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第８章 社会連携・社会貢献 
１ 現状の説明 

（１）社会との連携・協力に関する方針を定めているか。 

本学は学祖・高木兼寛による創設以来、「病気を診ずして病人を診よ」を建学の精神と

し、「病める人を全人的に診る医療」を実践してきた。近年医学・医療の進歩と発展のた

めに産官学の連携による研究成果を社会に還元する事が求められている事を前提に、産

官学連携に関して方針を定め、本学のホームページ上に掲載している（資料 8-1）（資料

8-2）。具体的には「学会、論文等による研究成果発表」「市民公開講座、医師会、ホーム

ページ等での最新の研究成果を含めた健康・医療に関する知識の普及」「社会人大学院入

学や専攻生制度による社会人教育、留学生の受け入れ」など広範囲に亘る社会連携・社

会貢献の実践を方針としている。 

 

（２）教育研究の成果を適切に社会に還元しているか。 

本学は、附属病院（西新橋）と 3 つの分院（第三病院、葛飾医療センター、柏病院）

から構成されており、それぞれの役割を明確にするとともに、病院の置かれた立場に応

じて、下記のとおり地域社会、行政の保険医療部門・保険医療関連部門との積極的な交

流を行っている（資料 8-3）～（資料 8-5）。 

 

[大学としての社会貢献] 

  本学では、次世代を担う小学生・中学生・高校生に医学のことをよく知ってもらうこ

とを目的に平成 18 年（2006 年）からアウトリーチ活動を行っている。本学の医学研究

者が病気の予防・原因究明・治療法の開発のための研究の取組を紹介し、医学研究の楽

しさや面白さ重要性を若い世代にわかってもらう活動である。これらの活動はホームペ

ージで紹介している（資料-8-3）。 

  大学として、東日本大震災発生時には、福島県立医大救命センターからの支援要請を

受けて医療チームを派遣した。また、平成 27 年 9 月の鬼怒川氾濫の際には、DMAT チー

ムをいち早く派遣している。 

昭和25年から毎年夏7月～9月までの槍ヶ岳診療所を地元保健所の協力により開設し、

医師・看護師などスタッフを派遣し「雲の上の診療所」として多くの登山者の健康を見

守り続けている（資料 8-6 P43）。 

 

[附属病院] 

4 病院合同医療安全・感染対策相互ラウンドを定期的に実施している。港区医師会との

生涯学習セミナーの実施、大学協力病院との定期的な会合、学外実習をお願いしている

地域の授産厚生施設、都内の特別支援学校と療育センター、訪問看護ステーション、開

業医とは定期的に実習教育を通じて本学の教育について討議する場を持っている。国や

自治体等の政策形成に関する検討会に講師として招聘を受けている。医学生はプライマ

リケア・選択学外臨床実習で厚生労働省関係の施設で実習を行っている。 

 



- 91 - 
 

[葛飾医療センター] 

 4 病院合同医療安全・感染対策相互ラウンドを定期的に実施している。私立医科大学附

属病院での医療安全・感染対策相互ラウンドを実施している。葛飾区保健所が主管と

なる葛飾区医師会と在宅医療の在り方について協議すると共に、医療連携強化のため

のフォーラムを開催している。地域連携病院である足立共済病院、金町中央病院、山

田記念病院と合同カンファレンスを年４回実施している。東京都からの受託事業であ

る区東北部糖尿病医療連携検討会の医療従事者に向けた講演会を開催し、地域の医療

水準向上に努めている。また、地域の看護職確保対策の拠点となり再就業を希望する

看護職に対し、知識・経験等に応じた復職支援研修並びに再就業支援相談を行ってい

る。看護師のスキルアップ目的にスキルアップ研修を実施しており、院外の訪問看護

師も参加している。 

 

 [第三病院] 

4 病院合同医療安全・感染対策相互ラウンドを定期的に実施している。私立医科大学附

属病院との間で感染対策に関わる相互ラウンドを行い、各々の病院の取組について情

報交換等を行っている。小児科医師による狛江市及び調布市教育委員会との小児アレ

ルギー・アナフィラキシー対応講習会及び研修の実施している。 

狛江市・調布市の医師会と消防機関との合同医療救護所設置訓練の実施、北多摩南部地 

域災害拠点病院連携調整会議での参画、近隣住民を対象とした公開健康セミナー開催、 

狛江市老人クラブ講演会開催、狛江市民大学講座開催、狛江市健康教育講演会開催を定 

期的に開催している。 

結核患者に確実に抗結核薬を服用させることにより結核の蔓延を防止するとともに、

多剤耐性結核の発生を予防することを目的とし、当院(呼吸器内科医師、結核病棟看護

師、ICT)と各保健所(東京都福祉保健局、川崎市健康福祉局、多摩府中保健所、世田谷

区保健所)間で原因菌及び患者情報の交換を行う会議を開催している。 

 

