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第７章 教育研究等環境 
１ 現状の説明 

（１）教育研究等環境の整備に関する方針を明確に定めているか。 

本学の理念である医学・看護学の教育・研究とその実践を通して、人類の健康と福祉

に貢献すべく、充実した教育研究環境を整備している。本学中期目標・中期計画に教育

環境の整備、教育力の向上についての方針が明記されている。また、効果的な教育がで

きるように講義室や ICT 環境を含む教育設備及び必要な備品については、計画的に整備

する方針が定められている（資料 7-1 P129）。平成 26 年（2014 年）4 月には西新橋再整

備計画を推進すため理事会直轄部門として西新橋再整備準備室が設置された。新大学 2

号館、新病院及び新外来棟建築の整備計画が策定されている（資料 7-2 P36）。 

 ①新大学 2 号館（仮称） 

  新大学 2 号館は平成 29 年（2017 年）にオープンする予定であり、教育・研究部門を

中心に配置されおり床面積は 16,550 ㎡である。1 階には 700 人収容の講堂、2 階には機

械室、3 階には会議室・大学管理、4～5 階には臨床ラボ、6～14 階には臨床医局を配置

され、先端医療研究を推進する環境を整えている。 

 ②新病院（小児・周産期医療センター（仮称）） 

  新病院は平成 30 年（2018 年）末に「小児・周産期医療センター（仮称）」を完成し、

開院準備期間を行い平成 31 年（2019 年）にオープンする予定であり、床面積は 12,991

㎡で地下 2 階、地上 5 階で産婦人科医・小児病棟、健診センター、各検査室、産科・小

児科外来が配置される予定である。 

 ③新外来棟（仮称） 

  新外来棟は現在実施設計策定中で平成 31 年（2019 年）末にオープンを予定であり、

床面積は 30,659 ㎡で地下 1 階、地上 6 階、各科外来、検査室、リハビリ、スタッフラウ

ンジ、当直室が配置される予定である。 

 建物特長は、①安全性を確保する一体基礎免震構造、②最短の導線を実現するための既

存中央棟との階高統一、③将来の用途変更を視野に入れたフレキシビリティとしており

都心の中心で限られた有効面積を有効活用するよう計画されている。 

 

（２）十分な校地・校舎および施設・設備を整備しているか。 

医学科では、1 年生を東京都調布市の国領キャンパス、2 年生から 6 年生までを東京都

港区の西新橋キャンパスにおいて授業を行っている。それぞれのキャンパスとも、十分

な校地・校舎及び施設・設備を有している（基礎データ表中）（資料 7-3）。 

①西新橋キャンパス 

西新橋キャンパスでは、平成 14 年(2002 年)3 月に竣工した大学 1 号館を中心に授業を

行っている。大学 1 号館は地上 18 階、地下 3 階で、1 階、3 階～8 階：教学施設、地下 1、

2 階：実験動物研究施設、2 階：RI 実験研究施設、9 階～13 階総合医科学研究センター、

14 階～17 階：基礎医学講座で使用している。大学 1 号館の教学施設について、1 階はロ

ビーと学事課で使用している。3 階は 253 名収容の講堂があり、研究会、学会や大学の行

事などで使用している。4 階は学生ホール、学生ロッカー室と 122 台のノートパソコンが
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設置された 4 階講堂があり、コンピュータ演習や CBT に使用される以外の時間帯は学生

用パソコン演習室として、また学生の自習スペースとして自由に使用することができる

ようになっている。5 階は 3 年生が使用する 126 席の講堂と感染系実習室学生ロッカー

がある。6 階は 4 年生が使用する 126 席の講堂と機能系実習室と学生ロッカー室がある。

7 階は自然科学系実習室と学生ロッカーがある。8 階は中央に医学教育室が設置され、そ

れを取り囲んで 15 室の小グループ演習室が設置されている。このフロアは OSCE センタ

ーとして設計されており、医学教育室から 15 の演習室へ画像の提供、アナウンスができ

るようになっており、各演習室をモニター録画できるようになっている。小グループ演

習室は高木会館の 6 階と 7 階にも 15 室設置されており、計 30 室がスモールグループ教

育に使用されている。なお、2 年生の講義は高木 2 号館地下の南講堂で行っている。 

 

