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（一）序章

1

2

（１）本学の創設と特徴
本学は全国の各大学、特に大学医学部に学園紛争の後遺症が残り、各大学医
学部卒業生は非入局や旧態然とした医局制度、インターン制度廃止などをスロ
ーガンに荒れており、まともな講義や実習も出来なかった昭和 45 年（1970 年）
ひ

と

に「人間をつくる。体をつくる。医学をきわめる。」の三つを建学の精神として、
学園長・川﨑祐宣（1904〜1996）によって設立された。即ち人間性豊かで、博
愛の精神に基づき病者の心身を癒し、自分自身の体を鍛え、さらに社会の健康
増進を一層図るために良医を育成・錬磨し、かつ高度の研究を維持、発展して
社会に還元することを使命とした。川崎医科大学は本年平成 19 年（2007 年）創
立３７周年を迎えることができた。創立以来、今日まで理事長 2 代、学長 6 代
の継承があり、平成 18 年度末で医学士 3,382 名、医学博士 570 名を世に送り出
してきた。すでに 3,355 名が医師として、社会からの要請に応え全国の医療機
関で活躍している。
本学では 6 年一貫教育を学生教育の基本方針とする。1 年生が生活の場として
過ごす学生寮も、
“建学の精神”を反映する教育システムである。全国の医科大
学に先駆けて、臓器別のブロック講義を開き、総合臨床医学、救急医学をいち
早くカリキュラムに組み込み、実学としての医学を修得させるべく不断の努力
を重ねてきた。最近ではクリニカルクラークシップを導入、平成 18 年より教育
のＩＴ化など 21 世紀の教育にむけて教育環境の整備を目的に、校舎棟の増・改
築を進めている。また、社会への教育活動として、大学設立１０周年を記念し
て創設された現代医学教育博物館は、本学のみならず、中・四国地域および全
国各地から多くの入館者を今日まで迎え、医学知識や情報の啓蒙活動を行い、
本学教職員・学生のみならず広く社会貢献および生涯教育の場として将来に向
けその設備を充実・拡充させている。
研究に関しては、大学創設時より、高度な研究機器を大学共有の設備として
有効利用できるように、八つの研究センターを設立し、専門の技術者を配備し
た。より高度な実験環境を構築すべく、外部の公的資金の助成を受け、機器・
設備の充実を図ってきた。高度な機能を持つ機器の共同利用を主旨とする研究
センター組織は本学の特色である。
診療では、附属病院が特定機能病院として先進的高度医療を推進し、質の高
い医療を地域に提供するともに、本学の理念である良医育成を目指し、学生の

3

臨床実習の場ならびに卒後臨床研修の場を提供している。特に、全国に先駆け
てのドクターヘリの運用とともに、一次、二次、三次の救急患者を受け入れる
医療施設として、24 時間体制をとっているのが特徴である。
現在の激動する医学教育・医療改革の中で、本学が社会の種々の必要や希求
に対応していくためには、常に自己点検・評価が必要であることは言をまたな
い。本学では平成 13 年より各教室、施設あるいは各個人のレベルにおいて当事
者が一定の基準の下に自己点検・自己評価を行い、その結果を『教育と研究』
と称する冊子として纏め、出版し、公開してきた。さらに、平成 13 年、平成 16
年、平成 18 年に全般的普遍的な項目について点検・評価を行い、さらに全体と
しての理念、目標及び実態の再点検、組織と運営の見直しが行われた。将来構
想に対する手掛りと提言が得られたと思い、この作業に大きな意義があったと
考えられる。
周知のように、平成 14 年の学校教育法の改正に伴い、平成 16 年度以降大学
および高等専門学校は、教育・研究等の総合的な状況について、文部科学省の
認証を受けた評価機関による評価を、7 年以内の周期で受ける義務を課されるこ
とになった。本学は“大学基準協会”による第三者評価を受けるため、自己点
検・評価委員会ならびにワーキンググループを中心とした関係各位の尽力によ
り、全学的な点検・評価報告書をここにまとめた。学長

植木宏明は各委員、

職員の甚大なる努力に敬意を表すると共に、深く感謝し、本報告書の序章・序
文とする。
以下に、医科大学と本学を含む川崎学園の沿革概要と大学設置許可にはじま
る教育における経緯ならびに大学と附属病院の組織機構図を添付する。
（２）川崎医科大学の沿革の概略
昭和 43.8.13

「学校法人川崎学園」設立準備期成会設置認可

昭和 45.3.17

学校法人川崎学園設立認可

昭和 45.3.17

川崎医科大学設置認可（入学定員 100 名）

昭和 45.5.9

川崎医科大学第１回入学式

昭和 45.6.1

川崎医科大学開学式

昭和 47.3.30

学生寮、倉敷市生坂に完成（１・２学年全寮制）
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昭和 48.10.20

校舎棟および本館棟落成式

昭和 48.12.17

附属病院開院（1,052 床の内 48 床使用）

昭和 51.2.12

入学定員変更（100 名を 120 名に）

昭和 51.3.22

第１回卒業式

昭和 51.3.25

川崎医科大学大学院（博士課程）設置認可（入学定員 50 名）

昭和 52.5.5

ミネソタ大学と姉妹縁組

昭和 52.8.2

女子寮、倉敷市松島に完成

昭和 54.10.1

附属病院救命救急センター開設（56 床）〔病院 1,154 床〕

昭和 55.12.13

学園創立 10 周年記念式典挙行

昭和 56.5.10

現代医学教育博物館開館、総合体育館開館

昭和 57.10.16

北京第２医学院（中国北京市）と「医学および医学教育交流に
ついての覚書」に調印

昭和 58.1.10

川崎医科大学倉敷駅前診療所開設

昭和 59.10.8

上海中医薬大学（中国上海市）と姉妹縁組

昭和 60.12.19

関金セミナーハウス開設

昭和 62.10.19

上海職工医学院（中国上海市）と姉妹縁組

平成 2.12.21

入学定員変更（120 名を 100 名に）

平成 3.10.27

学園創立 20 周年記念式典挙行

平成 6.4.1

附属病院特定機能病院認可

平成 8.7.6

学園創設者川﨑祐宣名誉理事長（平成 8 年 6 月 2 日逝去）学園
葬挙行

平成 9.4.1

男子寮、倉敷市松島に移転（１学年のみ全寮制に）

平成 11.3.31

川崎医科大学倉敷駅前診療所閉鎖

平成 12.10.7

首都医科大学（「北京第２医学院」が「首都医学院」を経て改
称、中国北京市）と「医学および医学教育交流についての覚書」
に（更新）調印

平成 14.7.1

オックスフォード大学グリーンカレッジと教員相互交流協定
締結

平成 14.8.31

附属病院西館棟竣工（新病棟 350 床）(川崎学園創立 30 周年記
念事業)

平成 15.7.31

附属病院中病棟(旧西病棟)改修工事完了

平成 16.10.31

附属病院南病棟改修工事完了
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平成 16.4.1

准教授以下の教員居室の使用開始

平成 18.2.6

校舎棟増築（6 階建て）、既設校舎棟改築起工

平成 18.2.3

共用試験（CBT, OSCE）の正規導入（4 学年）

平成 18.6.1

統合医学医療教育開発センター設置

平成 19.3.30

校舎増築棟完成（マルチメディア教室、学生ラウンジ、5・6 学
年自修室など）

（３）組織機構図
川崎学園は、川崎医科大学、川崎医科大学附属病院、川崎医療福祉大学、川
崎医療短期大学、川崎医科大学附属高等学校の 5 施設からなり、それぞれの施
設を学校法人川崎学園理事会が束ねている。川崎医科大学と川崎医科大学附属
病院の組織機構図は以下の通りである。

平成 20 年 3 月 6 日

川崎医科大学
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学長
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川崎医科大学組織図（平成 19 年 5 月 1 日現在）
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英
独

川崎医科大学附属病院組織図（平成 19 年 5 月 1 日現在）
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（二）本章

9

10

第１章

大学の理念、目的、教育目標

（１）医学部の理念、目的、教育目標
a）大学の理念、目的、教育目標とそれに伴う人材養成の目的の適切性
【現状の説明】
川崎医科大学は昭和 43 年に当時の岡山市川崎病院の理事長、病院長であった
川﨑祐宣氏によって設置が計画され、昭和 43 年 8 月学校法人川崎学園設立準備
期成会が発足し、川崎病院内に事務局を置いて大学設置基準を満たすべく情熱
を注いで努力した。そして、昭和 45 年 3 月文部省による、学校法人川崎学園の
設立認可を受けて、同年 4 月川崎医科大学の設置となり、同年 5 月に開学、開
校された。
本学創設の頃、日本の大学は大学紛争に荒れ、旧体制の大学医局崩壊が叫ば
れ、社会では医師不足であった。医師や医学部の学生達の心も傷ついていた。
そのような状況を背景にして、患者があり社会があって医師があり病院があり、
医学があり医学者がある、との精神の下で病苦を背負った人々のために献身で
きる医師、すなわち患者や社会のために我を忘れて医療に尽くすような医師を
育てることを目的に、
ひ

と

１．人間をつくる
２．体をつくる
３．医学をきわめる
という建学の理念が高く掲げられ、川崎医科大学がスタートした。
このような建学の理念を実現するために必要な環境作りとして、以下のこと
に取り組んだ。
１．太陽と緑と草花のあふれる広大な自然環境
２．清潔な近代的校舎・充実した教育施設・高度な研究設備・完備したスポ
ーツ施設などの人為的環境
３．全国的視野にわたって招いた、優秀な教職員組織の人間環境
４．お互いに友情を温め合い、協力精神を育て合うにふさわしい全寮制の生
活環境の整備
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本学の教育目標は以下の 4 点にまとめられている。
１．心身ともに健全で心やさしく能力のある臨床医の育成
２．広い守備範囲にわたって手腕を発揮し、患者及びその家族のためを思い、
しかも信頼される全人的医療のできる臨床医の育成
３．有能な専門医の育成
４．新しい医学に貢献する研究者の育成
このように、建学の理念と教育目標を掲げ、その目標達成のために開学以来
継続して良医を育成するために取り組んできた。
その一環として、教育を行う教職員は基本的臨床能力の教育ができ、また教
育法を学習できるように、教員研修会をできるだけ頻回に行ってきた。また、
学長は医学教育カリキュラム検討委員会、自己点検・評価委員会等、全学的組
織を結成し常に点検を繰り返しながら、教育への貢献度の評価法も考慮し、教
育活動は大学教員の本職であることを認知させ、教育への貢献に対しての褒賞
制度を設けるようにしている。
また、川崎医科大学では“良医を養成する”という建学以来の目標を掲げて
おり、卒後の医師養成教育にも重点を置いてきた。附属病院開院当初から当時
としては日本では珍しいレジデント制度を採用して、幅広い診療科での研修を
制度として義務付け、確立してきた。最低 2 年間での初期研修を修了した者に
のみ研修終了の認定証を発行し、続く後期研修（4～6 年間のシニアレジデント）
ではより専門的な修練に入り、修了後は専門医資格を取得できるような指導体
制も確立した。その後、教員としての講師就任への道や、更なる専門的な研究
を遂行希望の者には、大学院進学への道も設けるなど、研究者の育成も行って
きた。
また、以下の諸章にも記載されているごとく、大学の大切な使命は卒後の研
修教育及び研究成果によって世界や社会に深く貢献することであり、研究や研
究心を抜きにした教育も存在しえない。本学には近代的設備をもった 8 つの研
究センター（組織・電子顕微鏡センター、組織培養・免疫センター、生化学セ
ンター、生理機能センター、RI センター、医用実験センター、医用生物センタ
ー、環境生態センター）を中心に大学院の教育および研究も活発に行っている。
このように、医学生や若い医師も絶えず現場での難問に研究心をもって対処す
る必要があることを強調している。
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【点検、評価】
大学創設以来 38 年が経過し、医科大学の卒業生は総計 3,382 名となり、日本
全国、また海外でも、教育、診療、或いは研究面で活躍している。また、医学
博士の学位を取得した者 570 名、各診療科の専門医資格者や海外留学生も多い
が、特に全国的に地域医療に貢献している者も多い。このように、本学の理念
に基づいて教育を受けて育った医師が社会に大きく貢献してきたことは高く評
価できると考える。
多発する医療事故、とくに大病院におけるヒューマンファクターが原因とさ
れる事故について、医師に対する社会的批判は痛烈であり、医師というより人
間としての質が厳しく医療人に問われつづけている。本学が掲げる“人間をつ
くる”という理念と目標は、このような社会的な状況に対し医師養成機関とし
て、設立時も現在もその妥当性・適切性にかわりはない。
本学が掲げる教育目標の中で、とくに他大学とは一線を画するのが、
“全人的
医療のできる臨床医の育成”である。このため、本学には“救急医学”や“総
合臨床医学”が設立当時より設置され、今日まで活動を続けてきた。本学が実
学としての医学教育を目指し、実地臨床医学の教育に力を注いできたことは、
今日の医学教育に、クリニカルクラークシップや OSCE が大幅に取り入れられて
いる状況を見るとき、設立者の唱えた理念・目標に高い先見の明があったこと
を証明するものである。救急医学教室は、救命救急センターの設立へと発展し、
ドクターヘリの稼働もふくめて、時代の流れと適合した実践医療として高く評
価できる。一方、総合臨床医学については、高度の専門化する大学病院の方向
性の間に生じた矛盾がかならずしも解決できておらず、設立時の目的に沿った
活動が行われているとは言えない。イギリスの General Practitioner ような立
場で医療に望む医師を養成する教室が大学内で適切に運営されるには、一大学
の努力を超え、国の施策による支援を欠くことはできないであろう。総合臨床
医学教室の活動はとくに臨床医学教育に重点をおいている。また、社会からの
要請に答え、あたらしく小児外科学、脳卒中医学教室および臨床腫瘍学教室が
設立された。これらの教室は、本学の“全人的な医療のできる臨床医の育成”
と“有能な専門医の育成”の目標に則し、新分野の医療を目指す教室として設
置したことは、教育目標に沿った大学運営として評価できると考える。
本学では卒後教育としてのレジデント制を附属病院開設以来導入し、これが
良医育成における最も重要な制度の一つとなっている。附属病院のシニアレジ
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デント修了者の医学、医療レベルは社会からも高く評価されている。最近では
卒後臨床研修の必修化が行われているが、本学がそれをいち早く導入してきた
ことは本学設立の理念が時代の先を見越してきたことを示している。
【将来の改善、改革に向けた方策】
本学の建学の理念を基本として、本学教職員の意識改革、教育方法の改革を
永続的に進める方針である。その具体的な対策については以下の教育や研究に
関する諸章で詳細に点検、検証している。
学生教育においてわれわれが今後取り組むべき事項としては、すべての医師
が備えるべき基本的な知識、技能、価値観、態度を身に付けさせる教育を行う
ことである。そのためには
１．修得すべき知識、技能の水準を明確にすること
２．医療をとりまく環境の変化に応じた教育内容の改善を行うこと
３．病気の治療ばかりではなく予防、健康増進についても教育すること
と考えており、この方針で教育を行っていきたい。
また、医師は学生時代に学んだ知識を応用して行くのみでは不十分であり、
生涯学習ができる能力を獲得させることも重要である。そのためには、
１．学生が積極的に自己学習をし、問題解決能力を身につけるような機会を
提供すること
２．学生に学習目標を示して、自己学習を推奨し、そのための自由時間を与
えること
３．自己学習できる学生とそうでない学生を見分けるための評価法を採用す
ること
の 3 点を目標において改善する努力を行っていきたい。
このように、本学は“全人的医療のできる臨床医の育成”を目指しており、
そのためには総合診療部の充実が不可欠である。一方では専門性の高い医師を
養成することも求められているが、その基本となる質の高いプライマリーケア
の能力を養うことは本学の教育の根幹と考えている。総合診療部に必要な教員
を確保することは最優先課題であり、全力を挙げて取り組んでいきたい。
一方、平成 3 年の大学設置基準の大綱化を端緒とする大学改善、改革の流れ
に対し、本学も本報告書に記載されているごとく、大幅な大学改革、教育改革
を計画、実行に移してきている。医師国家試験や共用試験における学生の医学
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知識、医療技術水準の要求度が年々上昇していることを考慮し、学生個人個人
の個性、特質にも配慮しながら教育改革を継続的に、しかも常に改革の成果を
意識し、検証していかなければならないと考えている。
医学を志す医学生及び医師は、傷つき病苦の中で喘ぐ患者に愛情を持って対
処する尊い使命があるが、患者は一人ひとり別個の個性と尊厳を持っており、
それらを深く理解し、疾患のみでなく、心を癒すことの出来るよう成長して欲
しいと願いつつ祈っている。そして、医学徒は目前の臨床のみでなく、そこか
らの疑問点を汲み上げ、普遍的な研究目標を立て、問題解決に向けて生涯を掛
けられる者であって欲しいと願っている。必ず死を迎える人間を扱う医学、医
療に従事する者にとって、疑問点、解決すべき点、研究への道は、どこにでも
あり、その道は生涯続くものである。大学の教育や研究制度、教員個人の日常
的な歩みの中にも、点検し、評価し、改善し、考察すべき点は限りなくあるは
ずである。それらを広く、個人レベル、集団レベル、大学レベルで不断に検証
しながら改革するところにこそ、進歩があり、成長があり、社会への深い貢献
がある。このような理念に基づいて、以下の章に述べるごとく具体的な教育目
標の達成を目指し、教職員と学生が一体になり医科大学としての使命を認識し
て、さらなる改善、改革に向けての一歩を踏み出していきたい。
b）大学の理念、目的、教育目標等の周知の方法とその有効性
【現状の説明】
大学の理念、目的、教育目標等の周知の方法については、まず大学の運営委
員会（学長、病院長以下数人の役職者で構成）、管理者会（主として各教室の主
任教授又は准教授、各研究センター長などで構成）、教授会〔全教授、全准教授
で構成〕、教員会（講師以下の全教員で構成）などで伝達、会議開催を通して具
合的な問題点、方策などを徹底させている。それには、崇高な言葉としてでは
なく、実際的な事項について極力具体的に周知徹底させるべく努力している。
そして、まず管理者、教員の理解を得て、学生達の全人的教育、知育、徳育な
どに深みを与えるべく努めている。
そのために、教務委員会、学生生活委員会、副学長補佐会等で、現場の実態
を把握し、同時に定期的に全教員を対象とした FD 会（Faculty Development)を
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開催して、自己反省とともに現場からの意見、批判を更に取り入れ、或いは他
大学の情報なども参考にしつつ、学生の全人的教育に当たっている。そして、
教員の採用に際しては、本学の理念についての理解を求めている。
その他に、毎年教養系、基礎系、臨床系、応用医学系の各教室からは前年度
の教室としての教育実績、研究の業績、反省事項などの提出を求め、小冊子“教
育と研究”を毎年刊行している。その中に本学の教育目標を明示している。同
時に教育指針についても、本学の教職員に求められる項目を具体的に述べてい
る。また、本学のカリキュラムについてもその理念から各学年で学ぶ項目を列
挙しており、教育能率向上のための工夫についても具体的に記している。
本学の理念や教育目標などを在学生や教職員、保護者のみならず広く一般に
周知する方策の一つとして、平成 19 年 12 月から大学のホームページを活用し
て情報の発信に努めている。
また、本学の教育目標の一つである全人的医療のできる臨床医の育成のため
に、学内の講師と助教の中から臨床的に優れた人物に対して『柴田賞』を贈呈
している。これは第３代学長・附属病院第２代院長である柴田進先生の遺志に
よって設けられた賞で、良き臨床医を顕彰することを目的とする。当院でレジ
デントとしてトレーニングを受けた講師、助教が候補となる。推薦は所属部署
以外の部長によって行われることが条件で、病院運営委員会で候補者を毎年 1
人推薦し、大学運営委員会、学園理事会の決定により理事長によって表彰され、
副賞が贈呈される。これにより良き臨床医を育て顕彰する本学の姿勢を内外に
表明し、あわせて若手医師の目標となることを考えて行われている。
柴田賞の他、本学の教育理念を重視した教育実践を進めている教員を顕彰す
る目的で、
『操風会研究奨励賞』が設けられている。これは財団法人操風会から
の寄附によって運営されているもので、過去 5 年間に 7 名の教員が表彰されて
いる。
当然ながら学生達は個性的であり、個人個人で、育ち、考え方、成熟度、知
識、知能、性格なども異なっており、各々の個性に応じた対応、指導方法が必
要なことは、大学の創設期から意識しており、学生達を多数の小グループに組
み分けして担当教員がきめ細かく対応してきた。即ち、小グループ指導体制で
あるが、最近は全国的にもチュートリアル教育として認知されるようになった。
更に学年制を導入しており、学年毎に担当教授を指名して、小グループ教員と
の連携も密にしている。このような取り組みを通して、学生と教員で建学の理
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念を共有し、教育効果を上げている。
【点検、評価】
本学開学 38 年が経過し、社会や医学医療を取り巻く環境も変化し、また学内
的にも創設期の多くの教職員も定年退職し、新しい人材との交替、世代交替も
進行している。このような環境の変化の中で、本学の設立理念を正しく伝え、
またその精神を継承してゆくことが重要であり、時代の変化に応じた適切な対
応ができているかどうか点検しなければならない。
既に前述したごとく、各種の委員会、特に自己点検委員会、FD 会などで教職
員を中心に多方面にわたって、過去の経過、現状などを点検し、評価してきた。
特に教員は、学生への教育内容、教育方法、教育効果、試験問題作成などにも
細心の注意を注いできている。一方、教員の研究活動については、学内外での
医学会、研究会、報告会などを通しての評価に加えて、内部的には学内プロジ
ェクト研究会での発表、学内向けの研究ニュースなどで周知を計っている。以
上のごとく様々な方策と教育環境の中で学生達の人間教育、学力向上の努力と、
建学の理念や教育目標の周知に効果を挙げていると評価している。しかし、こ
のような取り組みを一般の人たちに広く周知するところまで至っているとはい
えないのが現状であろう。
【将来の改善、改革に向けた方策】
創設時より大学の理念と目的は不変であり、本学の教育目標は明確に設定さ
れているが、これを教職員、学生、および社会へ十分に周知するためには、情
報化時代のメディアを活用して今後さらに充実し、発信していく必要がある。
その一環として、大学のホームページを活用して広く周知を図ることを今後さ
らに充実していきたい。また、学報や研究ニュースなどの広報誌をさらに広く
頒布することも検討したい。大学点検・評価の作業を通して、大学の現状分析
と課題の分析を行い、今後の展開と改善に向けて活用する。
c）大学としての健全性・誠実性、教職員および学生のモラルなどを確保するた
めの綱領等の策定状況
【現状の説明】【点検・評価】
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本学の健全性・誠実性や理念・目的達成のため、教育研究組織としてのあり
方については、平成 11 年に次のような二つの指針を策定し、教職員に周知を図
っている。以下に記載されている研究指針、教育指針は教育・研究・社会に対
する責任などに対して適切に策定されている。
川崎医科大学における教室のあり方と研究指針
１．

