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貴大学の大学評価（認証評価）結果について 

 

標記に関し、2010（平成 22）年３月 12 日開催の評議員会および臨時理事会において、大

学評価の結果、貴大学は本協会の大学基準に適合しているものと承認されましたのでご通

知いたします。具体的な評価結果につきましては、同封の「東京慈恵会医科大学に対する

大学評価（認証評価）結果について」をご覧ください。この「評価結果」は貴大学に送付

するとともに文部科学大臣に報告し、３月 25日に記者発表を行い、公表することになりま

す。 

貴大学に対する認定期間は、2010（平成 22）年４月１日より７年間（2017（平成 29）年

３月末日まで）となります。 

また、「評価結果」において「勧告」あるいは問題点の指摘に関する「助言」の付された

大学におかれましては、「勧告」の趣旨に添った対応策を講じられるとともに、「助言」の

趣旨も可能な範囲で参酌され、その改善実施の概況に関して「改善報告書」をお取りまと

めの上、2013（平成25）年７月末日までに本協会会長宛にご提出ください。 

必要な様式等は、５月以降、本協会ホームページ上の「『大学評価』ハンドブック」デー

タをご参照ください。 

なお、今回の評価に際して提出された点検・評価報告書をはじめとする諸資料につきま

しては、積極的に公表することが要請されていますので、個人情報の保護に十分ご配慮の

上でご対応いただきますようお願いいたします。 

 

同封文書 

 １「東京慈恵会医科大学に対する大学評価（認証評価）結果について」 

  ２ 認定証ならびに認定マーク関連資料 

  ※ 「平成21年度「大学評価」結果報告書」につきましては、後送をさせていただき

ます。 

 

以 上
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東京慈恵会医科大学に対する大学評価（認証評価）結果 

 

 

 

Ⅰ 評価結果 

 

評価の結果、貴大学は本協会の大学基準に適合していると認定する。 

認定の期間は2017（平成29）年３月31日までとする。 

 

Ⅱ 総 評 

 一 理念・目的の達成への全学的な姿勢 

貴大学は、1881（明治 14）年に日本最古の私立医学校として開設された「成医会講

習所」を前身とし、1921（大正 10）年に東京慈恵会医科大学となり、1952（昭和 27）

年に医学部医学科を持つ新制大学として新たに発足した。その後、1956（昭和 31）年

に大学院医学研究科を設置し、1992（平成４）年には医学部に看護学科が設置され、

現在は東京都の２つのキャンパス（西新橋キャンパス、国領キャンパス）に、１学部

２学科１研究科を擁している。 

学祖の言葉「病気を診ずして病人を診よ」を建学の精神として、質の高い医師と看

護師・保健師を育成し、医学・医療を支える医学・看護学研究を推進することを目的

としている。この理念・目的は大学案内や学内誌、ホームページなどをとおして教職

員、学生、保護者、同窓生に周知されている。また、理念・目的を実践するため「行

動憲章」や「行動規範」を定め、監査室による認知度の調査を行いながら、その周知

徹底に努めている。なお、学部・研究科の人材の養成に関する目的その他の教育研究

上の目的は、学則、大学院学則に定め、公表している。 

大学の理念・目的に基づき、各学科では特徴ある教育が行われている。医学部医学

科では、1996（平成８）年から講座にとらわれない、統合型カリキュラムと客観的な

進級試験システムを採用し、臨床実習期間の延長や参加型実習の導入により、卒前教

育の中で高い臨床能力を身につけるよう努力している。医学部看護学科では、貴大学

の理念を反映して倫理性を培う科目を各学年に配置し、少人数でのグループ討議など

で倫理性の育成を重視しているほか、医学科との共修科目を配置し必修としている。 

しかし、医学科の定員管理や、看護学科における研究活動の基盤の確保に向けた組

織的な取り組みなどについては、今後、十分検討することが望まれる。 

 

 二 自己点検・評価の体制 

「大学自己点検・評価委員会」が常設され、「大学自己点検・評価規程」および同
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細則に基づき、「評価項目」および「事務分担」を定めて、教育、研究、診療、管理運

