4(1)-3 東京慈恵会医科大学 医学部医学科卒業時達成指針  

http://www.jikei.ac.jp/univ/igaku/gaiyo/09.html    

資料 4(1)-4 東京慈恵会医科大学 医学部看護学科教育理念・教育目標 

http://www.jikei.ac.jp/univ/nurse/gaiyo/03.html    

資料 4(1)-5 東京慈恵会医科大学 医学部看護学科デュプロマポリシー、 

カリキュラムポリシー、アドミッションポリシー  

http://www.jikei.ac.jp/univ/nurse/gaiyo/10.html    

資料 4(1)-6 東京慈恵会医科大学院研究科（博士課程）の手引き・教育目標  

http://www.jikei.ac.jp/univ/gradu/tebiki.html    

資料 4(1)-7 東京慈恵会医科大学 博士課程デュプロマポリシー、カリキュラムポリシ

ー、アドミッションポリシー 

http://www.jikei.ac.jp/univ/gradu/policy.html    

資料 4(1)-8 2015 年度東京慈恵会医科大学大学院 医学研究科看護学専攻修士課程 

http://www.jikei.ac.jp/univ/igaku/gaiyo/10.html
http://www.jikei.ac.jp/univ/igaku/gaiyo/09.html
http://www.jikei.ac.jp/univ/nurse/gaiyo/03.html
http://www.jikei.ac.jp/univ/nurse/gaiyo/10.html
http://www.jikei.ac.jp/univ/gradu/tebiki.html
http://www.jikei.ac.jp/univ/gradu/policy.html
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学修の手引き（既出 資料 1-9） 

資料 4(1)-9 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科看護学専攻修士課程 

デュプロマポリシー、カリキュラムポリシー 

http://www.jikei.ac.jp/univ/gradu/gr_nurse/curriculum_diploma.html

資料 4(1)-10 平成 27 年度版医学科：講義予定表および実習概要（シラバス） 

資料 4(1)-11 平成 27 年度版看護学科：講義要項（シラバス）（'4(1)-10 に含む） 

資料 4(1)-12 看護学科オリエンテーションガイドブック 

資料 4(1)-13 東京慈恵会医科大学ガイドブック 2015（既出 資料 1-4） 

資料 4(1)-14 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科（博士課程） 

大学院ガイド 2015 年度（既出 資料 1-6） 

資料 4(1)-15 2015 年度東京慈恵会医科大学大学院 医学研究科看護学専攻修士課程 

学修の手引き（既出 資料 1-9） 

資料 4(1)-16 東京慈恵会医科大学 教育センターホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/academic/edu_center.html  

(既出 資料 2-17） 

資料 4(1)-17 東京慈恵会医科大学医学科教学委員会に設置する常置委員会、 

実務委員会に関する細則 

資料 4(1)-18 平成 27 年度 大学院（博士課程）共通カリキュラム（シラバス） 

資料 4(1)-19 平成 27 年度 大学院（博士課程）講義要項 選択カリキュラム 

（シラバス） 

資料 4(1)-20 2015 年 東京慈恵会医科大学大学院 医学研究科看護学専攻修士課程 

シラバス（授業計画） 

資料 4(1)-21 「都市型地域医療連携を担う看護実践者の養成」プログラム  

資料 4(1)-22 東京慈恵会医科大学 臨床研究支援センターホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/academic/rinshoukenkyuu_center.html 

（既出 資料 2-23） 
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第４章 教育内容・方法・成果 

（2）教育課程・教育内容 
１ 現状の説明 

（１）教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的

に編成しているか。 

＜1＞大学全体 

  医学部・医学研究科において下記の通り、教育課程の編成・実施方針に基づき、授業

科目を適切に開設し、教育課程を定型的に編成している。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 平成 8 年(1996 年)度から 6 年一貫統合型カリキュラムを実施している。この

カリキュラムでは、学年・講座の代わりにコース・ユニットを置いており、コースと

して「医学総論」、「総合教育」、「外国語」、「生命基礎科学」、「基礎医科学」、「医療情

報・EBM」、「臨床基礎医学」、「社会医学」、「研究室配属」、「臨床医学」、「選択実習」

があり、それぞれのコースには科目に相当する複数のユニットが置かれていて各コー

ス・ユニットの位置づけ、到達目標、学習上の注意、評価方法、講義スケジュール等

がシラバスに記載されている。これら全コースのそれぞれにコース責任者が１年任期

で任命され、コース責任者はコース内の複数のユニットの責任者を決定している。ユ

ニット責任者は、学内外の適任者を講義・実習・演習の担当者として選出し、各教員

に教育業務（講義、演習、実習）を命じている。また、各ユニットが授業内容に、モ

デル・コア・カリキュラムに指定された項目を網羅しているかどうかを確かめる責務

がある（資料 4(2)-1）。 

本学のカリキュラムは、建学の精神をその中に組み込むために、1 年生には何を学習し、

その学習後に次のステップとしての 2 年生、3 年生、4 年生の学習があり、5 年生の臨

床実習につなぎ、大学附属病院だけでは学びきれない医療についてはどの学年で何を

経験させるかを順次性の中で考えた構造化されたカリキュラムとなっている。具体的

には、1 年間の国領校では、人文・社会科学、日本語表現法、数学、教養ゼミのユニッ

トから成る「総合教育」と、「生命基礎科学」（物理・生物・化学）を学ぶ。コース「外

国語」は 1 年～4 年に設定されており、1 年生では一般英語Ⅰと選択必修の初修外国語

（ドイツ語・フランス語・中国語）、2 年生で一般英語Ⅱ、3 年生に医学実用英語Ⅰと

医学英語専門文献抄録、4 年生で医学実用英語Ⅱと幅広く長期に亘って学ぶ。2 年生か

ら西新橋校に移り、「基礎医科学Ⅰ」で解剖学、生理学、生化学を学んだ後、基礎系臓

器別統合カリキュラム「基礎医科学Ⅱ」、3 年生には病因・病態、感染・生体防御、ラ

イフサイクル、行動科学などが含まれる「臨床基礎医学」と、法医学の内容を扱う「社

会医学Ⅰ」、そして６週間全日を使用しての「研究室配属」に続く。4 年生には

Introduction to Clinical Medicine として最小限度の臨床系臓器・機能別統合講義と、

臨床実習に入るために最低限必要な基本的臨床能力（医療面接、診療録作成、身体診

察、検査と治療の基本手技、臨床推論）について「臨床医学Ⅰ」の中で学ぶ。公衆衛
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生学「社会医学Ⅱ」も学ぶ。4 年生後期から始まる全科臨床実習で evidence-based 

medicine を実践できるようにするために、「情報リテラシー（1 年）」、「医学統計学Ⅰ

（2 年）」、「医学統計学Ⅱ（3 年）」、そして「EBM（4 年）」とつながるコース「医療情

報・EBM」が用意されている。5 年生後期からは診療参加型臨床実習が開始される（平

成 28 年(2016 年)度実施：平成 27 年(2015 年)度から 4 年生臨床系カリキュラムの改定

が行われている）（資料 4(2)-2）（資料 4(2)-3）。 

また、大学学則において、授業時間、授業科目、単位数及び年次配当の教育課程の編

成方針を定めており、シラバスに明示されている。 

 

B．看護学科 看護学科のカリキュラムは、人間中心の医療を提供できる看護実践者を育

てるために「生活者としての人を理解する」ことを基本的要素と考え、医療基礎科目、

教養教育科目、看護専門基礎科目、看護専門科目の４区分から構成されている。特に

「医療基礎科目」は医学科と共修の必修科目であり、「医師と看護師は車の両輪の如し」

という学祖の言葉を特化させるために、すべての科目の基礎として位置づけている。

具体的には、1 年間を通して、チーム医療、医療の安全教育、人間関係論、コミュニケ

ーションに関連するテーマについての講義を始め、小グループによるディスカッショ

ンや演習等を体験している。 

教養教育科目は、「人間と生活」、「社会と生活」、「自然・情報科学」、「外国語」から成

り立っており、中でも「人間と生活」「社会と生活」の科目群は、全 21 科目の中から

自分の興味や関心のある科目を主体的に選択して学習できるようになっている。看護

専門基礎科目は、「保健医療」と「人間と健康」から成り立っており、「保健医療」で

は、人々の心身の健康を保持・増進するために欠かせない自然環境、社会環境との相

互作用及び保健医療システムに関連する科目が含まれている。「人間と健康」では、人々

の心身の健康を破綻するプロセス、疾病や障害の予防と治療、公衆衛生看護の基礎的

知識に関連する科目を含み、医学科の教授陣が様々な演習を取り入れるなど工夫しな

がら医学の専門知識を分かりやすく教えている。「看護専門科目」は、「生活援助の基

礎」「生活援助の方法」「生活援助の実践」「看護の統合と実践」から成り立っている。

看護に精通した看護学科の教員が「対象の生活過程を整える」という観点から各看護

学の専門知識と技術を教えている。１年生から４年間を通して位置づけている「看護

の統合と実践」は、生涯学習者としての基礎を育み安全で質の高い看護を提供するた

めに必要な科目群であるため、看護学科の全教員が専門分野を越えて共に関わってい

る。 

看護学教育では、時代の流れに応じてカリキュラムが改正されている。平成 24 年(2012

年)度からは保健師資格は選択履修制となり、選択者のみ 3 年生からの公衆衛生看護学

の講義や実習を履修することになった。看護師教育課程選択者は、3 年生で多様な看護

専門科目から選択履修をして実践能力を養っている。平成21年(2009年)度の改正から、

在宅看護学の講義や実習時間数が大幅に増えており、これは患者入院在院日数が短縮

する状況のなかで、さらに専門知識に基づく判断能力と確実な技術を有する看護師育

成が求められていることの現われである。このように様々に変化する社会的要請に応

えるために本学では、専門知識・技術に加えて人のいのちを尊び、人の心を大切にす
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る豊かな感性をもった看護職者が育つようにカリキュラムを構成している（資料 4(2)-4）

（資料 4(2)-5）。 

また、大学学則において、授業時間、授業科目、単位数及び年次配当の教育課程の編

成方針を定めており、シラバスに明示されている。 

＜3＞医学研究科 

A ．博士課程 カリキュラムポリシーに基づき、共通カリキュラムと選択カリキュラムを

編成している。共通カリキュラムは、①必修科目と②選択科目からなり、必修科目は

「医学教育学」、「医の倫理」、「医学研究法概論」、「大学院特別講義」で全員が

履修する。選択科目は、医学研究に必要な基礎的技術と知識を修得する科目からなる。

選択カリキュラムは、研究課題にふさわしい研究指導者の下に配属されて履修し、専

門領域の研究に関する知識と技術を修得するとともに、指導を受けながら研究に従事

し学位論文を作成している（資料4(2)-6）(資料4(2)-7）。 

   原則、必要な修業年限（標準４年間）以上在学して、共通カリキュラム及び選択カ

リキュラム合計 30 単位以上を履修し、最終学年に学位論文の審査を受けて認定され

た者が学位授与される。 

 

B．看護学専攻修士課程 本課程は、高度に専門化した知識と技術を備えた看護の高度職

業専門職を養成することを目的としている。さらに、実務経験がある看護職者が看護

の仕事を継続しながら学修する教育環境を保証し、大学院生の看護キャリア発達に貢

献することも目的としている。これらの教育を行うために、「臨床看護実践分野」と

「医療・看護の連携マネジメント分野」を設置している。教育体系については、看護

実践を高めるために必要となる広い見識を持つための科目として共通科目をおき、さ

らに、高度な知識・技術をもつキャリアを育成するために専門科目を配置している。

カリキュラムは、以下の要件で教育目標に適合するように編成しカリキュラムマップ

を大学院ガイドに掲載し、学修の手引きにその内容を明示している（資料 4(2)-8）（資

料 4(2)-9）。 

①共通科目と専門科目と研究の各群により構成され、学修が進むと共に共通科目が

少なくなり、専門科目と研究が増える 

②単位制を基本に編成している 

③単位認定は半期ごとに認定する 

④研究は研究計画までとその後の論文審査までに分けて単位認定する 

⑤科目認定には規定の時間以上の出席が要件である 

 

（２）教育課程の編成・実施方針に基づき、各課程に相応しい教育内容を提供しているか。 

＜1＞大学全体 

  医学部・医学研究科においては下記の通り、教育課程の編成・実施方針に基づき、各

課程に相応しい教育内容を提供している。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 医学科の教育内容を以下の通りコース別に記載した。カリキュラムマップに



- 42 - 

 

示した通り、低学年からの知識積み上げ式、6 年一貫統合型カリキュラムとなっている。 

[医学総論] 

医学総論では医に関する諸問題、即ち医学、医療、看護、保健、福祉、安全管理など

について考えるとともに、医学・医療が自然科学のみでなく、人文・社会科学などを

含んだ実践的総合科学であることを強調している。 

 このコース内には、早期臨床体験（Early Clinical Exposure）、福祉体験実習、重症心

身障害児療育体験実習、地域子育て支援体験実習、在宅ケア実習、病院業務実習、高

齢者医療体験実習、家庭医実習等が含まれている。プライマリケア・選択学外臨床実

習、産業医実習では学外病院での幅広い診療実習を可能としている。また、卒前教育

における研究参加の促進と研究医の養成を目的として、平成 27 年(2015 年)度より全学

年の選択科目に、ユニット「医学研究」を設置した。学生時代から医学研究を行いた

い学生が、このユニットの単位を積み重ねることで、本学大学院の基礎医学系及び社

会医学系に進学する場合、大学院における種々の優遇措置を受けることができる。  

[総合教育]  

人文科学、社会科学、日本語、数学のユニットから構成されている。開講科目を増や

し、1 クラス 20～30 名編成で討論学習形式の授業を行っている。このコースでは、人

間性や倫理的判断力を養うとともに、患者さんを一人の人間としてその文化的・社会

的背景を理解し、それを医療の現場に活用できる能力（包括的医療の実践者）を養成

することを目的としている。また、グループ討論学習という生涯学習にとって最も重

要な学習技能の基礎も身につけている。 

[生命基礎科学] 

このコースは、生命現象を理解するための自然科学（生物学、物理学、化学）の統合

カリキュラムと位置付けている。生命の物理学、生体分子の化学、細胞の生物学を学

んでいる。1 年生前期には、これらのユニットを学習するためのサポートとして、自然

科学入門演習というユニットを開講しており、高等学校までの教育で不足している分

野の補習を行いながら、臨床医学の基盤をなす自然科学を理解しやすいようにカリキ

ュラムが組まれている。 

[外国語 I～IV] 

1 年生から 4 年生まで横断的にコースが組まれている。1 年生では一般英語と初習外国

語、2 年生以降では一般英語と医学英語が組まれている。英語教育は、少人数クラス編

成（10 名程度）で行われ、学生の能力に合った学習を行っている。3 年生以降では、

医学の代表的な教科書、医学雑誌を医系教員とともに講読し、臨床場面を想定した医

療英会話の演習をしている。グローバルスタンダードとしての英語力を身につけてい

る。 

[医療情報・EBM I～IV] 

このコースでは将来、医師として科学的な臨床研究が行えるよう、疫学的手法を用い

た研究計画の立案及び解析方法を理解するとともに、優れた臨床研究の結果に基づい

た最善の治療法を選択できるよう、疫学と生物統計学の基本を身につける。 

[研究室配属] 

基礎・臨床医学系講座、総合医科学研究センターなどに配属され、教員とともに研究
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活動を行い、共同研究者として過ごしている。自然現象を正しく認識し、その現象を

解析するための実験・観察方法を考え、データの信頼性、再現性を考察し、結論を出

すことを体験する。このコースで身につけた問題解決能力、自己学習の方法は将来臨

床医になった際に役立っている。 

[臨床医学 I～III] 

4 年生前期の臨床医学 I では、機能・臓器別の統合講義、病理学各論実習、基本的臨床

技能実習を有機的に組み合わせた統合カリキュラムが組まれている。基本的臨床技能

実習では、集中的に医療面接、診療録作成、身体診察法、基本的検査手技とその結果

の解釈、基本的臨床手技（採血、縫合、救急医学、治療総論など）を中心に、実技ト

レーニングを行う。4 年生の夏に行われる OSCE（客観的臨床能力試験）と、CBT

（Computer Based Testing）、病理学各論実習総括試験では、臨床実習開始前までに修

得しておくべき必要不可欠な医学的知識や基本的技能・態度を総合的に理解している

かどうかを評価している。これら試験に合格して初めて 4 年生後期からの臨床実習に

進むことができる。 

 4 年生後期から 5 年生の前期にかけて行われる臨床医学 II は、全科臨床実習と集合教

育の 2 つから構成されている。全科臨床実習では、各診療科の診療現場の中で、これ

まで培ってきた知識と技能、態度を駆使し、病態、診断、治療までのプロセスを体得

するとともに、チーム医療に加わり、その一員として、患者中心とした人間関係の築

き方を学んでいる。集合教育では、臨床実習の間を縫って併行して行われ、臨床現場

を経験することによって効果的な学習が可能となる診療科の講義、ならびに臨床実習

を一層充実させるために演習形式で行われるチュートリアル、症候から病態へ、ケー

スカンファレンスなどが行われている。 

 5 年生後期から 6 年生の前期にかけて行われる臨床医学Ⅲは、指導医の監督のもと、学

生が主体となり患者さんとの関わり合いの中から臨床医学を学ぶ診療参加型臨床実習

（クリニカルクラークシップ）である。1 か月単位で 10 診療科をローテートする。内

科、外科、小児科、産婦人科、精神神経科を必須とし、他は国外を含め学生の意向で

選択が可能となっている。6 年生の夏には advanced OSCE を実施し、一定以上の診療

能力が習得されているかを評価する。6 年生後期は今までの医学教育全体のまとめを行

い、卒業に関わる試験が実施する（平成 27 年(2015 年)度 4 年生より上記、臨床実習拡

充の新カリキュラムへ移行されている） （資料 4(2)-10）。 

[社会医学] 

社会医学では、個体－個体、個体－社会、個体－環境の相互作用としての医学を学ん

でいる。社会の中で生きている人間が疾患を持った時、その患者さんを地域社会と関

連付けて考える能力を養う。このコースは臨床医学の講義の後に実施され、疾患の知

識を得た後、予防医学の知識とその実践の方法を身につけている。また、医学と社会

の連携で重要な、法律的・倫理的問題についても学び、患者さんの人権を尊重する医

師になる基盤を養っている。 

[選択実習] 

6 年生前期の 15 週間は学生自身がカリキュラムを設計し、それを実践する選択実習と

いうコースに入る。附属病院の診療部、学外病院、海外の大学・病院での臨床実習、
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さらに学生によっては国内外の基礎医学研究施設での基礎研究や社会医学的フィール

ド研究を行うこともできる。姉妹校の英国ロンドンにある、Guy's, King's and St. 

Thomas's (GKT) School of Medicine には毎年 3 名が大学から奨学金を得て選択実習

に行く制度がある。その他国外の大学と協定を結び、多くの学生が海外の医療を経験

している。 

 

B．看護学科 1 年生では、将来、医療者になるものとして必要な基本的態度を学修する。

例えば、医療における倫理、人とのコミュニケーションのとり方、チーム医療におけ

る連携など、医学科の学生と共に演習やディスカションを学ぶ。また「生活者として

の人をみる」ためには、まず自分自身を客観的にとらえることが大切であるため、そ

のため看護総合演習Ⅰでは、「自分をみる、他者をみる」ことをテーマとして少人数編

成でのグループワークや演習を行いながら、大学で学ぶために必要な学習方法や導入

教育としてのスチューデントスキルを学修する。さらに本学科では、看護学を学ぶ学

生のモチベーションを大事にしたいと考え、１年の前期から一部の看護専門科目の授

業が開始される。  

2 年生では、主に看護学科の校舎内での授業が多くなり、前期は解剖生理学、微生物学、

薬理学、疫学・公衆衛生学、疾病・治療学などの看護専門基礎科目と、生活援助の基

礎や精神看護学、小児看護学、老年看護学といった看護専門科目が大半を占めるよう

になる。特に生活援助の基礎では、学内の実習室でモデル人形を使って排泄の援助や

与薬の援助など実践さながらの授業が行われる。後期は、各看護学の対象論に加えて、

地域における看護の専門性を理解するために在宅看護学や地域看護学の授業が開始さ

れる。2年生の前期の最後には、生活過程援助実習として2週間本学の附属病院に行き、

病気で日常生活行動の支援を必要としている患者さんに対して初めて看護技術を提供

させてもらう。  

3 年生前期は、各看護学の方法論が大半を占め、さまざまな角度から看護を考える。後

期からの臨地実習に備えて、具体的な場面をシミュレーションしながら自分自身で看

護を考える力を身につけられるような学内実習も多くなっている。後期からの臨地実

習では、受け持ち患者さんの病状を含めた個別性や治療方針及び看護方針を踏まえて

学生が看護計画を立て、必要な援助を実践・評価するプロセスを体験する。自ら考え

実践する体験を通して看護実践力を身につけていく。大学の附属病院以外にも老人保

健施設、精神病院、訪問看護ステーションなどさまざまな施設で実習を行っている。 

看護師教育課程選択者は、多岐にわたる専門的看護に関する科目から選択履修をして

視野を広げ、保健師教育課程選択者は、公衆衛生看護活動を展開するための地区診断

や地域特性に応じた予防活動の方法等が組まれている。また看護研究方法論の授業で

は、自分の研究テーマを考えて文献を調べるなど看護研究の基礎を学ぶ。 

4 年生では、3 年生後期から引き続き実習を行い、実習のまとめとして学生の関心領域

における総合実習を行う。また保健師教育課程選択者には、公衆衛生看護学実習があ

り、保健所や市町村の保健師から直接指導を受けながら、地域住民の健康・生活を守

り、その質を高めていくための知識・技術を学んでいる。各看護学実習は前期で修了

し、後期は緩和ケア論、クリティカルケア論などの選択科目を用意しており、看護総
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合演習では、医学科との共修でチーム医療や倫理的問題を検討するなど、より専門性

の高い授業が行われてい。看護研究では、教員の指導のもとで研究に取り組むことで、

自己学習能力と研究的態度を身につけている。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 自立して研究活動を行うのに必要な高度の研究能力、医学の教育に求めら

れる多様な指導力及びその基礎となる豊かな学識を養うため、共通カリキュラムに必

修科目として、「医学教育学」、「医の倫理」、「医学研究法概論」、「大学院特別講義」を

設けている。このような科目を履修した上で、医学研究に必要な基礎的技術と知識を

修得する選択科目を履修し、学位取得のための研究テーマに応じた選択カリキュラム

で必要な教育内容を確保している。 

 

B．看護学専攻修士課程 専門科目を学ぶために、並行して共通科目をおき、臨床現場に

おける問題を最新の知見による講義で分析・検討し、研究的志向を涵養するように、

「看護研究方法」「医療統計学」「看護倫理特論」「看護教育特論」「コンサルテー

ション論」等の授業科目や、社会的潮流や国際性を踏まえた「保健医療システム論」

「国際医療論」を配置している。また、看護教育発祥の地であることから、歴史を振

り返り将来の看護の展望を考える意味で「看護歴史学」を設置している。専攻分野に

おいては、専門性を高めるためのカリキュラム構成をとっている。専門看護師教育課

程履修者に必要な実習は、関東地区を中心にした高度な看護実践を組織的に行ってい

る医療機関の指導者から学ぶことができるようにしている。 

 

２ 点検・評価 

●基準 4-2 の充足状況 

 医学部 学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針に基づき、授業科目を適切に開設

し、教育課程を体系的、効果的に編成している。また、医学・医療分野のグローバル化に

留意し、学生の英語力の強化に努めており、基準を充足している。 

医学研究科 授業科目を適切に開設し、教育課程を体系的に編成しており、専門分野の高

度化に対応した教育に努め、基準を充足している。 

 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 コース・ユニット制では、ユニット内の教育内容をユニット責任者の権限で 

改定することができ、その改定をコース責任者がコース内教育として調整することが

できるため、教育内容の刷新等が行いやすい構造となっている。また、学生による教

育・教員評価アンケートが年 2 回定期的に行われ、そのアンケート結果は学生会と教

学委員との懇談会で年 2 回討論されている（資料 4(2)-11）。さらに、平成 26 年(2014

年)からはカリキュラム委員会に正規の委員として学生が参加する体制となっている。

学生、職員そして教員とでカリキュラムの問題点を検討できている（資料 4(2)-12）。 

B．看護学科 学生が入学初期から大学での学修意欲を高めるように、4 月上旬に医学科
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と合同で「スタートアップ宿泊研修」を行い、看護を学ぶ動機づけを強化した上で個々

の授業に入っている。また、看護総合演習Ⅰ～Ⅳも全教員が関わり、専門看護師への

インタビューや PBL など多様な Active Learning を取り入れ、学生が経験的に学修を

深めることができている。また、科目群ごとの区分会議は、学生の学修到達度に関す

る情報交換の場となり、カリキュラム改善に機能している（資料 4(2)-13）。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 共通カリキュラムの必修科目「医学研究法概論」では、日本学術振興会の