本学は患者のために貢献し、最高水準の医療を提供できる医師、すなわち良医の育成を
目標に設立された。その目標の達成に向かって情熱をもって、協力できる教員を求めてい
る。教員は人間としての徳性、教養、知性、専門性、技術を高めるべく努力する必要があ
る。教員の最高責任者として、学長がその任にあたり、その意向によって教授（所属長）
が配属され、必要に応じて、教室員（含技術員および補助員）の協力をえて、教室が成立
している。

２．

教室は教育のみでなく、研究における単位でもある。同時に、大学の使命には倫理性に
基づいた真理の探究がある。
本学では研究費が教室単位ではなく、教員個人に配分されているが、このことは所属長
の意向とは無関係に個人個人が勝手気ままに研究することを認めているわけではない。研
究においても責任者は所属長である。

３．

所属長の意向と無関係な個人研究は本学の研究体制にはそぐわない。教員の研究は教室
全体の流れと連携を保つべきである。
最低限、研究の方向性とその過程における成果について、所属長との間の了解が必要で
ある。

４． 所属長は教室の将来性と現実を見極めながら、本学にふさわしい研究体制を確立する責任
がある。その際、教員個人個人の研究における主体性を尊重しつつ、教室全体をまとめ、
教室の研究を活性化させることが肝要である。同時に教室間の建設的な交流を進めること
も大切である。
５． 教員は所属長と相談協力の上、常に高い視点で研究の自己評価を行いながら、世界の医学、
医療の発展、向上に貢献できるような研究の推進に努めなければならない。
６．研究は公的な活動であり、その遂行管理、及び、成果の公表には社会的責任がある。教員
は、法令や関係規則を遵守し、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告等の過程にお
いて誠実に行動することが求められる。調査・研究データの厳正な管理に徹し、捏造、改
ざん、盗用等の不正行為に直接あるいは間接にも関与することがあってはならない。
（平成 11 年 7 月 16 日 大学教授会承認）
（改訂 平成 19 年 9 月 19 日 大学教授会承認）

川崎医科大学の教育指針
1． 我が国では、臨床医育成の重要性は建前としては唱えられつつも、研究重視の風潮のもと
で軽視され続けてきた。本学はその批判の上に立って「真の良医」を育てることを目標とし
て設立された。
2．

本学建学の精神は『人間をつくる。体をつくる。医学をきわめる。』にあり、卒前教育の
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目標は「体の丈夫な心身ともに健全で、心やさしい有能な臨床医を育成する」ことである。
更に、「広い守備範囲にわたって手腕を発揮し、患者及びその家族から信頼される臨床医の
養成」を目指している。
3． 教育は、教員と学生の間の良好な信頼関係のもとに成立する。教員は、教育者としても人
間としても、医学生の模範となるべき生活態度を貫くことが望まれる。これらの背景として、
教員各位は、日頃の研究や診療において、愛情・研究心・好奇心などを深めていくべきであ
り、当然ながら、研究や診療から得られた成果を教育の現場に反映すべきである。
4． 本学の学生教育にあたっては、研究に費やすと同等の情熱を傾けることが教員に期待され
る。講義・実習では授業責任者（所属長またはブロック主任等）と相談のうえ、その教育効
果が十分上がるよう、たえず工夫を凝らし、また学生の成績評価にあたっては、公平に、正
確に客観的にそして愛情をもって行うこと。そして「社会に対して使命感と倫理観を持った
人間をいかに創造していくか」を常に考えることが求められる。
5． 出張・研修（例えば国内・外の学会や各種研究会）に関しては、教育への配慮を第一義と
し、授業・実習に支障が生じないよう、前もって慎重に計画を立てるべきである。
勤務時間内に公務以外の目的で他の業務に従事すること（いわゆる学外でのアルバイト）
は、本学における教育の主旨にそぐわない。
6． 学生は最も身近な教員の姿を見て成長する。本学の教育目標に照らし、教員自らが、公私
の生活を厳しく律し、学生が「学びたい人」と思うような教員になることが肝要である。
（平成 11 年 9 月 22 日 大学教授会承認）

【将来の改善・改革に向けた方策】
大学の理念、目的、教育目標達成のため策定したこれらの指針は教育・研究・
社会に対する責任などに対し、適切に策定されている。今後は教授会、教員会、
定期的に刊行されている「教育と研究」、「研究ニュース」を通して教職員への
広報、周知をさらに図る。現時点では、それを具体的に検証する仕組みがない
ので、その確立を目指す。
（２）大学院医学研究科の理念・目的・教育目標
a）理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成などの目的の適切性とその達成
状況
【現状の説明】
ひ

と

大学院の理念は基本的に学園の理念である “人間をつくる”、
“体をつくる”、
“医学をきわめる”に包括される。大学院は「医学に関する理論および応用を
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教授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与し、研究者として、自立して
研究活動を行なうに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養
う」事を目的に昭和 50 年に申請し、第１回生が卒業した昭和 51 年に許可され、
医大の第１回卒業生が入学し、平成 19 年度までに大学院に 608 名が入学した。
大学院を設置した当時、大学院は本学のスタッフとなれる人材の養成を教育指
導の目標としてスタートした。すなわち、新設医大として、既存の医科系大学
の中で自立し、医学教育機関として評価されるには、教授陣の 1/3 を母校出身
の優秀なスタッフが占める事が必要であると、「川崎学園創立 10 年誌」に明記
してある。
大学院において、院生は学位取得に向けて、次のプロセスで研究をすすめる。
１）教育および診療に際して、解決を要求される問題の拾い上げ（問題認識）
２）それを解決する方法を選び、必要な技術を体得し、得られた成績の分析
および解釈の実践（問題解決プロセスの修得）
３）自己の分析と解釈を文献と合わせて考察し、論文にまとめる（研究成果
のまとめと公表）
「一人前の研究者に大学院生を育て、その人材が本学のスタッフとして大学の
発展に寄与し、ひいては我が国および世界の医学の発展に貢献させたい」とい
うことが、大学院設立時から現在にいたる人材養成の一貫した目的である。
【点検・評価】
学園の理念“人間をつくる”、“体をつくる”、“医学をきわめる”において、
特に大学院においては当然の事ながら“医学をきわめる”にその主体が置かれ
ることになる。一方、今日の社会情勢の中で、研究者の倫理もまた厳しく問わ
れている。外部とくに政府からの研究費助成金が不正・不適切に使われないよ
うに、内部での指導および監査制度の確立が求められている。さらに、研究者
のモラル・倫理感を向上させると同時に、不正を未然に防ぐための制度の確立
が強く求められている。従って、理念“人間をつくる”は、大学院においても
重要な意味を有し、
“医学をきわめる”を含め、学園の理念が大学院の理念とし
て、今日でも適切なものであると考える。研究者としての社会に対する責任に
ついては、前述の「川崎医科大学の教室のあり方と研究指針」の第６項に明記
され、これを特に研究助成金の視点で対応する組織体制として、
「川崎医科大学
公的資金管理運営体制」が起案・了承され（平成 19 年 9 月教授会）、大学組織
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体制として適切に対応している。
本学における大学院の目的として、
「本学のスタッフとなれる人材の育成」を
掲げ、教授の 1/3 を本学出身者が占めることを具体的な到達目標に掲げている。
医科大学設立 40 年を目前にして、医学系教授 44 名中、本学出身者は 7 名（16％、
平成 19 年 11 月 1 日現在）でその数は少ないが、准教授層における本学出身者
数を見ると、今後短期間の間に当初の目標に近いレベルに達する可能性は少な
くない。大学院卒業後、本学にとどまるだけでなく、国内外の研究機関で研究
を発展させるケースもある。しかしながら、大学院卒業生の多くを大学スタッ
フとして受け入れるだけのポストは現在用意されていない。一方、学位取得後
親元で開業したり、地元の基幹病院で地域医療に携わる道を選択する卒業生は
多く、数の上では「研究者」の数をはるかにしのいでいる。中央教育審議会「新
時代の大学院教育」の中間報告と関連し、医療系大学院の果たすべき役割につ
いての議論の中で、大学院の目的に「研究者の養成」にくわえ、
「優れた研究能
力を備えた臨床医の養成」が付け加えられた。本学大学院における卒業生の動
向をみると、結果として数の上では「優れた研究能力を備えた臨床医」を世に
送り出している現実がある。本学大学院の目的をこの視点に立って再検討する
必要がある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
研究者の果たすべき責任に関して起案された「公的資金管理運営体制」は、
学長直轄機関として「不正防止計画推進部」が助成金のみならず、研究活動に
関する不正行為を防止する部局として運営される。このシステムを学内に周知
させ、適切に機能するようにコンセンサスを得る。そのための第一歩として『研
究ニュース』やホームページ等に、委員会の活動を開示する。
大学院の目的を「研究者の養成」と「優れた研究能力を備えた臨床医の養成」
に区別した場合、当然、大学院教育の内容もそれに対応し、目的にあわせた個
別の教育内容が必要となる。平成 19 年度より設けられた選択科目『臨床研修』
の内容充実とその評価がもとめられるが、現在、すべての大学院教授は学部教
授を兼任しているため、大学院教育以外の業務に多くの時間が割かれているの
が現実である。大学院教育以外の業務とは、学部学生の教育活動、診療活動、
学生の生活指導、社会活動および大学運営活動をさす。したがって、大学院に
おける人材養成の目的を明確にすると同時に、それをふまえた大学院教育を行
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なうには、大学院の教育・研究を業務の主体とするスタッフの確保が必須の条
件である。大学を運営する者はもちろん、私立医科大学の場合は経営陣も同じ
認識を持つ必要がある。学長を先頭に、学園理事会・運営協議会等で、大学院
教育に関する議論を深め、学園全体のコンセンサスを作ることがその出発点と
なる。
b）大学院研究科の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性
【現状の説明】
平成 19 年まで、大学院医学研究科・学生募集要項を入学願書受付時に配布し、
その中で大学院における研究環境および専攻科目における研究内容を紹介して
きた。大学院の理念・目的は、大学院入学時におこなわれる『大学院生指導会』
で、学長および副学長が本学大学院の歴史とともに、口頭で説明された。平成
20 年入学生からは、これまでの口頭での周知に加え、大学院授業内容や大学院
における各種の規定などをまとめた『大学院マニュアル』を入学時に配布し、
その中に大学院の理念・目的を文書化して周知をはかる。また、卒業時の『大
学院学位記授与式』でも、学長よりあらためて大学院の理念が訓示の中に述べ
られてきた。
【点検・評価】【将来の改善・改革に向けた方策】
口頭による周知に加え、
『大学院マニュアル』により。文書配布される事とな
り、在校生に対して、理念等のより確実に周知されるようになった点は評価で
きる。
『大学院マニュアル』はその第一版が配布されたばかりで、大学院の歴史
など今後補充すべき点は多い。内容の一層の充実を図る。
改善方策としては、第一に『大学院マニュアル』について、年度ごとの改訂
を行い、特に序文で理念・目的について、授業内容では到達目標を明確にする
など内容を充実させる。加えて、大学ホームページで、本学大学院の理念を学
外にむけて明らかにする。
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第２章

教育研究組織

目標
本学は、医学部と大学院医学研究科を擁し、これに医大附属病院、現代医学
教育博物館、研究センター、附属図書館等を加えた単科医科大学として、教育・
研究・診療活動・社会貢献活動を行なっている。医学部および大学院医学研究
科は、１章に記載の理念・目的を達成するために、それぞれの部門で必要な教
職員数を確保すると同時に、附属施設・設備の配備にも必要で十分な人員を確
保できるように務め、有機的な連携の基に、教育・研究活動をふくめた諸活動
を展開することを目標とする。
（１）医学部
a）医学部・医学科の組織の教育研究組織としての適切性、妥当性
【現状の説明】
本学は医科単科大学であり、学部・学科は医学部医学科のみである。医学部
医学科は教育・研究のため、一般教養、基礎医学、応用医学および臨床医学の
各系で、次に示す専門領域に対応した教室が含まれている。
図 2-1：教室名（平成 19 年 8 月 1 日現在）
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この教室群が本学の教育・研究組織の主幹であり、この活動を各種の組織が
サポートしている。
序章の大学組織図に示したように、附属図書館（第 9 章参照）、附属病院（第
12 章参照）、研究センター（第 13 章参照）、現代医学教育博物館（第 14 章参照）
および学生寮（第 11 章参照）が、有機的に連携して本学の教育と研究活動を支
援する。教育活動を支援する組織として、教材教具センター、学習啓発センタ
ーおよび総合医学医療教育開発センターがあり、教務担当副学長が兼任センタ
ー長として統括する。 教務委員会は教育全般を管理する組織であり、現在「教
務委員会・カリキュラム検討委員会合同会議」として定期的に開催され、社会
からのニーズに答えられる「良医」育成のためのカリキュラムの実施と改訂に
あたる。教育研究活動に関する自己点検・評価を行なうため、自己点検評価委
員会を置いている。本学の特色である学生寮は、１年生全員が入寮する教育寮
であり、建学の理念のうち「人間をつくる」ための制度として運用されている。
本学では教育・研究活動を補助する目的で各教室に、技術員ならびに研究補助
員が配備される。一方、個々の教室に事務員は配置されていない。それにかわ
って中央教員秘書室が教員研究領域に設置されている。
本学組織の特徴の一つは、他大学では教室毎に個別に配置されているものを
集約し、教室の壁を越え、共有の組織として効率良く利用するという方針であ
る。 教育研究組織においては、教材教具センター、中央教員秘書室および研究
センターが具体例である。
【点検・評価】
四つの系に集約される医学科の教育研究組織体制は、日本における医学部の
典型的な組織構造であるが、臨床系にふくまれる教室の豊富さに「良医育成」
を目標とし、臨床に重点をおく本学の特徴を見ることが出来る。他大学では通
常は基礎系に分類される病理学および公衆衛生学は本学では、臨床系に組み込
まれている。臨床病理の活動に重点が置かれ、公衆衛生学では地域医療との関
連が重視されている。救急医学教室、総合診療医学教室、リハビリテーション
医学教室は、全国の医科大学に先駆けて本学が開設した教室である。最近、医
師不足が問題となっている小児科学に関しては、小児外科もふくめると４教室
構成をとっている。脳卒中医学教室や臨床腫瘍学教室は、最近の医療環境状況
を反映させて新設した教室である。本学の教育・研究・診療活動がこれらの教
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室の有機的な連携によって進められていることは、総合的に高く評価すること
が出来る。
教員数 351 名が在職し、基礎・応用医学系の教室は、教授１、准教授１、講
師１、助教２が原則であるが、大教室制を一部で取り入れたために、解剖学、
生理学、生化学、微生物学教室で、准教授以下の定員が増加した。臨床系の教
員定員に関しては診療体制と関連して見直しし、教授 1 名（全体で 38 名）、准
教授 0 から 1 名（全体で 36 名）、講師 1〜4 名（全体で 79 名）とした。本学で
は開学当初より臨床系カリキュラムは、教室単位ではなく臓器別ブロック講義
を行ってきた。開学以来、医学科の組織体制は微調整を重ねて現組織となり、
おおむね適切に機能していると言える。しかしながら、低学年においては、共
用試験の本格実施、ＰＢＬおよびリメディアル教育の導入などにより、一般教
養および基礎医学の履修期間を圧縮せざるを得ない状況が発生している。また、
高学年においては、クリニカルクラークシップの導入による問題解決型教育と
診療参加型教育の拡充充実がすすめられる一方、診療機能としての教室単位は
依然として重要であり、これまでの教育・研究組織での活動にひずみが生じ始
めていることは、教室活動の自己点検・評価報告書（2006 年）からも推察する
ことができる。
教員の活動をサポートするマンパワーとして教室に配備される研究補助員・
技術員は、基礎・応用医学系において 2.5 人/教室、臨床系では 1.0 人/教室で
ある。 各教室 1 名以上が原則配備されて、教室活動がサポートされている点は
高く評価できる。
教材教具センターは、医大の授業で使用する視聴覚資材の準備・調整を担当
し、技術員 4 名、技術補助員 2 名で構成され、特に講義の視聴覚機材の管理の
面で活動は高く評価できる。学生寮は、男子寮と女子寮に対し、舎監長（兼任）
１名、副舎監長（兼任）2 名の他、専任職員として、舎監 3 名、寮母 3 名の他、
管理人と整備員が管理に当たり、教育寮として適切に運用されている。
教員の事務作業をサポートする中央教員秘書室には、専任職員として室長 1
名、副主任 2 名、秘書室職員 10 名が教員居住スペースに分散配置されている。
サポートする事務作業の内容は多岐にわたるが、教員の居住スペースの改修と
関連して、業務内容の見直しや秘書職員の配置の調整が進行中である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
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教育研究活動の主幹をなす教員組織についてまとめる。
低学年における教育内容は、従来の固定した基礎医学に加え、分子生物学な
どの知識が急速に増大し、教室の枠を越えた横断的な教育が求められ、低学年
でも一部ブロック化が進んでいる。基礎・応用医学系における教育スタッフの
増員は、新しい分野の教室の新設で対応するのが現実的である。分子生物学系、
遺伝学系などの分野から、臨床医学を背景にもつ新しい優秀な人材を、人事シ
ステムにおける公募制を活用して求める。
教養系・基礎・応用医学の定員はこの数年変化が少ない。団塊の世代が定年
を向かえる時期を前に、大教室における複数教授の採用など、定員制の枠を越
えて、新しい人材の確保への取り組みを推進する。
平成 17 年度より始まった臨床系の新しい定員の充足率は 81%（300/370）であ
り、クリニカルクラークシップの導入など診療参加型実習の充実を考えるとき、
まず定員を充足させることが最優先課題である。設立 40 年をまもなく迎える本
学では、指導者層に他学の出身者のみならず、本学卒業生を採用できる環境が
整ってきており、積極的な登用を計る。教授に就任した卒業生は、平成 19 年 11
月 1 日現在 7 名を数え、今後さらに増加するであろう。本学卒業生の中から情
熱をもった優秀な人材を積極的に登用することは、本学の理念を在学生に浸透
させる意味からも重要である。臨床研修必修化により卒業生が大学病院を離れ
る事が問題となっている。その対策としても、本学出身者によるスタッフ、特
に臨床助教層の充実は、臨床研修必修化への対応策としても最重点課題である。
（２）大学院医学研究科
a）大学院医学研究科の教育研究組織としての適切性・妥当性
【現状の説明】
大学院医学研究科には、専攻課程として五つの系が設置されている。
１．形態系
２．生理系
３．生化学系
４．組織培養・免疫系
５．環境生態系
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それぞれの系は次の専攻科目を含む。
表 2-2：大学院の専攻科目（平成 19 年 10 月現在）
形態系
（10 専攻科目）