営および経営の各分野について、点検・評価を実施している。委員の任期は３年間で、

自己点検・評価報告書は５年ごとにまとめることを原則とし、直近の報告書は 2006（平

成 18）年 12 月にまとめられた。しかし、今回提出された資料からは、「認証評価機関

の評価を受ける」という法的義務を果たすことのみに奔走し、認証評価の基礎となる

自己点検・評価において大学の主体性が発揮されていないように見受けられた。今後、

自己点検・評価を恒常的に行う制度システムの構築に期待したい。なお、2008（平成

20）年度から、各部署の取り組み結果を「事業計画に対する実施結果一覧」として「事

業報告書」に掲載・公開する取り組みもはじめている。 

大学および附属病院・機関に勤務する「職員」は、年度ごとに掲げた業務目標に対

して点検・評価を行い、理事に報告している。これらは、貴大学が「社会のニーズに

応えることのできる医師・看護師の育成と医学・看護学研究を振興して人類の健康と

福祉に寄与する」とした理念・目標を具現化しようとする行動の現れといえよう。 

 

 三 長所の伸張と問題点の改善に向けての取り組み 

１ 教育研究組織 

「医学は実学で、疾病を予防し病者を一人の人間として診ることが大切であり、病

者の治療には医の心を持った医師だけでなく、看護の心を持った看護師が医師ととも

に働くことが重要である」との学祖の教えに基づき、医学部の中に医学科と看護学科

を併設し、大学院医学研究科を擁するほか、総合医科学研究センター（研究部門）お

よび４つの附属病院（診療部門）を設置している。 

医学部医学科において、講座は研究組織と位置づけ、教育組織として「コース・ユ

ニット」を設置し、その責任者がコース内ユニットの責任者および講義・実習担当者

を任命し、講義・演習・実習などを行っている。コース・ユニット責任者は、大学が

毎年発行する『教育研究年報』に、自己点検と改善策を報告する義務を担っており、

教育の客観性と独立性を担保するために有効に機能していると評価できる。 

さらに、教育センターは、複雑化する医学教育を専門的に支援する組織として、国

内外の医学教育に関する最新情報や、ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）の

推進、「カリキュラム検討委員会」の企画と実施など、教育の質の向上と評価・管理

を行っている。 

一方、看護学科については９専門領域（基礎看護学、成人看護学、老年看護学、精

神看護学、小児看護学、母性看護学、地域看護学、在宅看護学、健康科学）を置き、

2009（平成 21）年度に開設された医学研究科看護学専攻修士課程との連携による研究

活動の強化や、従来の領域別教育研究組織から分野別教育研究組織への転換を見据え

ようとしており、これからの実現が待たれる。 
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２ 教育内容・方法 

（１） 教育課程等 

医学部 

医学科では、11 のコースから教育課程を構成し、６年間の一貫教育が行われている。

医学倫理教育や一般教養的授業科目に力を注いでおり、倫理教育では、コース「医学

総論」として１年次から４年次まで継続して実施している。導入教育では、入試で選

択しなかった理科の１科目を「自然科学入門演習」として集中的に学修する機会を設

け、コース「生命基礎科学」では、実習の比重を大きくしている。また、教育内容を

「教学委員会」「カリキュラム委員会」および「教育センター」が直接把握し、改善を

勧告できるシステムが作られている。さらに、学生の講義への出席率が高く、留年者

も少ない点、医師国家試験への対応を目的としたカリキュラムは有していないにもか

かわらず、高い医師国家試験合格率を達成している点は評価できる。 

看護学科においても、貴大学の歴史や伝統、理念の反映として、倫理性の育成を重

視し、関連科目を各学年に配置し、１年次の医療総論は２単位 60 時間必修で、医学科

との共修科目とし、倫理的問題について演習を行いながら小グループ討論で考える機

会を設けている。また、各学年に生命・倫理・安全に関する講義を配置している。な

お、入学試験科目から数学Ⅱを外し、数学Ⅰ・数学Ａのみとしている。そうした背景

から、数学に十分習熟しないまま入学する学生が多くなっている。そのため、導入教

育として、必修科目である「統計学」の中で基本的な数学に関する知識を補うなどの

工夫をしている。 

 