「特別研究員」への申請をサポートしている。特別研究員は、「優れた若手研究者に、

研究生活の初期において自由な発想のもとに主体的に研究に専念する機会を与える」

ためのもので、大学院生自らが積極的に応募し採用されている（資料 4(2)-14）。 

 

B．看護学専攻修士課程 大学院生が明らかにしたい研究テーマについて、学修内容や研 

究課題を解決できるように配慮している科目構成で、理論に裏付けられた看護実践が 

できるようになってきている。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 カリキュラム自己点検（カリキュラム改訂）のためのデータ収集が不十分で

あるため、教育センター・教育 IR 部門の機能拡充が求められる。 

また、4 年生以降のカリキュラムが過密となっている。自己学習を促すためのカリキュ

ラム編成を検討する必要がある。 

 

B．看護学科 3 年生の領域ごとの看護過程の課題提出が過密となっており学生の負担に

なっている。学生の意見を踏まえ、課題提出の期限が重ならないようにすること、看

護過程の事例を共有できる領域で共有し、学生の負担軽減を図っていくような対策が

必要である。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 共通カリキュラムの必修科目はそのほとんどを夜間（18 時以降）に開講

し、社会人大学院生のニーズに対応できているが、選択科目では十分とはいえない現

状のため、検討が必要である。選択科目についても社会人大学院生のニーズを取り入

れる必要がある。 

 

B．看護学専攻修士課程 専門看護師教育課程の質の担保のために教育内容のさらなる充

実を図る社会的要請もあり、教育内容の適切性を検証する必要がある。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 
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A．医学科 教育センター内に教育 IR 部門を設置したことで、カリキュラム編成への意

見収集、教育成果のデータベース化が行える体制が整った。学生による教育・教員評

価アンケート、学生カリキュラム委員の意見、学習ポートフォリオシステムに蓄積し

たデータ等を分析し、継続的に質の高い自己点検機能が作り上げられている。（資料

4(2)-15） 

 

B．看護学科 看護総合演習Ⅰ～Ⅳは、学生が看護職になる者としての将来像や学びへの

関心を具体化し、学生の成長段階に合わせて展開されており、主体的学修の基盤とな

っている。科目群ごとの区分会議は、関連科目の教員の情報交換の場となり、学生の

学修到達度が把握できているので、今後は前期・後期の年 2 回開催することで、さら

に発展することができる。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 卒前（医学科）からの研究活動を積極的に支援するため、本学医学科と博

士課程の間で MD-PhD コースの導入を行い、単位互換制度の確立を行った。既に医学

科では選択科目としてユニット「医学研究」が設けられ、選択した学生が卒業後、大

学院生として入学してくることが予測される。（資料 4(2)-16） 

 

B．看護学専攻修士課程 毎年、修了後臨床の場に勤務している専門看護師教育課程履修

者が専門看護師の認定を受けているので、専門看護師教育課程を継続していく。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 現行のカリキュラムの原型は平成 8 年(1996 年)度カリキュラム改訂で出来上

がった。その後マイナーチェンジは行われているが、抜本的見直しはされていない。

医学教育カリキュラムはその時々の医療ニーズの変化に対応すべきである。カリキュ

ラム全体の構造についての見直しを検討する。 

 

B．看護学科 今後も、カリキュラムに関する学生からの意見を聴取し、各学年の授業科

目、授業時間のバランス、カリキュラムの適切性等について検討し、学生が効果的に

学修できるように、科目間の調整をするとともに、新カリキュラム導入に向けて、カ

リキュラムの改善を図っていく。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 大学院生ができるだけ幅広い知識を修得できるよう、専攻以外の授業細目

の履修が可能となるよう検討する。また、MD-PhD コースでは、受入れ側の博士課程

として、具体的な運用作りをすすめる。 

 

B．看護学専攻修士課程 教育の質向上、教育内容の充実を図るために、在籍院生から授

業評価だけでなく修了生からの教育評価を行い、現行の教育課程の検証を行う。 
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４ 根拠資料 

資料 4(2)-1 平成 27 年度版医学科：講義予定表および実習概要（シラバス） 

  （既出 資料 4(1)‐10） 

資料 4(2)-2 医学科カリキュラムマップ（コース・ユニット制 基礎系臓器別統合 

カリキュラムと臨床系臓器別統合カリキュラムの 2 巡構造） 

資料 4(2)-3 医学部医学科 カリキュラムナンバーリング一覧 

資料 4(2)-4 平成 27 年度版看護学科：講義要項（シラバス）（既出 資料 4(1)-11） 

資料4(2)-5 看護学科カリキュラムマップ（看護学科平成27度カリキュラム（24期生）） 

資料 4(2)-6 平成 27 年度 大学院（博士課程）共通カリキュラム（シラバス） 

(既出 資料 4(1)-18) 

資料 4(2)-7 平成 27 年度 大学院（博士課程）講義要項 選択カリキュラム 

（シラバス）(既出 資料 4(1)-19) 

資料 4(2)-8 2015 年度東京慈恵会医科大学大学院 医学研究科看護学専攻修士課程 

学修の手引き（既出 資料 1-9） 

資料 4(2)-9 2015 年 東京慈恵会医科大学大学院 医学研究科看護学専攻修士課程 

シラバス（授業計画）(既出 資料 4(1)-20) 

資料 4(2)-10 臨床実習拡充に伴うカリキュラム改定 

資料 4(2)-11 平成 27 年度学生による教育・教員評価アンケート 

資料 4(2)-12 東京慈恵会医科大学医学科カリキュラム委員会規程 

資料 4(2)-13 2015 年度 スタートアップ宿泊研修スライド 

資料 4(2)-14 博士課程特別研究員採用について 

資料 4(2)-15 ｅポートフォリオ 登録科目一覧  

資料 4(2)-16 ユニット「医学研究Ⅵ」 
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第４章 教育内容・方法・成果 

（3）教育方法 
１ 現状の説明 

（１）教育方法および学習指導は適切か。 

＜1＞大学全体 

   医学部・医学研究科において下記の通り、教育方法及び学習指導は適切である。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 学習方法としては講義、演習、実習、臨床実習を明確に分け、講義では出席

を取らず、学生に自由な学習方法の選択を許しながらも、コース総合試験で厳格な知

識の評価を行っている。演習、実習では厳格な出席制度を履行し、その場にいなけれ

ば学べない項目、例えば体験学習、グループ討論、問題解決学習、グループ内での適

切な行動を評価する仕組みとなっている（資料 4(3)-1）。 

講義で得た能力と演習・実習で学生が身につける能力を明確に区分けし、知識以外の

技能・態度そして Fitness to Practise （医師になるものとしての適格性）がいかに重

要であるかを、評価を用いて学生に伝えている。知識を応用する PBL-チュートリアル

として、3 年生の症候学演習（問題解決型テュートリアル）を半年間（35 コマ）、感染・

免疫チュートリアル（18 コマ）、4 年生の臨床医学演習（臨床推論チュートリアル）を

通年（41 コマ）、症候から病態へ（22 コマ）、ケースカンファレンス（24 コマ）で組

み込み、またこのチュートリアルの準備教育として 1 年生、2 年生に医療倫理関係の話

題についてのグループ討論（TBL を含む）をコース医学総論で実施している（資料

4(3)-2）。 

1 年生の国領教育（準備教育）、2 年生・3 年生の基礎医学系教育では実習を含め Active 

Learning の機会を組み込んでおり、臨床実習開始前に技能系教育である基本的臨床技

能実習、4 年生後期から全科臨床実習（4 年生 9 月より）に連動する形で臨床系チュー

トリアル（臨床医学演習）、症候から病態へ、ケースカンファレンスなどの Active 

Learning を組みこんでいる。1 年生からグループ学習の有用性について説明し、グル

ープ学習を促進する方針がとられているが、平成 26 年(2014 年)度のシラバスから、少

人数のグループ学習を編成する場合についての記載が求められる様になり、カリキュ

ラムの中でのグループ学習の割合が明示される様になった。臨床系統講義に関しては

従前より、講義偏重との反省があり、平成 27 年(2015 年)度 4 年生からのカリキュラム

改革で、臨床系統講義を昨年度までの 1 年間から 4 か月間に短縮し、臨床実習の早期

化を行った（資料 4(3)-3）。 

医学科のカリキュラムの特徴として、「基礎系臓器別統合カリキュラム」と「臨床系臓

器別統合カリキュラム」の 2 巡構造になっていることが挙げられる。すなわち、2 年生

ではまず人体の正常構造と機能を「基礎系臓器別統合カリキュラム」で「機能・臓器

別」に学び（基礎医科学Ⅰ、Ⅱ）、3 年生臨床基礎医学では病因・病態をテーマに「個

体」を対象にし、社会医学では個体の集まりである「集団」を対象に学ぶ。そして 4
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年生の臨床医学Ⅰで再び「臨床系臓器別統合カリキュラム」に進んで「臓器別」に学

んだ後に、全科臨床実習（4、5 年生）及び診療参加型臨床実習（5、6 年生）で再び患

者さんを一人の人間（個）として見ながら、「個体」と「集団」の観点から疾患につい

て考えて医学を学ぶという、臓器・個体を基礎・臨床で２巡するという独特のカリキ

ュラム設計となっているのである。この設計は、基礎・臨床統合カリキュラムが人体

を 1 つの「個」として考える機会が無い、という大きな欠点を勘案したものであり、

まさに「病気を診ずして病人を診よ」の建学の精神をカリキュラムに埋め込んで、分

析的知識を病人という個体、及びその集合である Population-based Medicine へと知

識を統合する思想を反映している（資料 4(3)-4）。 

 

B．看護学科 看護学科の授業は、科目担当者の設定した科目の教育目標に沿って、講義・

演習・実習を行っている。教材としては、プリント、スライド、VTR、OHP、書画カ

メラ、SimMan などの患者シミュレータ、人体モデルなどを積極的に活用している。

演習では、人体モデルだけでなく、模擬患者に依頼して看護技術演習を実施するなど、

臨地に近い状況を設定して実施している（資料 4(3)-5）。 

1 年生に開講している医療総論演習では、グループワークを積極的に取り入れ、一般市

民との討論、視覚障害者の参加などにより、医療者の在り方を自己主導的に身につけ

実践できるようにしている。また、1 年生から 4 年生までの継続的な演習として、看護

総合演習Ⅰ～Ⅳを開講し、それぞれの教育目標を達成するために、施設見学、インタ

ビュー、文献検索、e－ポートフォリオなど、様々な活動を行い、主体的な学習ができ

るようにしている。さらに、3・4 年生では、看護専門分野の選択科目を 10 科目設け、

幅広い看護実践が学習できるようにしている（資料 4(3)-6）。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 医学研究科では入学試験出願時に指導教授が決定しており、入学後すぐに

適切な学習指導及び研究指導が行なえる体制ができている。共通カリキュラムについ

ては、入学後のオリエンテーションで各授業担当者より授業の概要等のガイダンスを

行っている。選択カリキュラムは、講義、演習、実習からなり、指導教授、担当教員

の裁量により大学院生個別の研究課題について研究指導、学位論文作成についての指

導を行っている。また、平成 25 年(2013 年)度には、社会人大学院生を対象とした「が

ん治療医療人育成コース」を新設し、都内 4 大学（上智大学・星薬科大学、昭和大学、

東京慈恵会医科大学）で連携し活動を開始した。 

 

B．看護学専攻修士課程 一度臨床現場に出て継続して勤務している大学院生が殆どのた

め、入学前までの研究においては自己流が多く、理論に基づく体系的な研究手法を身

につけていないため、1 年生前期に集中的に看護研究方法等の科目で、文献検索方法、

文献クリティークを学ぶように大学院生自ら学修することを求めて講義を進める方式

を取っている。また、昼夜開講であるため、教員が大学院生の勤務実態に合わせて、

仕事をしながら学べる教育環境整備に配慮している。 

平成 25 年(2013 年)度には、新たに設けた長期履修制度及び既得単位履修認定を含めた
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履修規程の整備を図り、より良い学修環境構築を図った。 

 

（２）シラバスに基づいて授業が展開されているか。 

＜1＞大学全体 

医学部・医学研究科において下記の通り、シラバスに基づいて授業が展開されている。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 シラバスはホームページに公開されている。シラバスは医学科到達指針に基

づき、各学年の各ユニットの教育内容及び評価方法が明示され、教育遂行上の契約で

ある教務内規も含まれている。授業科目は講義、演習、実習に分けられ、それぞれの

授業形態がどのような能力獲得を目指しているか、その獲得された能力をどのように

評価するかが書かれている。 

シラバスに記載されている教育内容が実践されているかどうかは教員側としてはコー

ス責任者、学生側としては学生会による教育・教員評価ワーキンググループが点検を

行っている。また、出席規定ユニット（演習、実習）については学事課が出席管理を

行うことで、教育活動が実践されているかどうかを監視している。 

 

B．看護学科 講義要項は、各科目の目標、授業内容、評価方法、教科書・参考書、学習

上の注意で構成されており、授業は講義要項に掲載されているシラバスに基づいて行

われており、ホームページに公開されている。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 共通カリキュラム（シラバス）には各授業の教育目標、到達目標、評価基

準又は評価方法が、選択カリキュラム（シラバス）には各授業の教育目標、到達目標、

授業内容、評価・単位認定基準が記載されており、これらに基づき授業が展開されて

いる。 

 

B．看護学専攻修士課程 シラバスに授業目標、授業概要、授業の進め方、準備学習につ

いて明示しており、これらに基づき授業が展開されている。大学院生が主体的に予習

復習をできるようにしている。 

 

（３）成績評価と単位認定は適切に行われているか。 

＜1＞大学全体 

  医学部・医学研究科において下記の通り、成績評価と単位認定は適切に行われている。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 本学では、総括的評価と形成的評価を実施している。総括的評価は、教育ユ

ニット又はコース単位で実施しており、複数のユニットから成るコースの目的を一定

の水準で達成している場合にコース修了とし、学年毎の全必修コースを修了している

ことが進級要件となる。進級要件の詳細については、教務内規に明示されている（資
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料 4(3)-1）。形成的評価は、ユニット単位で実施され、進級判定要件とはせず、学生へ

のフィードバックを主目的としている。総括的評価の方法は、コースによって異なる

が、認知領域（知識量、理解力、問題解決能力）を評価する筆記試験（MCQ 及び論述）、

基礎的学力の持続・保持能力に加えて、表現力・説明能力、態度を評価する口頭試験

（一部に技能評価、プレゼンテーションを含む）、OSCE、レポート及び態度評価を併

用している。 

 

1 年生及び 2 年生前期においては、入学時における個々の学生の領域別能力差を考慮し

て、ユニット別評価（筆記試験、レポート、口頭試験）を行っており、2 年生後期から

3 年生後期には、複数のユニットからなるコースの総合的学力を評価する総合試験

（MCQ 及び論述）を導入している。１年生から 2 年生前期のユニット別評価について

は、ユニットごとの最低合格基準（40%以上）とユニットの平均合格基準（60%以上）

を併用している。これらのユニットでは、ユニット責任者の裁量で随時追・再試験を

実施している。2 年生後期から 3 年生の総合試験及び総括試験（合格水準 60%）につ

いては、各コース別に追・再試験の機会を１回付与している。2 年生と 3 年生の主要コ

ースの評価は、総合試験（MCQ：論述＝1：1）と口頭試験により、両方に合格してい

ることを進級要件とする。口頭試験は 5 段階（3 以上を合格）又は 10 段階評価（6 以

上を合格）を用いており合否判定による。プレゼンテーション試験、顕微鏡操作など

の技能評価（精神運動領域）も含まれる。4 年生には、学内筆記試験（MCQ 及び論述）

以外に、共用試験 CBT（評価基準：6 段階評価で 3 以上、IRT 値 43 以上）と OSCE

のすべてに合格していることが臨床実習への進級要件となる。4 年生後期以降の臨床実

習では、実習担当科（ユニット）別の臨床実習評価に加え、卒業時 OSCE（平成 29 年

(2017 年)度より導入）及び医学総括試験を実施する。5・6 年生には、診療参加型実習

（平成 28 年(2016 年)度より実施）における実習評価に加えて、2 年生から 6 年生まで

の履修事項を出題範囲として総合的学力を客観的に評価するために医学卒業総括試験

（いわゆる卒業試験）計 3 回（各回 520 題、全問 MCQ、一般問題と臨床実地問題から

構成）を実施する。各回で次回試験の免除基準（1 回目 80%以上、2 回目 70%以上）

を設けており、最終合格水準を 68%としている。 

1 年生から 3 年生の演習・実習科目では、態度評価及びレポート評価を行っている。さ

らに、福祉体験実習（1 年生）、重度心身障害児療育実習・地域子育て体験実習（2 年

生）及び在宅ケア実習・高齢者医療体験実習（3 年生）の学外実習によって、学生の情

意領域面の評価を行っている。これは外部評価者による評価でもあり、その結果を学

生にフィードバックすることによって学生の情意領域面での成長を促している。 

 総合試験の結果は、席次、MCQ の得点率、論述の得点率、コース内での得点率順位、

各ユニットの得点率が一覧になって個人別に学生に開示される。成績は、シラバスに

明記されている評価方法に基づきユニット責任者又は各コースの試験委員会が判定し、

コース責任者及び教学委員会に提出される。学年全体の集計は大学事務部学事課にて

行われ、教学関係の決議機関である教学委員会ならびに教授会議で審議される（資料

4(3)-7）。 
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B．看護学科 成績評価と単位認定は、各科目担当者が記載しているシラバスの成績評価

法で厳密に評価している。評価方法は、試験の成績、授業期間中のレポート、授業・

演習・実習時の態度、出席回数などである。定期試験の受験資格は、講義科目の出席

は 2/3 以上、演習・実習科目の出席は 4/5 以上である。成績の評価は、原則として合計

点を点数で表示し、80 点以上を A（優）、70 点以上を B（良）、60 点以上を C(可)、60

点未満を D（不可）とし、D 評価は不合格となる。なお、追試験で合格した場合は合

計点の 80%の評価となり、再試験で合格した場合には 60 点の C 評価となる。不合格

の科目が３科目以上ある場合には進級できず、同じ学年に 2 年以上在籍することはで

きない。なお、臨地実習の評価は、臨地における実際の看護内容、実習記録、レポー

ト、面接などから総合的に評価している。また、傷病その他、やむを得ない事由によ

り実習を欠席した場合には、教学委員会、教授会議で審議し、補習を認められた場合

に補習実習を実施している（資料 4(3)-8）。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 成績評価と単位認定方法についてシラバスに授業科目ごとに明記しており、

これに基づき適切に行われている（資料 4(3)-9）（資料 4(3)-10）。大学院生には個別に

指導教授、担当教員がおり、成績評価・単位認定については各大学院生の状況を把握

している各指導教授がシラバスの評価・単位認定基準により判断している。 

評価については、年度ごとに提出する大学院研究報告書、レポート、学会発表、論文

発表等を総合的に勘案して行っており、合格を A（優：100 点～80 点）、B（良：79 点

～70 点）、C（可：69 点～60 点）とし、不合格を D（不可：59 点以下）としている。 

 

B．看護学専攻修士課程 成績評価は、学修の手引きに成績の評価及び日程と明示し、

かつ、年度末には成績評価の通知を行っている。成績評価基準は下記の通りである。 

   １）科目の評価は、A・B・C・Dの4段階に分け、C判定以上を合格とする。 

    ［A：100～80 点、 B：79～70 点、 C：69～60 点、 D：59 点以下］ 

 ２）D 判定の場合には不合格となり、再試験で合格しても評価は C となる。 

既習得単位の認定は、修士課程履修規則第 4 条に記載し、原則共通科目 10 単位を 

限度として認定しており、学修の手引きに明示している（資料 4(3)-11）。 

 

（４）教育成果について定期的な検証を行い、その結果を教育課程や教育内容・方法の改

善に結びつけているか。 

＜1＞大学全体 

医学部・医学研究科において下記の通り、教育成果について定期的な検証を行い、そ

の結果を教育課程や教育内容・方法の改善に結びつけている。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 教育成果の検証は、総合試験（OSCE を含む）毎に設置されている試験委員

会にて検証を行っている（資料 4(3)-12）。試験委員会の役割は試験問題作成のほか、成

績不良学生へのフィードバック、試験結果の検証、授業（教え方）に問題がないかな
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どについて検討している。学生が回答したデータは問題ごとに回答状況（正答率）が

把握できるため、明らかに正答率が低い問題に関しては、その問題の再評価、授業で

の教授方法について確認を行っている。教育方法の見直しが必要な場合は、ユニット

責任者を通じて改善を図っている。 

総合試験（筆記試験）では、学生の疑義に対しては試験委員会で対応するシステムが

出来上がっている。口頭試験についても、その結果を学生にフィードバックする方法

を確立した。学生と直接話し合いを行うことにより、教育方法の改善にも役立ってい

る（資料 4(3)-13）。 

 

B．看護学科 授業科目毎に、授業最終日に学生による授業評価アンケートを実施し、そ

の結果は担当教員にのみ知らされ、各自の授業改善に役立てられている（資料 4(3)-14）。

また、科目横断総合試験を実施し、教育成果の検証を行っている。さらに、講師会、

区分会議、実習連絡会区分会議を開催し、各教科に関わる担当者から、広く意見を聴

取し、定期的に検証を行い、教育内容や方法の改善に結びつけている。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 博士課程の最終到達目標は学位取得であり、学位申請に必要な論文作成及

び研究の進捗状況の報告を「研究報告書」として毎年度、提出を義務付けている 

 

B．看護学専攻修士課程 授業評価は、前期後期で大学院生による授業評価を行い、その

結果を踏まえて授業内容・方法の改善、充実を図っている。評価によっては科目責任

者の交代も実施している。教育成果の 1 つとなる研究計画発表会、修士論文発表会は、

大学院教員、看護学科教員、附属病院看護部職員も出席しており、発表時に意見交換

を行い教員には院生指導の気づきになるととともに、質の向上につながっている。ま

た、大学院生にも研究に対する気づきとなっている（資料 4(3)-15）（資料 4(3)-16）。 

FDを年1回看護学科との共催で実施して授業の内容及び方法の改善に役立たせている

（資料 4(3)-17）。 

 

２ 点検・評価 

●基準 4-3 の充足状況 

 医学部 福祉体験実習、生活過程援助実習（1 年生）、重度心身障害児療育実習・地域子

育て体験実習、地域看護学実習（2 年生）及び在宅ケア実習・高齢者医療体験実習、在宅看

護学実習（3 年生）、等の学外実習に臨地実習を増やし、様々な体験ができるようになっい

る。 

主要科目では、実習、完全型 PBL チュートリアル、診療参加型臨床実習が実施され、学生

が主体的に学ぶよう促している。また、授業は教育要項に掲載されたシラバスに基づき行

われ、学外試験を含む進級試験を課し、厳格に成績を評価している。教務委員会が中心と

なり、連携して教育成果について定期的に検証し、教育課程や教育内容・方法の改善を進

めているので、基準 4-(3)を充足している。 

医学研究科 授業の内容及び方法の改善を図るために大学院教務委員会で審議されるとと
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もに効果の検証や必要に応じて大学委員会による改善を図る仕組みが構築されているので、

基準 4-(3)を充足している。 

 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 過去に行っていた一方通行的な教育手法から、双方向授業への転換を図り、

コース医学総論では、クリッカーを用いた学生参加型の授業を開始した。評価方法に

関しても、知識を問う MCQ タイプの出題から記述式の問題を増やし、本当に使える知

識として身についているか確認を行っている。また、プレゼンテーションや実技の評

価項目を多く取り入れている（資料 4(3)-18）。 

B．看護学科 学生による授業評価結果を担当教員にフィードバックすることで、授業改

善に役立っている。さらに、平成 26 年(2014 年)度の FD では、渡辺雄貴氏（首都大学

東京）による「学修成果と授業設計をリンクするシラバスの改善」の講演会を開催し、

学修成果とリンクするシラバス作成に向けて取組、平成 27 年(2015 年)度のシラバスに

反映させた。（資料 4(3)-14） 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 指導教授、担当教員による大学院生個別の細かな研究指導を行う体制が整

っている。社会人大学院生を対象とした「がん治療医療人育成コース」では、都内 4

大学（上智大学・星薬科大学、昭和大学、東京慈恵会医科大学）共催で、多職種連携

参加型のワークショップを行った（資料 4(3)-19）。 

 

B．看護学専攻修士課程 開設時の平成21年(2009年)～27年(2015年)度入学生59人中、

修了生が 49 人、在学生が 21 人、退学者 1 人である。また、専門看護教育課程修了者

は、専門看護師認定試験を受験した全員 10 名が合格している。また、平成 25 年度に

導入した長期履修制度利用者は、平成 25 年(2013 年)度実績で 2 名であった。また、他

大学院修了者等の既修得単位認定を利用した院生は 1 名であった。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 双方向授業を実施するには、事前資料の作成や当日のスライド準備、クリッ

カー等の機器の準備など、講義と比べると事前作業が多くなる。教員負担や事務員の

負担軽減策を検討する必要がある。 

 

