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第６章 学生支援 
１ 現状の説明 

（１）学生が学修に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう学生支援に関する

方針を明確に定めているか。 

学生が学修に専念し、心身ともに安定した学生生活が送ることができるよう、学生部

長、アドバイザーの配置、学生保健指導委員会、教学委員会等や教員のオフィスアワー

の設置、6 年間を通してのきめ細かい学生支援を方針としている。 

学生生活を送る上での連絡事項・情報提供、学生の心身の健康保持・増進、ハラスメ

ントの防止、安全・衛生、奨学金制度等の学生生活に関する事項について、学生便覧等

に明記している（資料 6-1）。 

 社会の変遷と中等教育課程の変遷の中で、学生の個人的問題も背景も共に大きく変化

し続けている。この認識から各分野について、個々の多様性を尊重しながら新たな問題

を見逃さずに随時対応できる複数の支援システムを緩やかで柔軟な連携のもとに運用し

ている。問題の対処が遅れた事例があれば、教学委員会が報告を受け、態勢の柔軟性の

欠陥に対して再発防止措置を施している（資料 6-2）。 

  具体的には、学生部長の他に各学年に学生アドバイサーが配置され、履修上の問題、

生活上の問題等について相談にのっている。また、健康維持に関しては、学生保健指導

委員会がこれに当たり、メンタルヘルスに対する相談にはカウンセラー（臨床心理士）

を配している。学生支援に関する学内機関として、教学委員会、学生保健指導委員会を

設置、さらに学生の要望を大学が直接聴く機会として年 2 回、学生会と教学委員会との

懇談会を開催している。 

 

（２）学生への修学支援は適切に行われているか。 

医学科では、初年級における修学上の困難の一つは高等学校での理科の履修科目の違

いによるものであり、物理・化学・生物の中での未履修科目に対して自然科学入門演習

として補充教育を行っている。この演習は 1 年生の自然系科目（生命基礎科学）に対す

る準備・補習に加えて、未履修科目に対する関心と興味を喚起して、当該科目分野で二

年時以降に求められる内容を自己学習するための基礎力を育むことを目的としている

（資料 6-3）。とはいえ 2 年生の課程においても物理化学から生理への架け橋をかける科

目（自然と生命の理）では、物理未履修者の多くが生物で生理の内容の多くを履修して

いることを利用して、物理の素養を前提としない課程を組んで就学の困難の緩和を図っ

ている（資料 6-4）。この他、生活支援として後に詳述するアドバイザー教員、教育セン

ター教員、医学教育研究室教員、学生部長とその補佐グループもまた積極的に修学上の

相談も受け付けて成績不良者には修学上のアドバイスを提供しており、学生相談室の臨

床心理士もまた学修上の相談も受け付けている（資料 6-5）。 

留年者の修学支援には、学生部長とその補佐グループから本人の要望に応じて個別の

支援者を充てている。進級試験の時期には多くのストレスがかかることから、必要に応

じて保証人との連携も取りながらさらに厚い支援体制を提供している。退学者に対する

復学の制度はなく、退学者とのやり取りは個人的なものを除いて実施してない。国家試
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験不合格者の修学支援には、医学教育研究室教員が主にあたっている。 

障がい学生の修学支援についてはいまだ経験を持たない。しかし、必要があれば障が

いの内容に応じた履修可能な代替カリキュラムを組むことについて教学委員会で合意が

形成されている（資料 6-6）。 

経済的な事由で修学に困難をきたす学生の支援のために、慈恵大学奨学金を含めた大学

独自の奨学金三種類（うち一つは給付型）を用意し、他に地方自治体による奨学制度、

学生支援機構による奨学制度、民間団体による周産期系を志望する学生のための奨学金

制度（給付型）、大学提携の銀行の教育ローンを斡旋している。これらを各学年の成績上

位者の授業料減免の特待生制度と併せて、学生の事情と必要に応じた多くの選択肢が提

供されている。また、6 年生に海外での実習を希望する学生のために慈恵医師会による奨

学制度もある（資料 6-7）（資料 6-8）。 

 