 [柏病院] 

4 病院合同医療安全・感染対策相互ラウンドを定期的に実施している。私立医科大学附

属病院での医療安全・感染対策相互ラウンドを実施している。当院は救命救急センタ

ー、地域災害拠点病院、地域がん診療連携拠点病院の機能を有し、地域の中核病院の

役割を担っており、地域の医療機関とより強固な医療連携を構築する近隣医療機関を

対象とした医療連携フォーラムの開催。学生・研修医、教職員のほか、近隣医師会の

先生方々と臨床病理検討会を開催している。がん患者や家族に対する相談支援、市民

へのがんに関する情報提供事業（がん医療・がん予防に関する市民公開講座の開催な

ど）に取り組んでいる。その他にも糖尿病患者会を発足させ、医療スタッフによる講

演、糖尿病療養指導士の指導、会員同士の情報交換などを行っている。 

 

[看護学科における社会貢献] 

看護学科では「地域社会に開かれた大学として、看護学科の教育機能を広く市民に開 

放するために、公開講座及び看護職者ならびに保健医療福祉関連職者等に対する継 
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続教育を組織的に活動すること」を目的とする公開講座委員会を設け、平成 20 年(2008 

年)以来毎年度 1～3 回の公開講座を開催している（資料 8-7）。さらに、看護学科の教 

員はほぼ全員が何らかの形で教育・研究の成果を社会に還元してきている。学外貢献 

が多く、講義、研究指導が主に行われている。学内関連施設への貢献としては、平成 

23 年(2011 年)度から始まった教務主任養成講習会での講義・研究指導が行われている。 

地域への貢献では地域看護学の教員の研修会・講習会での活動やあきる野市の健康づ 

くり推進事業への参画などがあげられる。学会での活動状況として、3～5 名程度の教 

員が複数の学会で理事・評議員をしている。学術集会企画委員も 5 名程度が担当して 

おり、看護学教育・研究の発展に貢献している。その他に文部科学省委員、厚生労働 

省委員、学会監事、評議員、他の委員会委員として活動している。 

  

［国際交流］ 

国際交流は国際交流センターが中心的役割を担い運営している。大学のホームページ

（英語版）において、海外の医学生に向けて選択実習プログラムを公開している。その  

ため、姉妹校である KCL のみならず、海外の医学生が数多く本学で選択実習を行って

おり、平成 19 年(2007 年)度～平成 26 年度(2014 年)度の間に 233 名が参加した。毎年、

KCL の学生が本学で選択実習中に、当該年に KCL で実習を行った本学学生、翌年 KCL

で実習を行う本学学生、学長、教学委員、国際交流委員で懇親会を開催している。また、

非定期で海外の医学生が実習中に本学の学生、教学委員、国際交流委員との懇親会を開

催している。さらに本学の国際交流学生の会が国際交流センター運営委員会や学生会の

支援を得て平成 27 年度より、原則毎週月曜日の昼休みに海外の医学生と本学の医学生と

の交流会（International Café）を開催している（資料 8-8）。 

 

看護学科では、国際交流事業として、3 年生の海外研修を企画・運営し、国際感覚に優れ

た人材の育成に努めている。これまでは長らく米国ワシントンＤＣのプロビデンス病院

での看護研修を企画・運営していたが、諸般の事情から他の研修先を検討した結果、平

成 26 年(2014 年)度から米国オレゴン州ポートランド市での看護研修が行われた。参加し

た学生は、米国ポートランド州立大学（PSU）で短期学籍を取得して講義を受講し、急

性期総合病院、子供病院、高性能ロボット利用技術研修センター、患者家族支援施設、

高齢者ケア施設の研修に参加した。米国の医療現場を体験し、現地の看護を学ぶ学生と

交流を深める良い機会となった。また、平成 8 年(1996 年)度から財団法人国際看護交流

協会と連携して、アフリカ・アジア諸国から来日している看護師の研修生と交流を行っ

ている。毎年 10 名程度の研修生を受け入れ、日本の看護制度、看護教育についての講義、

学生との交流、キャンパスの施設見学を実施し国際的な貢献を果たしている。平成 26 年

(2014 年)度には、インドネシア、フィリピン、ラオス、トンガ等 12 か国 14 名の研修員

を受け入れた。日本の看護基礎教育及び日本の看護教育史における本学の位置付けや教

育内容について講義を行い、学生・教員との交流会やキャンパスツアーで親睦を深めた

後、全体ディスカッションを行った。毎年研修生は、長時間にわたって熱心に学習して

おり、有意義な交流の機会となっている（資料 8-9）。 
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２ 点検・評価 