B．看護学科 看護専門科目の課題が集中することがあり、その都度、改善に努めてきた

が、学生の声を教学に反映するシステムがなかったので、平成 26 年度から「学生・教

学委員・カリキュラム委員合同会議」を開催し、改善を図った。今後も引き続き、上

記の会議を開催し改善が必要である。 
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＜2＞医学研究科 

A．博士課程 成績評価において、不合格の判定があった場合のフィードバック方法が規

程化されていないため、検討が必要である。 

 

B．看護学専攻修士課程 教育の質向上、教育内容の充実を図るために、在籍大学院生か

らの授業評価だけでなく修了生からの教育評価を行い現行の教育課程の検証を行う必要が

ある。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 教育方法の改善、評価方法・基準を見直したことから、単に覚えている知識

から、使える知識への転換が図れる。これにより質の高い医療人育成が可能となる。 

 

B．看護学科 学修成果とリンクするシラバス作成に向けて、教員間で FD や講師を招聘

した講演会を企画することにより、学生の学修がさらに円滑となる。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 がん治療医療人育成コースでは、継続的に公開授業の実施や合同ワークシ

ョップを開催することにより、医師、看護師、薬剤師、臨床心理士など参加者間で多

職種連携の必要性を学ぶことができる。 

 

B．看護学専攻修士課程 社会人大学院生が学びやすい環境を整備することで、専門性の

高い専門看護職者を育成することができ、質の高い看護が提供できる。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 授業を行っている教員に「教育方法」についての知識と経験が足りていない。

教育に関わる多くの教員に、講義、実習だけではなく学生の主体性を導きだす能動的

学習方法があることを知らせていく地道な努力が求められている。 

 

B．看護学科 平成 24 年(2012 年)度カリキュラムでは、3 年生の授業科目が増え、看護

専門科目の課題集中などの問題が生じている。短期的には、課題が集中しないように

科目間で調整を行い、長期的には、今後のカリキュラム改正を視野に入れ、各学年の

授業時間数のバランスを考慮したカリキュラムに改正していく。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 成績評価のフィードバック方法について、大学院委員会で検討を開始する。 

 

B．看護学専攻修士課程 大学院教育の質向上、教育内容の充実を図るために、修了生か
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らの教育評価とともに、学内教員を交えた総合的な現行の教育課程の検証を行う。 

 

４ 根拠資料 

資料 4(3)-1 平成 27 年度 医学科教務内規 

資料 4(3)-2 平成 27 年度版医学科：講義予定表および実習概要（シラバス） 

(既出 資料 4(1)-10) 

資料 4(3)-3 臨床実習拡充に伴うカリキュラム改定（既出 資料 4(2)-10) 

資料 4(3)-4 医学科カリキュラムマップ（コース・ユニット制 基礎系臓器別統合 

カリキュラムと臨床系臓器別統合カリキュラムの 2 巡構造） 

(既出 資料 4(2)-2) 

資料 4(3)-5 国領教シミュレーター教育施設備品一覧 

資料 4(3)-6 平成 27 年度版看護学科：講義要項（シラバス）(既出 資料 4(1)-11) 

資料 4(3)-7 東京慈恵会医科大学医学部医学科教授会議規程 (既出 資料 1-11) 

資料 4(3)-8 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 教務内規 

資料 4(3)-9 平成 27 年度 大学院（博士課程）共通カリキュラム（シラバス） 

(既出 資料 4(1)-18) 

資料 4(3)-10 平成 27 年度 大学院（博士課程）講義要項 選択カリキュラム 

（シラバス）(既出 資料 4(1)-19) 

資料 4(3)-11 2015 年 東京慈恵会医科大学大学院 医学研究科看護学専攻修士課程 

シラバス（授業計画）(既出 資料 4(1)-20) 

資料 4(3)-12 医学科試験委員会一覧 

資料 4(3)-13 2015 年臨床基礎医学（前期）総合試験に対する学生からの質問および 

問題作成者の見解 

資料 4(3)-14 平成 26 年度医学部看護学科 FD 報告書 (既出 資料 3-36) 

資料 4(3)-15 大学院医学研究科 看護学専攻修士課程 研究計画発表会プログラムと

抄録集 

資料 4(3)-16 平成 26 年度看護学専攻修士課程院生論文発表会プログラム  

資料 4(3)-17 平成 27 年度看護学専攻修士課程・看護学科共済 FD 講演会 

資料 4(3)-18 医学拡充双方向授業に関するシラバス 

（症候から病態へ・ケースカンファレンス） 

資料 4(3)-19 平成 27 年度 4 大学連携がんチーム医療ワークショップ報告書 
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第４章 教育内容・方法・成果 

（4）成果 
１ 現状の説明 

（１）教育目標に沿った成果が上がっているか。 

＜1＞大学全体 

   医学部・医学研究科において記述の通りである。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 現行カリキュラムでは、知識の評価として総合試験、問題解決能力評価とし

て口頭試験や Triple Jump Exercise 、Multi-station Examination、技能評価として 4

年次 OSCE と 5 年次 OSCE 又は基礎医学系実習評価が行われ、態度評価として、低学

年から各学年で実習や演習での評価を行い、医師として適切な行動がとれる学生を育

てるべく指導を行っている。6 年生には実習評価に加えて、2 年生から 6 年生までの履

修事項を出題範囲として総合的学力を客観的に評価するために医学卒業総括試験（い

わゆる卒業試験）計 3 回（各回 520 題、全問 MCQ、一般問題と臨床実地問題から構

成）を実施しており、各回で次回試験の免除基準（1 回目 80%以上、2 回目 70%以上）

を設けており、最終合格水準を 65%としている。6 年間を通じて知識、技能、態度に

該当する能力を評価しようとする努力が行われている（資料 4(4)-1）。 

 

卒業時達成指針の各項目についての評価（成果）は以下の様に実施されている。 

・「他者の存在を受け入れてその考えを理解する力」としては、1 年生から継続的に行わ

れる医学総論における態度評価、前臨床実習での施設からのフィードバック、実習や

演習での態度評価で行われている。医療総論演習は看護学科との共修での態度評価を

している。 

・「人類文明によって立つ自然科学への基本的理解力」は１年生生命基礎科学の筆記試験

による総括評価が行われる。 

・「自己主導型学習習慣と自己研鑽能力」については、2〜4 年生のオリエンテーション

での学習に対するグループディスカッションとリアクションペーパーで態度評価を実

施している。 

・「豊かな人間性と人類愛」は医学総論において、倫理性や個々の人々に関わる事項につ

いてのグループ討論やリアクションペーパーにより評価している。 

・「多様な立場の人々と良好に意思疎通する力」は、プレゼンテーション試験、レポート

評価、1 年生の市民参加の授業でのあけぼの会の方からのフィードバックで行われてい

る。 

・「社会人・国際人としての教養とマナー」は、人文科学や社会科学での試験、医学総論

での知識と態度の評価、外国語での筆記試験と態度評価、を行っている。 

・「道徳的思考力と倫理的判断力」については医学総論のグループディスカッションの態

度評価やリアクションペーパーの記述によって評価している。 
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・「探究する心と科学的判断力」は研究室配属での参加態度評価、レポート作成能力で評

価している。医学英語専門文献抄読では、医学論文を読む能力について評価している。 

・「基礎医学及び医学に関連する科学の基本的知識」は基礎医科学、臨床基礎医学のコー

スごとの総合試験で MCQ と論述による知識の評価、口頭試験によるパフォーマンス

評価、実習や演習での知識と態度の評価、レポート評価を行っている。 

・「臨床医学及び医療の基本的知識」は臨床医学Ⅰ、Ⅱの総合試験、医学卒業総括試験、

CBT、などの筆記試験で評価している。 

・「社会医学及び公衆衛生に関わる基本的知識」は、コース社会医学総合試験、実習での

態度、レポート、プレゼンテーションで評価している。 

・「医学知識を臨床実践に活用する力」は、症候学演習での事前学習、ディスカッション

能力についての評価、臨床医学演習（チュートリアル）での、知識、ディスカッショ

ン能力、レポートによる評価が行われている。 

・「科学的根拠に基づく臨床推論に裏付けられた診療を実践する力」は、Evidence-based 

Clinical Practice でレポート、態度評価が行われている。臨床実習中には知識や問題

解決能力の評価が行われている。 

・「基本的臨床能力としての診療手技」は基本的臨床技能実習で技能と態度の評価が行わ

れている。 

・「基本的な臨床コミュニケーション技能」は医学総論Ⅳ（患者・医師関係）での態度と

レポートによる評価、参加型臨床実習での患者とのコミュニケーション能力の評価が

中心であるが、低学年での前臨床実習の態度評価、コミュニケーション教育での態度

評価も実施されている。 

・「医師としての使命と責任の自覚」は、１年生から医学総論で Fitness toPractise と患

者一人ひとりについて考えさせる教育を行っており、リアクションペーパーやレポー

トでの記載で評価している。 

・「患者中心の職業的倫理観」については、前臨床実習での態度評価、臨床実習での態度

評価を行っている。医学総論Ⅴでの白衣授与式、医療倫理討論での態度評価が行われ

ている。 

・「チーム医療に臨む主体性・協調性」は前臨床実習での態度評価、5 年生のチーム医療

構築ワークショップへの出席評価、臨床実習での担当教員による態度評価が行われて

いる。 

・「医師としての適切な行動と態度」は 1 年生から Fitness to Ｐractise の観点からの頻

回なフィードバックが行われている。 

 

[医師国家試験] 

教育の成果の一つ指標とされる医師国家試験では、過去 5 年間の合格率は 95％～97％

であり全国平均を大幅に上回っている。第 109 回医師国家試験では、104 名中 101 名

合格（97.1％）、新卒は 99 名中 98 名合格（99.0％）、既卒は 5 名中 3 名合格（60.0％）

であった。 国・公・私立大学の全国総合順位では、第 9 位（前年は第 19 位）、私立

大学だけでは第 4 位（前年は第 8 位）であった。全国受験者総数は、9,057 名、うち

合格者 8,258 名で、合格率は 91.2％（前年は 90.6％）であった（資料 4(4)-2）。 
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[医師国家試験 合格率] 

実施年月 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(％) 

H23.2 106 103 97.2 

H24.2 104 99 95.2 

H25.2 95 91 95.8 

H26.2 107 102 95.3 

H27.2 104 101 97.1 

 

[卒業生アンケート] 

平成 18 年(2006 年)度と平成 24 年(2012 年)度には、教育センターが中心となり卒業生

アンケートを実施している。大学教育がどのように現在の仕事に役立っているか、と

いう教育成果を直接的に知ることを目的に実施した。本学のカリキュラムの問題点、

評価の検証を行い、PDCA サイクルに沿った改善と見直し、カリキュラム改革へと繋

げることが狙いとしている（資料 4(4)-3）。 

 

B．看護学科 学生による授業評価アンケート、卒業時の学生によるカリキュラム・学生

生活評価アンケート、国家試験合格率が教育の成果の指標である。  

[授業評価] 

授業評価アンケートは、「授業の技法」、「授業の内容」、「グループワーク」、「学生自身

の学習態度」の 4 つの大項目、21 項目について、「はい」４～「いいえ」１の４段階評

定で行っている。全教科の平均値は４点満点中 3 以上で、4 つの大項目ともに高い評価

を得ている。教科別では、医療基礎科目に比べて看護専門科目の評価が高かった。学

年別では、2 年生の評価がやや低い傾向にあり、グループワークや提出物へのフィード

バック、学生自身のグループメンバーとしての役割の評価が低かった（資料 4(4)-4）。 

 

[卒業時の学生によるカリキュラム・学生生活評価] 

卒業時のアンケート調査における、平成 26 年(2014 年)度の学習目標の達成状況全体の

平均値は 5 点満点中 4.17 と、過去 6 年間で最も高かった。5 つの学習目標別では、「豊

かな人間性を養う」と「人間を総合的に理解する能力」が 4.26 と最も高く、次いで「科

学的根拠に基づいた看護実践」4.20、「医療における倫理的・道徳的対処能力」4.11 と

なり、「看護の主体性を発揮する能力」は 4.03 であった。 

カリキュラム全体の平均値は 3.90 で、昨年度よりも 0.1 ポイント下がったが、年々評

価が高くなってきている傾向にある。評価が高かった上位３項目は「学習に必要な教

材が充実」4.20、「看護実践能力が身につく学習方法」4.11、「看護について理解が深ま

る内容」4.06 で、評価が低かった下位 3 項目は「国際的視野を広げる学習内容」3.40、

「保健師国家試験の受験に適した内容」3.57、「興味や関心のある科目設定」3.60 であ

った（資料 4(4)-5）。 

[国家試験合格率] 

国家試験合格率は、平成 26 年(2014 年)度第 104 回看護師国家試験が 97.4%、第 101
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回保健師国家試験が 100%と高く、それ以前の国家試験合格率と同様に、全国平均を大

きく上回っている（資料 4(4)-2）。 

[看護師国家試験 合格率] 

実施年月 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(％) 

H24.2 40 40 100.0 

H25.2 40 39 97.5 

H26.2 43 43 100.0 

H27.2 39 38 97.4 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 標準修業年限（4 年）での修了者は、修了予定学生の半数に満たない状況

である。その後の修了までの過程では指導教授、担当教員が引き続き研究指導を行い、

学術雑誌への論文投稿、学位申請、学位審査を経て学位取得している。学位論文は主

査 1 名及び副査 2 名により審査される。標準修業年限での学位取得率は高いとは言え

ないが、医学研究科の目標とする人材を育成できているか、厳正な審査に基づきも学

位が授与されている（資料 4(4)-6）。 

[過去 5 年間の学位授与数] 

年度 学位授与数（医学博士） 

平成 22 年度 27 

平成 23 年度 19 

平成 24 年度 24 

平成 25 年度 28 

平成 26 年度 21 

 

B．看護学専攻修士課程 研究計画発表会、修士論文発表会等で大学院生による自主的な

取組がみられ、その成果は、修了生が教員の支援を受けて学会発表等として社会に発

信し、研究フィールドや勤務先の実践の場の改善に役立てている（資料 4(4)-6）。 

[過去 5 年間の学位授与数] 

年度 学位授与数（看護学修士） 

平成 22 年度 11 

平成 23 年度 12 

平成 24 年度 8 

平成 25 年度 6 

平成 26 年度 12 

 

（２）学位授与（卒業・修了認定）は適切に行われているか。 

＜1＞大学全体 

医学部・医学研究科において、学位授与（卒業・修了認定）は適切に行われている。 
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＜2＞医学部 

A．医学科 学位認定は学則及び教務内規の定めにより、適切に行われている。 

基本的知識としては CBT、学内総合試験や卒業試験、国家試験で、技能については

OSCE や臨床実習での評価で、態度としては低学年から繰り返し行われている態度評

価やフィードバックによって、卒業時にその能力を保証している。また、卒業生アン

ケートや研修医に対する卒業時アウトカムアンケートによって、卒業時に医師として

どれだけの能力を獲得していたかの調査も行っている。以上の結果から現段階では卒

業判定は適切に行われている（資料 4(4)-7）。 

 

B．看護学科 大学学則に記載されている学位授与の方針に基づき、看護学科教授会議及  

 び教学委員会で厳正に審査し、卒業を認定しており、適切に行われている（資料 4(4)-8）。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 学位の授与に関しては、東京慈恵会医科大学学位規則（資料 4(4)-9）～（資

料 4(4)-11）に定められている通り、適切に行われている。学位論文の審査ならびに試

験等は、研究科委員会より選出された 3 名以上の委員(学位論文審査委員は学位論文提

出者の指導教授を除く)で組織された学位論文審査委員会が行い適切に行われている。 

 

B．看護学専攻修士課程 看護学専攻修士課程は、学位授与に関する方針（ディプロマポ

リシー）に基づき、実施している。学位授与は、修士論文発表会において、他分野教

員、大学院生、研究フィールド関係者、病院関係者との質疑応答を行い、修士論文を

提出する。その後、最終試験としての口頭試問（審査委員 3 名）を行い、最終修士論

文提出後に審査委員会にて審査し、大学院委員会、研究科委員会の審議をもって学位

授与を行っている（資料 4(4)-9）。 

 

２ 点検・評価 

●基準 4-4 の充足状況 

＜1＞医学部  

本学は医学部のみであり、医学科では医師国家試験、また看護学科は看護師国家試験

の合格率をもって成果を判定する目安とした。それぞれの合格率は95％超えており、

学位授与基準は適切で、基準4-(4)を充足している。  

＜2＞ 医学研究科  

学位論文は、査読のある学術雑誌に掲載されることを要件とし、学位審査は指導教授

以外の 3 名の審査委員により厳格に行われており、基準 4-(4)を充足している。 

 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 本学の医師国家試験合格率は安定して高い合格率を維持できている。また、

卒業生アンケート結果を分析し、カリキュラムの改編に役立てている（資料 4(4)-2）（資

料 4(4)-3）。 
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B．看護学科 看護総合演習は、全教員が参加し、1 年生から 4 年生まで、主体的な学修

ができるように、教育内容の検討・改善を行ってきている。学生による授業評価アン

ケート、卒業時の学生によるカリキュラム・学生生活評価アンケートでは、「学習用の

教材が充実」、「看護実践能力が身につく」、「看護の理解が深まる」など、看護実践能

力を身につけるための学習環境、教育内容は学生から高い評価を得ている。また、国

家試験合格率についても、看護学科開設以来 全国平均を大きく上回り、看護師国家

試験、保健師国家試験ともに、ほぼ 100%を維持しており、水準の高い看護教育を行っ

ていることを示している（資料 4(4)-2）。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 学位審査委員会を公開性とし、審査過程の透明性を確保している。また、

学位審査の客観性を高めるため、従来、指導教授が審査委員として審査に加わってい

た制度を見直し、指導教授は審査委員に就けないこととした（資料 4(4)-9）。 

 

B．看護学専攻修士課程 修士論文として発表した内容を修了生が学会等で発表している。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 知識を問う医師国家試験では高い合格率を維持しているが、アウトカムを獲

得したかどうかを測るためのパフォーマンス評価の導入が不十分である。特に卒業時

OSCE はまだ未実施である。 

 

B．看護学科 カリキュラム評価では、「国際的な視野が広がる」「興味や関心のある科目

設定」の評価が比較的低く、各科目の教育内容についても、重複の有無、課題提出時

期の見直しなどを行ってきているが、学生から改善の要望もある。平成 27 年(2015 年)

度から、教養教育科目、看護専門基礎科目、看護専門科目の中で、関連のある科目に

ついては、授業資料を各教員が閲覧できるようにするなどの改善を行ったが、今後、

さらに改善を図っていく必要がある。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 標準修業年限4年間での学位取得者ができない者が入学者の半数以上であ

る。標準修業年限4年間で課程を修了させ、学位を取得する学生を増やすことが必要で

ある 

 

B．看護学専攻修士課程 入学してくる大学院生の殆どは、臨床現場で継続して勤務して

いるため、研究においては自己流が多くその修正に多くの時間を要しているため、大

学院生のレジネスに合わせた効果的な学修を検討する必要がある。昼夜開講のため、

学部兼担教員の負担があるので、改善が必要である。 
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３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 パフォーマンス評価を取り入れるため、卒業時 OSCE の導入を平成 29 年

(2017 年)度より実施する。平成 26 年(2014 年)度より卒業時 OSCE 委員会にて検討中

である。 

 

B．看護学科 看護実践能力を身につけるための学習環境、教育内容は学生から高い評価

を得ている。教学上の課題を学生と共に検討できている。より効果的な教育ができる

ように改善し、国家試験合格率が 100%になるように維持し、さらに水準の高い看護教

育を目指して教育改善に取り組んでいく。 

 

＜2＞医学研究科 

専門性の高い医療者、看護職者が育成され、医療機関や教育機関での活躍が期待される。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 アウトカムを測定する学習評価の方法論の開発を検討する。 

 

B．看護学科 カリキュラム評価で比較的評価の低かった「国際的な視野が広がる」「興

味や関心のある科目設定」などの教育内容を改善、充実し、さらに、教養教育科目、

看護専門基礎科目、看護専門科目における科目間の連携がとれるように、教学委員会・

カリキュラム委員会・臨地実習委員会を中心に具体策を検討していく。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 課程制大学院の本来の目的・役割では、厳格な成績管理と適切な研究指導

により標準修業年限内に円滑に学位を授与することが求められている。学生への、

きめ細やかな指導と研究進捗状況のチェック体制の拡充を図り、標準修業年限での

修了者を増加させる。 

 

B．看護学専攻修士課程 看護教員の負担軽減を図るとともに、大学院生が履修しやすい 

カリキュラムを編成する。 

 

４ 根拠資料 

資料 4(4)-1 医学卒業総括試験（6 年）と医学総括試験（5 年）について スライド  

資料 4(4)-2 国家試験の合格率  

資料 4(4)-3 東京慈恵会医科大学 卒業生アンケート集計分析結果報告書 2012 年 4 月 

 および平成 18 年度医学科卒業生進路状況アンケート集計結果 

資料 4(4)-4 平成 26 年度医学部看護学科 FD 報告書 (既出 資料 3-36) 

資料 4(4)-5 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 
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平成 26 年度卒業時の学生によるカリキュラム・学生生活評価 

(既出 資料 1-18) 

資料 4(4)-6 大学院における学位授与状況 

資料 4(4)-7 平成 27 年度 医学科教務内規 (既出 資料 4(3)-1) 

資料 4(4)-8 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 教務内規 (既出 資料 4(3)-8) 

資料 4(4)-9 東京慈恵会医科大学 学位規則 

資料 4(4)-10 論文提出による学位審査内規 

資料 4(4)-11 学位審査施行細則 

資料 4(4)-12 論文提出資格取得のための外国語試験施行細則   
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第５章 学生の受け入れ 
１ 現状の説明 

（１）学生の受け入れ方針を明示しているか。 

＜1＞大学全体 

  本学では、医学部・医学研究科のそれぞれの学生募集要項・大学ガイド及びホームペ

ージにおいて学生の受入れ方針を明示している。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 本学ではアドミッションポリシーを定め、選抜方法を公表し、それに基づい 

て入試委員会で選抜を行っている（資料 5-1）（資料 5-2）。 

学生募集では、本学の建学の精神を理解し、知識や技術にとどまらず、人間中心の医

学を学び実践していける、強い意志を持つ学生を求めていることを明確にしている。

オープンキャンパスを 8 月から 9 月にかけて 3 回実施し、大学の教育内容や入学試験

の概要について説明を行っているが、その際にも大学の教育理念を明示している。 

［アドミッションポリシー］ 

1．バランスのとれた学力  

2．医学を志す心構え  

3．思いやりの心と豊かな人間性  

4．コミュニケーション能力 

 

B．看護学科 看護学科では、入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）を学生募

集要項及びホームページで次のように明示している（資料 5-3）。 

［アドミッションポリシー］ 

1．創設者の建学の精神・教育理念に深く共鳴している人 

2．病める人々の苦しみに共感し、人々の健康に関心を持っている人 

3．看護に必要な知識や技術の修得に努力できる人 

4．看護を学ぶうえで必要な基本的知識を修め、判断力を身につけている 医療チ

ームの中で活動できるために人との関わりの素地を持っている人 

5．医療チームの中で活動できるために人との関わりの素地を持っている人 

6．自分の人生をより良く生きるために、チャレンジ精神を持っている人 

7．他者との良いコミュニケーションができる素地を持っている人 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 医学研究科では、入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）を大学

院ガイド、学生募集要項及びホームページで次のように明示している（資料 5-4）（資

料 5-5）。 

［アドミッションポリシー］ 

本大学院博士課程では人類の健康と福祉に貢献でき、研究意欲のある者を求めます。 
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B．看護学専攻修士課程 受け入れ方針を明示して、その方針に基づき入学選抜を実施し      

ている。これらは、ホームページ、大学院ガイドに明示して公表をしている（資料 5-6）

（資料 5-7）。 

［アドミッションポリシー］ 

1．看護基礎教育を受け、専攻分野における基礎知識を有している者 

2．看護実践から生じた問題意識を大学院で学修・研究する明確な意志がある者  

3．将来、看護実践の場あるいは教育や研究の場で貢献する意志がある者 

 

（２）学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募集および入学者選抜を行って

いるか。 

＜1＞大学全体 

  医学部・医学研究科において、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に学生募

集及び入学者選抜を行っている。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 学生の選抜方法は、一般入試による方法で、2 月上旬に一次試験として筆記

試験を行っている。入試に関する情報は、大学ガイド、募集要項、医学部ホームペー

ジ、大学説明会、オープンキャンパス、予備校などへの各種相談会を利用して、大学

の理念と特色、入学後のカリキュラムや学生生活、願書受付期間、試験日程、試験科

目、試験会場などを説明することにより、受験生に対して本学選択の指針を伝えてい

る。入学願書は大学ガイドとともに例年 7 月下旬から大学事務部で、9 月初旬から全国

の書店で領布している。なお、選抜方法としての AO 入試や推薦入試については、入

試検討会ならびに入試委員会での審議から行わない方針である。 

一次試験は理科 2 科目、数学、英語の計 4 科目が課せられている。さらに約 10 日後

に二次試験として面接（集団・個人）を行っている。合格者は、高等学校から提出さ

れた調査書等を含め総合的に判断している。平成 27 年(2015 年)度入試では約 2,400 名

の志願者数となっている（基礎データ表中）。 

 