  看護学科では、教学委員会と学生委員会が連携を取り、留年者及び休・退学者の状況

把握に努めるとともに、適時学生及び父母との面接を実施し、個別支援を行っている。

補習・補充教育に関しては、その必要性及び妥当性について当該科目責任者及び教学委

員会において検討した上で適切に実施されるよう保証している。障がいのある学生に対

しては、個別の状況に合わせた就学支援体制を教学委員会及び臨地実習委員会で検討し、

各科目でそれが実現されるよう体制を整え、実施している（資料 6-9）。 

奨学金等の経済的支援措置としては、成績優秀者に対する特待生制度を設けており、看

護学科では入学時の成績上位入学者 2 名に対して授業料の全額免除を、2 年以上の各学年

成績上位者 2 名に対し、授業料の半額免除を行っている（資料 6-10）。また、経済的な理

由により就学が困難な学生に対しては、学資資金をサポートする学内外の各種制度を次

の通り設け、充実した経済的支援を適切に行っている。これら支援体制については、オ

リエンテーションガイドブック及びホームページ等に掲載し、学生及び父母に広く公表

している（資料 6-11 P103）。 

＜医学科奨学金制度＞ 

・特待生奨学免除 

・慈恵大学奨学金 

・東京慈恵会医科大学父兄会奨学金 

・本多友彦慈恵医学教育奨学基金 

・東京都地域医療医師奨学金（特別貸与奨学金・一般貸与奨学金） 

・静岡県医学奨学研修基金 

・日本学生支援機構奨学金 

・三菱東京 UFJ 銀行（学校法人慈恵大学提携教育ローン） 

・一般財団法人ピジョン奨学財団  

・慈恵医師会海外選択実習奨学金 

 ＜看護学科奨学金制度＞ 

・慈恵大学看護学生奨学金 

・藤田順子慈恵看護教育奨励基金 

・東京都看護師等修学資金 



- 76 - 
 

・日本学生支援機構奨学金 

 

大学院医学研究科博士課程では、以下の奨学金・助成金制度を設け、学修支援を行って

いる。 

（1） 日本学生支援機構  

（2） 各種外部団体による大学院生助成  

（3） 大学院研究助成金（2 年生又は 3 年生に申請者に支給される。）  

（4） 同窓会基金による海外派遣助成  

（5） 東京慈恵会医科大学 伊達会賞  

（6） 私費外国人留学生授業料減免制度  

（7） ティーチング アシスタント制度・医学部の実験・実習の教育補助 

:1 時間 2,000 円  

（8） リサーチ アシスタント制度…学術研究プロジェクトにおいて研究補助 

：月額 60,000 円  

博士課程の大学院生は、教育研究活動中の不慮の災害事故補償のために「学生教育研究

災害傷害保険」・「付帯賠償責任保険（医学賠）」「通学中等障害危機担保特約」の賛助会

員となり、全員加入（大学負担）している。また、大学院修士課程の奨学金は、日本学

生支援機構、東京都看護師等修学資金などへの応募が可能である。保険加入は、看護学

科と同様となっている。 

 

（３）学生の生活支援は適切に行われているか。 

  医学科では、一般的な健康診断とその結果に基づく受診指導、医療系学科として求め

られる患者と学生の安全のための抗体価検査とその結果に基づく予防接種に加え、課外

活動を行う学生会所属の団体（クラブ・同好会）を教学委員会で審議の上で公認し、大

学の施設の利用を認めて社会性を含めた学生の心身の発達を促す事に努めている（資料

6-12）。課外活動における事故や問題の発生を未然に防ぐべく、各団体には教員から部

長・顧問を配し、万一の事故に備えてこの課外活動を含めた学生生活全般での保険にも

加入している（資料 6-13）。 

 しかし残念ながらこの課外活動を主な舞台とした不適切飲酒やアルコールを含めたハラ

スメント問題が後を絶たない。多様性を持った人格に対する理解や人権の尊重を各学年

のオリエンテーションの機会に医療者になるものとして特に強く求められるものでもあ

るとして繰り返し強調している。また、学生会の活動としてハラスメント防止を呼びか

ける運動をまずアルコールに関して開始している（資料 6-14）。 

各種ハラスメントや経済的問題を含めた生活上の問題は心身の不調や修学の問題と連

動して発展することが稀でない。このため、生活・心身・修学の問題を掘り起して個別

の対処を図るための複数のシステムを並行して緩やかに連携させながら作動させている。

学外実習のフィードバック等で学生との個別の接点を多く持つ教育センター教員は、実

習の内容を超えて学生の個別の問題を見出しやすい立場にあり、積極的に学生への声掛

けを行ってその後のケアに繋げている。医学教育研究室教員は 6 年間を通して講義を担

当しながら年次を追った学生の成長過程を見ながら問題点を見出すことに優れる。学生
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部長はとりわけ学生思いの教職員を募り、「学生を支援する教職員のネットワーク」と自

