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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 
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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）  
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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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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） 
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