●基準 8 の充足状況 

大学および附属４病院でのアウトリーチ活動や市民公開講座開催による健康・医療に関

する知識の普及など着実に成果が表れている。また、地域医師会と連携して医療スタッフ

による講演等で会員同士の情報交換し、先端医療情報を提供していることから、本学にお

いては充分に社会連携や研究成果が果たされていると評価でき、基準 8 を充足している。 

 

（１）効果が上がっている事項 

①本校との協定・連携校は、延べ国内 15 校、海外 5 校となっている。平成 26 年(2014

年)度以降、国外 3 大学と協定を結び、海外の大学との連携を強化している（資料 8-10）。 

②地域の授産厚生施設、特別支援学校、療育センター、訪問看護ステーション、診療所

（開業医）で学生実習を行っている。また、プライマリケア・選択学外臨床実習では、

学生は地域の 1 次、2 次医療施設への実習に出ている。学生実習を通じて、地域の保険

医療部門との連携を持っている（資料 8-11）。 

③東京医科大学、東邦大学、昭和大学とともに、4 大学間における学生教育交流会を毎年

2 回開催して、教学上の問題点について意見交換をしている（資料 8-12）。 

④看護学科では、独自で開催する公開講座が 7 年目を迎え、市民の方々の認知度もあが

り、受講者の数や満足度も高い。平成 25・26 年(2013・2014 年)度は広報活動を進め

た結果さらに受講者が増え、また参加者の関心事に合わせたテーマに焦点を当てた実

践的な演習においても高評価を得ている。 

 ⑤アウトリーチ活動としての「ひらめき☆ときめきサイエンス」の公開講座では定員を

超える応募者が毎年続いている。アンケート結果でも研究の面白さがわかったなど好

評を得ている（資料 8-6 P41）。 

 

（２）改善すべき事項 

①社会貢献において、近隣の地域との交流はまだ十分ではないことから、今後は交流が

密になるように改善を図っていく必要がある。またボランティア活動を行っている教

員が少ないことにおいては今後の活動が期待される。 

 

３ 将来に向けた発展方策 

（１）効果が上がっている事項 

平成 27 年(2015 年)度より国際交流センターが設置され、海外学生（医師）の受入れ、学

生の短期留学が増加されることが予測される。また、ネイティブ OSCE の導入など、新

たな教育手法が正規のカリキュラムに取り入れられないか検討が開始されている。 

看護学科では、財団法人国際看護交流協会との連携の研修プログラムは、19 年目を迎え

た。看護学教育についてのプログラムは他大学にはなく、研修生の関心も高く意義があ

る。また学生が主体的に準備した交流会を通して、学生や教員が国際交流の機会を得る

ことも国際的な視野拡大に向けて効果がある。 
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（２）改善すべき事項 

学外実習の指導医のための FD を行っているが、参加者が少なく平成 25 年(2013 年)は実

施できなかった。教育を通じて、地域の保険医療関連部門とのパートナーシップを築い

ていく必要がある。超高齢化社会に向かい、地域完結型の医療システムを充実させるた

めに、本院（西新橋）だけでなく、他の 3 附属病院とも連携して地域や関連保健医療部

門との実践的な交流を持つための方策の検討を始めなければならない。 

 

４ 根拠資料 

資料 8-1 慈恵大学の社会的責任と役割についてホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/jikei/sr.html 

資料 8-2 本学の産官学連携の取り組みに関するホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/jikei/finance/finan_sankan.html 

資料 8-3 東京慈恵会医科大学 小・中・高校生との連携ホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/univ/student/ 

資料 8-4 東京慈恵会医科大学公開講座ホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/seminar/seminar_index.html 

資料 8-5 公開講座の開設状況 

資料 8-6 The JIKEI 2016 Winter Vol. 26 (既出 資料 7-2) 

資料 8-7 看護学科 公開講座一覧 

資料 8-8 東京慈恵会医科大学国際交流センターホームページ 

http://www.jikeicia.jp/jp/j_index.html 

資料 8-9 東京慈恵会医科大学医学部看護学科国際交流委員会ホームページ 

http://www.jikei.ac.jp/univ/nurse/gaiyo/06.html 

資料 8-10 本校との協定・連携校 

資料 8-11 平成 27 年度重症心身障害児療育体験実習配属一覧 

平成 27 年度在宅ケア実習ステート貸出名簿 

資料 8-12 第 35 回「4 大学間学生教育交流会」の開催について（ご案内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