称する学科を超えた補佐グループを作って守秘を保証して諸問題の早期発見と機動的対

処に備えており、その活用を学生全体と保証人に毎年呼びかけている（資料 6-15）。これ

に加えて 1，2 年生の学生については生活上の問題の支援のためにアドバイザー教員を充

てている。また、教学から離れた臨床心理士が国領・西新橋の各校地の学生相談室に配

置されており、その活用を各校地でのオリエンテーションでパンフレット（資料 6-16）

を配布しながらその利用を呼び掛けている。これらの複数のシステムがそれぞれの立場

から問題を抱えた学生に目を光らせながら、相互に緩やかに連携している。例えば学生

部長は 2 年生の昼食時に学生 7~8 名を順次招いて学生部長昼食会を催し、この昼食会に

は教育センターのセンター長とともに西新橋校地の学生相談室臨床心理士の同席を求め

て、学生相談室の利用を呼び掛けるとともに、教育センター、学生相談室と学生部長と

の間の緩やかな連携を実現している。学生相談室は学生相談室委員会委員長を通して精

神神経科との接点ともなっており、必要に応じて精神神経科受診を勧めることができる。

この他、学長も各学年の学生を随時招いて学長昼食会を行い学生間の問題の吸い上げに

努めて、極めて深刻で対処の難しい問題を持った学生に対しては、学生相談室委員長が

教学委員会のもとで学生支援チームを組織して支援に当たることになっている（資料

6-2）。 

  

看護学科では、看護学科教員が組織する学生委員会・学生生活アドバイザーを中心に下

記の学生支援を行っている（資料 6-11）。 

① 毎年 4 月に全学生を対象に定期健康診断（胸部Ｘ線含む）を実施し、要指導・要治

療に該当する学生に対して保健指導担当医師が個別に指導している。 

② 新入生に対しては、定期健康診断時に風疹・麻疹・水痘・ムンプス抗体価を検査し、

抗体が基準値未満の学生に対しては、大学の経費でワクチンを接種している。ＱＦＴ

検査も同時に行われ、陽性と判断された場合には精密検査を実施している。臨地実習

が始まる 2 年生に対し定期健康診断時にＨＢ抗体を検査し、抗体を獲得していない学

生に対して大学の経費でＨＢワクチンを接種し抗体獲得状況を確認している。インフ

ルエンザ予防のためワクチンを全学生に対し大学の経費で毎年接種している。 

③ 学生が伝染性疾患と診断された場合や伝染性疾患罹患者と濃厚接触した場合には、大

学感染症対策協議会・附属第三病院の感染制御室と連携し、濃厚接触学生のフォロー

や必要な消毒・予防措置を実施すると共に学生掲示板等で予防策等の注意喚起を行っ

ている。 

身体的な問題に関しては、保健指導担当が休養室で対応し、必要があれば医療機関の

受診を勧めている。 

④ 心理的な問題に関しては「学生相談室」が設置されており、学修上の悩み、友人関係

での悩みなど臨床心理士によるカウンセリングが受けられるようオリエンテーショ

ンガイドブックに連絡先を掲載している。学生相談室は、附属第三病院（国領校）と

本院（西新橋校）に設置されており、どちらでも利用可能である。対応する臨床心理

士は平成 27 年（2015 年）度から“学生相談カウンセラー”という名称となり、学生が

身近に感じられるようにしている。また、1，2 年生を対象に、学生数名に一名の教員
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が担当する「学生生活アドバイザー制度」（平成 21 年度より）があり、学生との交流