選抜プロセスは客観性の原則に基づき公平に履行されている。学力を中心とした一次

試験と面接を中心とした二次試験が行われており、一次試験については出題問題の事

前、事後の検証も行われている。二次試験に関しては一人の受験生に対し 1 時間に及

ぶ面接時間を使っている。現行の入学試験一次試験は、幅広い多様な受験生を受け入

れるため、理科（物理・化学・生物より 2 科目選択）、数学、英語から構成されている。

各科目 100 点満点とし、４科目の成績の合計点に、一定の基準により調査書に基づく

評価を加えて一次総合点としている。受験者数により変動するが、一次総合点の上位

約 20%以内を目安として、一次合格者を判定している。一次合格者に対して、二次試

験として複数の面接委員（3 名）による面接試験を課している。現行の二次試験（面接

試験）は、面接員に受験生に関する情報を与えない（バイアスをかけないで公平に評

価する）集団面接と、調査書情報を事前に面接員が吟味しておく個人面接から成り、

調査書上、問題のある受験生については、個人面接において特に注意深く評価を実施
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するようにしている。二次試験実施前に、面接評価の FD を実施し、評価基準を明示し、

各面接（集団面接及び個人面接）における評価方法の統一を図っている。集団面接に

おいては、良識・教養、自己表現力、コミュニケーション能力を特に重視しており、

個人面接試験においては、特に医学部進学の強い意志と動機、入学後に能力を伸ばす

ことができるかどうかを重視して、人物を注意深く評価している。面接評価では、一

定水準に満たない場合、一次試験の成績に関わらず不可としている。 

 

［志願者数、受験者数及び合格者数］ 

 2015 年度 2014 年度 2013 年度 2012 年度 2011 年度 

募集人数 110 110 110 110 110 

志願者数 2,400 2,574 2,781 2,507 2,574 

一次試験受験者数 2,183 2,368 2,557 2,201 2,246 

一次試験合格者数 450 490 450 450 450 

二次試験受験者数 418 462 424 425 421 

二次試験合格者数 155 155 155 155 155 

二次試験補欠者数 225 269 239 229 224 

繰上合格連絡者数 184 152 203 181 170 

入学者数 112 111 112 112 111 

倍率 14.1 15.3 16.5 14.2 14.5 

（募集人数は東京都地域枠 5 名を含む） 

 

B．看護学科 入試委員会において入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）に沿

って入学者選抜方針を策定し、広報委員会と協働して入試情報を学生募集要項及びホ

ームページ、パンフレット等に掲載するとともにオープンキャンパス（年 3 日間）、学

外進学相談会などを通して、受験希望者に伝えている。 

入学者選抜試験は、大学学則その他の規程に基づき、看護学科入試委員会が実施方法

を検討した上で実施し、その結果を基に同委員会で合否判定案を作成し、看護学科教

授会議の議を経て学長が合格者を決定している。入学者選抜試験は、センター試験を

利用せずに一般入学試験のみで行っている。一次試験（学力試験）として国語（国語

総合、国語表現Ⅰ 古文・漢文を除く）、数学（数学Ⅰ、数学Ａ）英語（英語Ⅰ、Ⅱ）、

理科（化学、生物の 2 科目のうち、あらかじめ届け出た 1 科目）を実施している。但

し，化学は化学基礎，生物は生物基礎とする。一次試験合格者を対象に二次試験とし

て入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）に沿って評価基準を設けて面接

試験を行うとともに、高等学校調査書も考慮し、総合的に判定している。過去の志願

者数、受験者数、合格者数は以下の通り（基礎データ表中）。 

 

［志願者数、受験者数及び合格者数］ 

 2015 年度 2014 年度 2013 年度 2012 年度 2011 年度 2010 年度 

募集人数 60 60 60 40 40 40 
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志願者数 610 574 613 350 315 329 

受験者数 559 527 546 300 279 291 

合格者数 90 90 75 67 67 67 

入学者数 60 60 60 42 42 42 

倍率 6.2 5.9 7.3 4.5 4.2 4.0 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 医学研究科では、入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）に沿

って入学者を選抜している。募集については、学内での掲示、本学同窓生向け新聞で

の募集の掲載、ホームページにも募集要項を掲載して、募集の周知を行っている。   

入学者の選抜については、書類選考及び小論文、外国語（英語）試験、面接試験を行

い、学力及び研究に対する意識、人物について総合的に評価している。入学試験の合

否については、大学院医学研究科（博士課程）入学試験委員会及び医学研究科委員会

において厳正に審議の上、決定している。 

 

B．看護学専攻修士課程 受験インフォメーションを作成し近隣の病院、都立病院、都立

看護専門学校、がん拠点病院、大学院生が在籍している医療機関へ送付を行い、学内

者のみでなく学外者への学生募集案内も積極的に行っている。学外者は開設時より、

50～70％である。入学選抜については、入学後の入学者の意向と学びとの齟齬があっ

てはいけないとの考えから事前面接を実施している。入試は筆記試験、面接試験を実

施し、学力及び人物について総合的に評価する体制を整えている。合格者は、入試判

定会議を経て、研究科委員会（修士課程）において審議が行われ決定されている。 

 

（３）適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在籍学生数を収容定員に基づき

適切に管理しているか。 

＜1＞大学全体 

医学部・医学研究科において、適切な定員を設定し、学生を受け入れるとともに、在

籍学生数を収容定員に基づき適切に管理している（基礎データ表中）。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 医学部医学科であるため、入学定員は文部科学省により規制されており、在

籍学生数も他学部に比べ厳しい制限が課されている。本学は文部科学省の指導に従い

学生定員を守っている。 

 

B．看護学科 看護学科では少人数制による丁寧な教育に主眼をおいて入学定員を平成

19 年(2007 年)度から平成 24 年(2012 年)度まで 40 名、平成 25 年度からは少人数制教

育を維持しながらも社会の医療・看護需要の拡大を踏まえ、60 名に増員している。平

成 27 年(2015 年)度の在籍学生数は収容定員数 220 名に対し、221 名（1.005 倍）とな

っており、適正に管理しているといえる。 
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＜3＞医学研究科 

A．博士課程 医学研究科では専攻を医学系のみの 1 系とし、定員は一括 1 学年 66 名、

総定員 264 名である。平成 27 年（2015 年）5 月現在の在籍者数は 130 名で、定員充

足率は 49.2％となっている。 

 

B．看護学専攻修士課程 定員は 1 学年 10 名である。平成 27 年（2015 年）度在籍者指

数は 1.05（21 人）であり、おおむね適正に管理されている。 

 

（４）学生募集および入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基づき、公正かつ適切に実施

されているかについて、定期的に検証を行っているか。 

＜1＞大学全体 

  医学部・医学研究科において、学生募集及び入学者選抜は、学生の受け入れ方針に基

づき、公正かつ適切に実施されているかについて、定期的に検証を行っている。 

 

＜2＞医学部 

A．医学科 入試委員会は一次試験による学力と面接試験による社会性と医学の道を進む

ための適性、ならびに高等学校から提出された調査書をもって総合的な判断を行う。

入試委員会の最終判断は入試判定会議（学長、医学科長、準備教育教授、基礎教授、

臨床教授の代表者各 1 名の計 5 名で構成）において承認を受け合否判定結果（案）と

なる。合否判定結果（案）は医学科教授会議における審議を経て本学の入学試験合格

者の発表となる。このように入試委員会の入学者選抜は入試委員会決定後に検証され

たうえで、最終的入学者決定となるシステムとなっている。入学者選抜のあり方につ

いての全般的な検証は入学試験委員会、入試検討会、学長諮問会議において毎年行わ

れている（資料 5-8）。 

 

B．看護学科 次年度の学生募集方針を決定するにあたり、入試委員会において、在籍学

生の入学試験種別による入学後の成績等を基に入学者受け入れ方針に基づいた選抜が

実施できているかどうかの検証を行っている。また、より長期的な展望で学生募集及

び入学者選抜の方法について継続的に検討する組織として看護学科入試検討委員会を

置き、より公正かつ適切な学生募集及び入学者選抜が実施できるよう方針を決定して

いる（資料 5-9）。 

 

＜3＞医学研究科 

A．博士課程 入試委員会及び医学研究科委員会において、学生募集、入学選抜方法につ

いて審議している（資料 5-10）。 

 

B．看護学専攻修士課程 入試委員会で、学生募集、入学者選抜実施方法の妥当性につい

て、その都度審議を行っている。研究科委員会（修士課程）においても募集要項等の

配布を実施し、検証を行っている。 
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２ 点検・評価 

●基準 5の充足状況 

＜1＞ 医学部 

学生の受け入れ方針はアドミッションポリシーに明示しており、これに基づき、公正に

入学者を選抜している。定員は、医学科が110名、看護学科が60名であり定員超過率は医学

科は1.02、看護学科は1.00であり適正に行われている。また、各種委員会が学生募集、入学

者選抜が適切に実施されるよう定期的に検証している。  

施設として各講義室、実験室は収容可能に設計されているため、スペースには余裕があ

るため、基準5を充足している。  

 

＜2＞医学研究科  

学生の受け入れ方針はアドミッションポリシーに明示しており、これに基づき、公正に

入学者を選抜している。博士課程では定員充足率は 0.49 で、一層の増加が望まれる。入学

委員会が、学生募集、入学者選抜が適切に実施されるよう定期的に検証しているため、基

準 5 を充足している。 

 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 医学科の入学志願者は、例年 2,500 名前後で推移しており安定した志願者数

を確保できている。また、入学試験成績データ（面接データを含む）と入学後の成績

データとを連結して、入学試験の成果を検証できるシステムができている。 

 

B．看護学科 看護学科の志願者倍率は、平成 24 年(2012 年)度 40 名定員で 8.8 倍と高倍

率を達成しており、60 名へと定員増となった平成 25 年(2013 年)度には 10.2 倍と定員

増も高倍率を維持している。一方、看護師国家試験合格率・保健師国家試験合格率に

於いても高水準を維持している（資料 5-11）。入学者受け入れ方針（アドミッション・

ポリシー）に基づいて、その都度学生の募集及び入学者選抜に関して検証を行い改善

していることが、定員増という変化にあっても、このような志願者の量と質の確保に

つながっている。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 定員充足率は徐々に改善されている（基礎データ表中）。 

 

B．看護学専攻修士課程 入学定員を概ね充足しており、最近 5 年間はコンスタントに学

位が授与されている。修了者の専門看護師認定試験受験に繋がっている（基礎データ

表中）。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 入学試験成績とその後の学部での学業成績や学習態度との追跡調査を行って
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いるが、面接試験の方法や課題選定に関しては今後さらに、医師になるべき素質を評

価するための改善が必要である。 

 

B．看護学科 平成 24 年(2012 年)度一般入学試験より、理科科目が化学Ⅰ・Ⅱ又は生物

Ⅰ・Ⅱのいずれかを選択する方式から、化学Ⅰ、生物Ⅰの 2 科目のうち 1 科目を選択

するように変更となった。さらに，平成 27 年(2015 年)度一般入学試験より高等学校学

習指導要領の改訂に合わせて，理科科目を化学（化学基礎），生物（生物基礎）に変更

した。このことによる志願者数及び入学者の質への影響を捉えつつ、入学試験におけ

る理科科目の設定の在り方について継続的に検討を行っていく必要がある。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 大学院生と初期臨床研修医を兼ねることを認めていないが、基礎系・社会

健康医学系の領域に関しては認められないかを継続して検討していく必要がある。

また、外国人留学生が少ないので、受入れ体制を整える必要がある。 

 

B．看護学専攻修士課程 志願者が一部の分野に偏っての応募があるため、幅広い専攻分

野選択を示して、偏りのない入学者を確保していく必要がある。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 平成 27 年度(2015 年度)、教育センター内にアドミッション部門が新設され

た。今後、高大接続の中教審答申での入試改革に対応するための組織である（資料 5-12）。 

 

B．看護学科 看護学科入試委員会及び看護学科入試検討委員会が中心となって、学生の

受験行動を分析し、入学生の質を担保している。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 教育・研究の人材育成の国際化の推進が言われているなかで、大学院生の

秋入学について検討を進めることで、春入学と合わせることで志願者の増員が期待さ

れる。 

 

B．看護学専攻修士課程 専門看護師課程修了者の専門看護師認定試験受験者は、全員が

認定を受けている。 

 

（２）改善すべき事項 

＜1＞医学部 

A．医学科 入学試験での面接試験に関しては、諸外国での事例を参考に、multiple  

mini-interviews などより良い面接試験の方法論について、入試委員会で検討を開始す

る。 
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B．看護学科 看護学科入試検討委員会において、入学後の学生の成績状況をフォローし、

入学試験の理科科目変更の影響の有無を確認、検討していく。必要時には、入学試験

科目の見直しを行うとともに、入学後における基礎知識の補強について、カリキュラ

ム委員会及び教学委員会で検討する。 

 

＜2＞医学研究科 

A．博士課程 大学院生と初期臨床研修医を兼ねることを認めていないが、基礎系・社会

健康医学系の領域に関しては認められないかを大学委員会にて検討する。外国人留学

生の受入れ体制、受験方法を大学院委員会中心に検討を開始する。 

 

B．看護学専攻修士課程 社会ニーズに合わせての専門看護師教育課程の新設提案を研究 

科委員会にて行った。地域連携保健学分野に専門看護師教育課程として「在宅看護教 

育課程」を申請すること、がん看護と急性重症患者看護の教育課程を現行 26 単位から 

38 単位に移行する方針が示され高度実践看護師課程検討ワーキングを設置し準備を開 

始した。 

 

４ 根拠資料 

資料 5-1 東京慈恵会医科大学ガイドブック 2015 (既出 資料 1-4) 

資料 5-2 平成 27 年度（2015）医学部医学科学生募集要項 

資料 5-3 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 平成 27 年度学生募集要項 

資料 5-4 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科（博士課程）大学院ガイド 2015 年度 

(既出 資料 1-6) 

資料 5-5 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科博士課程大学院募集要項一次 

・二次募集 2015 年 (既出 資料 1-7) 

資料 5-6 看護学専攻修士課程・受験に関するインフォメーション-大学院ガイド-2015

    (既出 資料 1-8) 

資料 5-7 東京慈恵会医科大学大学院 医学研究科看護学専攻修士課程 2015 年度 

募集要項 

資料 5-8 東京慈恵会医科大学医学部医学科入学試験施行規程 

資料 5-9 東京慈恵会医科大学医学部看護学科入学試験施行規程 

資料 5-10 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科（博士課程）入学試施行規程 

資料 5-11 国家試験の合格率 (既出 資料 4(4)-2) 

資料 5-12 東京慈恵会医科大学 教育センターホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/academic/edu_center.html 

(既出 資料 2-17) 

 

 

 

 

 

http://www.jikei.ac.jp/academic/edu_center.html
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第６章 学生支援 
１ 現状の説明 

（１）学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を明確に定めているか。 

学生が学修に専念し、心身ともに安定した学生生活が送ることができるよう、学生部

長、アドバイザーの配置、学生保健指導委員会、教学委員会等や教員のオフィスアワー

の設置、6 年間を通してのきめ細かい学生支援を方針としている。 

学生生活を送る上での連絡事項・情報提供、学生の心身の健康保持・増進、ハラスメ

ントの防止、安全・衛生、奨学金制度等の学生生活に関する事項について、学生便覧等

に明記している（資料 6-1）。 

 社会の変遷と中等教育課程の変遷の中で、学生の個人的問題も背景も共に大きく変化

し続けている。この認識から各分野について、個々の多様性を尊重しながら新たな問題

を見逃さずに随時対応できる複数の支援システムを緩やかで柔軟な連携のもとに運用し

ている。問題の対処が遅れた事例があれば、教学委員会が報告を受け、態勢の柔軟性の

欠陥に対して再発防止措置を施している（資料 6-2）。 

  具体的には、学生部長の他に各学年に学生アドバイサーが配置され、履修上の問題、

生活上の問題等について相談にのっている。また、健康維持に関しては、学生保健指導

委員会がこれに当たり、メンタルヘルスに対する相談にはカウンセラー（臨床心理士）

を配している。学生支援に関する学内機関として、教学委員会、学生保健指導委員会を

設置、さらに学生の要望を大学が直接聴く機会として年 2 回、学生会と教学委員会との

懇談会を開催している。 

 

（２）学生への修学支援は適切に行われているか。 

医学科では、初年級における修学上の困難の一つは高等学校での理科の履修科目の違

いによるものであり、物理・化学・生物の中での未履修科目に対して自然科学入門演習

として補充教育を行っている。この演習は 1 年生の自然系科目（生命基礎科学）に対す

る準備・補習に加えて、未履修科目に対する関心と興味を喚起して、当該科目分野で二

年時以降に求められる内容を自己学習するための基礎力を育むことを目的としている

（資料 6-3）。とはいえ 2 年生の課程においても物理化学から生理への架け橋をかける科

目（自然と生命の理）では、物理未履修者の多くが生物で生理の内容の多くを履修して

いることを利用して、物理の素養を前提としない課程を組んで就学の困難の緩和を図っ

ている（資料 6-4）。この他、生活支援として後に詳述するアドバイザー教員、教育セン

ター教員、医学教育研究室教員、学生部長とその補佐グループもまた積極的に修学上の

相談も受け付けて成績不良者には修学上のアドバイスを提供しており、学生相談室の臨

床心理士もまた学修上の相談も受け付けている（資料 6-5）。 

留年者の修学支援には、学生部長とその補佐グループから本人の要望に応じて個別の

支援者を充てている。進級試験の時期には多くのストレスがかかることから、必要に応

じて保証人との連携も取りながらさらに厚い支援体制を提供している。退学者に対する

復学の制度はなく、退学者とのやり取りは個人的なものを除いて実施してない。国家試
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験不合格者の修学支援には、医学教育研究室教員が主にあたっている。 

障がい学生の修学支援についてはいまだ経験を持たない。しかし、必要があれば障が

いの内容に応じた履修可能な代替カリキュラムを組むことについて教学委員会で合意が

形成されている（資料 6-6）。 

経済的な事由で修学に困難をきたす学生の支援のために、慈恵大学奨学金を含めた大学

独自の奨学金三種類（うち一つは給付型）を用意し、他に地方自治体による奨学制度、

学生支援機構による奨学制度、民間団体による周産期系を志望する学生のための奨学金

制度（給付型）、大学提携の銀行の教育ローンを斡旋している。これらを各学年の成績上

位者の授業料減免の特待生制度と併せて、学生の事情と必要に応じた多くの選択肢が提

供されている。また、6 年生に海外での実習を希望する学生のために慈恵医師会による奨

学制度もある（資料 6-7）（資料 6-8）。 

 

  看護学科では、教学委員会と学生委員会が連携を取り、留年者及び休・退学者の状況

把握に努めるとともに、適時学生及び父母との面接を実施し、個別支援を行っている。

補習・補充教育に関しては、その必要性及び妥当性について当該科目責任者及び教学委

員会において検討した上で適切に実施されるよう保証している。障がいのある学生に対

しては、個別の状況に合わせた就学支援体制を教学委員会及び臨地実習委員会で検討し、

各科目でそれが実現されるよう体制を整え、実施している（資料 6-9）。 

奨学金等の経済的支援措置としては、成績優秀者に対する特待生制度を設けており、看

護学科では入学時の成績上位入学者 2 名に対して授業料の全額免除を、2 年以上の各学年

成績上位者 2 名に対し、授業料の半額免除を行っている（資料 6-10）。また、経済的な理

由により就学が困難な学生に対しては、学資資金をサポートする学内外の各種制度を次

の通り設け、充実した経済的支援を適切に行っている。これら支援体制については、オ

リエンテーションガイドブック及びホームページ等に掲載し、学生及び父母に広く公表

している（資料 6-11 P103）。 

＜医学科奨学金制度＞ 

・特待生奨学免除 

・慈恵大学奨学金 

・東京慈恵会医科大学父兄会奨学金 

・本多友彦慈恵医学教育奨学基金 

・東京都地域医療医師奨学金（特別貸与奨学金・一般貸与奨学金） 

・静岡県医学奨学研修基金 

・日本学生支援機構奨学金 

・三菱東京 UFJ 銀行（学校法人慈恵大学提携教育ローン） 

・一般財団法人ピジョン奨学財団  

・慈恵医師会海外選択実習奨学金 

 ＜看護学科奨学金制度＞ 

・慈恵大学看護学生奨学金 

・藤田順子慈恵看護教育奨励基金 

・東京都看護師等修学資金 
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・日本学生支援機構奨学金 

 

大学院医学研究科博士課程では、以下の奨学金・助成金制度を設け、学修支援を行って

いる。 

（1） 日本学生支援機構  

（2） 各種外部団体による大学院生助成  

（3） 大学院研究助成金（2 年生又は 3 年生に申請者に支給される。）  

（4） 同窓会基金による海外派遣助成  

（5） 東京慈恵会医科大学 伊達会賞  

（6） 私費外国人留学生授業料減免制度  

（7） ティーチング アシスタント制度・医学部の実験・実習の教育補助 

:1 時間 2,000 円  

（8） リサーチ アシスタント制度…学術研究プロジェクトにおいて研究補助 

：月額 60,000 円  

博士課程の大学院生は、教育研究活動中の不慮の災害事故補償のために「学生教育研究

災害傷害保険」・「付帯賠償責任保険（医学賠）」「通学中等障害危機担保特約」の賛助会

員となり、全員加入（大学負担）している。また、大学院修士課程の奨学金は、日本学

生支援機構、東京都看護師等修学資金などへの応募が可能である。保険加入は、看護学

科と同様となっている。 

 

（３）学生の生活支援は適切に行われているか。 

  医学科では、一般的な健康診断とその結果に基づく受診指導、医療系学科として求め

られる患者と学生の安全のための抗体価検査とその結果に基づく予防接種に加え、課外

活動を行う学生会所属の団体（クラブ・同好会）を教学委員会で審議の上で公認し、大

学の施設の利用を認めて社会性を含めた学生の心身の発達を促す事に努めている（資料

6-12）。課外活動における事故や問題の発生を未然に防ぐべく、各団体には教員から部

長・顧問を配し、万一の事故に備えてこの課外活動を含めた学生生活全般での保険にも

加入している（資料 6-13）。 

 しかし残念ながらこの課外活動を主な舞台とした不適切飲酒やアルコールを含めたハラ

スメント問題が後を絶たない。多様性を持った人格に対する理解や人権の尊重を各学年

のオリエンテーションの機会に医療者になるものとして特に強く求められるものでもあ

るとして繰り返し強調している。また、学生会の活動としてハラスメント防止を呼びか

ける運動をまずアルコールに関して開始している（資料 6-14）。 

各種ハラスメントや経済的問題を含めた生活上の問題は心身の不調や修学の問題と連

動して発展することが稀でない。このため、生活・心身・修学の問題を掘り起して個別

の対処を図るための複数のシステムを並行して緩やかに連携させながら作動させている。

学外実習のフィードバック等で学生との個別の接点を多く持つ教育センター教員は、実

習の内容を超えて学生の個別の問題を見出しやすい立場にあり、積極的に学生への声掛

けを行ってその後のケアに繋げている。医学教育研究室教員は 6 年間を通して講義を担

当しながら年次を追った学生の成長過程を見ながら問題点を見出すことに優れる。学生
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部長はとりわけ学生思いの教職員を募り、「学生を支援する教職員のネットワーク」と自

称する学科を超えた補佐グループを作って守秘を保証して諸問題の早期発見と機動的対

処に備えており、その活用を学生全体と保証人に毎年呼びかけている（資料 6-15）。これ

に加えて 1，2 年生の学生については生活上の問題の支援のためにアドバイザー教員を充

てている。また、教学から離れた臨床心理士が国領・西新橋の各校地の学生相談室に配

置されており、その活用を各校地でのオリエンテーションでパンフレット（資料 6-16）

を配布しながらその利用を呼び掛けている。これらの複数のシステムがそれぞれの立場

から問題を抱えた学生に目を光らせながら、相互に緩やかに連携している。例えば学生

部長は 2 年生の昼食時に学生 7~8 名を順次招いて学生部長昼食会を催し、この昼食会に

は教育センターのセンター長とともに西新橋校地の学生相談室臨床心理士の同席を求め

て、学生相談室の利用を呼び掛けるとともに、教育センター、学生相談室と学生部長と

の間の緩やかな連携を実現している。学生相談室は学生相談室委員会委員長を通して精

神神経科との接点ともなっており、必要に応じて精神神経科受診を勧めることができる。

この他、学長も各学年の学生を随時招いて学長昼食会を行い学生間の問題の吸い上げに

努めて、極めて深刻で対処の難しい問題を持った学生に対しては、学生相談室委員長が

教学委員会のもとで学生支援チームを組織して支援に当たることになっている（資料

6-2）。 

  

