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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



- 33 - 
 

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）。 



- 37 - 
 

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 
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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
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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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