医学研究科 

「質の高い医師と看護師・保健師を育成し、医学・医療を支える医学・看護学研究

を推進すること」という大学の目的に基づき、「共通カリキュラム（10 単位）」と、「選

択カリキュラム（20 単位）」を設定し、３項目の到達目標を掲げている。「共通カリキ

ュラム」は、医学者として必要とされる基礎的知識・技法を集中的に教育することを

目的とし、「医の倫理」や「臨床疫学」などの科目を設けている。「選択カリキュラム」

では、専門領域の研究に関する技術と知識の習得を目的とし、講義・演習・実習で構

成している。2008（平成 20）年度から社会人特別選抜を開始したことに伴い、必修科

目を夜間帯にも開講しており、社会人入学者数が毎年増加しつつある。 

 

（２） 教育方法等 

医学部 

医学科では、基礎・教養教育においては、多様な演習・実習形式による倫理教育の

ほか、人文・社会科学科目を少人数編成の演習形式により実施するなど、能動的学習、
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課題探索、問題解決、グループ学習、批判的思考の各能力の開発を主眼としている。

専門教育においては、従来の学問体系や診療科を中心とする「縦割り教育」を「コー

ス制」に改め、「医学・医療の実践者」を養成するための統合型カリキュラムを、先駆

的な立場から長年実施している。臨床実習については、専門性の高い附属病院本院だ

けでなく、地域の中核病院である分院でも行われている。イントラネット上の「電子

シラバス」に一般目標・行動目標、学習上の留意点、成績判定方法などを明示してい

る。また、選択ユニット（自由に選択し、選択しないことも認める科目）は担当教員

と相談しながら履修しており、適切な履修指導がなされている。ＦＤは、ＦＤワーク

ショップ、医学教育セミナー、カリキュラム特別検討会の３つの形式で活発に行われ

ている。授業評価については、学生による授業評価アンケートを実施し、併せて Best 

Teacher 賞アンケートを実施しており、アンケート結果を『学生会広報』に掲載して

いる。 

看護学科では、入学時や新学期（後期科目については夏休み前）に履修指導を行っ

ている。授業評価は、ＦＤ委員会が主体となり、講義主体の科目を中心に全学年前期・

後期に実施しているほか、教員・学生に授業評価のあり方に関するアンケートを実施

し、改善への取り組みを教員・学生双方に働きかけている。『学生便覧』は、成績評価

基準など学生の利用に必要な事項を、統一した様式で記載しており、2007（平成 19）

年度からＣＤ-ＲＯＭに収めて学生に配布している。しかし、学生が、シラバスに示さ

れている内容（授業内容や評価方法、留意点、さらには、出席や受験資格等について

の情報）を、十分把握しないまま講義を受けている学生が多くなっているので、事前

確認の周知・指導の徹底が望まれる。 

 

医学研究科 

履修方法を周知するため、「大学院ガイド」「共通カリキュラム案内」「選択カリキ

ュラム案内」などを配付し、４年間で学位論文を作成し、博士号の取得が可能となる

よう指導を行っている。しかし、シラバスには、成績評価基準については明示されて

いないので、さらなる改善と充実が望まれる。 

教育セミナー・講演会などを学部と共に開催して教員の教育指導方法の改善や新し

い知識の共有に努めており、組織的なＦＤが行われているが、大学院教育の視点から

のＦＤ活動が、今後求められる。また、学位論文（Thesis）による論文の審査方法に

ついて、学内の教員を対象に説明会を開催し、学内の共通認識を持つよう努めている。 

 

（３） 教育研究交流 

医学部 

医学科では、６年次の臨床選択実習において、「ロンドン・キングス大学」と毎年
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２～３名の学生の相互乗り入れを実践しているほか、選択実習において、国外の医学

校から学生を受け入れており、また、東邦大学医学部、昭和大学医学部および東京医

科大学との協定に基づき、学生の教育交流を行っている。 

看護学科では、2003（平成 15）年に「国際交流委員会」が発足し、2004（平成 16）

年から毎年アメリカ看護研修を実施しているほか、アフリカやアジア諸国からの「看

護職」や学生を受け入れ、研修などを実施している。いずれの取り組みも、参加者の

満足度は高いので、引き続き、国際交流を推進することを期待したい。 

 