②国領キャンパス 

看護学科では平成 25 年(2013 年)の入学定員増加に伴い、看護学科新校舎を建設し十分

な広さの校舎が整備され充実した施設・設備を有している。学生の課題解決型学習が可

能となるための教育研究用機器として高機能シミュレータを経年的に複数台整備してお

り、また、シミュレーション教育の際にモニターを使用することでデブリーフィングが

実施可能となる設備を有する臨床講堂や、大人数の収容が可能で教育機器の整った大講

堂が整備され活用されている。国領キャンパス内には医学科 1 年生が学ぶ国領校、附属

第三病院、学術情報センター図書館国領分館、スキルスラボ室が配置され、また学科運

営のために学事課を設けている。アセスメント能力を育成できる多くのシミュレータを

設置したスキルスラボ室は臨床とも共用され、看護学科校舎内に看護学実習室を 2 室設

けており、グループ学習が可能となる演習室は国領キャンパス全体で 15 室設けている。

各講義室はスライドスクリーンをみながら板書が可能となるレイアウトで学生の思考が

整理されやすい教育環境が整備されている。看護学科校舎内には、4 学年に対し 3 講義室

と臨床講堂があり、医学科校舎講義室及びコンピュータ室を有効に活用している。看護

学科学生の生活環境として、学生同士のコミュニケーションやパソコンやプリンターの

使用、飲食が可能な明るく清潔感のある多目的学生用ラウンジや身支度を整えやすいパ

ウダールームを設けられている。 

本学では、事業計画をもとに教育環境等の整備を行っている。高額な教育設備等につい

ては、文部科学省の補助金（私立大学教育研究活性化設備整備事業等）を活用している。

さらに、競争的資金（文部科学省 GP 事業等）を環境整備に役立てている。シミュレーシ

ョン教育施設と ICT 活用教育環境については次の通りである。 

①シミュレーション教育施設 

 教育センターは臨床トレーニングの場としてシミュレーション教育施設を管理している。

シミュレーション教育施設は学生・教職員が利用できる。本院のある西新橋、第三病院

のある国領、葛飾医療センター、柏病院の 4 病院に施設整備されている。西新橋はセミ

ナー室 1 室、実習室 8 室があり、国領及び葛飾はそれぞれ 1 室を有する。シミュレーシ

ョン教育施設の管理運営は、シミュレーション教育施設委員会を設置し、その下部組織

として西新橋校、国領校、葛飾医療センター、柏病院の各々に委員会を配置し、委員に

は医師、看護師、担当事務員を配置している。葛飾医療センターは平成 25 年(2013 年)
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度より稼働し、柏病院は平成 26 年(2014 年)度より運用を開始した。 

 

②ICT 活用教育環境 

本学は、全学的なネットワーク環境を構築しており、ICT は教育に広く活用されている。 

また、学生の自己学習のためのネットワーク環境として Wi-Fi 敷設を行っており、少人

数グループ演習室（西新橋校大学 1 号館 8 階、管理棟 1 階・2 階）、図書館（西新橋校、

国領校）を整備した。ICT 設備の教室としては、西新橋校コンピュータ講堂、国領校コ

ンピュータ演習室・情報科学実習室を設置している。 

 教育に関する ICT の情報システム環境は、必要・目的に応じた整備が行われている。(1)

電子シラバス、(2)総合試験システム、(3)学内コンピュータ試験、(4)試験問題検索・

SeDLES、(5)e-Learning、(6)クリッカー、(7)顕微鏡実習 AV、(8) テレビ会議システムな

どが活用されている。ICT の活用において、情報管理が重要になっている。本学では、

個人情報保護方針、プライバシーポリシーをインターネットで公開している。また、イ

ントラネットでは、学生・教職員等に対する個人情報の安全管理に関する細則、情報シ

ステム利用規程を掲載し、学生に個人情報保護、著作物利用、SNS(Social Networking 

Service)使用について、注意喚起を行っている。 

 

研究施設・設備は、西新橋キャンパスの総合医科学研究センター各研究部、支援施設、

附属病院施設内等に設置されている。大学 1 号館（１フロアー600 平米）の地下１～２階、

地上 2 階及び 9 階～13 階がセンターとなっており、合計約 3,000 平米と十分な施設を有

している。特に学内の研究をバックアップする２つの基盤研究施設、アイソトープ実験

研究施設、実験動物研究施設はそれぞれ１から２フロアを占めている。基盤研究施設で

は細胞分離装置、質量分析器、電子顕微鏡、シークエンサー（次世代シークエンサーを

含む）などの大型機器の管理・維持を行っている。実験動物施設では本邦でも数台しか

ない小動物用９テスラ MRI 装置、小動物用 CT、エコー、発光・蛍光イメージングシス

テムなどを有し最新の画像的評価を可能にしている。これらのシステムは学外の研究者

にも共同研究という形で幅広く利用されている。また小型霊長類であるマーモセット飼

育施設を設置する予定で、前臨床試験に大きく貢献することが予測される。医用エンジ

ニアリング研究部、薬物治療研究部、分子疫学研究部、臨床疫学研究部は附属病院が研

究の場である事も多く附属病院近くに設置されている。国領キャンパスに設置されてい

る高次元医用画像工学研究所、柏キャンパスに設置されている臨床医学研究所はそれぞ

れ 725 平米、900 平米の実験スペースを有している。 

 