生理系
（19 専攻科目）

生化学系
（10 専攻科目）

組織培養・免疫系
（6 専攻科目）
環境生態系
（5 専攻科目）

分子細胞病理学
検証病理診断学 腫瘍治療学Ｉ
腫瘍治療学 III
消化管形態病理学
放射線腫瘍診断学 細胞組織形態学 超音波診断学
腫瘍病態治療学
腺腫瘍学
病態運動生理学
人間生理学
核生理学
循環機能生理学
脊椎・関節病態生理学
神経病理生理学Ｉ
神経病理生理学 II
システム循環器学
呼吸器病態生理学
循環病態生理学
肝臓病態生理学
小児病態生理学Ｉ
小児病態生理学 II
小児病態生理学 III
顎・口腔病態生理学
尿路生殖器病態生理学
視覚病態生理学
呼吸循環病態生理学
精神行動科学
神経病態生化学
医科分子生物学
分子薬理学
創傷病態生化学
医科分子遺伝学
病態検査学
生体分子機能学
血球生化学
ショック病態生化学
分子代謝内分泌学
分子病態皮膚科学
周産期・生殖・腫瘍免疫学
分子病原微生物学
分子血管・血圧制御学
内耳免疫・形態学
免疫病態学
分子予防環境医学 健康管理学
中毒病態解析学
疾病予防分子疫学 地域家庭医療学

本学大学院の最も大きな特色は、他学の大学院が各講座を基盤としているの
に対して、研究センターを中心とする系を基盤として編成されている点である。
すなわち研究の方法論による系分類であり、これによって講座制のもつ閉鎖感
はきわめて少ないのが特徴である。すなわち形態系は組織・電子顕微鏡センタ
ー、生理系は生理機能センター、生化学系は生化学センター、組織培養・免疫
系は組織培養・免疫センター、環境生態系は環境生態センターを基盤とし、系
を構成する専攻科目は、いずれも教室のセクショナリズムを排し、大学院生は
所属教室の枠に捕らわれることなく、専門の教授から指導やアドバイスを受け
ることができるように、設計されている。もっとも研究センターは、大学院生
のみならず、教員を含めた多数の研究者の協同利用を目的とした場であるので、
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その利用に際しては一定のルールがある。また、研究遂行のための計画性も求
められ、センター利用により院生は一人前の研究者としての自立性を修得する
ことになる。
医学研究科の学生定員は次の通りである。
表 2-3：大学院生の定員
専攻課程

1 学年の定員

総定員

形態系

10 名

40 名

生理系

20 名

80 名

生化学系

10 名

40 名

組織培養免疫系

5名

20 名

環境生態系

5名

20 名

計

50 名

200 名

【点検・評価】
本学の場合、大学院のみを担当する専任の教授・准教授はいない。そのため、
大学院医学研究科における活動と学部の教育研究活動とは、同じスタッフによ
り一体化しておこなわれている。研究センターが大学院生の研究活動の場とし
て定着し、教室の枠にとらわれず、センター技術者をふくめた研究指導体制が
着実に培われてきたことは、他大学とは異なる特徴として、高く評価できる。
しかし、大学院設立以来約 30 年を経た現在、大学院組織自体に矛盾が明らかに
なってきたことも事実である。
本学を含めて私立医科大学においては、学内においては、教育、研究、診療、
学生指導および大学運営の義務を負い、それに加え学外では社会貢献活動が要
求されている。大学院生への教育と研究に充てられる時間は、これら学内業務
とかねあいの下で個々の教員が決定している。平成 18 年の自己点検・評価報告
書に見るように、それぞれの教室においては、学部学生に向ける時間の合間を
縫って、大学院生をふくめた研究活動が遂行できるよう最大限の努力をしてい
る。しかし、教室活動の主力を傾けなければならない領域は一様でなく、担当
する領域の性格上院生の指導を含めた研究活動への対応に教室毎の温度差が存
在する。大学院の教育を主とする教室の必要性が求められている。
医学研究科の定員における各系の比率は、形態系２：生理系４：生化学系２：
組織培養免疫系１：環境生態系１である。しかし、この定員比率と現実の学生

28

比率との間の隔たりは大きい。下表に見るように、平成 12 年から 18 年におけ
る各系の学生数は、環境生態系を除く 4 系でほとんどが占められている。残り 4
系におけるおよその学生比率は組織培養・免疫系を１とすると、形態系１：生
理系２：生化学系２：組織培養・免疫系１であり、大学院設立時の構想と現状
とは大きくかけ離れている。
表 2-4：院生数の推移
平成 12 年 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年 合計
形態系

14

15

15

13

16

18

16

107

生理系

32

33

30

26

24

20

22

187

生化学系

22

19

17

18

13

19

18

126

組織培養免疫系

10

12

10

10

11

11

15

79

環境生態系

0

0

0

0

0

0

1

1

合計

78

79

72

67

64

68

72

500

本学大学院では研究センターを研究の場として使用することを前提として、
大学院の系が設定されている。しかし、最近の先進医療にかかわる研究テーマ
では、基礎的研究から治療法の開発・実践という一連のプロセスを視野に取り
込んで進めることが求められている。したがって、必要とされるバイオテクノ
ロジーの技術や使用機器は、従来のように必ずしも一つの研究センターにとど
まらず、研究の進展にともない、複数のセンターを利用して研究を行う必要が
生じる。このような状況を考慮すると、学問分野を視点とした大学院の系の再
構築を検討する時期に来ている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
現在の系で募集して入学する院生数には、当初の設定との間にかなりの隔た
りがあり、系別の院生数に極端な差が生じている。また、先端医療に関わる研
究テーマでは、変化に柔軟に対応できる体制を構築する必要がある。これらの
問題点を解決するため、研究センターを基盤とした従来の系設定から、研究領
域を基盤とする六つの系に再編成する案を現在検討している。六つの系とは、
１．生体構造・機能医学系、２．病理病態医学系、３．内科病態・社会医学系、
４．生殖・小児発達医学系、５．外科病態医学系、６．神経・運動・感覚器病
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態医学系である。本学では、大学院研究に教室枠を超えたセンター方式を取り
入れてきたので、研究領域を基盤とする系に再編成しても他大学のような弊害
が生じる可能性は少ないと考えられる。これにより、大学院生の指導がより有
効に有機的に行われることが期待できる。
b）組織的な教育を実施するための、教員の適切な役割分担及び連携体制確保の
状況
【現状の説明】【点検・評価】
大学院生の教育・研究指導を担当する教員は、指導教授、研究指導補佐およ
び指導補佐補から構成される。通常教室の所属長が指導教授としての責任を負
う。准教授は指導補佐、講師は指導補佐補として、指導教授を補佐する。なお、
所属長が准教授の教室の場合、准教授が院生の指導にあたる。個々の大学院生
は教授によって立てられた研究方針の下、指導補佐および補佐補による実験指
導を受け、研究センターを実験の場として、学位論文作成に向けての研究を行
なっている。指導における役割分担、連携体制は適切に機能している。
なお、助教には学位未修得者も含まれるため、大学院教育には、現在直接関
与していない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
指導教員の中に、学位をもつ助教を加えることは、指導層を厚くするために
も一つの有効な方法であり、学内でのコンセンサスにむけて検討を始める。
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第３章

学部の教育内容・方法

目標
本学の教育理念・目的を達成し、臨床医として社会に貢献できる人材を育成す
るために、適切な教育課程を体系的に編成し、それに基づいて適切な方法を用い
て教育を行うことを目標とする。具体的には以下の項目である。
・カリキュラム改革は継続して行う。
・統合医学医療教育開発センターを中心に、教育効果を測定する手段の開発、カ
リキュラムの策定、講義内容の点検、試験問題の作成能力の向上、医師国家試験
に準じた卒業試験の作成を企画する。
・教育効果の測定では認知レベルの評価のみでなく、多方面の行動レベルの評価
を行う。
・問題解決型教育を実践するためにチュートリアル教育を充実する。
・より幅の広い教養教育、リメディアル教育を実現する。
・教育方法の改善と啓発のためにＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）を
充実し、教員個人の資質向上を図る。
・オフィスアワーの代替として、小グループ制を維持・発展させていく。
・国際的な教育研究交流のため、オックスフォード大学グリーンカレッジとの教
員の交流を推進する。

（１）医学部の教育課程等
a）教育課程と理念・目的並びに学校教育法第 52 条、大学設置基準第 19 条との
関連
【現状の説明】
学校教育法第 52 条は、
第 52 条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、
深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用能力を展開させ
ることを目的とする、
第 52 条の２

大学は、通信による教育を行うことができる、

と定められている。
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大学設置基準第 19 条は、教育課程の編成方針について
第 19 条

大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目

的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成
するものとする、
第 19 条の２

教育課程の編成に当たっては、大学は、学部等の専攻

に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判
断力を培い、豊かな人間性を涵養するように適切に配慮しなければなら
ない、
と記載されている。
本学の教育課程は、一般教養科目、基礎・応用・臨床医学、ブロック講義、
臨床実習、集中講義からなり、学校教育法と大学設置基準を遵守するよう定め
られている。
本学の設立の理念は、
「人間（ひと）を作る」、
「体をつくる」、
「学問を究める」
であり、知識の教授のみならず、深い教養、総合的な判断力や豊かな人間性の
涵養を目的に教育が行われている。
また、本学の教育目標は以下の 4 点にまとめられている。
１．心身ともに健全で心やさしく能力のある臨床医の育成
２．広い守備範囲にわたって手腕を発揮し、患者及びその家族のためを思い、
しかも信頼される全人的医療のできる臨床医の育成
３．有能な専門医の育成
４．新しい医学に貢献する研究者の育成
【点検・評価】
本学の設立の理念を遂行するために、特に小グループ学習、チュートリアル
教育、臨床医学の低学年からの導入、医の倫理教育、医療と福祉の関わり、実
習の重視、学年担任制などを強調した教育が行われている。概ねこれらの教育
方向は評価されるが、一部の教科（チュートリアル教育）は更に充実させる必
要がある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
チュートリアル教育は、現在 3 学年の短期間に施行されているのに過ぎない。
低学年からの医学・医療人としての動機付けや、問題解決型教育には、倫理教
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育とともにチュートリアル教育の実践は必須であるが、そのためには教育のた
めのマンパワーの確保が必須の条件である。そこで、チュートリアル教育の拡
大のために教員の増加の必要性について全学的なコンセンサスを得る努力をす
る。
b）理念・目的や教育目標との対応関係における、学士課程としてのカリキュラ
ムの体系性、臨床実習の位置付けと適切性
【現状の説明】
本学のカリキュラムの一覧図を章末の表 3-3 に示す。
カリキュラムは、一般教養科目、基礎・応用・臨床医学、ブロック講義、臨
床実習と集中講義からなる。一般教養科目は、一般教育科目（教養選択Ⅰ、Ⅱ、
自然科学系）、外国語科目、保健体育科目と基礎教育科目で構成されている（別
表 1）。外国語教育は、教養選択Ⅰの独語入門と中国語入門のほか、英語の授業
が 1、2 学年に用意されている。また、英語の授業は能力別の小グループで行わ
れている。
１．医の原則
1～4 学年に設けられている。
(1)

医の原則Ⅰ（１学年）

医科大学に入学したことを意識し、
「医師を志向する動機の確認と強化」を目
的に履修する。
「DH（学長の時間）」、
「医学概論」、
「生命倫理」、
「法学」の講義と「ワークシ
ョップ」を通して、良医とは何かを理解し、良医になる自覚を促すことを目的
に教授される。
①DH（学長の時間）では、医の原点、我が国の医療の姿、患者の気持、バイ
タルサイン、疾病、健康などについて講義される。
②医学概論では、医師の使命、患者の立場、医学・医療の進歩などが講義さ
れる。
③生命倫理では、ヘルシンキ宣言、倫理委員会、インフォームドコンセント
などが講義される。
④法学では、医療と法、医療事故などの問題点が講義される。
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⑤ワークショップでは、各グループに分かれて、良医について意見の集約と
発表を行う。
(2)

医の原則Ⅱ（2 学年）

社会に貢献する良医になるため医療の現況・制度などについて履修する。
具体的には、①医の倫理、②医師の義務と裁量権、③疾患と人権、④患者と
医師の関係、⑤医療の社会的貢献、⑥医療の国際的貢献、⑦チーム医療、⑧救
急医療の現況、⑨介護医療の現況、⑩地域医療の将来的展望が講義される。
(3)

医の原則Ⅲ（3 学年）

医療（健康問題）と福祉（生活問題）を統合的に捉えることの重要性を履修
する。具体的には、医療福祉、社会福祉、生活保護、高齢者医療、介護保険、
児童福祉、障害者福祉、社会保険が講義される。
(4)

医の原則Ⅳ（4 学年）

「医療の実践に必要な基本理論の修得」を目的に履修する。
5 学年の診療参加型の「臨床実習Ⅴ」を行う上で必要な事項（「インフォーム
ド・コンセント」、
「POS に従った診療録の記載」、
「個人情報保護法」、
「小児の診
療」、「チーム医療」、「医療安全」、「感染症管理」、「救急医療」、「抗癌剤による
副作用」、「包帯・テーピング」、「緊急対応が必要な婦人科領域の疾患」、「薬剤
の正しい使用法」、「スポーツ医学」、「クリニカルパス」）を知る。
基礎・応用・臨床医学（別表 2）では、基礎医学科目のうち、
「基礎総合演習」、
「選択アドバンスコース・基礎学力強化コース」が新カリキュラムとして稼働
している。
２．基礎総合演習
3 学年で履修する。
症例ベースの課題を基に、疾患のメカニズムの基礎医学的知見について、自
己学習、グループ学習、プレゼンテーションなどの実践法とそのノウハウを修
得する。
なお、①課題からの学習ポイントの抽出、②適切かつ十分な深さをもった自
習と、それに基づいたグループディスカッション、③様々な学習リソースにつ
いて、その効率的利用法の理解、④学習結果のまとめとプレゼンテーションを
行う。
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３．選択アドバンスコース、基礎学力強化コース
2、3 学年のカリキュラムの一つである。
(1)

選択アドバンス・コースでは各自の興味に応じてテーマを選択し、より

深い理解を目指して自主的な学習を行う、
(2)

基礎学力コースでは各自の不得意科目の克服を目指して、集中的な学習

を行う。
４．臨床実習
本学付属病院は「病院は患者様のためにある」の理念の下、安全で安心と納
得のできる医療を提供すべく、全職員がチーム医療の一員としてその使命を担
って行動している。そして、学生もその一員としてこれを理解・実行し、優れ
た臨床医に育つよう教育する。特に診療参加型臨床実習（クリニカルクラーク
シップ）は、より実践に即した臨床実習として成果があがることが期待される。
さらに、学生には「患者様は教師である」ことを認識させる。また、指導医か
らの指導を受けながら、受け持った患者様の医療面接、身体診察を経て、状態
を把握し、自ら積極的に学ぶ姿勢を持つように指導する。そして、医師を含め
た全職員との関わりを大切にする意識と態度を学ぶ。
(1)

臨床実習Ⅰ（1 学年）

本学附属病院臨床各科において少人数の見学実習を行う。
臨床実習では、①医師を志した動機を確認しさらに強化する、②在学期間を
通して良医の概念を理解するために、思索の端緒を開く、③生涯を通じて良医
たらんと希求する決意を固める、④基本的救急処置法を実践することを目的と
する。
(2)

臨床実習Ⅱ（2 学年）

学外の医療機関において小グループの臨床実習を行う。平成 18 年度は川崎医
科大学関連医療施設の 43 施設で実施した。
臨床実習では、①医科大学に入学し、医師となり、医学、医療に従事する意
志を再確認する、②大学病院とは異なる医療現場を体験し、目的とする良医に
ついての概念を形成する、③医師の多様性、信頼される人間関係を理解するこ
とを目的とする。
(3)

臨床実習Ⅲ（3 学年）
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医師に求められる良好な医師・患者関係の構築に必要なコミュニケーション
技法・医療面接法、POS に基づく医療記録の作成法、基本的診察法などの基本的
臨床技能、態度を身に付けることを目的とする。
(4)

臨床実習Ⅳ（4 学年）

診療参加型臨床実習を行う医学生に必要とされる診察技能と態度を身に付け
る。つまり、医師・患者の信頼関係を構築する医療面接の方法を理解し、適切
な身体診察法を実践できるようにする。
具体的には、①信頼関係の構築に配慮した医療面接、②身体診察に応じた、
適切な声かけと説明、③適切な手技による身体診察、④基本的な心肺蘇生法、
⑤手洗い、ガウンテクニック、縫合など基本的な外科手技を実践することを目
的とする。
(5)