医学研究科 

学部同様、国際交流の推進を重視し、毎年４～５名の大学院学生を海外の大学や研

究所に派遣し、単位認定を行うことで、大学院学生同士の刺激および研究の活性化に

つながっており、今後に期待できる。 

 

（４） 学位授与・課程修了の認定 

医学研究科 

学位審査委員会は公開制とし、審査過程の透明化を図り、審査の客観性を担保する

ため、指導教授が審査委員に加わらないこととしている。 

また、大学院学則には、大学院修了の要件とともに学位論文提出の要件および手続

きを明記し、「論文提出による学位審査内規」および「学位審査施行細則」には学位

論文審査基準を明記している。 

 

３ 学生の受け入れ 

医学部 

建学の精神を理解し、知識や技術にとどまらず、人間中心の医学を学び、実践でき

る強い意志を持った学生を求めていることを受け入れ方針とし、大学ガイドブック、

募集要項などで周知している。入学者選抜は、受け入れ方針に基づき一般入試による

選抜を行っている。 

医学科では、１次試験で「学科試験」を行ったうえで、２次試験に「面接試験」を

課して、調査書と１次・２次試験の結果を総合的に判断して合格者を決定している。

しかし、過去５年間の入学定員に対する入学者数比率の平均ならびに収容定員に対す

る在籍学生数比率は、ともにやや高いので、より適切な定員管理が望まれる。 

 看護学科においても、学科試験のほかに面接試験も取り入れ、同学科の受け入れ方

針に基づいた入学者の選抜に努めている。また、過去５年間の入学定員に対する入学

者数比率の平均は 1.15、収容定員に対する在籍学生数比率は 1.12 であり、定員管理

が適切に行われている。 
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医学研究科 

「社会に開かれた大学院となるように改善し、生涯学習の場を提供する」「臨床医

学を支える研究を志す者を受け入れ、高い倫理観と判断力に優れた研究者を育成す

る」という到達目標に基づき入学者選抜を行っている。しかし、過去５年の入学定員

に対する入学者数比率の平均は低く、収容定員に対する在籍学生数比率も 0.36 と低

い。2008（平成 20）年度から、社会人大学院学生の受け入れ（社会人選抜）を開始し、

社会人入学者数が毎年増加しつつあるので、今後の改善に期待したい。 

 

４ 学生生活 

学外奨学金の利用のほかに、学内に３つの奨学金制度（学校法人慈恵大学奨学金・

東京慈恵会医科大学父兄会互助部会奨学金・本多友彦慈恵医学教育奨励基金）が設置

され、毎年、20 名前後の学生がその恩恵を受けている。また、学費の分納を認め、学

生負担の軽減に寄与している。大学院学生に対しては、独自の奨学金制度をもってい

ないが、ティーチング・アシスタント（ＴＡ）、リサーチ・アシスタント（ＲＡ）のほ

か、大学院研究助成金などにより経済的支援が行われている。 

学生生活に関わる業務は、学生担当委員会が所管し、年２回の定期健康診断のほか、

飲酒や喫煙についての指導も行い、「学生保健指導室」（主に学生の身体的な管理）や

「学生相談室」（精神的な管理・相談）を設置している。セクシュアル・ハラスメント

に対しては規程を定め、委託契約の第三者機関ならびに人事主管課が相談窓口となる

「セクハラ・ホットライン」を設け、学生が常に相談できる状態になっている。しか

し、対策はセクシュアル・ハラスメントに限られているので、他のハラスメントにつ

いても対策を講じることが望まれる。また、学生への周知は入学時のみなので、より

積極的な周知徹底が望まれる。 

卒業後の進路について医学部医学科６年生を対象として説明会が開かれており、学

生の出席は多いものの、学生からは、より早期に説明会の開催を望む声が多いので、

就職先（病院）とのミスマッチを防ぐためにも改善を期待したい。 

また、学年担任制度が導入され、１学年に１人の担当教員を配置しているが、問題

を抱えている全ての学生に十分に対応することが難しいので、体制の見直しと制度の

実質化が望まれる。 

一方、医学部看護学科では、過去の学生生活に関する調査やメール調査において、

就職に関する情報提供の不足を学生に指摘されたことから、学生の多目的室に就職に

関する情報誌などを置き、４年生に対しては４月のオリエンテーション時に、４年生

担当教員と学生部長が就職への心構えや情報提供を行うなど、正確な情報提供に努め

ている。しかし、就職に関する情報提供や指導などを行う相談窓口は担当教員に限ら

れており、十分とは言いがたいため、事務組織による支援も含めた体系的・組織的な



東京慈恵会医科大学 

 

