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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。 
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