臨床実習Ⅴ（5 学年）

小グループ（2～6 人）で、臨床全科を 40 週で実習する（別表４）。内科など
主たる学科ではクリニカルクラークシップを行う。
５．ブロック講義
1 学年では 1 科目、2 学年では 1 科目、3 学年では 10 科目、4 学年では 17 科
目の計 29 科目、1,554 時間のブロック講義が行われている（別表３）。
生命科学入門ブロックの講義と演習は 1 学年で行われる。本ブロックの目的
は、①ヒトは生物の一種であることを認識する、②この認識が医学への入り口
であることを理解することである。
その内容は、
「体の不思議」として、(1)約 60 兆個の細胞たち、細胞を支える、
(2)細胞のダイナミックス、(3)身体を動かす、(4)食べる、(5)呼吸する、(6)体
内環境を調節する、(7)体を守るが講義される。さらに「命の誕生と死」として、
(1)生命をつくる分子、(2)生命をつなぐ本体、(3)子孫を残す細胞、(4)精子と
卵子の出会い、(5)胎児の成長と発育、(6)老化と死について講義される。
【点検・評価】
本学のカリキュラムは 4 年前に改革が行われている。
「教養選択」、
「医の原則
Ⅰ～Ⅳ」、「臨床実習Ⅰ～Ⅳ」、「基礎総合演習」、「選択アドバンスコース・基礎
学力強化コース」、「生命科学入門ブロック」、「臨床実習Ⅴ（クリニカルクラー
クシップ）」が新しく始まり、概ね定着していると考える。
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しかし、共用試験の正式導入による CBT、OSCE 対策、つまり、コアカリキュ
ラムの徹底、クリニカルクラークシップの実践における教室間の格差、チュー
トリアル教育の拡大など、十分でないのも事実である。
一般教養科目については、医の原則の 1〜4 年生の実施、英語の小人数の能力
別教育は軌道に乗っている。自然科学系では、受験時に生物学を選択していな
い学生がおり、その対策が必要である。化学については、能力別の講義が行わ
れている。基礎医学科目では、解剖学の講義と実習が大きな比重を占めている
が、学生は臨床医学との関連性についての理解が十分でない。
基礎総合演習は、学生の問題解決能力の育成に寄与しているが、短期間であ
る問題点が存在する。
選択アドバンスコースの受講を志望する学生は少なく、試験対策として基礎
学力強化コースを選択する学生が多く、初期の目的が達成されていない。
臨床実習は、5 学年のクリニカルクラークシップによる臨床実習に必要な態度、
技能、知識を得るために 1 学年時から行われているが、概ねその目的は達成さ
れていると思われる。特に 5 学年の臨床実習は一部見学型が混在するが、医学・
医療に対する学生の動機付けに大いに寄与しているものと思われる。
ブロック講義は本学創設期から導入しているが、一部では本来の基礎医学と
臨床医学の統合ではなく、単に教科を寄せ集めたものになっており、その見直
しは必須と考える。
6 学年の集中講義は、午前中のビデオ自主学習と関連した教科の講義が午後に
行われ、卒業試験や医師国家試験の準備のために利用されている。なお 6 学年
の 1 学期は現在臨床実習を行っていないが、その実施の是非について検討すべ
きである。
【将来の改善・改革に向けた方策】
平成 20 年度から施行予定のカリキュラムについて、その再改革を検討してい
る。そのための、教養・基礎カリキュラム改革ワーキンググループを組織化し
ている。
カリキュラム再改革の検討項目は多岐に亘るが、
①教養選択は選択の幅を拡げる、②臨床医学の授業を入学後早期から開始する、
③原則として基礎医学と臨床医学の統合授業を基本とする、④問題解決型教育
を充実させる、などであり、将来に亘って改善の努力を行う。
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c）教育課程における一般教養、外国語、基礎教育、倫理性を培う教育の位置付
けおよびその適切性
【現状の説明】
建学の精神の一つである「人間をつくる」ための教育として、基礎教育・教
養教育を位置付けている。具体的目標として、１）良き医療者となるために必
要な、人間についての深い洞察・理解、広範な社会性を獲得する、２）病者に
対して深い共感性を示しうる人間性を培う、３）医学を理解するために必要な
関連基礎科学を理解する、の三つを設定している。
上記の目標を達成するために、以下のカリキュラムを用意している。
1) 教養選択Ⅰ：独語入門、中国語入門、自然科学概論、医学生のための日本語
表現法
教養選択Ⅱ：環境生物学、化学アドバンスコース、情報工学、現代人間基礎
講座
2) 医の原則（Ⅰ～Ⅳ）
3) 情報科学（１～３）、化学、生物学、生命科学入門
「良き医療者を育成する」ことが本学の教育の最終目標である。良き医療者
を構成する要件は、病者の苦悩を理解し共感を示しうること（compassionate）
と医学の深い理解と知識・技能を修得しておくこと（competent）であると考え
ている。前者を達成するための「情緒教育」、「徳育教育」に相当するものが教
養選択Ⅰ、Ⅱ、医の原則Ⅰ～Ⅲである。
選択科目としては上記のように教養選択Ⅰと教養選択Ⅱがあり、1 学年に履修
するもので、教養選択Ⅰから 1 科目、教養選択Ⅱから 1 科目選ぶ。
従来、医科大学・医学部の教養教育には自然科学（数学、化学、物理学、生
物学など）、人文科学（語学、文学、法学、経済学、心理学など）分野の広範な
領域の科目が列挙されることが通例であった。広範な教養を有することの意義
をいささかも否定するものではないが、医学教育に投入できる 6 年間という限
定された時間と、医学の進展に伴う獲得知識量の増大傾向を考慮すると、教養
教育分野においてもより到達目標を明確にした再構築が必要であると考える。
さらに将来、医療者になることを強く意識して、設定したのが「医の原則Ⅰ
～Ⅳ」である。良き医師となるために特化した教養教育と位置付けている。病
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を患うことの不条理性と病者と家族の苦悩の理解、生命倫理、患者支援の技法、
コミュニケーション論、地域医療、国際医療貢献、チーム医療の必要性、医療
福祉の実際、高齢者医療・児童福祉・介護保険・障害者福祉に至る広範な、し
かし医療人に求められる必須の事項を含有している。当然、これらの内容を１
学年のみで学習することは不可能であり、1 学年から 4 学年まで各学年に「医の
原則（Ⅰ～Ⅳ）」をカリキュラム化している。医学部在学中においては常時これ
らの諸問題を理解して、良き医療者になることを希求・継続させることが必要
である。これが、各学年に医の原則を配置した目的である。さらに、医師とし
ての具有すべき豊かな感受性や深い人間性の涵養は、在学中の全期間を通じて、
あるいは生涯を通じて求められるべきものであると思われる。
情報科学（１～３）、化学、生物学、生命科学入門は、医学教育のための準備
教育あるいはリメディアル教育と位置付けられる。本学の一般入学試験では理
科は選択制であるため、高校時代に生物あるいは化学を履修していない学生も
存在する。基礎医学を理解するために必要な生物学、化学、物理学、生命科学
の基礎を学習する。またコンピュータやインターネットは、医学学習において
も情報収集や発表のスキルとして必須のものとなっている。情報科学３でＩＴ
に関する理論、実技を修得する。
【点検・評価】
準備教育としての情報科学（１～３）、化学、生物学、生命科学入門は有効に
機能しており、解剖学、生化学、生理学等の基礎医学の学習への導入を容易に
している。今後もこれらは、必須の科目と考えている。教養選択Ⅰ、Ⅱの部分
は狭義の「教養教育」に該当しており、この教育効果の評価は容易ではない。
最終的には卒業後、医師としての態度、情緒に何らかの価値ある変化を生み出
すことができていれば成功しているといえよう。
選択科目と必修科目の比率をみると選択科目が少ないが、医学部単科大学と
いう事情もありやむを得ないと考えている。
医の原則の目標は、
「良き医師、医療者とはどのようなものであるか」につい
ての自らの考えを深化させることにある。各学年において講義終了時に、少人
数のグループに分かれてワークショップ形式によるグループディスカッション、
発表を行わせている。同級生達の考えを聞くことで、さらに思考が深化される
ことをねらっている。教員は討議の様子や発表内容から、個々の学生の、この
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課題に関する思考の成熟具合や成長を評価している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
リメディアル教育、準備教育については、個々の学生の高校時代の学習状況
を勘案し、理科各科の未習者を対象とした選択制が望ましいと考える。教養選
択Ⅰ、Ⅱはその内容から考えると必ずしも 1 学年に行う必然性はないと考えて
いる。青年期の学生の人間的成長に合わせた、より高次の教養教育を高学年次
に行うことも考えたい。教養教育の内容については人文科学、自然科学分野、
全域に亘ってできるだけ選択幅を広く持ちたいと思っているが、現状は在籍す
る教員の資質によって内容が限定されている。川崎学園には、医科大学だけで
なく医療福祉大学、医療短期大学を合わせて三つの高等教育機関が存在する。
この３教育機関が有する人的教育資源を有機的に利用し、より幅の広い教養教
育を実現するため検討を始める予定である。
d）後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状
況
【現状の説明】【点検・評価】
本学においても生物学、物理学、化学などの科目を履修せずに入学する学生
が少なくない。現在、これらの科目でとくにリメディアル教育は行っていない。
それぞれの科目で、学生間の学力の差を補正するために、高校のレベルから授
業をスタートしている。高校時代に履修した学生はこれに不満を持つこともあ
るが、現在のところ、履修していない学生は危機感を感じて勉強し、試験の結
果は高校で履修した学生よりも高得点をとるケースも少なくない。このように、
学力の差は現状でも比較的短時間で解消されると考えられる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
現在、カリキュラムの再改革案の作成作業が進行中であり、入学後早期にリ
メディアル教育を導入することを検討中である。
e）国家試験の受験率、合格者数、合格率
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【現状の説明】
本学における過去 10 年間の医師国家試験の受験状況とその合格者数の推移を
以下に示す。合格率は 57.3%から 92.7%であり、全国平均を上回ったことが 2 回
あるが、全体としては全国平均よりやや低いことが多い。
【点検・評価】
医科大学の使命としての医師の育成という命題を考えるとき、医師国家試験
の合格は最低限達成すべき目標である。そのため、それに必要とされるカリキ
ュラムを組むことが求められている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
現在、本学ではカリキュラム再改革を進めており、臨床実習のクリニカルク
ラークシップの徹底など、これまで問題となっていた必修問題の克服に取り組
んでいる。
表 3-1：川崎医科大学医師国家試験受験状況
実施
年月

全国
平均
合格
率
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99
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90

79.6
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9
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117

67

57.3

93
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24

14

58.3

95

2001.3

90.4

140
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85.0

89

82

92.1

51

37

72.5

96

2002.3

90.4

133

116
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99

88.4
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2003.3
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110
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93

90
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12

70.6
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88.4

112

89
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86
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7

3

42.9

99

2005.2

89.1

115

87

75.7

92

73

79.3
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14

60.9

100

2006.2
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106

93

87.7
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86.1

27

25

92.6

101

2007.2

87.9

107

84

78.5

94

75

79.8

13

9

69.2

f）各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目
の単位計算方法の妥当性
【現状の説明】
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授業科目は、一般教育科目、外国語科目、保健体育科目及び基礎教育科目な
らびに専門教育からなる。なお、臨床教育科目は臨床医学科目、ブロック講義、
臨床実習（5 学年）と集中講義（6 学年）を含む。それぞれ履修形態として、講
義、実技、実習、演習を含む。
授業科目の単位計算方法は、学則 第５章 履修方法及び科目修了認定（履修
方法）第 11 条２による。
第 11 条

２

教養科目の単位は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必

要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準により計算する。
一

講義については、15 時間の授業を１単位とする。

二

外国語及び演習については、30 時間の授業を１単位とする。

三

実験実習及び実技については、授業はすべて実験実習室等において行

われるものとし、45 時間の授業を１単位とする。
四

教育上必要があると認めたときは、前３号の規定にかかわらず、講義

及び演習については 15 時間から 30 時間、実験実習及び実技については 30
時間から 45 時間までの範囲の時間の授業をもって１単位とすることができ
る。専門教育科目は、すべての科目について修得するものとする。
【点検・評価】
現今の授業科目の単位計算方法は妥当であると思われる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
単位計算科目外として自主学修（SL）を設けているが、現状の取り扱いのま
まとする。
g）生涯学習への対応とそのための措置の適切性、妥当性
【現状の説明】
医学部を卒業した後も教養や医学の専門知識を修得することは医師として重
要なことである。そのため、本学の教職員および本学卒業生を会員として会員
相互の学識を高め、医学の進歩に貢献する目的で「川崎医学会」が昭和 50 年に
設立された。現在の会員数は 647 名である。その機関誌として「川崎医学会誌」、
「Kawasaki Medical Journal」および「川崎医学会誌一般教養篇」が刊行され