看護学科では、看護学科教員が組織する学生委員会・学生生活アドバイザーを中心に下

記の学生支援を行っている（資料 6-11）。 

① 毎年 4 月に全学生を対象に定期健康診断（胸部Ｘ線含む）を実施し、要指導・要治

療に該当する学生に対して保健指導担当医師が個別に指導している。 

② 新入生に対しては、定期健康診断時に風疹・麻疹・水痘・ムンプス抗体価を検査し、

抗体が基準値未満の学生に対しては、大学の経費でワクチンを接種している。ＱＦＴ

検査も同時に行われ、陽性と判断された場合には精密検査を実施している。臨地実習

が始まる 2 年生に対し定期健康診断時にＨＢ抗体を検査し、抗体を獲得していない学

生に対して大学の経費でＨＢワクチンを接種し抗体獲得状況を確認している。インフ

ルエンザ予防のためワクチンを全学生に対し大学の経費で毎年接種している。 

③ 学生が伝染性疾患と診断された場合や伝染性疾患罹患者と濃厚接触した場合には、大

学感染症対策協議会・附属第三病院の感染制御室と連携し、濃厚接触学生のフォロー

や必要な消毒・予防措置を実施すると共に学生掲示板等で予防策等の注意喚起を行っ

ている。 

身体的な問題に関しては、保健指導担当が休養室で対応し、必要があれば医療機関の

受診を勧めている。 

④ 心理的な問題に関しては「学生相談室」が設置されており、学修上の悩み、友人関係

での悩みなど臨床心理士によるカウンセリングが受けられるようオリエンテーショ

ンガイドブックに連絡先を掲載している。学生相談室は、附属第三病院（国領校）と

本院（西新橋校）に設置されており、どちらでも利用可能である。対応する臨床心理

士は平成 27 年（2015 年）度から“学生相談カウンセラー”という名称となり、学生が

身近に感じられるようにしている。また、1，2 年生を対象に、学生数名に一名の教員
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が担当する「学生生活アドバイザー制度」（平成 21 年度より）があり、学生との交流

を図ることで学生が教員に悩みや心配事を相談できる環境となっている。（資料 6-17） 

⑤ 臨地実習前の学生に対し、実習中の健康管理や標準的予防策について指導している。

また、実習中に悩みや心配事がある場合には「学生相談室」の利用を勧めている。 

⑥ 大規模災害発生時における学生の安全確保は大学の責務であり、「国領キャンパス災

害対策マニュアル」を作成し、平成 23 年(2011 年)度より新入生を対象に大規模地震

発生を想定した避難訓練を実施している（資料 6-18）。 

⑦ ハラスメント防止については、学生及び教職員などのセクシャル・ハラスメントに関 

する相談・苦情への対応として、大学との委託契約を結んだ第三者機関による相談窓 

口（セクハラ・ホットライン）を設置して対応している。セクシャル・ハラスメント 

防止策については、オリエンテーションガイドブックに掲載し、毎年度 4 月に学生に 

周知を図っている。 

⑧ 平成 25 年(2013 年)度からは、医学科と合同で、学生に寄り添い学生に近い立場か 

らものを考えることに長けた教職員から構成される「学生を支援する教職員ネットワ 

ーク」を立ち上げ、学科を超えた学生支援に取組、全学生・父母に周知している（資

料 6-15）。 

⑨ 安全への配慮として、防犯について大学渉外室より人員を招き、毎年 4 月に新入生

を対象に、また夏休み前には全学年を対象に、講習会を開催している。また、4 月の

新入生オリエンテーションでは、カルト教団の勧誘に対する注意喚起を促す講習会

及び、地元警察を招いた交通安全教育を実施している。痴漢被害、ストーカー被害

等への個別対応は渉外室の協力を得て行っている。 

⑩ 不適切な飲酒問題については、学生会が主体となって予防運動を展開しており、そ

の活動を学生委員会が支援している。 

 

  医学研究科では、心理的な問題に関しては「学生相談室」が設置されており、学修上

の悩み、友人関係での悩みなど臨床心理士によるカウンセリングが受けられるよう「学

生相談室案内」を配布している。ハラスメント防止については、セクシャル・ハラスメ

ントに関する相談・苦情への対応として、大学との委託契約を結んだ第三者機関による

相談窓口（セクハラ・ホットライン）を設置して対応している。 

 

（４）学生の進路支援は適切に行われているか。 

  医学科では、卒業後のオリエンテーションを毎年 7 月に 6 年生を対象に開催している

が、学生の幅広い進路の選択肢は、学内及び関連病院での実習の他に、医療とその周辺

に関わる様々な施設（障がい者施設、重症心身障がい児療育施設、子育て支援施設、在

宅ケア施設、介護老人保健施設、産業医、家庭医）での学外実習を初年次からカリキュ

ラムの進展に合わせて組んで提示している。さらに、学生自らが附属病院以外の 場で

の臨床実習を計画して許可を得て実践する「プライマリケア・選択学外臨床実習」は、

学生が個性に合わせた様々な進路を観る機会ともなる（資料 6-19）。当該実習を担当する

教育センター教員は、学生の求めがあれば学生の希望に合った実習先を斡旋している。

附属病院の女性医師キャリア支援室では、女子学生と女性医師との交流会を例年開催し、
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女子学生の卒後進路や将来設計についての相談に乗るとともに、関連するシンポジウム、

セミナー、交流会を行っている（資料 6-20） 

看護学科では、就職・進路指導委員会を置き、学生の進路支援・キャリア支援を行って

いる。在校生への支援内容としては、就職・進路指導相談室の設置、就職・進学に関す

る情報提供、学生への就職活動や進学に対する個別相談、就職ガイダンスの開催、附属

病院の就職試験日程の調整と学生への周知、法人事務局ナース就職支援室と共催した懇

談会や就職説明会の開催、学生のキャリア支援を目的とした卒業生によるシンポジウム

の開催等を行っている。卒業生に対しては、国家試験不合格者への受験に関する情報提

供及び模擬試験受験への支援、就職・進学に関する情報提供を実施している（資料 6-21）。 

 大学院各研究科では、それぞれ研究指導教員が中心となり、進路指導・キャリア支援を

行っている。  

 

２ 点検・評価 

●基準 6の充足状況 

学生への修学、生活、進路支援のため、アドバイザー、学生保健指導委員会、学生相談

室等を設置、各種の奨学金制度、学納金・授業料減免制度を整えており、基準 6 を充足し

ている。 

 

（１）効果が上がっている事項 

 ①医学科では、社会と教育課程の変遷の中で受け入れ学生も大きく変化し続けている中

で、健康・修学・生活の問題への対応件数は増加の一途をたどっている。この中で、

留年者数、退学者数はほぼ一定に抑えられている（資料 6-22）。このことは積極的成果

である。あえて一元化を避け、様々な視点を持つ複数の学生支援システムを緩やかに

連携させるネットワーク運用で多くの問題を早期に発見して対処してきた成果として

現状がある。 

②看護学科では、様々な側面から早期に丁寧に就学・学生生活支援を行えており、例年、

留年者、休学者、退学者は比較的少ない（資料 6-22）。 

定期健康診断は毎年全員が受診しており、要指導・要治療学生には保健指導担当教員

が個別に面談し、早期の対応が図られている。感染症のワクチン接種は感染予防に関

する重要な支援となっている。また、学生が伝染性疾患に罹患した場合の対応が周知

されており、迅速な対策や学生への注意喚起が可能となり学内での感染症のアウトブ

レイクが減少している。大規模地震を想定した避難訓練を始めて 5 年目になるが、教

職員の災害に対する意識の向上、災害時の役割・任務に対する自覚が高まっている。 

不適切な飲酒の予防運動については、学生自らが自主的に活動を展開していることに

よって、部活動内において徐々に周知されつつある。就職支援については、附属病院

の見学・看護師との懇談会を実施することによって、理解が深まり、附属病院への就

職を希望する学生が増加している。法人事務局ナース就職支援室との連携は、3 年目と

なり効果的に支援が実施できている。 
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（２）改善すべき事項 

 ①医学科では、障がいを持つ学生の受け入れには個別の対応が必要ではあるが、想定さ

れるケースについての対応をあらかじめ検討しておく。障がいを持つ学生から入学に

当たっての相談を受けた時に、自信を持って答えられる態勢を整えるためである。 

  複数のシステムで問題の早期発見に努めてはいても、各種ハラスメントについて泣き

寝入りしているケースがまだまだ存在するだろう。多様な人格と人権の尊重について

の教育を、ロールプレイなどの手法を取り入れて一層充実させる。1，2 年生のアドバ

イザーやクラブ・同好会の部長・顧問を担当する教員の中にも学生の修学・生活支援

については温度差があるので、アドバイザー懇親会などの機会に問題を例示して、人

格と人権を尊重する視点の定着を図る（資料 6-23）。 

②看護学科では、精神面で問題を抱えている学生は少なくないと思われるが実際に学生

相談室を利用する学生は少ない。学生が気軽に利用しやすい体制をさらに構築するこ

とが課題である。現在、就職支援は 4 年生を中心として行っているが、低学年からの

就職支援を希望する声があり、検討を進めていく必要がある。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

 ①医学科では、健康・修学・生活支援の緩やかに連携するシステムに加えるべき新しい

組織を開拓して、柔軟性を維持しながら学生が抱える問題の発見と対処の能力を高め

る。 

 ②看護学科では、学生の感染性疾患の予防、定期健康診断、伝染性疾患発生時の対応な

どをさらに発展させる。学生の体調管理や体調不良時の対応のため、現在の休養室を

利用して保健指導担当に気軽に健康相談ができるような体制をさらに整備していく。 

災害対策マニュアルは、毎年改訂されておりさらに充実を図ると共に災害時備蓄品に

関しても優先度の高いものから順に整備していく。不適切な飲酒の予防運動について

は、学生の自主的な活動として、継続して行われさらに周知され意識改革が拡大して

いくように支援する。進路支援については、附属病院看護師との懇談会の継続と低学

年に対する実施を整備する。 

 

（２）改善すべき事項 

 ①医学科では、不適切飲酒とアルコールハラスメントの撲滅のために学生会を中心とし

た活動を支援しているが、人格と人権の尊重が学生間にある程度浸透した時点で各種

ハラスメントを撲滅する運動に発展させ、ハラスメントを許さない学生文化を形成す

る。 

②看護学科では、精神面で問題を抱えている学生に対して、保健担当教員・学生相談カ

ウンセラーによる学生相談室・アドバイザー制度・学生を支援する教職員ネットワー

クなどを折に触れ周知するとともに、学生が気軽に利用しやすい体制をさらに構築す

ることが課題である。災害時の学生への緊急連絡は現在学年毎の一斉メールを利用し

ているが、さらに迅速かつ確実な方法を構築する必要がある。卒業生に対する就職・

進路支援は伝達に留まっており、同窓会を活用する等して、組織的支援を整備してい



- 81 - 

 

く必要がある。 

４ 根拠資料 

資料 6-1 平成 27 年度 医学部医学科 新入生オリエンテーションガイドブック 

資料 6-2 学生健康管理チーム運用内規  

資料 6-3 医学科一年生シラバス （自然科学入門演習・ユニットの位置づけ）    

学委員会 

資料 6-4 医学科二年生シラバス （自然と生命の理 学習上の注意）教学委員会  

資料 6-5 学生相談室利用状況  

資料 6-6 平成 25 年度第 14・15 回定例教学委員会議事録  

（障がい学生の受け入れについて） 

資料 6-7 学校法人慈恵大学奨学金規程  

資料 6-8 学生支援 奨学金給付・貸与状況 

資料 6-9 東京慈恵会医科大学医学部看護学科臨地実習に関する規程 

資料 6-10 学生の修学及び心身の健康に関わる支援 

資料 6-11 看護学科ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ (既出 資料 4(1)-12) 

資料 6-12 東京慈恵会医科大学ガイドブック 2015 (既出 資料 1-4) 

資料 6-13 "東京慈恵会医科大学学生教育研究  災害傷害保険に関する規程 

資料 6-14 飲酒についての協定 

資料 6-15 学生を支援する教職員ネットワークのお知らせ 

資料 6-16 学生相談室案内  

資料 6-17 学生生活アドバイザーについての概略 

資料 6-18 国領キャンパス災害対策マニュアル 2015 

資料 6-19 シラバス プライマリケア・選択学外臨床実習 

資料 6-20 女性医師キャリア支援室ホームページ＞活動内容 

http://www.jikei.ac.jp/female/ 

資料 6-21 東京慈恵会医科大学医学部看護学科 就職・進路指導委員会 

資料 6-22 退学・除籍者数、中退率、留年者数（平成 22～26 年度） 

資料 6-23 学生生活アドバイザー懇親会 

 

 

 

 
 

http://www.jikei.ac.jp/female/
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第７章 教育研究等環境 
１ 現状の説明 

（１）教育研究等環境の整備に関する方針を明確に定めているか。 

本学の理念である医学・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

に貢献すべく、充実した教育研究環境を整備している。本学中期目標・中期計画に教育

環境の整備、教育力の向上についての方針が明記されている。また、効果的な教育がで

きるように講義室や ICT 環境を含む教育設備及び必要な備品については、計画的に整備

する方針が定められている（資料 7-1 P129）。平成 26 年（2014 年）4 月には西新橋再整

備計画を推進すため理事会直轄部門として西新橋再整備準備室が設置された。新大学 2

号館、新病院及び新外来棟建築の整備計画が策定されている（資料 7-2 P36）。 

 ①新大学 2 号館（仮称） 

  新大学 2 号館は平成 29 年（2017 年）にオープンする予定であり、教育・研究部門を

中心に配置されおり床面積は 16,550 ㎡である。1 階には 700 人収容の講堂、2 階には機

械室、3 階には会議室・大学管理、4～5 階には臨床ラボ、6～14 階には臨床医局を配置

され、先端医療研究を推進する環境を整えている。 

 ②新病院（小児・周産期医療センター（仮称）） 

  新病院は平成 30 年（2018 年）末に「小児・周産期医療センター（仮称）」を完成し、

開院準備期間を行い平成 31 年（2019 年）にオープンする予定であり、床面積は 12,991

㎡で地下 2 階、地上 5 階で産婦人科医・小児病棟、健診センター、各検査室、産科・小

児科外来が配置される予定である。 

 ③新外来棟（仮称） 

  新外来棟は現在実施設計策定中で平成 31 年（2019 年）末にオープンを予定であり、

床面積は 30,659 ㎡で地下 1 階、地上 6 階、各科外来、検査室、リハビリ、スタッフラウ

ンジ、当直室が配置される予定である。 

 建物特長は、①安全性を確保する一体基礎免震構造、②最短の導線を実現するための既

存中央棟との階高統一、③将来の用途変更を視野に入れたフレキシビリティとしており

都心の中心で限られた有効面積を有効活用するよう計画されている。 

 

（２）十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか。 

医学科では、1 年生を東京都調布市の国領キャンパス、2 年生から 6 年生までを東京都

港区の西新橋キャンパスにおいて授業を行っている。それぞれのキャンパスとも、十分

な校地・校舎及び施設・設備を有している（基礎データ表中）（資料 7-3）。 

①西新橋キャンパス 

西新橋キャンパスでは、平成 14 年(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



- 83 - 

 

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、アナウンスができ

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 号館地下の南講堂で行っている。 

 

②国領キャンパス 

看護学科では平成 25 年(2013 年)の入学定員増加に伴い、看護学科新校舎を建設し十分

な広さの校舎が整備され充実した施設・設備を有している。学生の課題解決型学習が可

能となるための教育研究用機器として高機能シミュレータを経年的に複数台整備してお

り、また、シミュレーション教育の際にモニターを使用することでデブリーフィングが

実施可能となる設備を有する臨床講堂や、大人数の収容が可能で教育機器の整った大講

堂が整備され活用されている。国領キャンパス内には医学科 1 年生が学ぶ国領校、附属

第三病院、学術情報センター図書館国領分館、スキルスラボ室が配置され、また学科運

営のために学事課を設けている。アセスメント能力を育成できる多くのシミュレータを

設置したスキルスラボ室は臨床とも共用され、看護学科校舎内に看護学実習室を 2 室設

けており、グループ学習が可能となる演習室は国領キャンパス全体で 15 室設けている。

各講義室はスライドスクリーンをみながら板書が可能となるレイアウトで学生の思考が

整理されやすい教育環境が整備されている。看護学科校舎内には、4 学年に対し 3 講義室

と臨床講堂があり、医学科校舎講義室及びコンピュータ室を有効に活用している。看護

学科学生の生活環境として、学生同士のコミュニケーションやパソコンやプリンターの

使用、飲食が可能な明るく清潔感のある多目的学生用ラウンジや身支度を整えやすいパ

ウダールームを設けられている。 

本学では、事業計画をもとに教育環境等の整備を行っている。高額な教育設備等につい

ては、文部科学省の補助金（私立大学教育研究活性化設備整備事業等）を活用している。

さらに、競争的資金（文部科学省 GP 事業等）を環境整備に役立てている。シミュレーシ

ョン教育施設と ICT 活用教育環境については次の通りである。 

①シミュレーション教育施設 

 教育センターは臨床トレーニングの場としてシミュレーション教育施設を管理している。

シミュレーション教育施設は学生・教職員が利用できる。本院のある西新橋、第三病院

のある国領、葛飾医療センター、柏病院の 4 病院に施設整備されている。西新橋はセミ

ナー室 1 室、実習室 8 室があり、国領及び葛飾はそれぞれ 1 室を有する。シミュレーシ

ョン教育施設の管理運営は、シミュレーション教育施設委員会を設置し、その下部組織

として西新橋校、国領校、葛飾医療センター、柏病院の各々に委員会を配置し、委員に

は医師、看護師、担当事務員を配置している。葛飾医療センターは平成 25 年(2013 年)
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度より稼働し、柏病院は平成 26 年(2014 年)度より運用を開始した。 

 

②ICT 活用教育環境 

本学は、全学的なネットワーク環境を構築しており、ICT は教育に広く活用されている。 

また、学生の自己学習のためのネットワーク環境として Wi-Fi 敷設を行っており、少人

数グループ演習室（西新橋校大学 1 号館 8 階、管理棟 1 階・2 階）、図書館（西新橋校、

国領校）を整備した。ICT 設備の教室としては、西新橋校コンピュータ講堂、国領校コ

ンピュータ演習室・情報科学実習室を設置している。 

 教育に関する ICT の情報システム環境は、必要・目的に応じた整備が行われている。(1)

電子シラバス、(2)総合試験システム、(3)学内コンピュータ試験、(4)試験問題検索・

SeDLES、(5)e-Learning、(6)クリッカー、(7)顕微鏡実習 AV、(8) テレビ会議システムな

どが活用されている。ICT の活用において、情報管理が重要になっている。本学では、

個人情報保護方針、プライバシーポリシーをインターネットで公開している。また、イ

ントラネットでは、学生・教職員等に対する個人情報の安全管理に関する細則、情報シ

ステム利用規程を掲載し、学生に個人情報保護、著作物利用、SNS(Social Networking 

Service)使用について、注意喚起を行っている。 

 

研究施設・設備は、西新橋キャンパスの総合医科学研究センター各研究部、支援施設、

附属病院施設内等に設置されている。大学 1 号館（１フロアー600 平米）の地下１～２階、

地上 2 階及び 9 階～13 階がセンターとなっており、合計約 3,000 平米と十分な施設を有

している。特に学内の研究をバックアップする２つの基盤研究施設、アイソトープ実験

研究施設、実験動物研究施設はそれぞれ１から２フロアを占めている。基盤研究施設で

は細胞分離装置、質量分析器、電子顕微鏡、シークエンサー（次世代シークエンサーを

含む）などの大型機器の管理・維持を行っている。実験動物施設では本邦でも数台しか

ない小動物用９テスラ MRI 装置、小動物用 CT、エコー、発光・蛍光イメージングシス

テムなどを有し最新の画像的評価を可能にしている。これらのシステムは学外の研究者

にも共同研究という形で幅広く利用されている。また小型霊長類であるマーモセット飼

育施設を設置する予定で、前臨床試験に大きく貢献することが予測される。医用エンジ

ニアリング研究部、薬物治療研究部、分子疫学研究部、臨床疫学研究部は附属病院が研

究の場である事も多く附属病院近くに設置されている。国領キャンパスに設置されてい

る高次元医用画像工学研究所、柏キャンパスに設置されている臨床医学研究所はそれぞ

れ 725 平米、900 平米の実験スペースを有している。 

 

（３）図書館、学術情報サービスは十分に機能しているか。 

本学には、図書館、標本館、写真室、史料室、医学英語研究室、国際交流センターから

構成される学術情報センターが設置されており、学術情報利用を通して本学の教育、研

究、診療、組織の運営の向上に寄与している。 

①図書館の概要 

図書館は西新橋キャンパスに本館、国領キャンパスに国領分館が設置され、司書資格を

有する職員が配置されている（西新橋図書館 10 名、国領分館 2 名）。本館は閲覧室 2 階、
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書庫 4 階からなり、座席数 177 席である。図書は、医学・看護学分野の約 10 万 2 千冊を

整備し、雑誌は医学・看護学分野の約 860 誌を購読し、製本雑誌 15 万 3 千冊を所蔵する。

開館時間は月～金曜は 8 時～22 時、土曜は 8 時～19 時、日曜は 9 時～17 時で、祝日・

大学記念日・年末年始は休館である。国領分館は閲覧室・書庫 1 階からなり、座席数 92

席である。図書は、医学・看護学・一般教養分野の約 8 万冊を整備し、雑誌は約 360 誌

を購読し、製本雑誌 1 万 4 千冊を所蔵する。開館時間は月～金曜は 9 時～20 時 30 分、

土曜は 9 時～17 時 30 分で、日曜・祝日・大学記念日・年末年始は休館である。本館と

国領分館は複写物の送受や図書・雑誌の貸借で連携している（資料 7-4）～（資料 7-8）。 

②電子情報の整備・情報検索設備 

大学ネットワークで利用できる電子資料として、電子ジャーナル約 7,400 誌、文献デー

タベース 10 種、電子ブック 90 種を整備しており、電子ジャーナルとデータベースのリ

ンクや横断検索のためのシステムも導入している。電子資料は学内ネットワークに接続

されたパソコンから接続可能である。図書館内から電子資料を利用するため、本館には 7

台、国領分館には 5 台のパソコンを閲覧室に設置している。また、貸出用ノートパソコ

ンも用意している（本館 10 台、国領分館 2 台）。資料の電子化では、本学刊行物を学術

リポジトリに登録することによりインターネット上に公開している。本学独自の公開資

料として、学祖高木兼寛の業績に関する記事・論文が挙げられる。電子情報利用環境の

整備の一環として、図書館では電子資料の利用マニュアル類を整備し説明会を随時開催

するほか、医学部学生の情報検索演習を担当している。 

③他大学・教育研究機関との連携 

国立情報学研究所が運用する全国規模の目録所在データベース（NACSIS-CAT/ILL）に

接続し、他大学との目録共同構築、相互貸借活動に参加している。また、日本医学図書

館協会、私立大学図書館協会、大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）等の大学図

書館関連団体への加盟を通して、電子ジャーナルの共同購入（コンソーシアム契約）、各

種研修会の開催、関連情報の交換による連携をとっている。 

 

（４）教育研究等を支援する環境や条件は適切に整備されているか。 

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り、教育機

器の管理は教学委員長が行っている。毎年度施設・教育機器予算を確保し、教学委員会

にて必要性が審議され適切に執行されている。学生の衛生面については、新橋校・国領

校ともに学生保健指導委員会が対応している。 

学生は全員が学生教育研究災害傷害保険に一括加入しており、学生が正式なカリキュ

ラムとして学外で実習する際には、学研災に関する規定により取扱うこととなってい

る）。本学では平成 20 年(2008 年)度から学研災付帯賠償責任保険に、平成 24 年(2012

年)度から通学中等傷害危険担保特約（通学特約）にも加入している（資料 7-9）。海外

留学に際しては経済的な支援（「慈恵医師会海外選択実習奨学金」（資料 7-10）として

毎年 10 名程度を限度として１人上限 20 万円を支給）も行われている。また、学内の教

育改革に取り組む教員・組織に、財政的に支援する学長予算を設け、全学部、研究科か

ら公募により申請を受け付けている（資料 7-11）。 
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その他、教育研究を支援する環境として、ティーチングアシスタント（TA）、リサーチ

アシスタント（RA）制度が整備されている。その他、ポストドクラルフェロー、訪問研

究員の身分を与え、研究を支援する体制が整えられている（資料 7-12）～（資料 7-16）。 

［ティーチングアシスタント（TA）］ 

平成 27 年度 28 名 

平成 26 年度 38 名 

平成 25 年度 25 名 

［リサーチアシスタント（RA）］ 

平成 27 年度 51 名 

平成 26 年度 52 名 

平成 25 年度 40 名 

 