を図ることで学生が教員に悩みや心配事を相談できる環境となっている。（資料 6-17） 

⑤ 臨地実習前の学生に対し、実習中の健康管理や標準的予防策について指導している。

また、実習中に悩みや心配事がある場合には「学生相談室」の利用を勧めている。 

⑥ 大規模災害発生時における学生の安全確保は大学の責務であり、「国領キャンパス災

害対策マニュアル」を作成し、平成 23 年(2011 年)度より新入生を対象に大規模地震

発生を想定した避難訓練を実施している（資料 6-18）。 

⑦ ハラスメント防止については、学生及び教職員などのセクシャル・ハラスメントに関 

する相談・苦情への対応として、大学との委託契約を結んだ第三者機関による相談窓 

口（セクハラ・ホットライン）を設置して対応している。セクシャル・ハラスメント 

防止策については、オリエンテーションガイドブックに掲載し、毎年度 4 月に学生に 

周知を図っている。 

⑧ 平成 25 年(2013 年)度からは、医学科と合同で、学生に寄り添い学生に近い立場か 

らものを考えることに長けた教職員から構成される「学生を支援する教職員ネットワ 

ーク」を立ち上げ、学科を超えた学生支援に取組、全学生・父母に周知している（資

料 6-15）。 

⑨ 安全への配慮として、防犯について大学渉外室より人員を招き、毎年 4 月に新入生

を対象に、また夏休み前には全学年を対象に、講習会を開催している。また、4 月の

新入生オリエンテーションでは、カルト教団の勧誘に対する注意喚起を促す講習会

及び、地元警察を招いた交通安全教育を実施している。痴漢被害、ストーカー被害

等への個別対応は渉外室の協力を得て行っている。 

⑩ 不適切な飲酒問題については、学生会が主体となって予防運動を展開しており、そ

の活動を学生委員会が支援している。 

 

  医学研究科では、心理的な問題に関しては「学生相談室」が設置されており、学修上

の悩み、友人関係での悩みなど臨床心理士によるカウンセリングが受けられるよう「学

生相談室案内」を配布している。ハラスメント防止については、セクシャル・ハラスメ

ントに関する相談・苦情への対応として、大学との委託契約を結んだ第三者機関による

相談窓口（セクハラ・ホットライン）を設置して対応している。 

 

（４）学生の進路支援は適切に行われているか。 

  医学科では、卒業後のオリエンテーションを毎年 7 月に 6 年生を対象に開催している

が、学生の幅広い進路の選択肢は、学内及び関連病院での実習の他に、医療とその周辺

に関わる様々な施設（障がい者施設、重症心身障がい児療育施設、子育て支援施設、在

宅ケア施設、介護老人保健施設、産業医、家庭医）での学外実習を初年次からカリキュ

ラムの進展に合わせて組んで提示している。さらに、学生自らが附属病院以外の 場で

の臨床実習を計画して許可を得て実践する「プライマリケア・選択学外臨床実習」は、

学生が個性に合わせた様々な進路を観る機会ともなる（資料 6-19）。当該実習を担当する

教育センター教員は、学生の求めがあれば学生の希望に合った実習先を斡旋している。

附属病院の女性医師キャリア支援室では、女子学生と女性医師との交流会を例年開催し、
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女子学生の卒後進路や将来設計についての相談に乗るとともに、関連するシンポジウム、

セミナー、交流会を行っている（資料 6-20） 

看護学科では、就職・進路指導委員会を置き、学生の進路支援・キャリア支援を行って

いる。在校生への支援内容としては、就職・進路指導相談室の設置、就職・進学に関す

る情報提供、学生への就職活動や進学に対する個別相談、就職ガイダンスの開催、附属

病院の就職試験日程の調整と学生への周知、法人事務局ナース就職支援室と共催した懇

談会や就職説明会の開催、学生のキャリア支援を目的とした卒業生によるシンポジウム

の開催等を行っている。卒業生に対しては、国家試験不合格者への受験に関する情報提

供及び模擬試験受験への支援、就職・進学に関する情報提供を実施している（資料 6-21）。 

 大学院各研究科では、それぞれ研究指導教員が中心となり、進路指導・キャリア支援を

行っている。  

 

２ 点検・評価 

●基準 6 の充足状況 

学生への修学、生活、進路支援のため、アドバイザー、学生保健指導委員会、学生相談

室等を設置、各種の奨学金制度、学納金・授業料減免制度を整えており、基準 6 を充足し

ている。 

 

