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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    

 

 

 

 

 

 

 


