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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。 

 



- 110 - 
 

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。 
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