42

ている。また、川崎医学会講演会を行っている。講演会の回数は平成 14 年度６
回。平成 15 年度 8 回、平成 16 年度 10 回、平成 17 年度 14 回、平成 18 年度 13
回である。
その他にも卒後の生涯学習の一環として、本学附属病院では研修医を対象に
レジデントセミナーとモーニングカンファランスを毎週行っている。
【点検・評価】
川崎医学会は会員相互の学識を高め、医学の進歩に貢献することに役立って
おり、医師としての生涯学習への対応の場としては極めて適切であると思われ
る。しかしながら、近年優れた業績は他の専門誌に投稿することが多くなり、
機関誌の発行は年々困難になっている。そのため、平成 18 年度第 32 巻より、
和文誌と英文誌を併合し、川崎医学会誌・Kawasaki Medical Journal に一本化
した。
【将来の改善・改革に向けた方策】
本学附属病院は医学部の卒後教育機関として、研修医の教育に大きな役割を
果たしている。レジデントセミナーとモーニングカンファランスは今後も継続
して行いたい。機関誌は大学院生の業績発表の場としての役割も大きいが、そ
の編集に当たっては生涯学習を提供する場としても考え、機関誌編集委員会で
その内容を学術論文以外にも広く求めていく。
（２）教育方法とその改善
a）教育上の効果を測定するための方法の適切性、教員間の合意の確立状況、機
能的有効性を検証する仕組み、など
【現状の説明】
平成 17 年までは、本学が意図した教育課程がどの程度学生によって修得され
たかを検証する仕組みは、教務委員会がその責を担っていた。しかし、この点
に関して教務委員会が有効に機能しているとはいい難かった。この状況を改善
すべく、平成 18 年度から統合医学医療教育開発センター（教育開発センター）
が設置された。このセンターは、センター長（教務担当副学長）と副センター
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長（基礎医学系と臨床医学系が各 1 名）が任命されている。
教育開発センターは本学の教育目標である「社会が求める良医育成」に必要
な学生の学力向上を目標に、学長の指導と教務委員会等との連携の下、学習啓
発センター、教材教具センター、事務部その他関係部門の協力を得て、効果的・
効率的な本学の統合的医学医療教育の研究開発を進めることを目的に設置され
た。教育効果を測定する手段の開発やシステム全体の有効性を検証する役割や、
そこで得られた成果をカリキュラムの改善に提言する役割を担っている。主な
担当業務は、(1)学内の各科試験、総合試験、卒業試験の分析、(2)共用試験（CBT）、
医師国家試験の対策、(3)各試験問題、各学生の成績のデータベース化、(4)実
習、臨床実習の点検、(5)シラバスの改訂、視覚教材の開発、(6)試験問題のブ
ラッシュアップ、(7)PBL（problem-based learning）の支援、(8)スキルスラボ
の運営、(9)教科書などの作成の支援、(10)FD 会の企画と準備、(11)カリキュラ
ムの開発の支援である。
【点検・評価】
現状では筆記試験による成績が教育効果を測定する主たる方法になっている
が、行動レベルでの評価が加えられるのが望ましい。1 学年から 4 学年までの教
育効果は、試験による知識の有無を問う認知レベルの評価が主体である。1 学年
から３学年までの実習においてすら、実習の評価の主体は筆記試験に依存して
いる。現在、医師として診断・治療を行う場合、患者との良好な人間関係を構
築できることが重要な要素として求められている。このような観点から、講義
や実習の取り組み方、結果の良否、レポートの良否、学生間での人間関係の形
成が行えるか否か、教員と良好な関係を築けるか、など多方面から評価を行い、
筆記試験の成績と総合するのが望ましいと考えられる。
本学で行われている教育の効果を測定するということは、教育の本質に関わ
ることであり、かつ膨大で多岐に亘るので、この点で教育開発センターが設置
されたことは大いに評価される。このセンターが本学での教育内容の全般を、
系統的かつ継続的に把握し分析し、その結果を積極的に全教員に明らかにして
いくことが求められている。現状では、教育効果の測定や測定の方法の開発が
着手され始めたばかりである。現在、カリキュラムを再改革するための作業グ
ループが活動しているが、学生が歩む道標としてのカリキュラムの改善が実行
に移されつつあることは大いに評価される。これを機にして、各教員が各自の
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講義や実習内容を点検し改善していくことが求められている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
統合医学医療教育開発センターを学長直属の組織として位置付け、スタッフ
も充実させて文字通り、本学の教育開発の中心にする。そして、カリキュラム
の策定、講義内容の点検、試験問題の作成能力の向上、医師国家試験に準じた
卒業試験の作成を企画するようにしたい。また、学生による授業の評価が行わ
れているが、この評価内容が教員にフィードバックされ、講義の改善に生かさ
れるようにセンターが支援する。
また、(1)本学での教育が学生ベースで行われているか、(2)学生に余分なス
トレスを与えていないか、(3)現行の教育内容が教員の専門分野に偏ってコアカ
リが求めている内容から逸脱していないか、(4)留年生が大量に発生している原
因は何か、(5)卒業試験の内容は医師国家試験を受けるに当たって必要にして十
分か、などを、教育開発センターが中心となって検証し、具体的対策を立てる
ようにしたい。
b）履修科目登録の上限設定とその運用、及び履修指導の適切性
【現状の説明】
本学での選択科目は、1 学年時の「教養選択Ⅰ」と「教養選択Ⅱ」のみであり、
学生はそれぞれ 1 科目を選択する。教養選択Ⅰ、Ⅱ科目以外はすべて必修科目
であり、全学生の履修科目の登録数は同じである。教養選択Ⅰ（1 学期に履修）
については新入生オリエンテーション時、教養選択Ⅱ（2 学期に履修）について
は１学期末に、担当教員による資料を用いた説明会が行われている。
2～6 学年については、1 学期の始業日に各学年担当教員により、
「講義概要」、
「学習の手引」などを用いてガイダンスが行われている。なお、併せて出席確
認の方法、体験学習、試験制度、留年の現状、
「個人情報の取り扱い」について
も説明している。また、4 学年については、3 学期の初めに白衣授与式を行い、
5 学年からの本格的な臨床実習に参加する心構えを指導している。
5 学年については、臨床実習オリエンテーション（7 日間）で「臨床実習の手
引」を配布し、履修すべき内容を確認させている。
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【点検・評価】
本学では選択科目が少なく、履修指導は教養選択に限定される。その際、学
生は担当教員から履修科目の授業内容の説明を聞いて判断し、それぞれ受講希
望の科目の履修届を提出している。概ね学生の理解が得られており、履修科目
登録に関する運用は適切に行われているものと思われる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
平成 19 年度から大半の助手が助教となったため、今後、助教が教育を担当す
る機会が増加し、学生が選択できる教養履修科目数が多彩になると予想される。
学生に対して適切な履修指導を行うように指導する必要がある。従来と同様の
登録方式を採用して、履修科目数には学生間に差がないようにする。
c）成績評価法、成績評価基準の適切性
【現状の説明】
成績評価法、成績評価基準は、学則、試験及び進級に関する規程に従う。
成績評価は、科目毎に評価し、学年成績は 100 点満点とし、60 点以上を合格
とする。追試験は、原則として素点の８割をもって評点とする。補充試験の合
格者の評点は 60 点とする。受験資格のない者（授業科目の出席時間数が授業時
間数の 3 分の 2 に達しない者、臨床実習については実習期間中の全過程を出席
することを原則とする）の当該科目の評点は 0 点とする。受験中不正行為があ
った者又は不正行為があったと認められた者については、定期試験又は講義末
試験の成績の判定を行わない。
学年成績は、定期試験、講義末試験等に関する各種評価により総合判定する。
総合判定試験（1～4 学年）は、各学年で修得すべき知識、技能等の達成度を総
合的に評価するために実施する。総合判定試験の受験資格は、各学年で履修し
た全科目の平均点が 60 点（小数部分四捨五入）以上で、欠点科目数が 5 科目に
達しない者である。
1～4 学年において、総合判定試験を受験し、合格した者は進級を認める。5
学年においては、各科臨床実習点、必修問題試験、アドバンスト OSCE の全てを
合格した者を進級と認める。
進級できなかった者は、原則として当該学年で履修した科目をすべて再履修
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するものとする。
卒業試験は、卒業の認定のため、6 学年の適当な時期に行う。
総合判定試験及び卒業試験による評価については、その都度教授会において
決定する。
【点検・評価】
(1)1～4 学年は定期試験で受験資格を得た後、総合試験で、(2)5 学年は臨床
実習点、必修問題試験とアドバンスト OSCE のすべてで、(3)6 学年は卒業試験で
評価がそれぞれ行われ、進級と卒業が判定される。
総合試験の導入により、低学年の留年者数が一時的に増加した。現在、共用
試験は学科の一つとして 60 点未満であれば総合試験の点数から 2 点を減じてい
るが、今後は進級要件として採用することの妥当性について検討が必要である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
1～4 学年の学生の進級評価法の妥当性を、追跡調査などにより検討する。
さらに、4 学年の共用試験の成績を進級評価においてどのように取り扱うのが
妥当かを、データを蓄積して検討する。
d）オフィスアワーの制度化の状況
【現状の説明】
現在、オフィスアワーは制度化されていない。しかし、学生が自由に教員に
アクセスできるように、教員の携帯コール番号および学内 PHS 携帯電話の番号
が公開されている。さらに本学では全学年に亘って小グループ制による学生指
導が行われており、例えば 1、2 学年では学生 5〜6 名につき 1、2 名の教員がチ
ューターとして担当学生の指導に当り、3、4 学年では臨床医学系の 34 教室が 5
〜7 名の学生からなる小グループを担当する。5 学年では 10 名の教員が、6 学年
では 15 名の教員が小グループの指導に当たっている（小グループ制度の詳細に
ついては 11 章を参照）。これらの小グループの担当教員または担当教室は、学
生の個別の相談に助言などを行っている。
【点検・評価】
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本学の小グループ制による指導体制については、1、2 学年においては基礎系
の教員が定期的に学生と会って共同作業（小グループ演習）をする時間がカリ
キュラム中に組み込まれている。そのため、各教員はチューターとして担当学
生の抱える勉学上の問題点をリアルタイムで把握することができる点で優れて
いる。
一方、3、4 学年においては、従来、臨床系の若手教員が小グループを担当し
てきたが、定期的に集まる制度がないことに加え、教員の多忙さもあって、グ
ループ構成員の抱える問題点の把握やその指導が十分ではなかった。その反省
を踏まえて、平成 19 年度からは若手教員個人が責任を持つのではなく、臨床医
学系の個々の教室がそれぞれ一つの小グループを担当し、指導を行う体制に改
めた。加えて、学生は将来の進路も考えて所属小グループを選択することがで
きるようになったため、学生と教員、教室との間に良好なチームワークが形成
されることが期待される。
【将来の改善・改革に向けた方策】
本学では平成 20 年度から、特に準備教育と基礎医学教育分野において大幅な
カリキュラム再改革が予定されており、低学年の授業形態が大きく変わること
が予想される。そのなかにあって、オフィスアワーの代替として、小グループ
制をいかに維持・発展させていくかが大きな課題である。たとえば、小グルー
プ制を活用した PBL を展開させるためには、教員数の確保と充実が必要である。
オフィスアワーはこのカリキュラム再改革の進行と併せて組み込みの是非や方
法を検討する。
e）留年者に対する教育上の配慮措置の適切性
【現状の説明】
留年者に対する教育上の配慮措置については、学年担当および副担当と小グ
ループ担当のチューターが連携して学生に助言・指導を行っている。なお６学
年の留年者については、現在（平成 19 年度）7 名のチューターが専属で指導に
当たっている。
まず 1 学期の初め（概ね 4 月の第 2 土曜日）に、留年者本人とその保護者が
出席する教務指導会を開催している。教務指導会では学長、教務担当副学長、
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各学年担当の全体ガイダンスに引き続き、各学年担当と副担当が保護者を交え
て留年者と個人面談を行なっている。個人面談では学生一人当り 15〜45 分かけ
て、各人の学業上の問題点や今後の対策などのアドバイスを行う。さらに、1 学
期終了時（7 月下旬）には、第 1 学期末試験で欠点科目を一つでも有する留年者
とその保護者を対象にして第 2 回目の教務指導会を行っている。なお、2 学期終
了時には進級が危惧される留年者に対しては個別にカウンセリングを行ってい
る。
【点検・評価】
本学の留年者に対する教育上の配慮措置については、必要に応じて 2 回の教
務指導会および個別のカウンセリングを行うことで、十分なものが提供できて
いると考えられる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
学年担当、副担当による教務指導会と小グループチューターとをいかに有機
的に結びつけて、留年者の指導の実を上げていくか、また留年生を出さないよ
うにするには小グループ制をいかに維持・発展させていくかが大きな課題であ
る。複数の学年副担当の導入により成果が得られるのかを評価する必要がある。
f）学習支援（アカデミック・ガイダンス）を恒常的に行うアドバイザー制度の
導入状況
【現状の説明】【点検・評価】
学習支援（アカデミック・ガイダンス）を恒常的に行うアドバイザー制度に
ついては、必ずしも明文化されていないが、機能的には上記の小グループ制が
その任に当っている。これにより本学の学習支援体制は十分ではないが、ある
程度提供できていると思われる。
医師国家試験をひかえた 5、6 学年の学生に対しては、勉学、生活を支援する
ことを目的に学習啓発センターが設立された。センター長（教務担当副学長）
と副センター長（5、6 学年学生担当教員）がその任にある。その業務は、(1) 5、
6 学年学生の諸行事の支援、(2)自習用ビデオの管理、(3)教員による学生の個別
面談の支援、(4)医師国家試験受験の支援、(5)医師国家試験不合格者のケア、
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(6)自修室の管理などである。この施設を活用することにより 5、6 学年の学生
に対する学習支援が充実してくると考えている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
本学では近い将来大幅なカリキュラム再改革が予定されており、授業形態が
大きく変わることが予想される。小グループ制を、学習支援を恒常的に行うこ
とができる制度にいかにして発展させていくかが大きな課題であり、そのため
には教育・指導に情熱を注ぎ込む教員を養成・確保したい。
g）学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための措置とそ
の有効性
【現状の説明】
学生の学修活性化のための方略として、1 学年に臨床実習Ⅰ、2 学年に臨床実
習Ⅱを行っている。
臨床実習Ⅰは、1 学年 2 学期に行われるもので、学生を 3～5 名の小グループ
に分け、附属病院の各診療科に約 1 週間配属するものである。配属された診療
科において学生は臨床実習の期間、医師と行動をともにして医師の仕事を見学
する。診療科によっては手術を見学したり、外来診療の場にも立ち会う。学生
は初めて外傷患者や重症患者の実態を目にすることもあり、学生へのインパク
トは大きい。実習終了時にはレポートを提出させる。この臨床実習Ⅰの目的は
二つある。まず、入学早期に実際に医療現場にでることにより、医学部入学の
自覚が強化され、今後 6 年間の勉学への動機の強化に繋がる。次に、配属先で
学生は自分たちの将来像でもある医師と直接交流する機会を得ることができる。
はつらつと働く医師の姿を目の当たりにすると、将来の憧憬とともに医師を志
向する動機がさらに強化される。また先輩医師から、激励やアドバイスを受け
ることも通例である。
臨床実習Ⅱは 2 学年に施行される。やはり学生は 3～5 名の小グループに分か
れ、本学附属病院以外の医療機関に２日間配属される。総合病院だけでなく、
個人のクリニックであったり、診療科も内科のみならず産婦人科等、多彩であ
る。臨床実習Ⅱの目的は、大学内で交流することのできない、多彩な医療人と
直接に交流する機会を持たせることにある。学生は、医療の広がりや医師の業
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務の多彩さ、地域における医療人の存在意義等を実体験でき、本格的に開始さ
れる医学教育への意欲強化に繋がる。
教員の教育指導法の改善促進策として、年間 10 回近い教員ＦＤ会が開催され
ている。テーマは、(1)クリニカルクラークシップにおける指導のスキル、(2)
コーチング、(3)試験問題作成法の演習等、講義の立案、指導スキル、評価法ま
で多岐に亘る。外部から講師を招聘することもある。学内には統合医学医療教
育開発センターが平成 18 年度から新設され、医学教育に関する中核としてＦＤ
会の立案、運営を行っている。
【点検・評価】
臨床実習Ⅰ、Ⅱの学生のレポートをみると、いずれも、医学部入学の自覚が
強化され、今後の勉学への動機強化に役立ったことが述べられている。臨床実
習が early exposure として有効に機能していると評価している。ただし、少数
ではあるが、無気力であったり遅刻などの実習態度に問題を有する学生がいる
ことも事実である。そのような学生は、大学入学後もはっきりした目的意識を
持ち得ず、また大学生活への適応に苦慮していることが多い。臨床実習は、そ
のような学生を早期に発見し、教員が問題の所在を同定し、学生とともに解決
策を見い出していく端緒となる場合もある。臨床実習Ⅱでは、外部医療機関に
受け入れを要請しているが、受け入れ先の評価も概ね良好である。普段医学生
と接する機会が殆どなく、臨床に長年没頭している医療者にも、教育機会をも
って持って頂くことは、双方向性に良好な機会を形成しているのではないかと
考えている。
ＦＤ会はすべて出席状況を記録し、教室毎に集計している。なお、出席状況
には一定の傾向がみられるが、これは教室責任者の意向や熱意が所属の教員の
教育活動への参加意欲に大きな影響を与えるためと思われる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
教員は自らの教育指導方法の技法を改善する努力を不断に行うことが望まし
い。それを可能にする教育活動への意欲と士気を高く保つことが重要である。
教育評価を教員の業績評価に連結する方法についても、文部科学省からガイド
ラインが提示されている。本学に適した教員の業績評価は、自己点検評価委員
会で引き続き検討を継続する。
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h）シラバスの作成と活用状況
【現状の説明】
本学では臨床系カリキュラムは臓器系統別に統合化されており、
「ブロック講
義」と呼称している。3 学年で 10 ブロック、4 学年で 18 ブロックを履修する。
ブロック毎にシラバスを作成し、事前に学生に配布している。シラバスにはブ
ロックの全体像、個々の講義の位置付け、ブロック全体の到達目標、個々の講
義での到達目標が記載されており、学生の内容の理解を助ける一助となってい
る。
毎年、学務課教務係から各ブロック責任者（主任）に次年度のシラバスの作
成を委嘱している。主任は与えられた総講義時間内での講義項目及び担当教員
を選定する。また、主任は各担当教員に担当講義に関してのシラバス執筆を依
頼し、回収した後閲覧し必要があれば校正している。
シラバスは共通のフォーマットを用いて作成されている。冒頭にはブロック
主任により、ブロック全体のＧＩＯ、ＳＢＯが明示される。続いて各講義項目
が番号順に列挙される。教科書、参考書も挙げられ、試験のあり方、質問の受
け入れ先としてのメールアドレスや電話番号も記載される。さらにモデルコア
カリキュラムの相当分野が明示される。これにより学生が、全コアカリキュラ
ム内の位置付けを把握すると同時に、教員もコアカリキュラム内容に遺漏のな
いように講義内容を構築することができる。
シラバスとして、各講義の担当教員は、個々の講義内容をＡ４版２枚にまと
めて提示する。その講義のテーマ、到達目標が箇条書きで冒頭に示される。つ
いで講義の進行に準拠して、要点が箇条書きで記される。単なる項目の列挙で
はなく、要点のまとめとなるようにしている。
シラバスはＡ４版用紙に印刷され、左端には３０穴が開けられ、学生がバイ
ンダーで閉じることができる。学生はこのシラバスを講義に持参し、シラバス
に記された要点を順次、確認しながら、講義を受けることができる。
【点検・評価】
共通のフォーマットでシラバスを作成し、学生に事前に配布することで簡単
な予習を可能にし、講義中も要点を押さえつつ理解を深めることが可能となっ
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ている。バインダー形式として、必要分量を適宜、分断して持ち運べることも
利便性の向上に役立っている。導入初年度に実施した学生アンケート調査では
概ね好評であった。
学生のみならず、教員に対しても教育計画を立案する上で貢献している。各
講義内での理解の到達目標を学生に明示することは、同時に教員にその講義内
での理解の到達目標を自覚させることである。教員にとってはシラバスの執筆
行為が各講義のアウトラインを決める最初の準備ともなっている。さらに各ブ
ロックの主任は、各講義内容を容易に閲覧、把握することが可能となり、ブロ
ック内で遺漏なく必要事項を配置することができる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
各ブロックは通常、複数講座の教員から構成される。ブロックによっては講
義内容の重複や欠落が生じることもある。そのため、ブロック主任による閲覧、
校正を強化する必要がある。本来はシラバス作成前に担当教員全員が一同に会
して次年度のシラバス作成に関して協議の時間を持つべきである。しかしなが
ら、一部のブロックにおいてのみ実施されているに過ぎない。全ブロック講義
において、前年度中に次年度ブロック会議の開催を義務化する必要がある。
講義担当者が変わらない場合、シラバス内容が前年度の完全な複写となる場
合が少なくない。毎年、シラバスの記載内容を見直し適宜改良することを制度
として進めなくてはならないと考えている。そして、シラバス作成におけるブ
ロック主任の指導権限を保証、強化する必要があろう。
i）学生による授業評価の活用状況
【現状の説明】【点検・評価】
全学的に実施した授業評価は、平成 12 年度から 14 年度において、4 学年のブ
ロック講義、低学年の基礎系授業、5 学年の臨床実習を評価の対象として試行し
た。5 段階評価と自由記入の両形式のアンケートで、その結果は集計後、授業へ
のフィードバックのため担当教員へ返却するとともに、5 段階評価の結果は教科
毎にまとめ教授会で公表した。アンケートが複数年度に行われるようになると、
評価は授業に良好な影響を与えることが確認され、全学年で一斉に調査が行え
るような態勢作りの検討を始めた。
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平成 17 年以降、マークシート方式でコンピュータ集計による授業評価を行っ
ている。平成 17 年度は 1 学年から 6 学年までの授業と 5 学年の臨床実習を、平
成 18 年度はこれに基礎系の実習評価を加えて実施した。マークシートは 5 段階
評価欄と自由記載欄から構成され、フィードバックのため、調査票はコンピュ
ータ集計後に、担当教員に返却した。5 段階評価の結果は、平成 17 年度は『学
報 104 号』および『学報―学生版 4 号』に掲載し、教員、学生、保護者にも結
果を公表している。平成 18 年度は、自己点検評価として、集計中である。
本学での学生による授業評価は、現在、マークシート方式による調査が全学
的に実施できる状況になった段階である。調査上の問題点として、臨床実習の
ような小グループでの授業では、週単位で頻繁に調査するために回収率が低い
こと、集計時期が入学試験の業務と重ならないようにする配慮が必要であるこ
となど、解決すべき課題が明らかになった。
授業評価の成果の活用方法についての議論は十分ではない。調査の方法論の
改善と成果の活用方法についての検討が必要である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
授業評価の結果は、
『学報』の記事として公表してきたが、一歩進めて数年度
分を本学の自己点検評価としてまとめ、公表する態勢を作りつつある。本学で
の活用方法は、学生による授業評価を教員評価と結び付ける方向ではなく、
（１）
教員の授業改善への材料として、
（２）教室活動の自己点検評価の基礎資料とし
て位置付けたい。教室の教育・研究・診療・学生指導・大学運営・社会貢献活
動の活性化への材料とする方向を目指し、そのために有用な資料となるような
授業評価を目指す。
j）FD 活動に対する組織的取り組み、継続的実施
【現状の説明】【点検・評価】
FD 活動は学長の主催で教務担当副学長の主導下、定期的に行われている。過
去 3 年間の開催状況を表 3-2 に示す。広範囲な課題について学内、学外の講師
による講演会やワークショップを開催している。出席状況も概ね良好である。
毎年継続的に開催されている FD 会は、問題点について教職員に周知徹底を図る
ための機会として機能しており、授業の改善と改革にとって必須のものとなっ
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ている。また、教育システムの活性化に向けた取り組みとしては FD 会以外に、
カリキュラム検討委員会による改善、改革が行われている。
表 3-2：FD 会の開催状況
回

1

開催日

主要テーマ

教授
准教授
講師
H16.5.20 川崎医科大学試験に関
104
するFD会

出席者数
助手 事務系
職員
NA

6

講演タイトル

・本学の試験について
・平成15年度総合試験を振り返って
・医師国家試験と卒業試験について
・本学の臨床教育のあり方について
・University Michigan Medical Centerの内
科診療
・研修医体制について
・本学のブロック講義について
・臨床医学教育と基礎医学教育のあり方につ
いて

2

H16.6.14 川崎医科大学臨床教育
に関するFD会

107

18

6

3

H16.9.28 川崎医科大学の医学教
育のあり方に関するFD
会

119

15

6

4

H16.10.23 医科客観試験問題作成
のためのワークショッ
プ

32

NA

NA

・客観試験問題作成に当たっての基礎知識の
解説と実際
・2連問、4連問についての
・客観試験問題の評価の解説

5

H17.4.18 第99回医師国家試験結
果及びその対策に関す
るFD会（第1回）
H17.4.26 第99回医師国家試験結
果及びその対策に関す
るFD会（第2回）
H17.6.8 川崎医科大学試験に関
するFD会
H17.8.5 必修問題に関するFD会
H17.10.24 第1回診療参加型臨床
実習実施のためのFD会
H17.12.5 第2回診療参加型臨床
実習実施のためのFD会

74

43

7

・本学の国家試験結果及び対策について

25

54

7

・本学の国家試験結果及び対策について

121

5

7

・本学の試験について

83
97

NA
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7
7

・医師国家試験の必修問題について
・診療参加型臨床実習実施に向けて

105

45

7

・診療現場での効果的なフィードバックの仕
方
・大学病院での実習・研修の問題点
・診療参加型臨床実習実施について

6

7
8
9
10

11

H18.2.6

第3回診療参加型臨床
実習実施のためのFD会

114

61

7

12

H18.4.25 川崎医科大学試験に関
するFD会

138

NA

6

・本学の試験制度について
・平成17年度共用試験CBTの分析について
・第100回医師国家試験の解析について
・共用試験CBT試験問題作成について

13

H18.5.18 共用試験CBT問題作成
に関するFD会

116

NA

6

14

H18.7.11 第5学年臨床実習の現
状に関するFD会

94

59

6

・共用試験CBTの概要
・「タイプA」問題作成のポイント
・「タイプR、タイプQ」問題作成のポイント
・診療参加型臨床実習の実践
・5学年アンケート結果報告
・クリニカルクラークシップの中間報告
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15

16

H18.9.5

診療参加型臨床実習と
卒後臨床研修における
指導方法に関するFD会
H18.9.25 試験問題とその評価に
関するFD会

83

45

6

121

NA

6

・本学の臨床実習と卒後臨床研修について
・メディカル＆ウェルネスコーチングについ
て
・CBT対策－臨床問題の学内試験への導入
・CBT対策－図表の学内試験への応用
・講義、試験、評価の改善に向けて