（３）図書館、学術情報サービスは十分に機能しているか。 

本学には、図書館、標本館、写真室、史料室、医学英語研究室、国際交流センターから

構成される学術情報センターが設置されており、学術情報利用を通して本学の教育、研

究、診療、組織の運営の向上に寄与している。 

①図書館の概要 

図書館は西新橋キャンパスに本館、国領キャンパスに国領分館が設置され、司書資格を

有する職員が配置されている（西新橋図書館 10 名、国領分館 2 名）。本館は閲覧室 2 階、
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書庫 4 階からなり、座席数 177 席である。図書は、医学・看護学分野の約 10 万 2 千冊を

整備し、雑誌は医学・看護学分野の約 860 誌を購読し、製本雑誌 15 万 3 千冊を所蔵する。

開館時間は月～金曜は 8 時～22 時、土曜は 8 時～19 時、日曜は 9 時～17 時で、祝日・

大学記念日・年末年始は休館である。国領分館は閲覧室・書庫 1 階からなり、座席数 92

席である。図書は、医学・看護学・一般教養分野の約 8 万冊を整備し、雑誌は約 360 誌

を購読し、製本雑誌 1 万 4 千冊を所蔵する。開館時間は月～金曜は 9 時～20 時 30 分、

土曜は 9 時～17 時 30 分で、日曜・祝日・大学記念日・年末年始は休館である。本館と

国領分館は複写物の送受や図書・雑誌の貸借で連携している（資料 7-4）～（資料 7-8）。 

②電子情報の整備・情報検索設備 

大学ネットワークで利用できる電子資料として、電子ジャーナル約 7,400 誌、文献デー

タベース 10 種、電子ブック 90 種を整備しており、電子ジャーナルとデータベースのリ

ンクや横断検索のためのシステムも導入している。電子資料は学内ネットワークに接続

されたパソコンから接続可能である。図書館内から電子資料を利用するため、本館には 7

台、国領分館には 5 台のパソコンを閲覧室に設置している。また、貸出用ノートパソコ

ンも用意している（本館 10 台、国領分館 2 台）。資料の電子化では、本学刊行物を学術

リポジトリに登録することによりインターネット上に公開している。本学独自の公開資

料として、学祖高木兼寛の業績に関する記事・論文が挙げられる。電子情報利用環境の

整備の一環として、図書館では電子資料の利用マニュアル類を整備し説明会を随時開催

するほか、医学部学生の情報検索演習を担当している。 

③他大学・教育研究機関との連携 

国立情報学研究所が運用する全国規模の目録所在データベース（NACSIS-CAT/ILL）に

接続し、他大学との目録共同構築、相互貸借活動に参加している。また、日本医学図書

館協会、私立大学図書館協会、大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）等の大学図

書館関連団体への加盟を通して、電子ジャーナルの共同購入（コンソーシアム契約）、各

種研修会の開催、関連情報の交換による連携をとっている。 

 

（４）教育研究等を支援する環境や条件は適切に整備されているか。 

教育関連施設の日常的な維持・管理は学事課が担当しており、事務的な責任者は大学

事務部長となっている。また、医学科施設の全体的な責任者は医学科長であり、教育機

器の管理は教学委員長が行っている。毎年度施設・教育機器予算を確保し、教学委員会

にて必要性が審議され適切に執行されている。学生の衛生面については、新橋校・国領

校ともに学生保健指導委員会が対応している。 

学生は全員が学生教育研究災害傷害保険に一括加入しており、学生が正式なカリキュ

ラムとして学外で実習する際には、学研災に関する規定により取扱うこととなってい

る）。本学では平成 20 年(2008 年)度から学研災付帯賠償責任保険に、平成 24 年(2012

年)度から通学中等傷害危険担保特約（通学特約）にも加入している（資料 7-9）。海外

留学に際しては経済的な支援（「慈恵医師会海外選択実習奨学金」（資料 7-10）として

毎年 10 名程度を限度として１人上限 20 万円を支給）も行われている。また、学内の教

育改革に取り組む教員・組織に、財政的に支援する学長予算を設け、全学部、研究科か

ら公募により申請を受け付けている（資料 7-11）。 
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その他、教育研究を支援する環境として、ティーチングアシスタント（TA）、リサーチ