整備が望まれる。 

 

５ 研究環境 

医学部医学科および医学研究科では、大学附置研究所である総合医科学研究センタ

ーにおいて、研究設備・機器の有効利用を図りながら、大学院学生や臨床講座の研究

者を中心に研究を行い、「時代に相応した研究ならびに伝統のもとに特徴づけられる研

究」を展開して多くの成果を上げている。個人研究費や学会出張費、研修費、海外で

の学会への出張費などを支給し、学内に競争的研究助成制度を発足させ、研究活動の

活性化を目指している。個人研究室は、共同利用を原則としている。 

一方、医学部看護学科においては、研究部門に関連する組織を持っていないが、2009

（平成 21）年４月に医学研究科看護学専攻修士課程を設置したことに伴い、研究の推

進、成果の発表につなげていく方向性を示し、紀要発刊に向けた検討を行っている。

専任教員の個人研究費は十分とは言えず、科学研究費補助金の申請件数も減少してお

り、大規模な研究や全国的な研究を行いにくい状況である。また、臨地実習が年に 25

週組み込まれているうえ、委員会活動や大学の管理運営にもかかわっているため、研

究時間の確保に苦慮している。また、研究室は、教授と准教授は個室を利用している

が、講師は２人で１室を、助教は 11 人で１室を利用しており、講師と助教に関しては

十分とは言えない。今後、研究時間の確保、研究費の助成制度の拡大、若手教員の外

部研究費獲得に向けた支援、研究室の確保など、研究活動の基盤を確保するよう、改

善が望まれる。 

 

６ 社会貢献 

「社会の共感を得て、国際的にも高い評価を受けることができる質の高い医科大学

を目指す」を到達目標に掲げ、さまざまな社会貢献を果たしている。多くの市民公開

講座を開催し、医療について啓発活動を行っており、特に、「慈恵クリニカルリサーチ

コース」は、学内外の医療関係者から多数の参加を得ている。医学部医学科・大学院

医学研究科では、研究指導を目的として、他大学の学部学生や大学院学生、開業医、

企業の研究者を受け入れるほか、従来、貴大学の卒業生を対象に行っていた生涯学習

セミナーを、地元医師会のメンバーにも開放し、年間 10 回開催している。さらに、地

域医療を担う医師を対象とした臨床研究指導を行っており、この取り組みは、生涯教

育の実績として、2007（平成 19）年度「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い

医療人養成推進プログラム（医療人ＧＰ）」に「プライマリーケア現場の臨床研究者

の育成」として文部科学省に採択されている。 

公的機関からの委員や講師の派遣要請に対しては、大学として制限を設けず、多数

の政策形成への寄与を可能にしており、多くの教員が参加している。 
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大学施設の開放状況については、西新橋キャンパスは、官公庁のある霞ヶ関に隣接

しており、交通のアクセスがよいため使用希望が多いので、教育および学生の利用を

最優先にしながら、官公庁が主催または後援する教育研修会や説明会などに、施設な

どを提供している。また、国領キャンパスでは、グラウンド、体育館などの体育施設

を近隣の保育園の行事などに貸し出している。 

 

７ 教員組織 

医学部医学科および看護学科のいずれも大学設置基準が定める必要専任教員数を

上回っており、専任教員１人あたりの学生数も適切である。教員年齢構成について、

医学科はバランスよく構成されているものの女性教員数が少なく、一方、看護学科は、

31～40 歳の教員や、就職期間が２年以内の専任教員が多い。 

教員の任用・昇格などについては、医学部・医学研究科ともに、その手続きを明文

化しており、人事の透明性を確保している。また、学生の学修活動を支援するための

人的支援体制として、職員である研究補助員と研究技術員を各講座や研究所などに配

属し、教育支援を行っているが、看護学科には、情報処理教育を補助指導する専門家

が常駐していないので、支援体制の強化が望まれる。教員の教育業績評価については、

明確な指標を設けていないので、今後の検討が望まれる。 

医学科では、教育分野での講座制を廃止して貴学科の特徴である「コース・ユニッ

ト制」をとり、約 1,100 名の専任教員の中から最適な教員を教育担当者として選任し

ている。卒前教育は「教学委員会」が責任をもって、教育から教育後の評価、自己点

検を行っており、貴大学の理念を明確にしながら目標に向けた教育を実施している。 

看護学科においては、専任教員と兼担教員、兼任教員による講師会を年１～２回開

催しているが、参加者が少なく、話し合いの時間も短いなどの課題があるため、改善

が望まれる。 

  