NA: 参加対象外

【将来の改善・改革に向けた方策】
FD 会へはできるだけ全員が参加することが望ましいため、開催日時などを調
整し、出席できる環境を整える。また、教員の出席状況を明示し、出席が教員
の義務であるという自覚を促す。本学で行われているすべての FD 会は、その定
義から厳密な意味の FD 会ではない。しかし、今後も適時、教育に重要なテーマ
について FD 会を開催し、積極的な FD 活動への参加、取り組みを通して、全学
的に医学教育上の問題点を共有し、教育の質の改善を目指す。
k）学生満足度調査の導入状況
【現状の説明】【点検・評価】
教育と学生生活に対する満足度の調査としては、日本私立医科大学協会の教
育研究部会・学生部委員会が 5 年毎に行っている「私立医科大学・医学部学生
生活実態調査」を利用して、定期的に点検を行ってきている。最近の調査は平
成 16 年 11 月に行われ、その結果は「第 8 回私立医科大学・医学部学生生活実
態調査集計」として＜加盟 29 大学全件入力分析結果＞および＜大学毎の個別入
力分析結果＞が平成 17 年 11 月に報告されている。本学では、1～6 学年の在籍
学生 658 名から 651 名の回答が得られ、回収率は 98.9％であった。加盟 29 大学
の総計の回収率は 81.1％であり、本学の回収率はその値よりも高い。これは、
各学年の学生の総務委員に回収を依頼するなどして、学生主体で積極的に取り
組んでいることによるものと考えられる。具体的には、(1)学生の講義の満足
度：「満足している」は 48.8%、(2)基礎医学実習の満足度：「満足している」は
67.9%、(3)臨床実習の満足度：
「満足している」は 78.5%、(4)学生の充実度：
「充
実している」と「まあまあといったところ」を合わせると 90.5%であった。
【将来の改善・改革に向けた方策】
今後もこの制度を利用して定期的に教育と学生生活に対する満足度の調査を
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行う。そして、集計結果を学報などで公開することで周知を図り、教育技法の
改善のために活用できるようにしていく。単なる調査・集計のみに終わらせる
のではなく、結果については評価、原因究明と改善のための方策を見付けて改
革を継続させる。
l）授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性
【現状の説明】
本学では大講義室（定員100～140名）、中講義室（20～40名、4クラス編制）
などの教室での授業のほかに、チュートリアル教育（学生数名ごとに1名のチュ
ーター）、グループ実習（生物学実習、解剖学実習など）、臨床実習、学内外
の医療機関の見学実習などの授業形態を取っている。(1)知識伝達を主とする科
目の教育には大講義形式、(2)語学系科目、選択教科には中講義、(3)問題解決
型教育にはチュートリアル方式を実施している。また、実験・実習はいずれも
小人数グループで実施している。
【点検・評価】
カリキュラムの体系性については本章「（１）b)」に詳細を述べている。各
教科の学習目標(GIO)、行動目標(SBO)に適した授業形態と授業方法を選んで実
施している。概ね、講義形態と授業方法は適切であるが、選択科目においては
学生の選択に偏りが生じているものがあり、教科内容の検討が必要である。実
験・実習では、小グループ実習・実験を実施しており、それぞれ効果的に実施
されている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
平成20年度から施行するカリキュラム再改訂時には、現在進行中である教室、
実習室の増改築と併せて、授業形態と方法を変更することが予想される。つま
り、臨床医学教育の開始の早期化、臓器別の基礎医学の統合（形態と機能の統
合）、臨床医学の充実（PBLの導入、症候論の小グループ制）、地域医療学の拡
大などである。
m）学生の学習意欲を向上させる方策の適切性
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【現状の説明】
本学ではこれまで独自の方策として、次の二点を継続して実行してきた。す
なわち、「校舎棟展示ウインドウの設置」と「保護者会への教員の参加と指導」
である。
学生の医学学習へのモチベーションを高める為の一方策として、大学創設以
来、各教室でおこなわれている研究テーマを分かりやすく学生に紹介する場を
設け、研究内容と授業に反映させるように試みている。そのために、校舎棟 7
階の講義室廊下に展示ウインドウを 4 ヶ所設置している．展示内容はパネルを
主体として、写真、モデルの他に時に実物標本等が教材教具センターの支援の
下で準備され、4 ヶ月間展示される。年間 12 教室が展示をおこない、ほぼ 3 年
周期ですべての教室が担当するように計画される。
平成 18 年度に展示された展示テーマと教室名は次のとおりである。
１．バイカル湖の生物多様性とその危機 ＜生物学教室＞
２．胸部異常陰影を来す疾患 ＜内科学・呼吸器＞
３．現代の放射線医療（切らずに直す）
４．胃癌検診の現状と予防

＜健康管理学＞

５．アスベスト関連疾患総論
６．水癌の診断と治療
７．シネマ精神医学

＜放射線医学・治療＞

＜衛生学＞

＜内科学・肝・胆・膵＞
＜精神科学＞

８．血管柄付き遊離腓骨皮弁移植による下顎再建症例への歯科用インプラン
トの応用

＜口腔外科学＞

９．Echocardiographic Anatomy
10．補装具

＜内科学・循環器＞

＜リハビリテーション医学＞

11．胃癌手術の個別化−治療成績の向上と機能温存を目指して

＜外科学・

消化器＞
12．眼球の構造と機能、他

＜眼科学＞

本学には在校生の保護者が運営する親睦団体として「保護者会」があり、毎
年 4 月に春季総会、10 月に秋季総会を大学キャンパスで開催する。保護者会の
役員は大学事務部の担当者と緊密な連絡をとり、全国の 19 の地区で地方保護者
会を 6 月から 10 月にかけて開催している。
保護者会には大学から学長、副学長、
学長補佐、学年担当・副担当等の教員が分担して参加している。保護者会では
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大学の近況・教育方針等が「講話」として説明され、さらに保護者と教員が個
人面談することにより双方が情報を交換し、学生が学習上の適切なサポートを
大学内部だけでなく、家庭面からも受けられるよう配慮している。保護者会で
は、学習のみならず大学生活一般に付いての情報交換が活発に行われている。
【点検・評価】
校舎棟ウインドウへの展示によって、学生は休憩時間や放課後などの自由時
間に展示を見ることができ、自然に無理なく教室の研究活動に触れる事が可能
である。授業の内容と研究の結びつきを知ることにより、学習へのモチベーシ
ョンの向上に適切に機能していると評価できる。また教室の研究テーマが分か
りやすく紹介されていることから、本来の目的である学生と教員の間のコミュ
ニケーションのみならず、教員間のコミュニケーションを深める意味でも適切
な方法である。期間終了後、この展示は現代医学教育博物館の４階に移動し、
引き続き公開されている。
保護者会への教員の参加は、南は九州・鹿児島、北は東北・北海道の地方保
護者会に及び、岡山に足を運ぶことが難しい遠隔地の保護者とも出来るだけ多
く接触できる機会として、保護者からもきわめて高く評価されている。教員に
とっては、土・日に地方保護者会に参加するわけで、その負担は少なくないが、
これまでの実績から保護者から得られた学生個人についての情報は、学生指導
の上からもきわめて貴重であり、大学での学生指導に活用されている。保護者
会の活動の内容は、
「保護者会会報」により大学および保護者に広く公開されて
いる。会報は平成 19 年度末で 64 号を数える。
【将来の改善・改革に向けた方策】
ウインドウ展示は、文章・写真による表現だけでなく、イラストや漫画を活
用して、学生にも分かりやすいように工夫されているものが多い。とくにその
ための指導があったのではないが、これまでの展示の長い歴史の中で、教員に
自然とそのような姿勢・努力が生まれて来た。これを継続発展させるには、こ
の効用を適切に評価する視点が必要である。学生評価のみならず教員同僚評価
の対象項目との関連も含め、自己点検評価委員会で評価方法を検討する。
地方保護者会は週末に開催される事が多く、参加する教員の負担は軽くない。
特定の教員に負担が偏らないように配慮し、今後も現状の活動を継続・発展さ
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せる。
n）マルチメディアを活用した教育の導入状況とその運用の適切性
【現状の説明】
平成19年度にリニューアルした講義室（マルチメディア教室）ではマルチメ
ディア機器を常設しており、マルチメディア教育（語学教育、コンピュータ実
習）が実施可能である。そこには140台のパーソナルコンピュータが設置されて
おり、コンピュータ実習、インターネットスキル教育が実施できる。さらに、
大講義室ではパーソナルコンピュータによる授業が教材教具センターの協力で
行われている。また、低学年の非臨床系実習の一部では画像や病理組織像の説
明に用いられている。
【点検・評価】
機器の設備状況については第８章に詳細に述べているように、教員が講義・
実習で使用するマルチメディア機器の配備状況は十分であり、かつその利用頻
度も高く、十分に活用されている。しかし、ビデオ教材等のデジタル化は必ず
しも十分にはなされておらず、教材サーバー等のIT活用も進んでいない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
1学年からマルチメディア教育を推進することは教育効果の上からも必要で
あり、特に、シラバスのIT化は学生の自学自修に有効であり、客観的試験問題
のIT化は、コアカリキュラムの実践や教育効果の評価に役立つので、カリキュ
ラムの再改革に合わせて進める方針である。
（３）国内外における教育研究交流
a）国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性
【現状の説明】
現在、海外の医科大学と単位互換は行っていない。
しかし、オックスフォード大学グリーンカレッジとの研究・教育の交流は継
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続的に行っており、両大学間の密接な関係が構築されている。
また、医学教育振興財団による英国医科大学における学生の臨床実習などの
研修は積極的に推奨している。
【点検・評価】
教育研究の交流の国際化への取り組みは、その都度個別的には行われている
が、全学的に検討する委員会も専門に扱う事務部局も設置されていない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
教育研究の国際化について体系的、全学的にその意義と目的を検討する。そ
して合意が得られたならば、本学が取り組む体制の確立を今後の目標とする。
b）国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性
【現状の説明】
(1)オックスフォード大学グリーンカレッジとの教育・研究の交流
両大学間では教育研究交流を行っている。これは、長年の相互信頼に基づき、
オックスフォード大学グリーンカレッジと川崎学園は、相互間の協力をより拡
め、進展させることに合意している。具体的には、教員団（faculty）と学生が、
学問を目的として、一方の大学から他方の大学へ短期留学（一般的には 1〜3 ヵ
月）、もしくは長期留学（一般的には 1〜3 年）する。コースやプログラムへの
取り組み、教育への関心の高揚、研究トピックの追求等も、その目的となりう
る。共通の研究対象の確認によって、医学や医療福祉の分野で、研究者が協力
する機会を与えることが期待される。
(2)英国大学医学校での臨床実習のための短期留学
医学教育振興財団が主催するもので、日本の大学の医学部学生を、英国の大
学の医学校（部）において 4 週間イギリス人学生とともに臨床実習に従事させ、
充実した臨床実習の機会を与えることである。本学では、積極的に参加するこ
とを推奨している。これは、①建学の理念を実施すべく成績が優秀な学生を高
く評価するとともに、勉学を一層奨励する、②本学学生に対する教育的波及効
果を促す、などの目的がある。
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【点検・評価】
オックスフォード大学グリーンカレッジへの教員の派遣は、平成 15 年度以来、
8 名を数える。英国大学医学校での臨床実習のための短期（約 1 ヶ月間）留学に
ついては、平成 16、18 年度に 5 学年の各 1 名の学生が選抜され、留学している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
オックスフォード大学グリーンカレッジとの教員の交流については、現在ま
では本学からのみの留学であるが、平成 19 年度はオックスフォード大学グリー
ンカレッジから本学への留学を受け入れる。また、今までは医学研究に関する
分野の留学が専らであるが、イギリスの医学教育分野についても教員の派遣を
考慮する。
なお、学生個人の国外での医学教育の留学は、今後希望者が増加するものと
予想される。そのため、本学でも夏期休暇時などでの海外研修を支援する態勢
を構築する必要があり、海外の情報収集に努める。つまり、提携大学の選定を
含め、選考の基準、期間、人数、学年や留学先での安全の確保、災害時の保険、
費用補助など、多くの課題について、検討を開始する。
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表 3-3：カリキュラム一覧
授業科目

基礎解剖学

教 中国語入門
養
選 自然科学概論
択
Ⅰ 医学生のための

一
般
教
育
科
目

遺伝

内科学（血液）

予防と健康管理

内科学（神経）・脳卒中医
学

組織学

保健・医療

内科学（肝胆膵）

日本語表現法

生理学

医用中毒

内科学（食道胃腸）

環境生物学

生化学

免疫・アレルギー

内科学（循環器）

損傷・感染

内科学（腎）

外科的治療

内科学（内分泌糖尿病）

新生物

小児科学

（寄生虫学を含む）

発育・栄養・先天性疾患

新生児科学・外科学（小
児）

薬理学

肝・胆・膵

産婦人科学

病理学

食道・胃腸

外科学（乳腺甲状腺・精神
科学)

基礎総合演習

血液

外科学（消化器）

選択アドバンスコース
基礎学力強化コース

循環

外科学（胸心血）

法医学

呼吸

救急医学

臨床実習Ⅰ
（救急を含む）

内分泌・代謝

放射線医学

基
礎 （分子生物学を含む）
医
学 生化学系総合演習
科
目 微生物学

自 ※情報科学２
然
科 ※情報科学３
学
系 化学
生物学
英語

保 育 体育実技
健 科
体 目 保健講義
医の原則Ⅰ（DHを含
む）

基
礎
教
育
科
目

学科名

解剖学

教
養 化学ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰｽ
選
択 情報工学
Ⅱ
現代人間基礎講座

科
目

臨床実習Ⅴ

生命科学入門（演習を含む）

（臨床解剖学を含む）

※情報科学１

外
国
語

ブロック講義名

授業科目

独語入門

医の原則Ⅱ

応 学
用 科
医 目

臨 臨床実習Ⅱ
床
医 臨床実習Ⅲ
学
科 臨床実習Ⅳ
目
総合臨床医学

腎尿路・生殖（男性）

整形外科学

腎尿路・生殖（女性）

形成外科学

皮膚・膠原病

脳神経外科学

神経

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学

医の原則Ⅳ

運動器

麻酔・集中治療医学

生物学実習

心理・精神

皮膚科学

小グループ演習（ﾚ

感覚

眼科学

周術期患者管理

耳鼻咽喉科学

救急

泌尿器科学

画像診断

検査診断学・病院病理学

医の原則Ⅲ

ﾎﾟｰﾄの書き方）

小児症候論
検査診断
症候論
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集中講義
1学期
2学期

別表 1 一般教養科目

授 業 科 目

第１学年

第２学年

第３学年

第４学年

時 間 数

時 間 数

時 間 数

時 間 数

時 間 数

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

現代人間基礎講座

40

40

＊情報科学１

52

自 ＊情報科学２
然
科 ＊情報科学３
学
系
化
学

46

独 語 入 門
教
養 中 国 語 入 門
選
択 自然科学概論
Ⅰ
医学生のための
日本語表現法
一

環 境 生 物 学

般 教
養 化学ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰｽ
教 選
択 情 報 工 学
育 Ⅱ
科
目

生
外科
国
語目

保育
健科
体目

物

英

学
語

体 育 実 技
保 健 講 義
医 の 原 則 Ⅰ

基

（ Ｄ Ｈ を 含 む ）

礎

医 の 原 則 Ⅱ

教

医 の 原 則 Ⅲ

育

医 の 原 則 Ⅳ

科
目

生 物 学 実 習

考

一科目選択必修

一科目選択必修

174

76
40

40

74

74

126

230

104

92

92

84

84
24

24
24

24
26

44

小グループ演習

714

26
44

28

（レポートの書き方）

計

備

156

28
24

＊情報科学 １…数理科学
２…物理科学
３…コンピュータ・物理学実習

64

26

920

別表 2 基礎・応用・臨床医学
第１学年

第２学年

第３学年

第４学年

時 間 数

時 間 数

時 間 数

時 間 数

授 業 科 目

時 間 数

基 礎 解 剖 学

解

剖

60

学

(臨床解剖学を含む）

240
（20）

240
144

組

織

学

144

生

理

学

98

生

化

学

基
礎

60

72

170

92
(26)

152

生 化 学 系 総 合 実習

64

64

微 生 物 学

90

（分子生物学を含む）

60

医
学
科

( 寄生 虫学 を含 む）

目

166

薬

理

学

112

112

病

理

学

172

172

56

56

36

74

基礎総合演習
選 択ｱﾄﾞﾊ ﾞﾝｽｺ ｰｽ
基礎学力強化ｺ ｰｽ
応学
用科
医目

76
(40)

法

医

38

34

学

臨 床 実 習 Ⅰ
（ 救急を含 む）

38

34
38

臨
床

22

臨 床 実 習 Ⅱ

22

医

24

臨 床 実 習 Ⅲ
学
科

24

臨 床 実 習 Ⅳ

200

200

総合臨床医学

16

16

目

計

158

788

548

250

65

1,744

備

考

別表 3 ブロック講義内訳時間数
時 間 数

学年

ブ ロ ッ ク 講 義 名

第
1
学
年

生 命 科 学 入 門 （ 演 習 を 含 む）
小

第
2
学
年

防

保

健

健

康

・

・

管

医

用

疫

20

計

と

医
免

20

伝
小

第

104
104

計

遺

予

主 任 教 員 名

療

中

ア

レ

理

毒
ル

ギ

62

藤

井

90

大

槻

20

富

田

54

ー

損

傷

・

感

染

44

角

田

外

科

的

治

療

48

園

尾

32

今

城

44

尾

内

春

間

3
学
新

年

生

物

発 育 ・ 栄 養 ・ 先 天 性 疾 患
肝

・

胆

・

膵

50

食

道

・

胃

腸

82

小

計

526

血

液

50

杉

原

循

環

84

吉

田

呼

吸

56

岡

64

加

来

腎 尿 路 ・ 生 殖 （ 男 性 ）

64

柏

原

生

70

下

屋

62

藤

本

78

砂

田

50

三

河

34

青

木

66

原

田

44

藤

田

36

鈴

木

34

福

永

46

尾

内

26

通

山

40

種

本

内

分

泌

・

代

殖

皮

膚

・

謝

（ 女 性 ）

膠

原

病

第
神

4
学

経

運
心

動
理

器

・

精

感

神

覚

年
周

術

期

患

者

救
画
小

児

診
症

査

症

断
候

診

論
断

候
小

理

急
像

検

管

論
計

ブ ロ ッ ク 講 義 合 計 時 間 数

904
1,554
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別表４ 平成１９年度第５学年臨床実習スケジュール表（その 1）

学科名

責任者

内科学(血液)

4/6
～
4/7

4/9～5/12

5/14～6/9

4/9 4/16 4/23 5/7 5/14 5/21 5/28
～
～
～
～
～
～
～
4/14 4/21 4/28 5/12 5/19 5/26 6/2

1,2

杉原

6/11～7/7

7/9～8/4

6/4
～
6/9

6/11 6/18 6/25
～
～
～
6/16 6/23 6/30

7/2
～
7/7

33,34

35,36

3,4

37,38

39,40

8/20～9/15

7/9 7/17 7/23 7/30 8/20 8/27
～
～
～
～
～
～
7/14 7/21 7/28 8/4 8/25 9/1

29,30

31,32

33,34

H
31,32

39,40

33,34

37,38

9/3
～
9/8

9/10
～
9/15

25,26

27,28

29,30

G
27,28

35,36

29,30

31,32

35,36

33,34

31,32

29,30

39,40

33,34

35,36

35,36

33,34

1,2

J
39,40

37,38

I
35,36

5,6

7,8

1,2

3,4

37,38

春間

7,8

5,6

3,4

1,2

39,40

内科学(循環器)

吉田

9,10

11,12

5,6

7,8

1,2

3,4

37,38

内科学(呼吸器)

岡

11,12

9,10

7,8

5,6

3,4

1,2

39,40

37,38

柏原・佐々木

13,14

15,16

9,10

11,12

5,6

7,8

1,2

3,4

37,38

39,40

加来

15,16

13,14

11,12

9,10

7,8

5,6

3,4

1,2

39,40

37,38

内科学(神経)

A
3,4

砂田
オ

内科学(肝胆膵)
内科学(食道胃腸)

B
C

リ

内科学(腎)
内科学(内分泌糖尿病)

D

エ

小児科学

片岡・尾内

17,18

外科学(小児)・病院病理学

植村
定平・濱﨑

19,20

産婦人科学

下屋

外科学(乳腺甲状腺)・精神科学

園尾･青木

外科学（消化器）

角田・平井

外科学（胸心血）

種本・中田

ン

21,22
23,24
25,26

テ
救急医学

27,28
32

･今城･福永

鈴木

30

29

整形外科学

三河

31

30

形成外科学

森口

32

脳神経外科学

石井

33

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学

椿原

34

33

麻酔・集中治療医学

藤田

35

34

ー

29

放射線医学

シ

E
F
G

A
B
C

19,20

13,14

17,18

15,16

23,24

17,18

21,22

19,20

27,28

21,22

25,26

23,24

ョ

31

30

25

28

32

31

26

25

29

32

27

26

31

30

29

28

36

35

34

29

36

35

30

29

33

36

31

30

H

I

D
E
F

J

A

15,16

9,10

13,14

11,12

19,20

13,14

17,18

15,16

23,24

17,18

21,22

19,20

27

26

21

24

28

27

22

21

25

28

23

22

27

26

25

24

32

31

30

25

32

31

26

25

29

32

27

26

G

H

B
C
D
E

I

J

11,12

5,6

9,10

7,8

15,16

9,10

13,14

11,12

19,20

13,14

17,18

15,16

23

22

17

20

24

23

18

21

24

19

23

22

21

28

27

26

28
25

F

G

A
B
C
D

H
I

J

7,8

1,2

5,6

3,4

11,12

5,6

9,10

7,8

15,16

9,10

13,14

11,12

19

18

13

16

17

20

19

14

18

E 17

20

15

20

19

18

17

21

24

23

22

27

22

21

24

28

23

22

21

F

25,26

A
B
C

3,4
1,2
7,8
5,6
11,12
9,10
15

14

13

16

15

14

D 13

16

16

15

14

13

17

20

19

18

23

18

17

20

19

24

19

18

E 17

20

皮膚科学

藤本

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

眼科学

桐生

37

40

39

38

33

36

35

34

29

32

31

30

25

28

27

26

21

24

23

22

36

35

30

29

32

31

26

25

28

27

22

21

24

23

33

36

31

30

29

32

27

26

25

28

23

22

21

24

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

耳鼻咽喉科学

原田

38

37

40

39

34

33

泌尿器科学

永井

39

38

J 37

40

35

34

脳卒中医学

木村

40

39

38

37

36

35

*臨床実習

１,６４８時間

ン

I

H

４月７日(土)１０：３０～１２：００健康診断
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G

F

平成１９年度第５学年臨床実習スケジュール表（その 2）
9/18～10/13

学科名

責任者

内科学(血液)