アシスタント（RA）制度が整備されている。その他、ポストドクラルフェロー、訪問研

究員の身分を与え、研究を支援する体制が整えられている（資料 7-12）～（資料 7-16）。 

［ティーチングアシスタント（TA）］ 

平成 27 年度 28 名 

平成 26 年度 38 名 

平成 25 年度 25 名 

［リサーチアシスタント（RA）］ 

平成 27 年度 51 名 

平成 26 年度 52 名 

平成 25 年度 40 名 

 

（５）研究倫理を遵守するために必要な措置をとっているか。 

本学における教育・研究に従事する全ての者による教育・研究活動上の規範とする目

的で、「東京慈恵会科大学研究者行動規範」を平成 27 年（2015 年）4 月に制定している。

教職員・大学院生はもとより、医学科生は、3 年生後期カリキュラムの研究室配属でこの

行動規範を学ぶことになる。 

研究倫理の学内審議機関として倫理委員会が全体を統括し、東京慈恵会医科大学倫理

委員会規程及び細則に則って運営されている。倫理委員会は第 1 倫理委員会と第 2 倫理

委員会から構成されており、研究者が行う医学・看護学研究について倫理的観点及び科

学的観点から、本学及び研究者等の利益相反に関する情報も含めて中立的かつ公正に審

査している。各委員会の委員は、本学教職員及び外部委員より構成されており、両委員

会には、人文・社会科学の有識者、自然科学の有識者、一般の立場の者が含まれている。

また、第 1 倫理委員会の中には、ヒトゲノム・遺伝子解析研究を専門的に審査するため、

ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査会、ヒト幹細胞を用いる臨床研究を専門的に審査

するため、ヒト幹細胞臨床研究倫理審査会を置いている。なお、組換え DNA 実験を伴う

研究は「遺伝子組換え実験安全対策委員会」、遺伝子治療に関する研究は「遺伝子治療審

査委員会」、薬物治験は「薬物治験審査委員会」、また医療機器治験は「医療機器治験審

査委員会」にてそれぞれ審議されている。利益相反に関しては「利益相反委員会」にて

管理されている。 

平成 26 年(2014 年)度の倫理委員会申請数は、再審査を含めると 350 件を超えており、10

年前と比較すると約 100 件増加している（資料 7-17）～（資料 7-27）。なお、倫理委員

会に申請される臨床研究では、研究代表者及び分担研究者は 1 年間に指定された倫理教

育を受講しないと研究資格を失するため、倫理講習会を定期的に行って参加者チェック

を臨床研究支援センターで管理している。 

 

２ 点検・評価 

●基準 7 の充足状況 

本院がある西新橋キャンパスに教育、研究、診療の医科大学としての機能を集約し、自
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然環境豊かな国領キャンパスには運動施設の他に図書館分室や同じ敷地内に附属第三病院

があり、また葛飾医療センターや柏病院と多くの臨床実習施設を有している。中長期目標・

中期計画に沿って教育環境施設等の整備計画が進められており、医学部及び医学研究科と

も十分に基準7を充足している。 

 

（１）効果が上がっている事項 

①医学・看護学の卒前ならびに卒後教育において、シミュレーション教育施設は、その

使用頻度が年々増加し、さらに使用機材は高機能になってきている（資料 7-28）。 

②e-Learning をはじめとする ICT 活用教育では、コンピュータ試験（平成 22 年(2010

年)度導入）、クリッカー導入（平成 24 年(2012 年)度導入）、テレビ会議システムなどの

支援機能が拡充した。 

③西新橋キャンパスでは、電子情報利用の普及に対応するため、図書館内に無線 LAN の

アクセスポイントを設置した。これにより利用者は使い慣れているタブレットやスマー

トフォン、ノートパソコンから無線 LAN 経由でネットワーク上のコンテンツにアクセス

し、大学で購入している電子情報やプリント版の図書・雑誌とあわせてより広範囲なコ

ンテンツを図書館内で利用することが可能となっている。平成 27 年(2015 年)度には大学

1 号館、附属病院内にも Wi-Fi 環境を整備する計画となっている。 

④総合医科学研究センターは適切な人員が配置されており、施設面積は十分に確保され

ている、日本私立学校振興・共済事業団、文部科学省、大学の支援により、環境整備は

進んでいる。特に、動物イメージング装置類は他学に類をみない高性能機器である。 

 