８ 事務組織 

建学の精神に基づき、「質の高い医師と看護師・保健師を育成し、医学・医療を支

える医学・看護学研究を推進する」ことを到達目標として掲げ、教育・研究・診療・

管理運営の４本を柱として運営しており、現在は８部 18 課１室を基本構成としている。

それぞれの組織が連携を図るとともに、継続的な組織の見直しを行い、機能の向上と

効率化を図っている。また、スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の重要性を理解

し、「職員教育研修制度」を導入しているほか、自己啓発制度も整備し、通信教育講座

等の費用を一部援助している。 

しかし、「各事務組織の業務の標準化が十分でない」うえ、管理職昇級後の研修の

制度化はまだ不十分であり、大学院事務を兼務しているため、さらなる大学院の充実
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と将来発展の企画・立案に関わる余裕がない状況なども見受けられるので、改善が望

まれる。 

 

９ 施設・設備 

校地・校舎面積は、大学設置基準を上回っており、西新橋および国領の２つのキャ

ンパスには、講義室（大講堂を含む）、実習室、コンピュータ演習室をはじめ教育・研

究を行うに必要十分な施設を整備している。また、特に、ＯＳＣＥセンターとして設

計した医学教育室を中心とする 30 室の小グループ演習室は、貴大学の教育理念を具現

化するものとして評価できる。学生のクラブ活動などに供される施設は、国領キャン

パスに集中的に配置されているほか、西新橋キャンパスにも「学生のための生活の場」

が整備されている。 

実験室は、使用目的にしたがって共用し、使用機器、コンピュータ関連機器、オー

ディオビジュアル機器なども、貴大学の理念・目的を達成するのに十分整備されてい

る。また、教育関連施設を維持・管理するため、大学事務部長を責任者とする体制を

確立している。 

なお、国領キャンパスには、バリアフリー化がなされていない施設が一部あるので、

改善が望まれる。 

 

１０ 図書・電子媒体等 

西新橋キャンパスに本館、国領キャンパスに分館の２つの図書館を有し、図書、定

期刊行物、電子ジャーナルなど多数の資料を保有し、収容定員に対する閲覧座席数も

十分である。２つの図書館は学内ネットワークによって相互利用が可能となっている。

また、国立情報学研究所のＧｅＮｉｉと結んだ相互利用や日本医学図書館協会に加盟

し、学外施設との協力も実施している。図書館は授業の開始前から 22 時（分館は 9

時から 20 時 30 分）まで開館し、最終授業時間まで利用できるように配慮しており、

土曜日・日曜日もほぼ１年間をとおして利用できる体制を整え、有効に学修の場を提

供している。また、電子ジャーナルの利用の普及に努めている。図書、定期刊行物、

電子ジャーナルの購入などに関して、各講座の代表者からなる委員で構成される「図

書館委員会」で必要な図書・資料が決定され、それぞれの意見を反映できるように配

慮されている。さらに、学術情報の記録として、学内で作成された学術情報をデジタ

ル化して、インターネットに公開するシステムである「機関リポジトリ」を開始した

ことは評価できる。 

 

１１ 管理運営 

寄附行為は、学長の選任方法を明示し、選任された学長が理事長を兼任すると規定
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している。また、学長は医学科長と看護学科長の任務を兼務しているので、学長の負

担軽減のために、任務を委譲するなどの機能分担に向けた検討が望まれる。 

理事会、評議員会、教授会などは、明文化された所掌事項に沿って運営し、諸機関

間の関係は適切に保たれている。また、「学長諮問会議」を設置するなど、学長を補佐

する体制についても整備している。さらに、理事会には、外部理事が参加しており、

法人運営に効果が認められている。 

また、大学院医学研究科の運営は「研究科委員会」に委ね、規程で定められた審議

内容を運営しているが、運営実態をより明確にする必要がある。 

 