（５）研究倫理を遵守するために必要な措置をとっているか。 

本学における教育・研究に従事する全ての者による教育・研究活動上の規範とする目

的で、「東京慈恵会科大学研究者行動規範」を平成 27 年（2015 年）4 月に制定している。

教職員・大学院生はもとより、医学科生は、3 年生後期カリキュラムの研究室配属でこの

行動規範を学ぶことになる。 

研究倫理の学内審議機関として倫理委員会が全体を統括し、東京慈恵会医科大学倫理

委員会規程及び細則に則って運営されている。倫理委員会は第 1 倫理委員会と第 2 倫理

委員会から構成されており、研究者が行う医学・看護学研究について倫理的観点及び科

学的観点から、本学及び研究者等の利益相反に関する情報も含めて中立的かつ公正に審

査している。各委員会の委員は、本学教職員及び外部委員より構成されており、両委員

会には、人文・社会科学の有識者、自然科学の有識者、一般の立場の者が含まれている。

また、第 1 倫理委員会の中には、ヒトゲノム・遺伝子解析研究を専門的に審査するため、

ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査会、ヒト幹細胞を用いる臨床研究を専門的に審査

するため、ヒト幹細胞臨床研究倫理審査会を置いている。なお、組換え DNA 実験を伴う

研究は「遺伝子組換え実験安全対策委員会」、遺伝子治療に関する研究は「遺伝子治療審

査委員会」、薬物治験は「薬物治験審査委員会」、また医療機器治験は「医療機器治験審

査委員会」にてそれぞれ審議されている。利益相反に関しては「利益相反委員会」にて

管理されている。 

平成 26 年(2014 年)度の倫理委員会申請数は、再審査を含めると 350 件を超えており、10

年前と比較すると約 100 件増加している（資料 7-17）～（資料 7-27）。なお、倫理委員

会に申請される臨床研究では、研究代表者及び分担研究者は 1 年間に指定された倫理教

育を受講しないと研究資格を失するため、倫理講習会を定期的に行って参加者チェック

を臨床研究支援センターで管理している。 

 

２ 点検・評価 

●基準 7の充足状況 

本院がある西新橋キャンパスに教育、研究、診療の医科大学としての機能を集約し、自
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然環境豊かな国領キャンパスには運動施設の他に図書館分室や同じ敷地内に附属第三病院

があり、また葛飾医療センターや柏病院と多くの臨床実習施設を有している。中長期目標・

中期計画に沿って教育環境施設等の整備計画が進められており、医学部及び医学研究科と

も十分に基準7を充足している。 

 

（１）効果が上がっている事項 

①医学・看護学の卒前ならびに卒後教育において、シミュレーション教育施設は、その

使用頻度が年々増加し、さらに使用機材は高機能になってきている（資料 7-28）。 

②e-Learning をはじめとする ICT 活用教育では、コンピュータ試験（平成 22 年(2010

年)度導入）、クリッカー導入（平成 24 年(2012 年)度導入）、テレビ会議システムなどの

支援機能が拡充した。 

③西新橋キャンパスでは、電子情報利用の普及に対応するため、図書館内に無線 LAN の

アクセスポイントを設置した。これにより利用者は使い慣れているタブレットやスマー

トフォン、ノートパソコンから無線 LAN 経由でネットワーク上のコンテンツにアクセス

し、大学で購入している電子情報やプリント版の図書・雑誌とあわせてより広範囲なコ

ンテンツを図書館内で利用することが可能となっている。平成 27 年(2015 年)度には大学

1 号館、附属病院内にも Wi-Fi 環境を整備する計画となっている。 

④総合医科学研究センターは適切な人員が配置されており、施設面積は十分に確保され

ている、日本私立学校振興・共済事業団、文部科学省、大学の支援により、環境整備は

進んでいる。特に、動物イメージング装置類は他学に類をみない高性能機器である。 

 

（２）改善すべき事項 

①シミュレーション教育施設については、柏病院では整備を開始し環境整備を行う必要

がある。 

②ICT 活用教育環境については、学生の自己学習のためのネットワーク環境として Wi-Fi 

敷設範囲を拡大する必要がある。 

③図書館を勉強場所として利用する学生が増えており、図書・雑誌閲覧者が机を利用で

きないことがあるため、学内の演習室や教室を個人勉強用に開放するなどの対策をとり

図書館スペースの効果的な活用を図る必要がある。また、カリキュラム改革により自己

主導型学習が拡充されることに伴い、図書館内にグループワークやプレゼンテーション

練習のためのスペースを設けることが求められており、ラーニングコモンズ的な機能の

提供についても考えていく必要がある。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

①本学 4 附属病院の全てにシミュレーション教育施設を整備し、医学・看護学の卒前な

らびに卒後教育の臨床トレーニング環境を整備する。 

②e-Learning は学生のみでなく、大学院、医療スタッフの卒後生涯学習に活用し、学生

の生涯学習の体験に寄与する。 

③看護学科と同じ敷地内にある第三病院や第三看護専門学校との共同研究は継続して実
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践できており、成果が上がっている。今後はさらに４つの病院や地域と連携をしながら

理念を明確化するとともに、教育や研究が可能となる環境整備としての方針も定める必

要がある。 

④図書館では出版社から提供される電子資料（電子ジャーナル・電子ブック・データベ

ース）のほかにインターネット上に公開されている学術情報も一括して検索するための

システムを導入しており、図書館 Web サイトの検索窓にキーワードを入力することによ

り、1 回の検索で必要とする電子情報を網羅的に入手できる環境が整いつつある。 

⑤研究資金調達は順調であるが、引き続き教育研究環境整備のために資金を調達できる

よう申請する。 

⑥動物イメージング機器はセンターとしての目玉であり、学内ばかりではなく学外とも

共同研究を増やし積極利用してゆく。またその機能を知らない研究者も学内ですら多く

存在するため、セミナーなどを通して広く利用を呼び掛ける。 

（２）改善すべき事項 

①学生のシミュレーション教育施設利用が、OSCE の試験対策のための自主学習のみで

なく、臨床（臨地）実習前、実習中の学生の主体的な臨床トレーニングの場として、よ

り多くの活用を促すことが課題である。 

②学生用シミュレーション施設は標本館など既存の学修資源と連携することで教育効果

が高まるので、今後、標本館との連携を探る必要がある。専門医を対象とする高度シミ

ュレーション施設は、アナトミカル・ラボのような、ご遺体を用いるトレーニングとの

連携を探り、より高度な医療トレーニングができることを目指す必要がある。 

③本院を除く、葛飾、第三、柏の 3 病院は電子カルテを導入した。学生が新しい情報通

信技術を活用できるようにすべきであり、学生にどのようにカルテ記載をさせるかの方

針の検討が課題である。また、その方針に沿った入力端末等の環境整備が必要と考えら

れる。 

④学内で購入している電子情報には、図書館で整備している電子ジャーナル、電子ブッ

ク、データベース、教育センターで整備している e-Learning 教材、臨床研修センターで

整備している診療支援データベース、各研究室で整備している研究情報などがあり、そ

れぞれ担当部署が異なっている。学内に存在する学術関連の電子情報を統合的に案内で

きるようにするために、学術情報センターが各部署との連携を図ることにより、学内各

部署で整備されている電子情報の内容を常に把握することが求められる。 

⑤総合医科学研究センター全体としての競争的資金の獲得を目指す。共通のタイトルと

しては「ゲノム医学の推進」を考えている。 

⑥現在必要な機器はほぼそろっているが、将来に向けて強化すべき設備もある。例えば

次世代シークエンサーなどは進歩が速く将来のゲノム研究に対応できるように継続的に

機器を刷新する必要がある。これらを購入するためにもセンター全体として共通テーマ

にそった研究費に応募する。 

⑦次世代シークエンサー、セルソーター（細胞分離装置）などのサポート体制は不備で

ある。早急な改善が望まれる。新規雇用、人員の配置換えなどで対応する必要がある。 
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４ 根拠資料 

資料 7-1 事業報告書 平成 26 年度 (既出 資料 2-12) 

資料 7-2 The JIKEI 2016 Winter Vol. 26 

資料 7-3 学部・研究科ごとの講義室、演習室等の面積・規模 

資料 7-4 東京慈恵会医科大学 図書館ホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/academic/micer/toshokan.htm    

資料 7-5 東京慈恵会医科大学学術情報センター図書館利用規則 

資料 7-6 図書、資料の所蔵数及び受け入れ状況 

資料 7-7 図書館利用状況 

資料 7-8 学生閲覧室等 

資料 7-9 東京慈恵会医科大学学生教育研究 災害傷害保険に関する規程 

 (既出 資料 6-13） 

資料 7-10 慈恵医師会海外選択実習奨学金運用規程 

資料 7-11 平成 27 年度教育研究費予算 

資料 7-12 東京慈恵会医科大学大学院ティーチング・アシスタント規程 

資料 7-13 東京慈恵会医科大学大学院ティーチング・アシスタント規程細則 

資料 7-14 東京慈恵会医科大学大学院リサーチ・アシスタント規程細則 

資料 7-15 東京慈恵会医科大学ポスト・ドクトラル・フェロー取扱規程 

資料 7-16 東京慈恵会医科大学訪問研究員・客員研究員に関する内規 

資料 7-17 東京慈恵会医科大学倫理委員会規程  

資料 7-18 東京慈恵会医科大学倫理委員会細則  

資料 7-19 ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査会内規 

資料 7-20 ヒト幹細胞臨床研究倫理審査会内規  

資料 7-21 倫理委員会委員名簿 

資料 7-22 東京慈恵会医科大学研究適正化特別委員会規程 

資料 7-23 東京慈恵会医科大学における研究費に不正費用・不正受給及び研究活動の 

不正行為に関する規程 

資料 7-24 研究に関する不正行為についての懲戒内規 

資料 7-25 人を対象とする医学系研究の実施に関する標準業務手順書 

資料 7-26 東京慈恵会医科大学利益相反管理規程 

資料 7-27 東京慈恵会医科大学利益相反管理規程細則 

資料 7-28 シミュレーション教育施設の整備と利用 
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第８章 社会連携・社会貢献 
１ 現状の説明 

（１）社会との連携・協力に関する方針を定めているか。 

本学は学祖・高木兼寛による創設以来、「病気を診ずして病人を診よ」を建学の精神と

し、「病める人を全人的に診る医療」を実践してきた。近年医学・医療の進歩と発展のた

めに産官学の連携による研究成果を社会に還元する事が求められている事を前提に、産

官学連携に関して方針を定め、本学のホームページ上に掲載している（資料 8-1）（資料

8-2）。具体的には「学会、論文等による研究成果発表」「市民公開講座、医師会、ホーム

ページ等での最新の研究成果を含めた健康・医療に関する知識の普及」「社会人大学院入

学や専攻生制度による社会人教育、留学生の受け入れ」など広範囲に亘る社会連携・社

会貢献の実践を方針としている。 

 

（２）教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。 

本学は、附属病院（西新橋）と 3 つの分院（第三病院、葛飾医療センター、柏病院）

から構成されており、それぞれの役割を明確にするとともに、病院の置かれた立場に応

じて、下記のとおり地域社会、行政の保険医療部門・保険医療関連部門との積極的な交

流を行っている（資料 8-3）～（資料 8-5）。 

 

[大学としての社会貢献] 

  本学では、次世代を担う小学生・中学生・高校生に医学のことをよく知ってもらうこ

とを目的に平成 18 年（2006 年）からアウトリーチ活動を行っている。本学の医学研究

者が病気の予防・原因究明・治療法の開発のための研究の取組を紹介し、医学研究の楽

しさや面白さ重要性を若い世代にわかってもらう活動である。これらの活動はホームペ

ージで紹介している（資料-8-3）。 

  大学として、東日本大震災発生時には、福島県立医大救命センターからの支援要請を

受けて医療チームを派遣した。また、平成 27 年 9 月の鬼怒川氾濫の際には、DMAT チー

ムをいち早く派遣している。 

昭和25年から毎年夏7月～9月までの槍ヶ岳診療所を地元保健所の協力により開設し、

医師・看護師などスタッフを派遣し「雲の上の診療所」として多くの登山者の健康を見

守り続けている（資料 8-6 P43）。 

 

[附属病院] 

4 病院合同医療安全・感染対策相互ラウンドを定期的に実施している。港区医師会との

生涯学習セミナーの実施、大学協力病院との定期的な会合、学外実習をお願いしている

地域の授産厚生施設、都内の特別支援学校と療育センター、訪問看護ステーション、開

業医とは定期的に実習教育を通じて本学の教育について討議する場を持っている。国や

自治体等の政策形成に関する検討会に講師として招聘を受けている。医学生はプライマ

リケア・選択学外臨床実習で厚生労働省関係の施設で実習を行っている。 
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[葛飾医療センター] 

 4 病院合同医療安全・感染対策相互ラウンドを定期的に実施している。私立医科大学附

属病院での医療安全・感染対策相互ラウンドを実施している。葛飾区保健所が主管と

なる葛飾区医師会と在宅医療の在り方について協議すると共に、医療連携強化のため

のフォーラムを開催している。地域連携病院である足立共済病院、金町中央病院、山

田記念病院と合同カンファレンスを年４回実施している。東京都からの受託事業であ

る区東北部糖尿病医療連携検討会の医療従事者に向けた講演会を開催し、地域の医療

水準向上に努めている。また、地域の看護職確保対策の拠点となり再就業を希望する

看護職に対し、知識・経験等に応じた復職支援研修並びに再就業支援相談を行ってい

る。看護師のスキルアップ目的にスキルアップ研修を実施しており、院外の訪問看護

師も参加している。 

 

 [第三病院] 

4 病院合同医療安全・感染対策相互ラウンドを定期的に実施している。私立医科大学附

属病院との間で感染対策に関わる相互ラウンドを行い、各々の病院の取組について情

報交換等を行っている。小児科医師による狛江市及び調布市教育委員会との小児アレ

ルギー・アナフィラキシー対応講習会及び研修の実施している。 

狛江市・調布市の医師会と消防機関との合同医療救護所設置訓練の実施、北多摩南部地 

域災害拠点病院連携調整会議での参画、近隣住民を対象とした公開健康セミナー開催、 

狛江市老人クラブ講演会開催、狛江市民大学講座開催、狛江市健康教育講演会開催を定 

期的に開催している。 

結核患者に確実に抗結核薬を服用させることにより結核の蔓延を防止するとともに、

多剤耐性結核の発生を予防することを目的とし、当院(呼吸器内科医師、結核病棟看護

師、ICT)と各保健所(東京都福祉保健局、川崎市健康福祉局、多摩府中保健所、世田谷

区保健所)間で原因菌及び患者情報の交換を行う会議を開催している。 

 

 [柏病院] 

4 病院合同医療安全・感染対策相互ラウンドを定期的に実施している。私立医科大学附

属病院での医療安全・感染対策相互ラウンドを実施している。当院は救命救急センタ

ー、地域災害拠点病院、地域がん診療連携拠点病院の機能を有し、地域の中核病院の

役割を担っており、地域の医療機関とより強固な医療連携を構築する近隣医療機関を

対象とした医療連携フォーラムの開催。学生・研修医、教職員のほか、近隣医師会の

先生方々と臨床病理検討会を開催している。がん患者や家族に対する相談支援、市民

へのがんに関する情報提供事業（がん医療・がん予防に関する市民公開講座の開催な

ど）に取り組んでいる。その他にも糖尿病患者会を発足させ、医療スタッフによる講

演、糖尿病療養指導士の指導、会員同士の情報交換などを行っている。 

 

[看護学科における社会貢献] 

看護学科では「地域社会に開かれた大学として、看護学科の教育機能を広く市民に開 

放するために、公開講座及び看護職者ならびに保健医療福祉関連職者等に対する継 
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続教育を組織的に活動すること」を目的とする公開講座委員会を設け、平成 20 年(2008 

年)以来毎年度 1～3 回の公開講座を開催している（資料 8-7）。さらに、看護学科の教 

員はほぼ全員が何らかの形で教育・研究の成果を社会に還元してきている。学外貢献 

が多く、講義、研究指導が主に行われている。学内関連施設への貢献としては、平成 

23 年(2011 年)度から始まった教務主任養成講習会での講義・研究指導が行われている。 

地域への貢献では地域看護学の教員の研修会・講習会での活動やあきる野市の健康づ 

くり推進事業への参画などがあげられる。学会での活動状況として、3～5 名程度の教 

員が複数の学会で理事・評議員をしている。学術集会企画委員も 5 名程度が担当して 

おり、看護学教育・研究の発展に貢献している。その他に文部科学省委員、厚生労働 

省委員、学会監事、評議員、他の委員会委員として活動している。 

  

［国際交流］ 

国際交流は国際交流センターが中心的役割を担い運営している。大学のホームページ

（英語版）において、海外の医学生に向けて選択実習プログラムを公開している。その  

ため、姉妹校である KCL のみならず、海外の医学生が数多く本学で選択実習を行って

おり、平成 19 年(2007 年)度～平成 26 年度(2014 年)度の間に 233 名が参加した。毎年、

KCL の学生が本学で選択実習中に、当該年に KCL で実習を行った本学学生、翌年 KCL

で実習を行う本学学生、学長、教学委員、国際交流委員で懇親会を開催している。また、

非定期で海外の医学生が実習中に本学の学生、教学委員、国際交流委員との懇親会を開

催している。さらに本学の国際交流学生の会が国際交流センター運営委員会や学生会の

支援を得て平成 27 年度より、原則毎週月曜日の昼休みに海外の医学生と本学の医学生と

の交流会（International Café）を開催している（資料 8-8）。 

 

看護学科では、国際交流事業として、3 年生の海外研修を企画・運営し、国際感覚に優れ

た人材の育成に努めている。これまでは長らく米国ワシントンＤＣのプロビデンス病院

での看護研修を企画・運営していたが、諸般の事情から他の研修先を検討した結果、平

成 26 年(2014 年)度から米国オレゴン州ポートランド市での看護研修が行われた。参加し

た学生は、米国ポートランド州立大学（PSU）で短期学籍を取得して講義を受講し、急

性期総合病院、子供病院、高性能ロボット利用技術研修センター、患者家族支援施設、

高齢者ケア施設の研修に参加した。米国の医療現場を体験し、現地の看護を学ぶ学生と

交流を深める良い機会となった。また、平成 8 年(1996 年)度から財団法人国際看護交流

協会と連携して、アフリカ・アジア諸国から来日している看護師の研修生と交流を行っ

ている。毎年 10 名程度の研修生を受け入れ、日本の看護制度、看護教育についての講義、

学生との交流、キャンパスの施設見学を実施し国際的な貢献を果たしている。平成 26 年

(2014 年)度には、インドネシア、フィリピン、ラオス、トンガ等 12 か国 14 名の研修員

を受け入れた。日本の看護基礎教育及び日本の看護教育史における本学の位置付けや教

育内容について講義を行い、学生・教員との交流会やキャンパスツアーで親睦を深めた

後、全体ディスカッションを行った。毎年研修生は、長時間にわたって熱心に学習して

おり、有意義な交流の機会となっている（資料 8-9）。 
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２ 点検・評価 

●基準 8 の充足状況 

大学および附属４病院でのアウトリーチ活動や市民公開講座開催による健康・医療に関

する知識の普及など着実に成果が表れている。また、地域医師会と連携して医療スタッフ

による講演等で会員同士の情報交換し、先端医療情報を提供していることから、本学にお

いては充分に社会連携や研究成果が果たされていると評価でき、基準 8 を充足している。 

 

（１）効果が上がっている事項 

①本校との協定・連携校は、延べ国内 15 校、海外 5 校となっている。平成 26 年(2014

年)度以降、国外 3大学と協定を結び、海外の大学との連携を強化している（資料 8-10）。 

②地域の授産厚生施設、特別支援学校、療育センター、訪問看護ステーション、診療所

（開業医）で学生実習を行っている。また、プライマリケア・選択学外臨床実習では、

学生は地域の 1 次、2 次医療施設への実習に出ている。学生実習を通じて、地域の保険

医療部門との連携を持っている（資料 8-11）。 

③東京医科大学、東邦大学、昭和大学とともに、4 大学間における学生教育交流会を毎年

2 回開催して、教学上の問題点について意見交換をしている（資料 8-12）。 

④看護学科では、独自で開催する公開講座が 7 年目を迎え、市民の方々の認知度もあが

り、受講者の数や満足度も高い。平成 25・26 年(2013・2014 年)度は広報活動を進め

た結果さらに受講者が増え、また参加者の関心事に合わせたテーマに焦点を当てた実

践的な演習においても高評価を得ている。 

 ⑤アウトリーチ活動としての「ひらめき☆ときめきサイエンス」の公開講座では定員を

超える応募者が毎年続いている。アンケート結果でも研究の面白さがわかったなど好

評を得ている（資料 8-6 P41）。 

 

（２）改善すべき事項 

①社会貢献において、近隣の地域との交流はまだ十分ではないことから、今後は交流が

密になるように改善を図っていく必要がある。またボランティア活動を行っている教

員が少ないことにおいては今後の活動が期待される。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

平成 27 年(2015 年)度より国際交流センターが設置され、海外学生（医師）の受入れ、学

生の短期留学が増加されることが予測される。また、ネイティブ OSCE の導入など、新

たな教育手法が正規のカリキュラムに取り入れられないか検討が開始されている。 

看護学科では、財団法人国際看護交流協会との連携の研修プログラムは、19 年目を迎え

た。看護学教育についてのプログラムは他大学にはなく、研修生の関心も高く意義があ

る。また学生が主体的に準備した交流会を通して、学生や教員が国際交流の機会を得る

ことも国際的な視野拡大に向けて効果がある。 
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（２）改善すべき事項 

学外実習の指導医のための FD を行っているが、参加者が少なく平成 25 年(2013 年)は実

施できなかった。教育を通じて、地域の保険医療関連部門とのパートナーシップを築い

ていく必要がある。超高齢化社会に向かい、地域完結型の医療システムを充実させるた

めに、本院（西新橋）だけでなく、他の 3 附属病院とも連携して地域や関連保健医療部

門との実践的な交流を持つための方策の検討を始めなければならない。 

 

４ 根拠資料 

資料 8-1 慈恵大学の社会的責任と役割についてホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/jikei/sr.html 

資料 8-2 本学の産官学連携の取り組みに関するホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/jikei/finance/finan_sankan.html 

資料 8-3 東京慈恵会医科大学 小・中・高校生との連携ホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/univ/student/ 

資料 8-4 東京慈恵会医科大学公開講座ホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/seminar/seminar_index.html 

資料 8-5 公開講座の開設状況 

資料 8-6 The JIKEI 2016 Winter Vol. 26 (既出 資料 7-2) 

資料 8-7 看護学科 公開講座一覧 

資料 8-8 東京慈恵会医科大学国際交流センターホームページ 

http://www.jikeicia.jp/jp/j_index.html 

資料 8-9 東京慈恵会医科大学医学部看護学科国際交流委員会ホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/univ/nurse/gaiyo/06.html 

資料 8-10 本校との協定・連携校 

資料 8-11 平成 27 年度重症心身障害児療育体験実習配属一覧 

平成 27 年度在宅ケア実習ステート貸出名簿 

資料 8-12 第 35 回「4 大学間学生教育交流会」の開催について（ご案内） 
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第９章 管理運営・財務 

（1）管理運営 
１ 現状の説明 

（１）大学の理念・目的の実現に向けて、管理運営方針を明確に定めているか。 

本学では、本学の理念・目的の実現に向けて、「学校法人慈恵大学行動憲章」を定めて

いる（資料 9(1)-1）。特に、管理運営においては、大学の永続的な発展を図るため、安心

で安全な医療の提供、法令遵守の徹底、財政基盤の構築、社会への貢献、そして内部統

制の強化を基本方針に管理運営を行っている。 

法人の経営に関する事項は、私立学校法に基づき「学校法人慈恵大学寄附行為第 16条、

第 20～27 条」、「学校法人慈恵大学寄附行為施行規則」に規定する最終意思決定機関とし

ての理事会と、その諮問機関である評議員会の審議により決定している（資料 9(1)-2）（資

料 9(1)-3）。理事会から委任された事項については、学内の理事等で構成する法人運営会

議で審議決定している。決定事項は各構成員を通じて各部局に周知され、具体的な施策

の遂行にあたっている。 

中・長期的な管理運営方針の策定は、毎年、担当部署にて作成される自己点検・評価

（事業報告書）により、その進捗管理を実施し、次年度計画の策定へと繋げている。そ

の内容は、附属病院長など各機関長による検証、評価を経て、法人運営会議、常任理事

会、理事会で検討され、最終決定される。現在は、平成 25 年(2013 年)度～30 年(2018

年)度の中期計画・中期目標にて法人運営が行われている（資料 9(1)-4）。 

理念・目的の実現に向け、本学では、理念・目的・使命ならびに目指す将来像（ビジョ

ン）を定め、これをもとに、大学の中・長期的な管理運営方針の柱となるものとして、

教育、研究、診療、法人運営の項目ごとに重点施策と 6 年間の中期目標・中期計画を策

定し、さらに詳細なアクションプランと、年度ごとの事業計画を掲げている（資料 9(1)-4）。

この法人全体の目標・計画を大学や研究機関、附属病院等の機関ごとの目標に落とし込

み、さらに各部門は自部署の目標や役割に置き換え、最終的には職員個人への目標管理と整

合させることによって、目標達成のための教職員の意識のベクトルあわせを行っている。な

お、中期計画・中期目標の策定ならびに検証にあたっては、多くの数値指標を用い、極

力“見える化”し、客観的でわかりやすい表現として教職員に周知している。 

   学校法人の管理運営に関する意思決定は、理事会が担っており、理事会の職務権限の委

任については、「学校法人慈恵大学理事会業務委任規則」を定めている（資料9(1)-5）（資

料9(1)-6）。理事会は、理事長並びに学長、附属病院長の他、理事長が選任した法人の教

員７名及び職員２名、評議員のうちから選任された2名、学識経験者2名～3名の15名～16

名で構成されており、法人と大学とで十分な意見調整がなされ、教学の意見が理事会に

反映される組織となっている。また、理事長及び理事のうち、常勤の理事をもって構成

する常任理事会（原則月１回開催）では、教学組織及び病院に関する懸案事項を協議し、

意思疎通を図っている（資料9(1)-7）（資料9(1)-8）。 

主な審議事項は予算、借入金、財産処分、事業計画、寄附行為の変更、予算外の新たな

義務の負担又は権利の放棄、解散、合併等である。なお、法人運営を円滑に行うため、
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平成 18 年(2006 年)度から理事長の諮問機関として法人運営会議を設置し、原則として毎