杉原

内科学(神経)

砂田

10/15～11/10

11/12～12/8

12/10～1/12

1/15～2/9

9/18 9/25 10/1 10/9 10/15 10/22 10/29 11/5 11/12 11/19 11/26 12/3 12/10 12/17 12/25 1/7 1/15 1/21 1/28
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
9/22 9/29 10/6 10/13 10/20 10/27 11/2 11/10 11/17 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 12/28 1/12 1/19 1/26 2/2

21,22

17,18

23,24

13,14

19,20

15,16

9,10

11,12

2/4
～
2/9

5,6

7,8

11,12

21,22

E
19,20

17,18

D
15,16

13,14

C
11,12

25,26

27,28

21,22

23,24

17,18

19,20

13,14

15,16

9,10

春間

27,28

25,26

23,24

21,22

19,20

17,18

15,16

13,14

11,12

9,10

内科学(循環器)

吉田

29,30

31,32

25,26

27,28

21,22

23,24

17,18

19,20

13,14

15,16

内科学(呼吸器)

岡

31,32

29,30

27,28

25,26

23,24

21,22

19,20

17,18

15,16

13,14

柏原・佐々木

33,34

35,36

29,30

31,32

25,26

27,28

21,22

23,24

17,18

19,20

加来

35,36

33,34

31,32

29,30

27,28
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第４章

大学院博士課程の教育内容・方法等

目標
大学院では“一人前の研究者として自立して研究活動が行なえるよう、問題
認識、解決能力、成果のまとめ”のプロセスが修得できる大学院環境と教育指
導体制の提供が第一の目標である。さらに、本学の将来をリードすべき人材養
成機関として、幅広い学識と国際的な研究レベルを目指す姿勢が会得できる場
となることを目指す。具体的には次の項目である。
・大学院の系を超えた授業内容を充実し、シラバスの作成に向けて努力する。
・他大学の大学院との交流への取り組みを進める。
（１）教育課程等
a）大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第
65 条、大学院設置基準第３条第１項、同第４条第１項との関連および博士課程
の目的への適合性
【現状の説明】
大学院は、学校教育法第 65 条で「学術の理論および応用を教授研究し、その
深奥をきわめて、分化の進展に寄与することを目的とする。」と定められ、また、
大学院設置基準第４条第１項で「博士課程は専攻分野について、研究者として
自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要
な高度の研究の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養う事を目的とす
る。」と定められている。本学医学研究科は修士課程を含まず、この法律の下、
第 1 章に述べた理念・目的を達成するため、博士課程のみで構成され、基本的
に医学部の教室を基盤とし、医学部と大学院が一体となって、教育と研究指導
を行なっている。第 2 章（２）ａ）で述べたように、専攻分野は形態系、生理
系、生化学系、組織培養・免疫系、環境生態系の 5 系からなる。大学院生は 4
年間で、必修科目 24 単位以上、選択科目 6 単位以上および共通授業科目として
1 単位以上を習得しなければならない。
研究者として自立して研究活動を行える為の高度の研究能力と学識を養うた
め、大学院生の教育・研究指導は専攻科目の教室が主体となって行ない、教員
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の指導の下自主的に研究し、学位論文作成に専念している。大学院生は、所属
する系にとらわれることなく、大学院授業科目の中から選択科目として授業を
履修することにより、専門分野に関連する知識・技能を学ぶことができる。そ
れとは別に、大学院全体の特色ある授業科目として、①大学院セミナーおよび
②共通授業を行なっている。
【点検・評価】
本大学院で履修すべき系は学則に定められ、各々の系の下に、5 から 20 の専
攻科目が存在し、これらの専門科目は指導教員の異動と関連して、適時改正さ
れている。また、これに併せて大学院共通授業が行われている。共通授業は個
別の専門科目を越え、自立して研究を遂行するための技能のみならず、国内・
国外の最先端の研究を広く取り入れ、研究マインドの育成を促進する環境の構
築をめざし、着実に行われている。本学大学院の教育課程は、学校教育法第 65
条にある大学院の基本目的ならびに、大学院設置基準第 4 条第一項を適切に反
映している。2 年次に『大学院セミナー』として行なう中間発表は、教員層から
の指導のみならず大学院生同士で切磋琢磨する機会を提供している。これによ
って、研究の方向を再検討する場合もあり、4 年終了時にむけて学位論文の質的
な向上を図るシステムとして、有効に働いており、
『共通授業』と併せ、本学に
おける大学院教育課程の適切性を評価できる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
大学院の系はその設立時には、研究方法を中心に置き、研究が展開される場
となる研究センターを基盤として設定された。設立後 30 年以上を経て、研究方
法はきわめて多様となり、一つのテーマを一つの研究センターでのみ追及でき
る事はむしろ少なくなり、複数のセンターが研究遂行に利用されるのが、現実
である。このような状況から、研究方法でなく、研究テーマをベースとした六
の系（生体構造・機能医学系、病理病態医学系、内科病態・社会医学系、生殖・
小児発達医学系、外科病態医学系、神経・運動・感覚器病態医学系）を設定し、
専門科目を再配分する案を作成・検討中である。
共通授業によって、大学院生全体を対象とした授業の場が設定されたが、大
学院の教育は現在も教室単位で個人指導が主体である。研究の高度化・細分化、
国際化に応じるために、共通授業および教室の教育カリキュラムの両者に、体
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系化されたカリキュラムの整備が急務である。とは言え、大学院の指導教員は
すべて医学部のスタッフの兼任であり、大学院のみに対応するカリキュラムの
設定は現実的にきわめて難しい。
実現可能な方策として、大学院共通授業の体系化に関し、研究センター講習
会を軸としてコースワーク化の実現を計る。これは、手じかにかつ確実に実行
できる改善方策の一つである。
b）学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程に
おける教育内容の適切性及び両者の関係
【現状の説明】【点検・評価】
本学医学科学士課程の教育は、「良き臨床医の育成」を目標に実践に則した
医師の育成にあり、医療の実践に不可欠な内容を6年一貫教育で教授している。
大学院には、 一般教養科目を除く全科目に対応した学科目が備わり、専門領域
における自立した研究者を目指すとともに、専門以外の先端的な医学知識にも
広く触れることの出来るよう共通授業がもうけられている。また、医療現場へ
の還元を目指す医学研究者を育成するため、臨床系大学院では入学前に2年間の
初期臨床研修を終了することが必要である。指導教員が大学院生を個別に指導
していることから、それぞれの学生の能力と目標に応じた指導がなされ、本学
卒業生に対しては学士課程から博士課程に至る一貫した教育がなされている。
他大学出身の大学院生も、ほとんどは初期研修を本学でおこなっているから、
大学院での教育への移行に問題はない。
c）博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性
【現状の説明】
本学大学院の教育目標は第 1 章で述べたように、その第一は自立した研究者
として本学の指導者層の育成であり、ひいては日本・世界の医学の発展に貢献
する事である。この目標に向かい、学位論文作成にむけての専攻科目の指導と
本学指導者としての素養を要請するための大学院共通授業の二本立てで構成さ
れている。
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本大学院の教育・研究指導は、各教室に所属する指導教員によって行われて
いる。また、研究技術指導は、教室での指導に加え、研究センターのセンター
長および技術員が担当する。教室における研究指導は、セミナーや個別指導が
中心であり、テーマおよび内容は各専門科目に一任されている、さらに随時、
共通授業として行われる研究センターにおける研修会・講習会により、医学最
先端の機器を用いての研究および教育が行われている。
『大学院共通授業』は大学院生全体の教育を目的として開催される、共通授
業の回数は、平成 15 年度は 5 回（講師 8 名）、平成 16 年度 14 回（講師 22 名）、
平成 17 年度 11 回（講師 16 名）、平成 18 年度 14 回（講師（10 名）である（表
4-1）。国際交流の視点からも、外国人研究者による講演も含めている。特筆す
べきは、2004 年度ノーベル化学賞受賞者の Ciechanover 博士による講演
“Ubiquitin-mediated Proteolysis of cellular proteins”が、平成 17 年度
の共通授業として行われた。
表 4-1：大学院共通授業の回数、講師数および研究センターによる講習会
平成 15 年

16 年

17 年

18 年

授業回数

5回

14 回

11 回

14 回

学内講師

4名

16 名

10 名

8名

学外講師；（ ）内は国外
研究センターによる講習会

4 名（1） 6 名（2） 6 名（4） 2 名（1）
−

−

1回

4回

注）１）共通授業は平成 15 年 7 月より制度化した。
２）センターによる講習会は、平成 17 年度から共通授業に加えた。
【点検・評価】
学位論文の作成に向けた研究指導は、主任教授の指導の元に専門科目の教員
が主として個別に研究センターを利用して行なう。このほか、他大学、さらに
海外の研究機関との提携や共同実験も大学院研究として認めており、それぞれ
の分野で活用できる柔軟な指導が行われている。本学においては、研究センタ
ーが大学院研究の中核となる重要な役割を持つ点は、大学院設立当初より一貫
して変わらず、研究センターが有効に機能していると評価できる。
大学院生全体を対象とする共通授業は、本学教員および国外をふくむ学外の
講師による先端研究に関するトピックス、国際的な研究施設や医療環境に関す
る情報提供や論文書き方のテクニックなど、幅広い内容を含み、本学における
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大学院の理念・目標に合致している。共通授業のトピックスの選択は、大学院
担当副学長、大学院指導教授および研究センター長によって適時行われる。学
内の講師による授業は定期的に開催されるが、学外からの講師による授業は『川
崎医学会講演会』として開催され、不定期な開催にならざるを得ない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
共通授業の内容を質・量ともに充実させる点が、重要である。とくに研究セ
ンター主催による講習会を、コースワークとしての態勢を整えて定期的に開催
できるように計画する必要がある。大学院生は 8 つの研究センターを研究の場
としている。現在も研究センターの多くは、院生や職員に対し、それぞれの技
術指導を講習会として年に数回、不定期に開催している。そのうち、定期的に
開催される講習会は、すでに大学院共通授業の一環として取り込んでいるが、
研究センター全体として、計画的にコースワークを設定し、制度化する。これ
は現体制下で、院生の研究の質と幅を広げるための確実な一方策である。
d）課程制博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセス
の適切性
【現状の説明】【点検・評価】
卒業までの教育は、
『専門科目の教員による個人指導』が中心となる。そして、
2 年次に中間発表を『大学院セミナー』として行い、指導教室以外の教員や他の
大学院生から広く批判を受けるシステムをとってきた。
『大学院共通授業』の単
位を 4 年間の間に取得し、審査委員会による学位論文審査に合格して、医学博
士の学位を授与される。
『大学院セミナー』において、研究の方向性、問題点、今後発展させるべき
優れた点等、いろいろの立場からコメントを受ける。同時に参加者全員から研
究内容に関しての５段階評価をアンケートし、その結果を発表者にフィードバ
ックする。座長による講評の結果によっては、次年度に再度、発表するように
指導される。大学院セミナーの発表抄録は、川崎医学会誌に記録される。大学
院セミナー参加者によるアンケートが実施され、評価点数の上位の課題は、ホ
ームページに大学院の研究課題例として公表する事を、数年前より実施してい
る。これは将来、他大学大学院生との共同研究や大学院生受け入れの可能性を
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視野にいれ、本学の大学院研究の内容を公開するものである。
一方、大学院生全体を対象として開催される大学院共通授業は、本大学にお
ける先端的な研究、学外の研究者による講演、研究の国際交流、研究センター
職員による講習会をベースに、平成 15 年度より大学院共通授業を開設し、現在
に至っている。大学院生は共通授業を 4 年間で 1 単位以上取得しなければなら
ないが、この時間数は大学院 1、2 年で十分に達しうる時間数であり、専門科目
の研究の進行・発展を妨げるものではない。現状では、学外講師による共通授
業、センター講習会は不定期開催である。共通授業への参加は、入学当初より
長期の学外研修に入る学生の場合など、必要時間数の参加が困難な場合もあり、
卒業の必須条件とするには検討すべき点がある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
教育課程は概ねシステムとして確立し、適切に実施されているが、不定期開
催の講義を一部含む共通授業の充実・カリキュラム化を大学院教育における改
善の第一として推進する。講演が学外の演者による場合、時間設定を年度始め
にまえもって決めることは難しい。しがしながら、初年度を除けば、学内の講
師による授業が過半数をしめるから、少なくとも学期の始まりの時点で、学生
に提示する。また、研究センターによる講習会も、学期開始時に大学院生に提
示するように改善する。平成 15 年度よりスタートした共通授業は、大学院生の
自主性に任せ、大学院生の授業出席に対する広報活動はこれまで十分ではなか
った。年度毎に大学院生に出席数を通知し、卒業年度までに所定の出席時間数
に達するよう積極的に指導する。なお、長期学外研究の場合は、その期間に対
応して、出席必要時間数の調整についてのコンセンサスを得る。
e）社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮
【現状の説明】【点検・評価】
本学では社会人学生のための入学制度は制定していない。外国人留学生を受
け入れているが、教育研究指導に関しては、所属専門科目の指導にゆだねてい
る。留学生の背景はその出身国および出身大学により大きく異なる。教育に当
たっては、出身大学の指導教授と密接な連絡の下で、帰国後の方針も含めて、
指導にあたる必要がある。留学生の数が少ないこともあり、個別の指導が中心
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とならざるを得ない。共通授業においても、特別の配慮はしていない。大学院
に在籍した 1 名の大学院生（インドネシア出身）は、平成 18 年度に学位論文を
提出し卒業した。彼の在学中、学園内の医療福祉大学で開設された授業『Hata
Tutorial Session』（異文化間のコミュニケーション方法が主題）に聴講・参加
している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
国際交流が進む中で、大学院の内容に関しても英文で、大学院系および専門
科目をホームページなどで紹介する必要があり、英語版ホームページの充実を
計る。また、留学生への教育内容の幅を広げる意味からも、学園内の他施設で
の参加可能授業の公表や勧誘を積極的に行なう。
f）カリキュラム全体において、ケース・スタディ、ディベート、フィールド・
ワーク等の授業科目が占める割合
【現状の説明】【点検・評価】
大学院生が集まり、お互いの研究に関し意見を述べあう場（ディベート）と
して、２年次の『大学院セミナー』が設定されている。ケース・スタディやフ
ィールド・ワークは、大学院カリキュラム全体の中には含まれていないが、次
項に述べる『中国・四国がんコンソーシアム』による大学院教育プログラムの
中で、中四国のガン拠点医療機関でケース・スタディが含まれる可能性がある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
『大学院セミナー』において、参加者に実施したアンケートを発表者にフィ
ードバックしている。ケース・スタディやフィールド・ワークはカリキュラム
化されていないが、
“臨床研修”では研究テーマによってはそれぞれの教育・研
究指導のレベルで実施する事ができる。今後もこの体制で実施、その中で改善
点を検討する。平成 20 年度から学生を受け入れる『がんプロフェッショナル養
成コース』にも期待したい。
g）学外での経験・活動などを単位認定する際の認定単位の適切性
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【現状の説明】【点検・評価】
指導教授から大学院運営委員会に、学外研修許可願が提出され、大学院での
研究活動としてふさわしいと認定され、先方より受諾された場合、大学院在学
中に国内および海外の研究施設で研究活動に従事する事が認められている。指
導教員と先方の受け入れ責任者との間での綿密な連絡の元で、学外での研究活
動が 1 年以上の長期に及ぶ場合もある。長期に及ぶ場合でも研究活動の経過に
ついて、院生は大学院セミナーに参加して発表する義務があり、学外での研究
の状況は適切に判定されている。専門科目の授業の単位取得について、他施設
との間で単位認定の制度は無く、専門科目の授業単位は学内で取得する事にな
る。
平成 19 年度に、地域の複数の大学院およびがんセンター等診療施設が連携し、
参加施設の特性、専門性を生かし、大学院を軸とした“中国・四国広域がん専
門医療人養成プラン”が設定され、中国・四国がんコンソーシアムをベースに、
地域でのがん診療指導者養成プログラム“がんプロコース”を実行する事とな
った。本学をふくめ、中国・四国の 8 大学が連携し、それぞれの大学院の中に
養成コース共通カリキュラム（臨床腫瘍学）を作成し、教員相互乗り入れ、単
位互換性を持たせ、学位取得を目指すプランである。平成 20 年度より学生の受
け入れを始めるために、参加大学間での授業内容の調整、単位互換などの処置
について、検討が進められている。本学大学院が地域の他大学との連携を図る
プランとして、実施に向けて、関連教室を中心に取り組んでいる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
これまで、県内の医系大学院をもつ岡山大学大学院との間に、大学院生の研
究施設利用に関する申し合わせが取り交わされ、本学との間で交流が行われて
いるが、現状では単位認定まで踏み込んではいなかった。他施設での単位認定
は、本学大学院のシラバス確立とあわせて進行する必要があるが、さしあたっ
ては、
“がん専門医療人養成コース”のカリキュラム作成がコンソーシアム参加
の大学で進行する中で、本学ではがんプロコースを担当する“臨床腫瘍学”の
科目の中で、他大学との単位互換、他大学スタッフによる講義の受講および拠
点医療施設での臨床実習が実施される。
h) 各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目
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の単位計算方法の妥当性
【現状の説明】
川崎医科大学大学院細則