１２ 財務 

貴大学では、安定的な財政基盤確立のための収支構造の改善を目指して中長期計画

を策定し、この計画のもと毎年度の予算編成を行っている。 

直近５ヵ年度の財務状況をみると、消費支出では人件費ならびに医療経費が増加傾

向にあるが、帰属収入の８割以上を占める医療収入の安定的な増加に支えられ、帰属

収支はおおむね均衡が維持されている。殊に医療収入から医療経費を差し引いた医療

収支は着実に改善されている。 

財務関係比率（法人ベース）では、人件費比率、教育研究経費比率、帰属収支差額

比率および消費支出比率は総じて「医科系－医学部を設置する私立大学」の平均に対

して良好な数値で推移している。 

また、帰属収入に対する翌年度繰越消費支出超過額の割合は低減傾向にあり、退職

給与引当や第２号基本金の特定資産も積み増しされている。 

なお、監事および監査法人による監査については適切かつ客観的に行われていると

判断できる。しかし、監事による監査報告書には、私立学校法の改正により「学校法

人」の業務と記載すべきところ、「理事」の業務執行と記載している点は是正されたい。 

 

１３ 情報公開・説明責任 

大学の公益性に十分配慮し、さまざまな学内情報を積極的に公開し、教育・研究年

報を年１回発刊しているほか、５年ごとに『東京慈恵会医科大学記録（自己点検・評

価報告書）』を公表し、大学運営に対して十分な説明責任を果たそうと努力している。

入学試験の点数の開示や保護者への成績開示を行っていないので、今後は、より積極

的な情報公開が望まれる。 

財務情報の公開については、法人広報誌『The JIKEI』、大学広報誌『東京慈恵医科

大学公報』、およびホームページによって行われている。いずれの媒体においても財務

三表に決算の解説が付され、さらに、グラフを有効に活用し視覚的に理解しやすい構

成となっており、情報公開や説明責任の履行を適切に果たそうとする姿勢は評価でき
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る。ただし、ホームページでは情報内容の更新が遅く、最新の情報を迅速に掲載され

ることが望まれる。 

 

Ⅲ 大学に対する提言 

 総評に提示した事項に関連して、特筆すべき点や特に改善を要する点を以下に列挙する。 

一 長所として特記すべき事項 

１ 教員組織 

１) 医学部医学科の教員は、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」で講義･演習･実習などを行い、診療医師として「診療部」で

診療する。このように、教員はこれらの組織を横断し、個人の能力が有効に発

揮できるよう考慮されており、評価できる。 

 

二 助 言 

１ 教育内容・方法 

（１） 教育方法等 

１) 医学研究科において、シラバスに成績評価基準が明示されていないので、改善

が望まれる。 

 

２ 学生の受け入れ 

１) 医学部医学科における過去５年間の入学定員に対する入学者数比率の平均が

1.01、収容定員に対する在籍学生数比率が 1.03 とやや高いので、適切な定員管

理が望まれる。 

 

３ 学生生活 

１) 医学部看護学科の就職・進路指導は、専任教員を中心に行われており、事務組

織も含めた体系的・組織的な指導は行われていないので、改善が望まれる。 

 

４ 研究環境 

１) 医学部看護学科では、教員の研究時間や個人研究費のほか、講師や助教につい

ては研究室の確保も十分とは言えない。研究活動の基盤が確保されるような組

織的な取り組みが望まれる。 

 

５ 教員組織 

１) 医学部看護学科の専任教員の年齢構成において、31～40 歳が 41.4％と高いので、

年齢構成の全体的なバランスを保つよう、今後の教員採用計画等において、改
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善の努力が望まれる。 

 

６ 施設・設備 

１) 国領キャンパスの一部でバリアフリー化の遅れている施設があるので、改善が

望まれる。 

 

三 勧 告 

１ 財務 

１) 監事による監査報告書には、私立学校法の改正により「学校法人」の業務と記

載すべきところ、「理事」の業務執行と記載している点は是正されたい。 

 

以 上 
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