（２）改善すべき事項 

①シミュレーション教育施設については、柏病院では整備を開始し環境整備を行う必要

がある。 

②ICT 活用教育環境については、学生の自己学習のためのネットワーク環境として Wi-Fi 

敷設範囲を拡大する必要がある。 

③図書館を勉強場所として利用する学生が増えており、図書・雑誌閲覧者が机を利用で

きないことがあるため、学内の演習室や教室を個人勉強用に開放するなどの対策をとり

図書館スペースの効果的な活用を図る必要がある。また、カリキュラム改革により自己

主導型学習が拡充されることに伴い、図書館内にグループワークやプレゼンテーション

練習のためのスペースを設けることが求められており、ラーニングコモンズ的な機能の

提供についても考えていく必要がある。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

①本学 4 附属病院の全てにシミュレーション教育施設を整備し、医学・看護学の卒前な

らびに卒後教育の臨床トレーニング環境を整備する。 

②e-Learning は学生のみでなく、大学院、医療スタッフの卒後生涯学習に活用し、学生

の生涯学習の体験に寄与する。 

③看護学科と同じ敷地内にある第三病院や第三看護専門学校との共同研究は継続して実
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践できており、成果が上がっている。今後はさらに４つの病院や地域と連携をしながら

理念を明確化するとともに、教育や研究が可能となる環境整備としての方針も定める必

要がある。 

④図書館では出版社から提供される電子資料（電子ジャーナル・電子ブック・データベ

ース）のほかにインターネット上に公開されている学術情報も一括して検索するための

システムを導入しており、図書館 Web サイトの検索窓にキーワードを入力することによ

り、1 回の検索で必要とする電子情報を網羅的に入手できる環境が整いつつある。 

⑤研究資金調達は順調であるが、引き続き教育研究環境整備のために資金を調達できる

よう申請する。 

⑥動物イメージング機器はセンターとしての目玉であり、学内ばかりではなく学外とも

共同研究を増やし積極利用してゆく。またその機能を知らない研究者も学内ですら多く

存在するため、セミナーなどを通して広く利用を呼び掛ける。 

（２）改善すべき事項 

①学生のシミュレーション教育施設利用が、OSCE の試験対策のための自主学習のみで

なく、臨床（臨地）実習前、実習中の学生の主体的な臨床トレーニングの場として、よ

り多くの活用を促すことが課題である。 

②学生用シミュレーション施設は標本館など既存の学修資源と連携することで教育効果

が高まるので、今後、標本館との連携を探る必要がある。専門医を対象とする高度シミ

ュレーション施設は、アナトミカル・ラボのような、ご遺体を用いるトレーニングとの

連携を探り、より高度な医療トレーニングができることを目指す必要がある。 

③本院を除く、葛飾、第三、柏の 3 病院は電子カルテを導入した。学生が新しい情報通

信技術を活用できるようにすべきであり、学生にどのようにカルテ記載をさせるかの方

針の検討が課題である。また、その方針に沿った入力端末等の環境整備が必要と考えら

れる。 

④学内で購入している電子情報には、図書館で整備している電子ジャーナル、電子ブッ

ク、データベース、教育センターで整備している e-Learning 教材、臨床研修センターで

整備している診療支援データベース、各研究室で整備している研究情報などがあり、そ

れぞれ担当部署が異なっている。学内に存在する学術関連の電子情報を統合的に案内で

きるようにするために、学術情報センターが各部署との連携を図ることにより、学内各

部署で整備されている電子情報の内容を常に把握することが求められる。 

⑤総合医科学研究センター全体としての競争的資金の獲得を目指す。共通のタイトルと

しては「ゲノム医学の推進」を考えている。 

⑥現在必要な機器はほぼそろっているが、将来に向けて強化すべき設備もある。例えば

次世代シークエンサーなどは進歩が速く将来のゲノム研究に対応できるように継続的に

機器を刷新する必要がある。これらを購入するためにもセンター全体として共通テーマ

にそった研究費に応募する。 

⑦次世代シークエンサー、セルソーター（細胞分離装置）などのサポート体制は不備で

ある。早急な改善が望まれる。新規雇用、人員の配置換えなどで対応する必要がある。 
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