週 1 回開催している。また、法人運営に係る諮問機関として設置する評議員会は、定例

会を毎年 3 月及び 5 月に、その他必要に応じて臨時会を開催している（資料 9(1)-9）。 

教学組織（大学）の意思決定機関である教授会は、学則 45 条ならびに東京慈恵会医科

大学全学教授会規程第 2 条により本学の専任教授をもって構成されている（資料 9(1)-10）。

併せて東京慈恵会医科大学全学教授会規程第７条により、教育研究に関する事項を審議

するため、医学科と看護学科にそれぞれ教授会議を置いている（資料 9(1)-11）（資料

9(1)-12）。教授会の権限・責務は、医学科教授会議規程及び看護学科教授会議規程により

定められている。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。その審議事項は、学生の入学、卒業及び課程

の修了に関する事項、学位の授与に関する事項、学則の変更に関する事項、講座等の設

置及び廃止に関する事項等である。 

  

（２）明文化された規程に基づいて管理運営を行っているか。 

［関係法令に基づく管理運営に関する学内諸規程の整備とその適切な運用］ 

本法人が設置目的に沿って学校運営を行い、社会的使命と責任を全うするため、関係

法令等を遵守し、当該法令等に基づき法人の管理運営に関する諸規程を整備している。

諸規程の管理は法人事務局総務部総務課が行っている。これらの規程は学校法人慈恵大

学規程集として取りまとめ、全教職員が閲覧可能な環境を構築している。また、規程の

新規制定や改正等を実施した場合は速やかに更新し常に最新の情報を提供するため、学

内イントラネットに規程集をアップロードし、速やかに対応できる環境を整えている。

加えて、監査室において、「学校法人慈恵大学内部監査規程」に基づき内部監査を実施し

ている（資料 9(1)-13）。これにより関係諸規程遵守の状況を確認するなど、内部統制機能

の向上に繋げている。 

 

[学長、研究科長および理事等の権限と責任の明確化] 

本学は単科の医科大学であるため、医学部長の職務は置かず、学長がその任を務めて

いる。研究科長は東京慈恵会医科大学大学院学則 13 章第 13 条により、学長が原則とし

て研究科長を兼務することになっている。学長の責務は、学校法人慈恵大学理事会業務

委任規則（資料 9(1)-5）及び学校法人慈恵大学業務執行及び組織に関する規則（資料

9(1)-14）により定められている。理事等の責務についても、同規則により定められてい

る。 

 

[学長選考および研究科長の選考方法の適切性] 

学長、副学長、医学科長、看護学科長の選出方法は、各選任規程により選出されてい

る。学長は全学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（資料 9(1)-15）～（資料 9(1)-20）。 
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（３）大学業務を支援する事務組織が設置され、十分に機能しているか。 

 １）事務組織の構成 

本学は医師ならびに看護師の養成を目的に設置された医科大学であり、教育・研究・

診療を主たる事業として運営されている。事務組織はこの事業が円滑に運営されるよう

組織され、それぞれの部署で業務分掌が定められている（資料 9(1)-21）。また、大学の事

業計画に基づき部署の目標が設定されており、毎年達成状況の検証を行っている。 

 

２）人員配置の適切性 

各部署の配置人数は、業務量に応じて毎年検証される定数に基づき決定されている。

年度途中での退職者があった場合は、必要に応じて人員の補充をしている。また、年度

途中での欠員が生じることを防ぐため、例年退職調査を実施し、翌年度に向けた要員計

画を策定している。 

 

３）事務組織の改編 

各組織に関連する事務・事業の合理化及び効率化を図り、併せて組織機能の目的をよ

り明確にするため、必要に応じて組織改編を検討し実施している。 

①法人事務局 

・事務執行の責任を明確にして、事務組織の組織的・効率的運用を図るために、大学の

事務執行統括責任者として、事務局長を置いた。 

・人事部門（人事課・ナース就職支援室・給与厚生課）の機能強化を図るため、教員・

医師人事室を理事会スタッフ部門から総務部へ移設した。 

②大学事務部 

・臨床研究の支援強化を図るため、臨床研究支援センターを新設した。 

③病院事務部 

・チーム医療の一端を担い、業務の効率化を図るために、病棟クラーク業務と業務課

保険請求業務の統合、医師事務支援及び研究支援の強化等を実施した。 

④その他 

・新病院建設工事及びこれに付随する関係施設整備等に係る事務管理体制強化を図る

ため、西新橋再整備準備室を新設した。 

以上の通り、適宜必要に応じて事務組織の改編を行うことで、事務業務は適切かつ円

滑に遂行されている。 

 

４）職員の採用・昇格等に関する適切な運用 

①事務職員の確保については、就業規則及び定年退職職員の定年後継続雇用に関する規

程等に基づき、適切に採用活動を行っている（資料 9(1)-22）（資料 9(1)-23）。応募者数

は潤沢であり、例年安定的に採用者を確保できている。採用については、一般教養試

験と実務能力検査及び性格検査を実施し、数回の面接を経て、総合的な判断により採

用を決定している。期待する職員像は、「向上心」「やり抜く力」を備え、チームワー

クを大切にし、自ら考え迅速に行動できる人材である。また、大学を取り巻く経営環

境変化を迅速に察知し、事業や業務の変革に対応できる能力が求められる。このよう
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な人材を育成することと業務の効率化を図るために、平成 26 年(2014 年)度より労働生

産性向上活動に取組んでいる。 

②事務職員の昇級等については、職員等の職能資格等級制度に関する規程に基づき、毎

年度の各部署所属長からの人事考課の結果をもとに実施している。なお 7 等級以上へ

の昇級については、昇級試験と面接を行い決定している。職員等の資格等級制度は、

職務の内容及び職務遂行能力の難易度により、職能資格等級を 1 等級（下位）から 11

等級（上位）までの 11 段階の等級階層に区別している（資料 9(1)-24）。 

 

（４）事務職員の意欲・資質の向上を図るための方策を講じているか。 

本学では個々の職員の成長と大学の発展を目指し、「職員の育成」と「評価結果の処遇

への反映」を目的とした人事考課制度を導入している。職員の育成は目標管理を中心に

行っている。個々の職員は毎年度の業務目標を「目標管理・成果評価シート」を用いて

策定し、このシートを活用して評価者と年間 3 回の面接（目標・中間・育成）が実施さ

れる。上司と部下との積極的な対話を通して各職員の目標を明確にした上で、目標達成

に向けた取組を通じて能力開発を図っている。一方、評価結果の処遇への反映に関して

は、成果評価と行動評価の 2 段階の評価で構成される人事考課を行っており、この結果

は昇級・昇進（役職位任命）、降級、賞与、人事異動などの処遇に反映している。また、

結果は本人にフィードバックしており、各職員の目標達成への動機づけとなっている。 

事務員職員（SD）の研修体制については、全職種を対象として、新入職員研修（年 4

回）、入職 2 年目研修、同 3 年目研修、新 4 等級研修（3 日間）、リーダー研修（2 日間）、

マネジメント研修・アセスメント研修（2 泊 3 日）などの階層別研修を定期的に実施して

いる（看護師は別途実施有）。大卒事務職員については就職前の内定者研修や一般職から

監督職に昇級する前にステップアップ研修なども合わせて行っている。業務課事務職員

については、本学独自の制度である「慈恵・認定医療事務養成コース」によりスキルア

ップを図っている。また、自己啓発援助制度規程に基づく通信教育・公開講座の受講の

支援やメンタルヘルス、医療安全・感染対策に関する講習会の開催についても計画的に

行っている。更には、事務員を対象としたキャリア申告シートを運用しており、各職員

が希望する自らのキャリアプランを人事課に毎年申告し、人事異動の参考資料として活

用されている。教職員アンケートも毎年実施されており、多くの職員の声を経営層が理

解し、大学運営の指針とされている（資料 9(1)-25）。 

 

２ 点検・評価 

●基準 9-1 の充足状況 

大学の理念・目的の実現に向けて、中期目標・中期計画を策定し詳細なアクションプラ

ンと、年度ごとの事業計画を掲げている管理運営方針が明確に定められている。大学運営

方針と各個人の目標達成のための意識のベクトルあわせを行っているなど、事務職員の意

欲・資質の向上を図るための方策が講じられており、評価できる。以上から十分に基準 9-(1)

を充足している。 
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（１）効果が上がっている事項 

①各年度の事業計画については、年度当初からその目標に沿って活動できるよう、早め

に策定を完了し、学内へ周知している。これをもとに各部署では業務目標(バランスト

スコアカード：BSC)を作成する等活性化が図られている。 

②目的達成のための進捗管理については、定期的に確認の依頼メッセージを発信し、次

年度目標設定を含めた効率的な PDCA が実現できている。 

③教職員アンケート調査を実施し、教職員の声を取り入れ、大学・病院全体の改善に取

り組んでいる（資料 9(1)-26）。 

④事務職員の意欲・資質向上の一環として、人事考課制度に目標管理を取り入れている

が、大学の事業計画に基づき策定された部署の目標から、各職員が担当業務にそって

個人の目標を設定しているため、個人の目標達成が大学・部署の目標と連動すること

により、大学の発展に繋がっている。 

 

（２）改善すべき事項 

①部署間で目標のカスケード及び管理についての理解度にバラツキがある。大学の理

念・使命・目標を積極的に理解できるような対策を講じる必要がある。 

②人事考課において、評価者によって評価基準にばらつきが見受けられるため、評価者

研修の実施や人事考課ハンドブックの改訂などにより精度向上に努める必要がある。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

①教職員の目標管理制度と連動したことにより、法人全体の目標との関連、部門内での

情報共有が図られる。 

②平成 26 年（2014 年）度より、労働生産性向上活動を開始し、各職場にて業務の効率

性を高めるべく取り組んでいる。各職員とも業務改善に関する意識が高まりつつあり、

将来的には、業務効率の向上により 1 日 20 分の時間創出を目標に掲げ、学内全体で事

業推進している。 

 

（２）改善すべき事項 

①現在の中期目標・中期計画は、教育、研究、診療、法人運営に亘るため、幅広い項目

とさらに対象期間が 6 年間と長期間となっているため、アクションプランも含め詳細

になりすぎている。目標達成よりも膨大な検証作業が主となってしまっては、本末転

倒である。大学の理念、目的の実現のために、法人全体の目標がカスケードされ、教

職員のベクトル合わせに有効となるよう、簡潔で分かりやすい中期目標・中期計画に

修正を図る予定である。毎年実施している教職員アンケートにて不満度が高い項目に

ついては、随時検討して改善を図っていく。 

②人事考課の制度向上については、計画的な評価者の育成が必要不可欠である。そのた

め、評価者研修を階層別研修の一環として組み入れ、一定等級者以上全員が共通の認

識を持てる仕組み作りに努める。 
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４ 根拠資料 

資料 9（1）-1 学校法人慈恵大学 行動憲章 

資料 9（1）-2 学校法人慈恵大学寄附行為 (既出 資料 3-2) 

資料 9（1）-3 学校法人慈恵大学 寄附行為施行規則 (既出 資料 3-3) 

資料 9（1）-4 学教法人慈恵大学 中期目標・中期計画・平成 27 年度事業計画 

資料 9（1）-5 学校法人慈恵大学理事会業務委任規則 

資料 9（1）-6 学校法人慈恵大学理事会会議規則 

資料 9（1）-7 学校法人慈恵大学常任理事会設置規則 

資料 9（1）-8 平成 27年度学校法人慈恵大学役員 

資料 9（1）-9 学校法人慈恵大学 法人運営会議規程 

資料 9（1）-10 東京慈恵会医科大学全学教授会規程 (既出 資料 1-13) 

資料 9（1）-11 東京慈恵会医科大学医学部医学科教授会議規程 (既出 資料 1-11) 

資料 9（1）-12 東京慈恵会医科大学医学部看護学科教授会議規程 (既出 資料 1-12) 

資料 9（1）-13 学校法人慈恵大学内部監査規程 

資料 9（1）-14 学校法人慈恵大学業務執行および組織に関する規則 

資料 9（1）-15 東京慈恵会医科大学学長選任等規則 

資料 9（1）-16 東京慈恵会医科大学学長候補者選挙に関する内規 

資料 9（1）-17 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科長選任等規程 

資料 9（1）-18 東京慈恵会医科大学 副学長選任等規程 

資料 9（1）-19 東京慈恵会医科大学医学部医学科長選任等規程 

資料 9（1）-20 東京慈恵会医科大学医学部看護学科長選任等規程 

資料 9（1）-21 学校法人慈恵大学 事務業務分掌規程 

資料 9（1）-22 学校法人慈恵大学 就業規則 

資料 9（1）-23 定年退職職員の定年後継続雇用に関する規程 

資料 9（1）-24 職員等の職能資格等級制度に関する規程 

資料 9（1）-25 職員の自己啓発援助制度規程 

資料 9（1）-26 学校法人慈恵大学 教職員アンケート報告書【速報版】 

資料 9（1）-27 事業報告書 平成 26 年度 (既出 資料 2-12) 
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（消費収支計算書） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
帰属収入 899.7 928.9 970.6 979.2 982.3

内、学生生徒納付金 27.7 27.9 28.4 29.9 30.4
　   医療収入 800.2 829.2 867.0 876.0 878.2
　   寄付金・補助金 51.9 52.1 55.1 53.2 47.9
　   その他 19.9 19.7 20.1 20.1 25.8

消費支出 833.4 873.2 928.8 896.4 934.7
内、人件費 368.4 375.0 394.8 387.5 400.6
　   医療経費 285.2 306.1 315.5 321.5 327.3
　   その他 179.8 192.1 218.5 187.4 206.8

帰属収支差額 66.3 55.7 41.8 82.8 47.6

現金・預金・有価証券残高 468.5 516.8 588.3 640.4 659.6

（単位：億円）

第９章 管理運営・財務 

（2）財務 
１ 現状の説明 

（１）教育研究を安定して遂行するために必要かつ十分な財政的基盤を確立しているか。 

本学は第一次中期計画・中期目標（平成 19 年(2007 年)度～平成 24 年(2012 年)度）に

おいて「Ⅲ．財務の改善に関する目標」具体的には「１．収支改善・外部資金獲得に関

する目標」「２．経費の抑制に関する目標」「３．資産の運用管理の改善に関する目標」

を掲げ、安定した財務基盤の確立に努めた結果、順調に内部留保を積み上げることがで

きた。また、第二次中期計画（平成 25 年(2013 年)度～平成 30 年(2018 年)度）において

も同じ目標を掲げ 、引続き安定した財務基盤の確立に努めている。（資料 9(2)-1）～（資

料 9(2)-7） 

 

①現状の説明 

〇財務推移（資料 9(2)-8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利益に相当する帰属収支差額は、平成 22 年(2010 年度)と平成 24 年(2012 年)度の診療報酬

プラス改定の効果で平成 25 年(2013 年)度まで順調に増加してきたが、平成 26 年(2014 年)

度は消費税増税に伴う「控除対象外消費税」負担の増加により減益となった。 

尚、平成 24 年(2012 年)度の帰属収支差額が少額となったが、要因は旧青戸病院取壊しに伴

う除却損を 26 億円計上したためで、実質的な帰属収支差額は 67.8 億円である。 

〇中・長期的な財務計画の立案 

本学は 4 つの病院を持っており、大学関連の建物や教具等の設備投資に加え、病院関連の

建物や医療器械の設備投資を行う必要がある。このため、毎年長期資金計画（期間 15 年間）

を作成し、将来の設備投資の実現可能性について、8 月に開催される夏季常任理事会におい

て検討を行っている。（資料 9(2)-9） 

長期資金計画の策定にあたっては、収入面では学納金、寄付金、補助金、医療収入等の見

通しを、支出面では人件費、教育研究経費、医療経費、建物・システム・医療器械・教具

等の設備投資等の見込みを関係各部署から提出して貰い、財務部が取り纏めている。 
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（消費収支ベース） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

寄付金 1,398 1,260 1,427 1,223 976

特別寄付金 828 902 1,003 913 784

一般寄付金 294 302 313 270 162

現物寄付金 276 56 111 40 30

補助金 3,797 3,952 4,086 4,095 3,812

国庫補助金 3,269 3,659 3,858 3,974 3635

（内、経常費補助金） (2,967) (3,414) (3,396) (3,464) (3,296)

地公体補助金 528 290 226 120 175

学術研究振興資金 3 2 1 2

受託事業収入 471 463 514 482 475

科学研究費補助金（直接経費） 444 433 392 391 423

合計 5,666 5,675 6,027 5,800 5,263

（単位：百万円）

文部科学省研究費補助金 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
採択件数（新規＋継続） 128 144 154 159 159
補助金金額（直接経費） 166 208 222 230 256

厚生労働省研究費補助金 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度
採択件数（新規＋継続） 58 48 42 46 52
補助金金額（直接経費） 278 225 163 179 187

採択件数　   合計（件） 186 192 196 205 211
補助金金額　合計（百万円） 444 433 385 409 443

（単位：件／百万円）

この長期資金計画を基に次年度の予算策定方針を定めることにより、長期的な視点で教育

研究資金や設備投資資金の確保と、安定した財政基盤維持の両立を図っている。 

平成 27 年(2015 年)度からは本院外来棟の建替えを主目的する「西新橋キャンパス再整備計

画」が開始され、大きな投資が見込まれる。加えて、西新橋キャンパス再整備の完了以降

も、第三病院改築、国領校改築、大学本館建設と大型の建物投資が続く見込みであり、平

成 26 年(2014 年)度から平成 40 年(2028 年)度までの 15 年間で約 1400 億円の設備投資が見

込まれている。斯かる巨額の投資を実現するためには、強靭な財務基盤の構築と着実な長

期計画の実現が必要であり、長期計画の立案とフォローには常に注意を払っている。因み

に、西新橋キャンパス再整備に向けて平成 17 年(2005 年)度から平成 26 年(2014 年)度まで

の 10 年間に蓄積した内部留保は 354 億円であった。 

〇科学研究費補助金、受託研究費等外部資金の受入状況 

外部資金の受入状況は以下の通り（資料 9(2)-10）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年(2012 年)度まで外部資金の受入金額は増加傾向にあったが、平成 25 年(2013 年)

度と平成 26 年(2014 年)度は連続して減少した。最大の減少要因は寄付金の減少。寄付金の

内、特別寄付金の減少が大きくなっているが、これは企業からの奨学寄付金が減少したた

めである。平成 26 年(2014 年)度の減少要因としては補助金減少の影響も大きい。特に、経

常費補助金の減少が顕著であった。科学研究費補助金については堅調に推移している。 

文部科学省科学研究費補助金・厚生労働省科学研究費補助金の合計採択件数並びに金額（直

接経費）の推移は以下の通りである。 
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区　　　　　分 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

消費収支関係財務比率（単位：％）
①消費支出比率　　　　　 （消費支出/帰属収入） 92.6% 94.0% 95.7% 91.5% 95.2%
②学生生徒等納付金比率 （学生生徒等納付金/帰属収入） 3.1% 3.0% 2.9% 3.1% 3.1%
③寄付金比率　　　　　　　 （寄付金/帰属収入） 1.6% 1.4% 1.5% 1.2% 1.0%
④補助金比率　　　　　　　 （補助金/帰属収入） 4.2% 4.3% 4.2% 4.2% 3.9%
⑤医療収入比率　　　　　 （医療収入/帰属収入） 88.9% 89.3% 89.3% 89.5% 89.4%
⑥人件費比率　　　　　　　 （人件費/帰属収入） 41.0% 40.4% 40.7% 39.6% 40.8%
⑦教育研究経費比率　　　 （教育研究経費/帰属収入） 46.2% 48.2% 47.6% 47.6% 49.1%
⑧帰属収支差額比率　　　 （100％-消費支出比率） 7.4% 6.0% 4.3% 8.5% 4.8%
貸借対照表関係財務比率（単位：％）
⑨流動比率　　　　　　　　 （流動資産/流動負債） 379.5% 381.5% 374.5% 393.1% 438.9%
⑩固定比率　　　　　　　 （固定資産/自己資金） 87.7% 91.6% 89.1% 85.4% 81.4%
⑪固定長期適合率　　　　 （固定資産/（自己資金+固定負債）） 69.8% 70.5% 69.3% 68.2% 65.5%
⑫負債比率　　　　　　　　 （総負債/自己資金） 39.2% 43.6% 42.9% 38.8% 37.0%
⑬自己資金比率　　　　　 （自己資金/総資産） 71.8% 69.7% 70.0% 72.0% 73.0%

〇消費収支計算書関係比率及び貸借対照表関係比率の適切性について 

（資料 9(2)-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費収支計算書関係財務比率は、①消費支出比率は平成 25 年(2013 年)度迄、波はあるもの

の低下傾向にあったが、平成 26 年(2014 年)度は消費税増税に伴う「控除対象外消費税」負

担の増加により低下した。②学生生徒納付金比率⑤医療収入比率⑥人件費比率は安定して

いるが、③寄付金比率④補助金比率は、③は特別寄付金の減少④は経常費補助金の減少に

より低下傾向にある。 

貸借対照表関係財務比率は⑨から⑬の全てが良好な比率にあり、財務の安全性は高い。 

 

（２）予算編成および予算執行は適切に行っているか。 

〇予算編成の適切性と執行ルールの明確性、決算監査の方法・プロセスの適切性、 

予算編成方針は、8 月開催の夏季常任理事会で検討された長期資金計画を基に策定され、理

事長・学長以下のマネジメントの承認を受けて決定される。この予算編成方針に基づき、

各機関が予算単位毎に予算申請書を作成し、各機関長の承認を得て経理課に申請する。 

経理課は各申請内容を精査すると共に、設備投資要望については現地視察を行い、予算管

理規程に基づき編成作業を行う。（資料 9(2)-11）（資料 9(2)-12）編成された予算案は理事会

説明、評議員会諮問を経て、理事会の決議で決定される。 

予算決定後には、拡大教授会議、職員所属長会議等において財務部長が概要説明を行い学

内に周知する。さらに、大学公報、法人誌、インターネットホームページに開示される。（資

料 9(2)-13）（資料 9(2)-14） 

予算執行については、個々の事案毎に稟議承認を得た後執行される。尚、平成 26 年(2014

年)度より経理システムが更新され、予算単位毎に執行状況をモニタリングできるようにな

った。今後より厳格な運用が行われることが期待される。 

決算監査については、私立学校法第 37 条第 3 項に基づく監事による監査（資料 9(2)-15）、

私立学校振興助成法第 14 条第 3 項に基づく有限責任監査法人トーマツによる監査（資料

9(2)-16）、学校法人慈恵大学内部監査規程（資料 9(2)-17）に基づく監査室による監査が行
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われている。監事・監査法人・監査室間の情報交換は定期的に行われ、3 者は協力している。 

決算会計監査は有限責任監査法人トーマツが行うが、結果は監事並びに監査室に報告され、

監事より理事会、評議員会に報告される。尚、平成 26 年(2014 年)度より、有限責任監査法

人トーマツによる、本学の 100%出資法人である株式会社慈恵実業の監査も開始された。 

 

〇予算執行に伴う効果を分析・検証する仕組みの確立 

予算は、決算実績並びに過去実績との比較により適切性を検証している。加えて、平成 26

年(2014 年)度に経理システムが更新され、予算単位毎の執行状況モニタリングが可能にな

った。これにより今後更に厳格な運用が期待される。 

 

２ 点検・評価 

●基準 9-2 の充足状況 

本学は予算編成及び予算執行管理が適切に行なわれており、その結果として、教育研究

を安定して遂行するために必要な財政的基盤を確立しており評価でき、基準 9-(2)を充足し

ている。 

 

（１）効果が上がっている事項 

消費収支では、医療収入の増加を要因として平成 25 年(2013 年)度まで増加傾向にあった

帰属収支差額が平成 26 年(2014 年)度は消費税増税を主要因として減少した。但し、相応

の帰属収支差額は計上できており、結果的に貸借対照表関係財務比率が示す通り盤石な

財務基盤を維持している。 

予算編成は明確なルールに従って適切に行われている。また、予算内容については説明

会や各種媒体により、学内外に周知されている。 

監査については、監事は理事会と評議員会は勿論の事、監査法人と理事との意見交換会

や、監査法人の決算説明会に出席し、本学の業務及び財産の状況について問題がないか

監査を行っている。 

監査法人は会計監査とシステム監査が主体であるが、加えて、分院も含めた本学の業務

一般についても監査を行い、問題点があれば指摘し改善を促している。 

監査室の監査は公的研究費と公的補助金に係る監査が主であるが、監査法人の「覚書」

に対する対応状況の確認や、本学規程類の整備状況確認等の業務監査も行っている。 

これら其々の監査は互いに情報共有しながら、相互に補完関係にあり有効な監査となっ

ている。 

 