（１）効果が上がっている事項 

 ①医学科では、社会と教育課程の変遷の中で受け入れ学生も大きく変化し続けている中

で、健康・修学・生活の問題への対応件数は増加の一途をたどっている。この中で、

留年者数、退学者数はほぼ一定に抑えられている（資料 6-22）。このことは積極的成果

である。あえて一元化を避け、様々な視点を持つ複数の学生支援システムを緩やかに

連携させるネットワーク運用で多くの問題を早期に発見して対処してきた成果として

現状がある。 

②看護学科では、様々な側面から早期に丁寧に就学・学生生活支援を行えており、例年、

留年者、休学者、退学者は比較的少ない（資料 6-22）。 

定期健康診断は毎年全員が受診しており、要指導・要治療学生には保健指導担当教員

が個別に面談し、早期の対応が図られている。感染症のワクチン接種は感染予防に関

する重要な支援となっている。また、学生が伝染性疾患に罹患した場合の対応が周知

されており、迅速な対策や学生への注意喚起が可能となり学内での感染症のアウトブ

レイクが減少している。大規模地震を想定した避難訓練を始めて 5 年目になるが、教

職員の災害に対する意識の向上、災害時の役割・任務に対する自覚が高まっている。 

不適切な飲酒の予防運動については、学生自らが自主的に活動を展開していることに

よって、部活動内において徐々に周知されつつある。就職支援については、附属病院

の見学・看護師との懇談会を実施することによって、理解が深まり、附属病院への就

職を希望する学生が増加している。法人事務局ナース就職支援室との連携は、3 年目と

なり効果的に支援が実施できている。 
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（２）改善すべき事項 

 ①医学科では、障がいを持つ学生の受け入れには個別の対応が必要ではあるが、想定さ

れるケースについての対応をあらかじめ検討しておく。障がいを持つ学生から入学に

当たっての相談を受けた時に、自信を持って答えられる態勢を整えるためである。 

  複数のシステムで問題の早期発見に努めてはいても、各種ハラスメントについて泣き

寝入りしているケースがまだまだ存在するだろう。多様な人格と人権の尊重について

の教育を、ロールプレイなどの手法を取り入れて一層充実させる。1，2 年生のアドバ

イザーやクラブ・同好会の部長・顧問を担当する教員の中にも学生の修学・生活支援

については温度差があるので、アドバイザー懇親会などの機会に問題を例示して、人

格と人権を尊重する視点の定着を図る（資料 6-23）。 

②看護学科では、精神面で問題を抱えている学生は少なくないと思われるが実際に学生

相談室を利用する学生は少ない。学生が気軽に利用しやすい体制をさらに構築するこ

とが課題である。現在、就職支援は 4 年生を中心として行っているが、低学年からの

就職支援を希望する声があり、検討を進めていく必要がある。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

 ①医学科では、健康・修学・生活支援の緩やかに連携するシステムに加えるべき新しい

組織を開拓して、柔軟性を維持しながら学生が抱える問題の発見と対処の能力を高め

る。 

 ②看護学科では、学生の感染性疾患の予防、定期健康診断、伝染性疾患発生時の対応な

どをさらに発展させる。学生の体調管理や体調不良時の対応のため、現在の休養室を

利用して保健指導担当に気軽に健康相談ができるような体制をさらに整備していく。 

災害対策マニュアルは、毎年改訂されておりさらに充実を図ると共に災害時備蓄品に

関しても優先度の高いものから順に整備していく。不適切な飲酒の予防運動について

は、学生の自主的な活動として、継続して行われさらに周知され意識改革が拡大して

いくように支援する。進路支援については、附属病院看護師との懇談会の継続と低学

年に対する実施を整備する。 

 

（２）改善すべき事項 

 ①医学科では、不適切飲酒とアルコールハラスメントの撲滅のために学生会を中心とし

た活動を支援しているが、人格と人権の尊重が学生間にある程度浸透した時点で各種

ハラスメントを撲滅する運動に発展させ、ハラスメントを許さない学生文化を形成す

る。 

②看護学科では、精神面で問題を抱えている学生に対して、保健担当教員・学生相談カ

ウンセラーによる学生相談室・アドバイザー制度・学生を支援する教職員ネットワー

クなどを折に触れ周知するとともに、学生が気軽に利用しやすい体制をさらに構築す

ることが課題である。災害時の学生への緊急連絡は現在学年毎の一斉メールを利用し

ているが、さらに迅速かつ確実な方法を構築する必要がある。卒業生に対する就職・

進路支援は伝達に留まっており、同窓会を活用する等して、組織的支援を整備してい



- 81 - 
 

く必要がある。 
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