（２）改善すべき事項 

上述の通り平成26年(2014年)度の帰属収支差額は消費税増税を原因として減益となった。

消費税については平成 29 年(2017 年)4 月に再引上げが予想され、また、我が国の財政状

況を勘案すれは診療報酬のプラス改定も期待しづらい状況にある。診療報酬がプラス改

定されない場合でも安定的に帰属収支差額を計上するためには、経費の削減が重要とな

るが、経費削減については平成 25 年(2013 年)度に立ち上げたコストマネジメント・プロ

ジェクトを通じて、4 病院でコスト削減を推進している。 
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予算・実績管理の精緻化を進めている。平成 25 年(2013 年)度からスタートした第二次中

期目標・中期計画に「予算実績管理体制を強化して効率的な運用推進の仕組みを策定す

る」目標を掲げ、平成 26 年(2014 年)度の経理システム更新時に予算進捗をモニタリング

できる機能を持たせた。今後システムを有効に活用して予算実績管理の強化を図る計画

である。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

本学では今後大型の建築計画が控えており、計画を実現するためには長期的な視点での

資金計画が必要である。毎年 8 月の夏季常任理事会で検討される「長期資金計画」は本

学の現状を確認できる有益な資料であり、今後も精緻化していく。 

 

本学が永続的な発展を継続するためには、本学の長期的な施策を実現できる財務基盤を

固めることが必要である。このためには、長期的な資金計画の策定と、これに基づく予

算の編成、予算達成に向けた施策の推進、決算分析による問題点の把握と改善策の実現、

長期的な施策と資金計画の見直し、の PDCA サイクルを継続することが必要である。過

去5年間はPDCAサイクルが上手く機能し、安定した財務基盤を構築することができた。 

しかしながら、平成 26 年(2014 年)度からは本院を始めとする大型建築工事が開始され、

資金の流出も始まる。一連の建築工事を成功裏に進めるために、PDCA サイクルの継続

による実効性のある改善が必要である。 

 

（２）改善すべき事項 

長期資金計画においては、建物・システム・医療器械・教具等各種設備投資の検討が行

われるが、検討内容は費用面の検討が主体であり、収入の観点、即ち費用対効果の観点

からの検討が十分ではない。今後収入面データの緻密化をすすめる。 

 

平成26年(2014年)度に開始した西新橋地区再整備計画、続く第三病院改築、国領校改築、

大学本館建設は、本学創立以来 130 年の歴史の中でも最大級の事業である。一方、本学

を取り巻く環境は平成26年(2014年)度診療報酬の実質マイナス改定や消費税率引上げに

伴う「控除対象外消費税」負担の増加等、厳しい状況にある。この厳しい環境下で大事

業を成功させるためには、更なる収入増加と経費削減が求められる。このために適切な

予算策定・予算達成に向けた管理・決算分析による問題点の把握と改善を継続的に進め

ていく。 

 

４ 根拠資料 

資料 9(2)-1 事業報告書 平成 26 年度 (既出 資料 2-12) 

資料 9(2)-2 5 ヵ年連続資金収支計算書（大学部門） 

資料 9(2)-3 5 ヵ年連続資金収支計算書（法人部門） 

資料 9(2)-4 5 ヵ年連続消費収支計算書（大学部門） 

資料 9(2)-5 5 ヵ年連続消費収支計算書（法人部門） 
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資料 9(2)-6 5 ヵ年連続貸借対照表 

資料 9(2)-7 財産目録（平成 27 年 3 月 31 日） 

資料 9(2)-8 財務 計算書類（写）2010（平成 22）～2015（平成 27）年度 

資料 9(2)-9 平成 26 年度夏季常任理事会資料「常任 1」（長期資金計画の件） 

資料 9(2)-10 平成 27 年 5 月常任理事会資料 1「平成 26 年度決算概要」 

資料 9(2)-11 予算管理規程 

資料 9(2)-12 平成 27 年度予算について 

資料 9(2)-13 平成 27 年 4 月東京慈恵会医科大学公報 

資料 9(2)-14 The JIKEI 2015.Summer Vol.25  

資料 9(2)-15 独立監査法人の監査報告書 2010（平成 22）～2015（平成 27）年度 

資料 9(2)-16 監事の監査報告書 2010（平成 22）～2015（平成 28）年度  

資料 9(2)-17 学校法人慈恵大学内部監査規程 (既出 資料 9(1)-13) 
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第 10章 内部質保証 
１ 現状の説明 

（１）大学の諸活動について点検・評価を行い、その結果を公表することで社会に対する

説明責任を果たしているか。 

平成 6 年（1994 年）10 月に大学自己点検・評価委員会が発足し、平成 8 年（1996

年）1 月に「大学自己点検・評価規程」および「大学自己点検・評価委員会運営細則」

が制定された。これらの規程に基づき、自己点検・評価体制を整備し、定期的・継続

的に点検・評価に取組んでいる。平成 10 年（1998 年）・平成 11 年（1999 年）に大学

自己点検・評価書が作成された。その後、第三者評価を受けることが大学の活性化と

共に国際的な大学への第一歩と考え、(公財)大学基準協会の第三者評価を受け、冊子な

らびにホームページにも公開し社会 に対する説明責任を果たしている。 

①本学は、大学自己点検・評価報告書を 2009 年(平成 21 年度版)に作成し、(公財)大学基

準協会による平成 21(2009)年度の大学認証評価を受審した。その結果、「大学基準に適

合している」との認定を受け、認定期間は平成 22 年(2010 年）年 4 月 1 日より平成 29

年(2017 年）3 月 31 日までとなった。これら大学自己点検・評価報告書及び大学評価

（認証評価）結果はホームページにて公表している（資料 10-1）。(公財)大学基準協会

による大学評価は平成 14 年(2002 年)度にも実施され認定を受けており、創立以来 130

年以上にわたり卒業生たちにより培われてきた。 

  医学部医学科は、平成 25 年(2013 年)度に医学部医学科自己点検評価報告書を作成し、

医学教育分野別評価基準日本版に基づく外部評価を平成 26 年(2014 年)6 月 2 日～6 日

に受審した。本評価は東京慈恵会医科大学医学部医学科が自主的に行った評価である。

将来、国内の医学教育分野別認証評価制度が確立した際には制度のもとに検討される。

現時点で認証を保証するものではないが、現時点での我が国の医学教育の国際基準を

基に行われた外部評価審査であると考えている。この医学部医学科自己点検・評価報

告書については全国医学部に冊子を送付し、報告書及び外部評価結果はホームページ

で公表している（資料 10-2）。なお、附属病院では、日本医療機能評価機構による病院

機能評価を受審し、本院・第三病院・柏病院が認定医療機関として認められている。 

 

②情報公開の内容は、トップコミットメント、事業報告、財務報告、教育情報、社会貢

献、 大学基準協会による評価、医学教育分野別評価基準日本版に基づく外部評価など

についてであり、ホームページで情報公開している。トップコミットメントは、(1)理

事長挨拶、(2)行動憲章／行動規範、(3)コンプライアンスの取組の内容である。事業報

告は、(1)大学全体としての中期目標・中期計画・年度別事業計画、(2)学校法人、(3)

大学、(4)附属病院、(5)年度別事業計画に対する実施結果一覧の内容としている。財務

情報は、(1)年度別決算、(2)消費収支計算書、(3)資金収支計算書、(4)貸借対照表、(5)

財産目録、(6)監査報告書などの内容である。教育情報としては、医学部医学科・看護

学科・大学院医学研究科博士課程・大学院医学研究科看護学専攻修士課程における(1)

教育研究上の情報、(2)修学上の情報、(3)教員に関する情報の内容である。社会貢献に

ついては、(1)公開講座、(2)小・中・高校との連携、(3 )人権の尊重・労働環境の改善の
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内容としている。これらの情報公開により、多様化する社会的要請に応え、本学の現

状を広く正しく理解されるよう説明責任を果たしている。 

  (公財)大学基準協会の大学自己点検・評価の公表としては、本学のホームページの「情

報公開」に掲載している。また、コンプライアンスの取組のホームページにおいて、

公益通報制度の内容を掲載し、相談窓口の部署名、e メールアドレスを公開している。

（資料 10-1）（資料 10-3） 

学生の成績情報の開示については、保護者から成績開示を求められた場合、直接、保

護者からの申込みに対して回答は行っていない。学生本人の個人情報であり、申込み

は学生が行うように回答している。学生から試験結果の説明を求められた場合は、該

当試験の責任者又は学生部長が本人と面談し、説明を行っている。 また、入学試験の

点数の開示は医学科では、一次試験不合格者を対象に受験科目のすべての得点を合算

した結果を順位ランクと合わせて開示している（資料 10-4）。 

 

（２）内部質保証に関するシステムを整備しているか。 

①本学における内部質保証のシステムは、「大学自己点検・評価規程」、「大学自己点検・

評価細則」、「別表１.大学自己点検・評価委員会評価項目」及び「別表２．各機関等の

事務分担」に則り行われている（資料 10-5）（資料 10-6）。 

内部質保証に関するシステムは、大学自己点検・評価委員会を設置し、毎年、各部署

から提出される事業報告、教育研究年報をもとに、本学の目標・ビジョンと事業が一

致しているか点検・評価している。学生教育に関する具体的な自己点検・評価項目（カ

リキュラム内容・時間割など）は、教学委員会の下部組織であるカリキュラム・自己

点検評価委員会にて点検されている。医学研究科の自己点検機能は、大学院委員会、

研究科委員会が担当している。毎年行っている中期目標・中期計画の年度事業計画で

自己点検評価を行っている。また、平成 25 年(2013 年)に、国際基準に基づく医学教育

分野別外部評価受審よる自己点検評価に対応するため、教育センター内に「教育 IR 部

門」が新設された。教育 IR 部門は、教育分野の自己点検・評価に係るデータを蓄積し

ており、今後内部質保証を進めるうえで重要な役割を持つことが予測される。看護学

科は、看護学科教授会議のもと、大学自己点検･評価看護学科委員会を設置して、自己

点検･評価報告書の作成を行っている。 

 

②教職員のコンプライアンスについては、トップコミットメントとして行動憲章／行動

規範を掲げ全教職員に周知している。また、本学では学生及び全教職員を対象に、公

益通報制度を設け、職場内における法令や規則の違反行為ならびに倫理違反行為の早

期発見によるコンプライアンス(法令遵守)の促進、及びこれらによる被害者の保護を目

的に、安心して通報・相談ができる体制を整えている。これらを周知するため、カー

ド形式のお知らせ及び学内関係者のみが閲覧出来るイントラネットのトップページに

「公益通報・研究に関する不正・ハラスメント等相談窓口について」を掲載するなど

して広報している（資料 10-7）（資料 10-8）。 
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（３）内部質保証システムを適切に機能させているか。 

①本学は、中期目標・中期計画を策定し、そこから単年度の基本方針と重点施策が設定

され事業計画を立てている。その単年度事業計画は、学校法人、大学、附属病院の各

部門が目標を設定する。各部門は単年度事業計画に対する実施結果を年度終了後に大

学に事業報告として提出する。年度単位に各部門の事業報告をとりまとめ、学校法人

慈恵大学として「事業報告書」を作成している。教育・研究に関しては、毎年「教育

研究年報」を発刊し、医学科、看護学科の当該教育コース責任者等による自己点検評

価が行われている。また、附属病院においても毎年「病院年報」を発刊している（資

料 10-9）～（資料 10-13）。 

これら中期目標・中期計画、事業報告書、教育研究年報、病院年報は、学内の理事会、

教授会、評議員会、職員所属長会議において配付し、各分野の活性化、活動水準の向

上、改革に努めている。このように、教育、研究、診療、管理運営及び経営の各分野

について、点検・評価を実施して、本学の使命を果たすべく、内部質保証システムを

整備している。点検・評価の結果は BSC の形で作成され、本学の強み、弱みを見える

化して公表され、次年度の目標に繋げている。 

看護学科は、年度末の看護学科教授会議に年間の活動報告及び 2 年に一回自己点検･

評価の報告書の提出を促し、それに基づき大学自己点検･評価看護学科委員会で検討し、

今後に向けての対応等を関連委員会に提言している。全ての委員会から活動報告書及

び自己点検・評価の報告書が提出され、提言に対してもそれを受けてより良くするた

めの対応を検討しており、自己点検･評価を行うシステムとして機能している。 

 

②教育研究活動のデータベース化については、「教育研究年報」を 昭和 56 年(1981 年)

度より年 1 回発刊している。この年報は、大学、研究所等の年間活動全般にわたる概

要が網羅されており、年度単位における教育、研究業績の内容となっている。この冊

子は本学の教育、研究の拡大強化にも役立てるとともに学内外に広報することを意図

して作成しており、電子版として、本学の学術リポジトリのデータベースに登録し、

インターネットで閲覧できるようにしている。また、英文版として、「Research Activity」

を冊子として毎年発刊している（資料 10-14）（資料 10-15）。 

教員の教育、研究、診療、管理運営、社会貢献等の業績を「教員評価システム」にデ

ータベース化し、効率的に参照できるようにしている。教員・医師人事室が主管部署

となり管理運用が行われている（資料 10-16）。 

 

③学外者の意見の反映として、本学の年間活動全般にわたる概要が網羅されている事業

報告書を、文部科学省をはじめ、慈大父兄会、同窓会関係者及び他大学へ配布してい

る。本学の同窓会における各支部総会時に同窓会員からの大学への質問について、理

事長、学長、理事らが説明を行っている。また、医学科では年 2 回父兄会を開催して

おり事前に大学への質問を受け付け、父兄会の席上で各質問に対して学長から回答し

ている。また、看護学科では、平成 27 年(2015 年)度より学年別の「学生に関する情報

交換会」を開催し、事前の質問等に対して担当教員から回答している。 
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④認証評価機関等からの指摘事項への対応として、(公財)大学基準協会による平成 21 年

(2009 年)度の認証評価において、「大学基準適合」の認定評価を受けたが、この際、(公

財)大学基準協会より提言「助言 6 項目」「勧告 1 項目」について改善が求められた。

この提言を真摯に受け止め、(公財)大学基準協会に改善報告書を平成 25 年(2013 年)7

月に提出し受理され、ホームページに公開した（資料 10-17）。 

 

２ 点検・評価 

●基準 10の充足状況 

本学では、平成14年（2002年）度及び平成21年（2009年）度に(公財)大学基準協会の

相互評価を受審し、適合の認定を受けている。また、平成26年（2014年）の医学教育分

野別評価基準日本版に基づく外部評価を受審している。その活動結果は理事長・学長並

びに教授会議に報告すると共に本学ホームページに掲載し広く学内外に公表している。 

この自己点検・評価委員会は、3年を任期とする委員で構成され点検・評価が継続されて

いる。自己点検・評価委員会が点検・評価を行うことにより適切なPDCAサイクルを実行

できていることから基準10を充足している。 

 

（１）効果が上がっている事項 

大学の教育・研究・診療・管理運営の活動について、(公財)大学基準協会による大学認

証評価、医学教育分野別評価基準日本版に基づく外部評価、病院機能評価を受審し、認

定を受けている。これらの認定の基礎となる内部質保証システムとして、毎年度、事業

報告、財務報告、教育研究年報、病院報告等を作成して、点検・評価を機能させている。 

コンプライアンスについては、トップコミットメントとして教職員に周知が図られてい

る。これらの情報はホームページ、冊子の発行により社会に情報公開を行うとともに情

報公開請求窓口を公開して説明責任を果たしている。 

 大学の中期計画を、組織レベル・個人レベルでの自己点検・評価活動に繋げ、より機能

させるため、BSC を活用している。BSC 作成過程において、教職員が大学、部門の目指

す方向性の共通認識、それに伴う課題の共有に効果が上がっている。 

 

（２）改善すべき事項 

(公財)大学基準協会による大学相互評価、医学教育分野別評価基準日本版に基づく外部

評価、が行われた。これらの受審に際し、自己点検・評価報告書の作成に中心的な役割

を担った大学自己点検・評価委員会と、教育 IR 部門との協力体制がまだ確立されていな

い。今後、機関別認証評価と医学教育の分野別質保証のための自己点検評価とをどのよ

うに組み合わせていくか、医学部単科大学として効率的な自己改善のための内部質保証

システムを検討していかなければならない。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

大学の中期計画を、組織レベル・個人レベルで自己点検・評価活動に繋げる BSC 導入

により、教職員の課題共有については効果が上がっているが、さらに、組織レベル・個
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人レベルの成果の共通認識に繋げられる。 

看護学科は、看護学分野別認証制度の確立後、外部評価受審に向け、看護学科教授会議

の下部組織である大学自己点検･評価看護学科委員会が中心となり、自己点検・評価報告

書の作成を行うこととしている。 

 

（２）改善すべき事項 

大学全体が、理念、使命を果たすべく、主体的に諸活動の点検・評価を行うことが重

要である。主体的な内部質保証システムは始まったばかりである。効率的な自己改善の

ための内部質保証システムを検討していかなければならない。医学教育分野別の内部質

保証活動、今後受審する看護学教育分野別の内部質保証活動、病院機能評価の内部質保

証活動について、(公財)大学基準協会による機関別認証評価活動と連携させていくための

教員と職員の体制作りの検討を始めなければならない。今後の内部質保証の在り方を検

討し、大学に関わる社会的ニーズを明らかにし、それに応じたデータ内容や分析法につ

いて情報発信するためのデータベース・フォーマットを構築する。データを収集・整理

して活用できる形にしておくため、日常からデータを集約するためのデータベース・フ

ォーマットの検討を始める。 

 

４ 根拠資料 

資料 10-1 東京慈恵会医科大学 自己点検・評価報告書平成 21(2009)年度の大学 

相互評価ホームページ http://www.jikei.ac.jp/univ/jikoten/index.html 

資料 10-2 東京慈恵会医科大学 国際基準に基づく医学教育分野別外部評価受審 

について http://www.jikei.ac.jp/news/gaibuhyouka.html  

資料 10-3 学校法人慈恵大学 コンプライアンスの取り組み 

ホームページ http://www.jikei.ac.jp/jikei/compliance.html 

資料 10-4 東京慈恵会医科大学 医学部医学科入学試験の成績開示申請について 

http://www.jikei.ac.jp/univ/igaku/exam/seisekikaiji.html 

資料 10-5 大学自己点検・評価規程 

資料 10-6 大学自己点検・評価委員会運営細則 

資料 10-7 学校法人慈恵大学イントラネットトップページ 

資料 10-8 公益通報・研究に関する不正・ハラスメント等相談窓口について 

資料 10-9 学教法人慈恵大学 中期目標・中期計画および平成 27 年度事業計画 

(既出 資料 9(1)-4) 

資料 10-10 事業報告書 平成 26 年度 (既出 資料 2-12) 

資料 10-11 東京慈恵会医科大学 教育・研究年報 2013 (既出 資料 2-13) 

資料 10-12 2014 年度 病院年報 

資料 10-13 内部質保証の現況 

資料 10-14 学術リポジトリ http://ir.jikei.ac.jp/  

資料 10-15 Research Activity 

資料 10-16 教員評価委員会答申（教育評価システム）(既出 資料 3-31) 

資料 10-17 大学基準協会からの「改善報告書」の検討結果について 

http://www.jikei.ac.jp/univ/jikoten/index.html
http://www.jikei.ac.jp/news/gaibuhyouka.html
http://www.jikei.ac.jp/jikei/compliance.html
http://www.jikei.ac.jp/univ/igaku/exam/seisekikaiji.html
http://ir.jikei.ac.jp/
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資料 10-18 東京慈恵会医科大学 TOP ホームページ情報公開の 

URL（財務の情報公開）(既出 資料 1-10) 

http://www.jikei.ac.jp/jikei/finance/index.html 

資料 10-19 教育情報の公表状況を示す資料・公開 HP の URL 

http://www.jikei.ac.jp/jikei/finance/finan_other.html 
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Ⅲ．終  章 
1. 理念・目的、教育目標の大学全体の達成状況 

「病気を診ずして病人を診よ－すなわち、病者に慈愛の心を持って接し一人の人間とし

て診ること、病者の置かれている環境を考慮し包括的に診ることが大切であり、病者の

治療には医の心を持った医師だけでなく、看護の心を持った看護師が医師とともに働く

ことが重要である（医師と看護師は車の両輪の如し）」との学祖・高木兼寛の理念に基

づき、本学は質の高い医師と看護師を育成し、医療を支える医学・看護学研究を推進す

るために時代の要請に応じて継続的に大学改革を行ってきた。 

 医学部医学科教育は、6 年間を通して医学的基礎知識を修得する医学総論をベースと

して、教養教育・基礎医学・社会医学・臨床医学から成り、基礎医学・社会医学・臨床

医学は、コース・ユニット制を採用した本学特有のカリキュラムである。また、セミナ

ー形式の教養教育、地域で学ぶ参加型体験実習、医学科学生と看護学科学生の共修、チ

ーム医療の実践者を育成するためのワークショップなど、特色ある教育を提供している。

医学部看護学科教育は、医学科と共修の必須科目である医療基礎科目から始まり、教養

教育科目・看護専門基礎科目・看護専門科目で構成され、専門知識・技術に加えて人の

命を尊び、人の心を大切にする豊かな感性をもつ看護師が育つようにカリキュラムが構

築されている。医学科及び看護学科は教員及び教育環境に恵まれ、充実した教育を提供

している。 

 大学院教育については、平成 21 年(2009 年)に(公財)大学基準協会を受審した際の評

価結果を受けて、医学研究科博士課程のシラバスに成績評価基準を掲載し明確化した。

医学研究科看護学専攻修士課程は、「全人的に捉えることのできる人間的に優れたよき

医療人を育成することを基本方針とし、看護職者の知識、技術、看護実践の統合力を養

い成長させる」とのカリキュラムポリシーを設定し、平成 21 年(2009 年)4 月に開講し

た。開講当初から、医学研究科博士課程の(公財)大学基準協会受審結果を反映させて教

育目標、教育課程の編成・実施方針を策定したため、今回の自己点検・評価では概ね良

好である。 

 大学全体としては、教育関係、学生関係、管理運営・財務関係すべての面で、当面満

足できる基準に達している。 

 

2. 優先的に取り組むべき課題 

 第一の課題は、「学校法人慈恵大学 中期目標・中期計画」の見直しである。中期目標・

中期計画は、教育、研究、診療、法人運営に亘る幅広い項目が設定され、また対象期間

も 6年間と長いため、内容が詳細になり過ぎている。今後、簡潔で分かりやすい「中期

目標・中期計画」に修正する必要がある。第二の課題は、西新橋地区再整備計画に当た

って、建物・システム・医療機器・教具等各種設備投資の検討が行われているが、費用

対効果の観点から十分に検討されていない。今後、収入面データの緻密化を計る必要が

ある。第三の課題は、大学自己点検・評価委員会と教育 IR 部門との協力体制が確立さ

れていないことである。教育関係の内部質保証を担保するためには、早急な協力体制の
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確立が必要である。法人運営については、内部質保証システムが稼働し始めている。し

かし、より効果的な内部質保証システムを構築するためには今後も模索が必要である。

第四の課題は、医学部医学科 4 年生対して平成 27 年(2015 年)4 月から導入された臨床

実習拡充新カリキュラム（臨床実習を 75 週に拡充）の確立と改善である。平成 28 年 9

月からは、5 年生に対してクリニカルクラークシップが開始される。今後、改善点を明

確にし、迅速に対応していく必要がある。 

 

3. 今後の展望 

平成 26 年(2014 年)度から開始された西新橋地区再整備計画、続く第三病院改築、国

領校改築、大学本館建設は本学創立以来 130 年の歴史の中でも最大級の事業である。西

新橋地区再整備が完成した暁には、高い教育機能を備えた病院として生まれ変わるため、

本学の医学生や看護学生の教育はもちろんのこと、他教育機関の学生教育や地域医療人

の再教育、交流の場として活用されることを目指していく。全人的な医学・医療を実践

できる医師や看護師を育成するためは、教育センターと臨床研修センターが緊密な連携

をとり、教学委員会を中心とした関連委員会をサポートし、同時に病院内の関連部署と

も連携して、卒前、卒後の一貫教育を実現する必要がある。 

 

4. 後記 

今回、(公財)大学基準協会の受審に当たり、本学全体を再点検した。各項目を点検し

てみると、いくつかの項目で改善が必要なことが明らかになり、点検・評価の重要性、

必要性を強く認識した。今回の点検・評価で明らかになった改善項目を着実に改善する

ように努め、今後とも本学の使命を果たすべく教職員が一丸となり鋭意努力を重ねる所

存である。 

 

大学自己点検・評価委員会 

委員長  柳澤 裕之 

 