第 10 条において、学生が履修する単位数が決めら

れている。指導教授の開設した専攻授業科目（必修）では、「実習および実験」
を 20 単位、講義科目 2 科目 4 単位以上、合計 24 単位以上、選択授業科目（必
修選択）では、3 科目 6 単位以上である。
【点検・評価】【将来の改善・改革に向けた方策】
大学院博士課程の授業は、学位論文にむけての研究指導が主体となるから、
必修科目では「実習および実験」が主体となるのは適切である。選択授業科目
の単位数も大学院生の希望および指導教員の判断により、それぞれの科目にお
いて必要に応じて適切に調整され、個別に授業が行なわれている。中国・四国
地域のがん専門医療人養成コースは、平成 20 年度より新規の学生を受け入れる
準備が進行中であり、既存の大学院履修過程の履修形態および単位計算につい
ては、今後の進行とあわせて、調整を図る。
i）教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性
【現状の説明】【点検・評価】
専攻科目には必修の『専攻授業科目』と『選択授業科目』が含まれる。後者
においては大学院の他の専攻科目の授業を院生の意志で選択でき、所属教室の
枠にとらわれず、全学的な視野で授業を選び、研究のアドバイスをうける事が
できるようになっている。しかし、このシステムの活用状況に関しての調査は
行われていない。大学院教育・研究指導の評価に、とりかかる事が必要である。
大学院セミナーにおいては、広く基礎・応用医学・臨床系の教員からコメン
トがだされ、これらはアンケートとして、本人にフィードバックされている。
セミナーでの内容に問題がある場合、次年度に再発表を求められることもあり、
研究の展開、学位論文の作成指導において、適切に運用されている。なお、大
学院セミナーで発表された課題の要旨は、川崎医学会の機関誌である『川崎医
学会誌』に毎年記録されている。
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【将来の改善・改革に向けた方策】
指導教員の学部学生への指導など時間的な制約、診療活動などの時間的な制
約から、大学院教育にむけるエネルギーは限られている。大学院セミナーに必
ずしも指導教員全員が参加できるわけではない。大学院指導のための時間を確
保するには、大学院専任教員の採用など、マンパワーの充実は必須の条件であ
る。これを念頭にいれたうえで、大学院教育過程の評価の導入を検討する。
j）学生に対する履修指導の適切性
【現状の説明】
平成 18 年度まで大学院の授業内容は、各専攻科目について履修科目を専攻授
業科目と選択授業科目にわけた科目リストをまとめ、履修科目表として院生に
配付していた。平成 19 年度は履修科目表に各専門科目の授業内容紹介をあわせ
た小冊子とした。大学院における研究環境に関しては、学生募集要項に『川崎
医科大学大学院における研究環境について』と題して、中央研究部に属する 8
つの研究センターを紹介している。また、共通授業では授業の内容が決定した
段階で、教務よりメイルで院生全員にその授業の開催と内容が連絡されている。
【点検・評価】
現状で大学院生は専攻科目の教授から、大学院課程における研究指導をうけ、
学生募集要項や履修科目表および授業紹介冊子から、大学院課程における授業
について、必要な情報を得ている。しかし、これらの内容が体系的・計画的に
まとめられていない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
早急に、必修・選択科目における単位数、学内共同利用施設・機器紹介、予
定される共通授業の内容、奨学金、国内外への留学助成、論文のまとめ方、参
考論文、主論文作成のガイドなどを含む『大学院マニュアル』の作成を急ぐ。
k）指導教員による個別的な研究指導の充実度ならびに学生による授業評価の導
入状況
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【現状の説明】【点検・評価】
各大学院生について指導教授が個別的にあたっており、准教授および講師が
指導補佐、指導補佐補として位置づけられ、教授の指導を補っている。今のと
ころ研究指導の充実を図るための方策は採られていないが、学生の満足度をア
ンケートなどの方法で調査する必要がある。なお、平成 19 年度より新設された
選択科目「臨床研修」に関しては、大学院生全員に指導内容を含めた授業評価
調査を 19 年 5 月に実施し、アンケートの内容を教員ならびに学生に公表した。
教員には指導内容をよく検討すること、学生には履修したい内容について希
望を率直に教員に伝えることを求めた。すべての授業内容についての評価は今
後実施する。
l）研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策
【現状の説明】【点検・評価】
大学院生は指導教授と入学前から十分に接触し、大学院における研究テーマ
を検討している。その状況は大学院入試の際の面接試験の内容でも確認されて
いる。したがって、入学後、院生から変更希望を申し出るケースは少ない。指
導教授に転出などやむを得ない事情が生じた場合、多くは指導教授が対処する
が、やむを得ない事情がある場合、本人の希望を優先した対応が、大学院担当
副学長が中心となり大学院運営委員会で協議される。系の主任教授が個別に対
応し、これまでに特に問題は生じていない。
m）医学系大学院における臨床系専攻の学生に対し、病院内でなされる教育・研
究指導とこれを支える人的、物的体制の充実度
【現状の説明】【点検・評価】
本学では大学院生は、臨床系であれ基礎系であれ、研究は学位論文がまとま
るまでは大学病院ではなく、基本的に研究センターを中心として行われている。
平成 19 年度より、選択科目として『臨床研修』が設定され、大学院生が週１日
（午前と午後に分割）を限度として、所属教室の指導・責任の下で、臨床活動
をおこなえるようになった。しかし、病院内に大学院教育・研究の専用の施設・
設備は全く備わっていない。アンケートで大学院生の意見を汲み上げ、指導内
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容・設備の問題点を洗い出す作業に入るが、改善への展望がまとまるまでには、
時間が必要である。
n）医学系大学院における臨床系専攻の学生について、臨床研修と研究の両立を
確保させるための配慮の状況とその適切性
【現状の説明】
本学大学院では平成 18 年度まで、在学中の臨床研修は学位申請に相当する論
文が終了した後の『臨床兼務』として行われてきた。平成 19 年度から『臨床研
修』として、大学院１年次より、附属病院で週一日に限り、臨床研修すること
が可能となった。この制度の導入により、6 月 1 日現在で在籍大学院生の 30％
（総数 67 名中 20 名が履修）が研究活動と臨床研修を並行して行なっている。
大学院における臨床研修が、学位研究の支障とならないよう、履修時に臨床研
修の意義を説明し（資料参考）、かつ週一日に履修時間を限定している。
（資料：大学院生への『臨床研修』履修に関する説明）
大学院生の『臨床研修』に関して
この度、大学院の臨床系専攻科目の中に選択授業として『臨床研修』をつくることが
できる事となり、平成 19 年 4 月より大学院授業の中に含めることとしました。この
授業の目的や設定された経緯を説明いたします。
【背景】
かねてから、臨床系の指導教授から『院生が臨床の場を離れることなく、学位にむけ
た研究を続けられるように配慮して欲しい』という強い要望がありました。強く希望
された先生に集まっていただき、意見交換をした際、その理由として、
１． 大学院の時、臨床を離れることは専門医にむけての大きなデメリットであり、
大学院でも臨床トレーニングを継続できることが必要。
２． 教室の業務への参加により、院生の動向を指導教授が的確に把握できる。
３． 自己の研究を臨床と密着させることができる。
４． 大学院の機能が従来からの『研究者育成』に加え、
『研究マインドをもつ臨床医
の育成』をふくめて多様化している。等の点が挙げられました。
【経過】
これらの点を考慮して、あくまでも大学院教育の一環として『臨床研修』を行うため
の方法、授業の内容の紹介方法、臨床参加の形態などについて、昨年末より検討を加
え、『大学院医学研究科臨床研修に関する規定』
、『大学院医学研究科臨床研修に関す
る細則』、
『臨床研修実施にともなう留意事項』を大学院研究会員会で審議し決定しま
した。それぞれの専攻科目における『臨床研修』の内容は、新年度に発行される予定
の大学院履修表・授業内容紹介に掲載する様準備しています。
【『臨床研修』の注意事項】
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上記の規定、細則、留意事項の内容は次のようにまとめることができます。
１．『臨床研修』は、選択科目であり、本人が将来の専攻分野を勘案して、本人の意
思のもとで選択する
２．選択できるのは１専攻科目であり、1 週あたり最大 1 日間とする。
３．『臨床研修』の選択によって、学位論文作成などの研究遅滞の理由としてはなら
ない。
４．医療行為をおこなうため、医師及び保険医の登録を行う。
５．診療行為は附属病院のルールを尊重する。
６．臨床研修の内容に、オンコール・救急当直は含まない。
７．臨床治験で研究責任者にはなれない。
注１）『臨床研修』はあくまでも選択科目であり、選択しない場合でも他に十分な単
位をとっていれば、卒業単位に影響はありません。
注 2）取得時関数が少ない場合は、選択した場合でも、単位数と認められないことが
あります。必要時間数については、教務で説明いたします。

【点検・評価】
『臨床兼務』は従来より行われてきた制度であり、兼務の過程で参考論文の
作成や学位申請に向けての準備を行い、大学院課程を修了しており、この制度
は適切に運用されている。新しく始まった『臨床研修』は多くの大学院生が履
修し、院生および指導教員両者からの要請が制度上にいかされたことになる。
しかし、大学院研究へどのような影響が出るか、数年の期間を置き評価したい。
【将来の改善・改革に向けた方策】
『臨床兼務』の期間、院生は附属病院や地方基幹病院で臨床業務にあたりな
がら、学位提出に向けて準備をすすめる。大学院過程の教育の充実が求められ
る現在、附属病院でティーチングアシスタントの性格を持たせ、教育・研究の
場で活動することは、マンパワーを補足する意味からも検討すべき方向である。
（２）教育方法等
a）教育・研究指導の効果を測定するための方法ならびに学生の資質向上の状況
を検証する成績評価法の適切性
【現状の説明】
教育・研究効果の総括的な測定は、2 年次における大学院セミナーでの発表と
質疑応答、学位審査委員会での主論文と関連領域の知識に関する口頭での３名
の委員による試問、ならびに最終報告会における全指導教授による質疑応答の
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形で行われている。平成 19 年度より、学内研究助成制度であるプロジェクト研
究に、大学院生が研究代表者として、応募できるようになった(プロジェクト一
般研究と<院生研究奨励>)。プロジェクト研究の審査も、大学院研究指導のレベ
ルを測定する側面を持つ。
【点検・評価】
本学では大学院卒業の際の学位申請には、主論文の他に、５編以上の参考論
文を要求される。教育・研究指導の効果は多様であり、客観的な評価は難しい
が、主論文に加え、参考論文の作成も審査の対象となる今のシステムは、それ
なりに教育・研究指導の効果を測定する役割を果たしている。また、平成 19 年
度プロジェクト研究には大学院生が研究代表者として 11 件の応募があった。審
査結果および次年度における採択課題の研究発表は、大学院生指導のレベルを
反映する良い指標となっている。
なお、本学では大学院生全体を対象とした試験による成績評価は、現在、行
なっていない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
大学院生が研究代表者となった学内プロジェクト研究の審査および今後実施
される採択課題研究発表は大学院生指導のレベルを反映するものである。この
視点にたってプロジェクト研究の枠の改善を引き続き検討する。
b）教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み状況、
およびシラバスの適切性
【現状の説明】【点検・評価】
既存の大学院博士課程において、専属の教員は現在存在しない。したがって、
大学院に特化して教育・研究指導方法の改善を目的とした取り組みはこれまで
は行われていない。前述の、大学院“がん専門医療人養成コース”においては、
平成 20 年度に新規の学生をうけいれるための体制がつくられつつあり、その中
に教員の教育・研究指導方法の改善を促進するためのＦＤを海外の施設でおこ
なう計画が進行中であり、本学からも教員の派遣を検討中である。
大学院指導者は全員が学部教育と兼任であり、大学院における教育課程のプ
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ログラムは、個々の指導者の自主性にゆだね、シラバスとして全学的に授業計
画をとりまとめたものはない。現在、
『大学院マニュアル』作成にむけた作業を
開始した段階にある。
履修学科目の単位修得の認定は、指導教授が試験または履修報告により行な
い、合否として報告される。最終的には、卒業時の学位論文審査委員会におい
て、これらをふくめた試験試問がありこれによって、知識・技能の修得が判断
される。
【将来の改善・改革に向けた方策】
今後は大学院課程の充実を図るうえで基本となるシラバスの作成に向けて、
大学院博士課程における教育体制の整備を進める。
（３）国内外における教育・研究交流
a）国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の明確化の状況
【現状の説明】【点検・評価】
大学院生の国際交流の主な場は、学外研修として指導教授とともに国際学会
への参加・発表であり、申請に基づき大学院運営委員会で許可されている。ま
た、大学院生が川崎医科大学研究者海外出張助成金（副島基金）の助成の下、
共同研究をおこなっている海外の研究施設へ留学するケースもある。大学院生
の国際交流の方針を組織的に推奨しているわけではないが、所属教室の指導に
より国際交流は適切におこなわれている。
b）国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための処置の適切性
【現状の説明】
教育研究交流を緊密化させるには、指導教員への対応が必要とされる。平成
14 年にイギリス・オックスフォード大学グリーンカレッジと川崎学園との間で
取り交わされた覚書に基づき、本学教員とオックスフォード大学の教員との間
での交流が進んでいる。本学からの派遣は、平成 16 年度 3 名、平成 17 年度 2
名、平成 18 年度 2 名、平成 19 年度 1 名（予定）で、オクスフォード大学から
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は、平成 17 年度 3 名、平成 18 年度 1 名が来学し、講演を行なった（詳細は『研
究ニュース』No64 から 69 を参考）。
【点検・評価】【将来の改善・改革に向けた方策】
積極的な交流を行なっている大学は、現在、オックスフォード大学のみであ
る。この交流は 3 ヶ月の短期と 1 年以上の長期のコースがあり、教授・准教授
は短期、助教は長期の派遣が中心である。交流は相互に順調に行われている。
現在までのところ、本学の助教の派遣は 1 名のみであり、若手の派遣が今後の
課題である。オックスフォード大学受け入れの条件の一つが十分な英語コミュ
ニケーション能力であり、若手にはこれが関門となっている。現状では、対応
は個人的な努力に期待している。
c）国内外の大学院間の組織的な教育研究交流の状況
【現状の説明】【点検・評価】
大学院生にたいしては、本学での研究に加え、指導教員の了承のもと、国内・
国外での関連する研究施設での大学院研究を認めている。そのような施設で行
われた研究の結果が学位論文として提出される事もある。一方、他大学の大学
院生を“特別研究学生”や“研修見学生”として受け入れ、研究指導する事も
すくなくない。
“特別研究学生”とは、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科との間で締結し
た協定に基づき、相互に必要な研究指導受ける学生である。この制度は平成 14
年から始まり、現在に至っている。平成 13 年度より本学が受け入れた“特別研
究学生”の数と受け入れ教室数を表 4-2 に示す。
表 4-2：協定＊により受け入れた特別研究学生の数と受け入れ教室数
年度
平成 13 年 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年
受け入れ学生数

5

4

4

3

3

1

受け入れ教室数

2

3

3

3

2

1

＊川崎医科大学大学院医学研究科と岡山大学大学院医歯薬学総合研究科との間に
おける特別研究学生交流に関する協定書

他研究施設が本学職員と共同研究する場合“客員研究員”として、岡山大学
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以外の他大学の院生は“研修見学生”として本学の研究施設を使うことができ
る。表 4-3 に平成 14 年から受け入れた外部研究者数とそれに含まれる他大学院
生の数を示す。
表 4-3：外部からの受け入れ研究者数と大学院生数
年度

平成 14 年 15 年 16 年 17 年 18 年

外部からの受け入れ研究者数

22

26

25

23

19

内の他大学院生数

4

13

11

3

5

本学の近傍に位置する他大学の大学院生を含め、年間 20～26 名程度の他施設
研究者が本学で研究活動を行なっている。国外の研究者も本学を訪問する機会
は少なくないが、本学に滞在して研究活動を行なうケースは多くない。
「私立医科大学協会・研究体制委員会」では、
“他大学間の大学院研究の交流
促進”を大きなテーマとしてとりあげ、
“大学院における研究テーマの公開”を
各大学に呼びかけている。本学では、この方針に沿って、
「大学院セミナー」で
公開されたテーマのうち、完成度の高いテーマについて、研究課題・内容、指
導教員などの情報をホームページで公開している。現在までこれに対する直接
の反応はないが、将来への希望と位置づけ、研究テーマの公開を継続する。
前述のように、中国・四国がんコンソーシアムが設立され、岡山大学、川崎
医科大学、山口大学、香川大学、徳島大学、愛媛大学、高知大学などの大学院
が共通カリキュラムとして『臨床腫瘍学』を設置し、がん指導者養成プログラ
ムをはじめた。このコースへの参加により、地域内での大学院の教員・学生の
交流が促進すると期待している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
他施設の研究者や大学院生が本学職員と共同研究する場合、研究施設利用に
関して費用はかからない。したがって、この制度を有効に活用して、大学院の
交流を含め、他施設との交流を深める方策について、検討する必要があろう。
本学各研究施設の受け入れ能力も視野に入れなければならないが、ホームペー
ジなどを介して、情交流可能な研究に関する情報公開を一層充実させる計画で
ある。中国・四国がんコンソーシアムによるカリキュラムに基づいた大学院講
義に積極的に参加し、交流を進める。
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（４）学位授与・課程修了の認定
a）修士、博士の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性
【現状の説明】
本学学位は博士（医学）であり、課程によるもの（甲号）と課程を経ないも
のすなわち論文博士（乙号）がある。大学院博士課程の甲号と乙号による学位
数の経年変化を表 4-4 に示す。この表にあるように、学位数は過去 5 年間の平
均で 15 件/年であり、その 89％が大学院課程による。
表 4-4：学位数の変化−大学院（甲号）と乙号
年度

平成 14

15

16

17

18

計

甲号

21

17

13

11

16

68

乙号

3

1

1

2

1

8

合計

24

18

14

13

17

76

甲号において、学位は博士課程に所定の期間在学し、所定の専攻科目につい
て 30 単位以上を修得し、学位論文を提出し、その審査および最終試験に合格し
たものに授与する。
甲号・乙号ともに学位申請に必要な論文は、主論文および参考論文である。
主論文は和文・英文いずれでも良いが、筆頭著者である事が求められる。また、
共著の場合は、①国際的に評価された英語雑誌に掲載されること（Medline に掲
載されている雑誌）、②共著の場合、申請者も含め、著者は 10 名以内であり、
学位論文とする事に対し、共著者全員の承諾があることを条件としている。参
考論文は 5 冊以上が必要で、うち一冊は申請者が筆頭著者という条件である。
参考論文の数は、学位論文審査願に記載されている。
学位論文が 4 年次までに完成しなかった場合、単位取得して卒業後、2 年間は
甲号で学位を申請する資格を有する。
【点検・評価】
学位論文が単著以外に共著を認めるかどうかは、大学院を巡る状況や提出論
文の質等が基準となって、本学の歴史の中で、これまでに何度か変遷がある。
平成 15 年度まで学位論文は単著のみを認めてきたが、平成 16 年より共著論文
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も上記の条件を満たせば、学位論文として提出可能となった。平成 18 年度にお
ける共著論文のしめる比率は 32％であり、今後ともその比率は増加するであろ
う。研究者育成という目的には従来からの独力による単著論文、共著による学
位論文は研究マインドをもつ医師の養成という意味で有意義である。共著の場
合は、論文指導者が共著者の場合、審査委員からは除外する。
学位申請者はそれぞれ 3 名の審査委員からなる審査委員会で論文内容と試験
を受ける。最終試験は学位論文およびこれに関連ある科目の学識ならびに研究
能力について、口答または筆答による試験を行なう。最終報告会では、研究科
委員の前で、申請者本人と委員との間で質疑応答が行われ、その後に学位授与
の合否について決定する。学位授与における大学院課程の高い比率、大学院研
究の質を高めるための処置、参考論文による研究活動のレベルの評価および学
位の授与基準は、適切であると判断できる。また、これらの評価基準は指導教
員および学務課・教務を通して、学生に十分に周知徹底されている。このよう
な厳密な卒業論文審査によって、大学院の目的である“自立した研究者の育成”
の基盤は達成されていると評価できる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
共通授業は平成 15 年から試行し、取得すべき単位としたのは、平成 18 年度
入学生からである。研究センターの講習会をコースワークへと発展させるため、
その内容・方法を検討する必要がある。同時に、履修単位数についても、その
拡大と関連して検討する必要がある。また、海外の研究施設での滞在が長い場
合など、共通授業単位への対応について検討をすすめる。
b）学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性
【現状の説明】【点検・評価】
学位の最終判定は大学院運営委員会および研究科委員会で、卒業論文および
参考論文など諸規定を満たしているかどうか審査されたのち、選出された審査
委員による審査委員会と最終報告会の二段階で行われる。
学位審査委員会は 3 名の委員が中心となって行われ、陪席は委員長が許可し
た場合可能である。審査委員会では、学位論文を中心とした申請者への質疑と
最終試験が中心である。委員長は他 2 名の委員の意見をふまえた報告書を研究
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科委員会に提出し、それをもとに研究科委員全員が参加して行われる最終報告
会で申請者は学位論文について諮問される。この二段階プロセスは審査の客観
性・透明性という意味からも、適切なシステムである。
【将来の改善・改革に向けた方策】
審査のプロセスを大学院生が確認できるように一括してまとめ、入学時に提
示できるように準備する。
c）標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における、そうした措
置の適切性、妥当性
【現状の説明】
本学大学院において、卒業年限未満で終了する事は認めていない。しかし、
学位論文に相当する論文が完成した時点で、本人及び指導教員からの申請によ
り、大学院運営委員会および大学院研究委員会の了承の下、臨床業務に復帰す
ることを『臨床兼務』として年 2 回（3 月と 9 月）認めている。なお、基礎系教
室の大学院生の場合、
『兼務』はティーチング・アシスタント(TA)として学生実
習指導を行ないつつ、研究を継続するケースもある。
【点検・評価】
過去 5 年間に『臨床兼務』した学生数を表 4-5 に示す。これらの兼務学生は
ほとんどが 4 年卒業時に学位論文を提出し卒業しており、本学に独特のシステ
ムとして、有効に機能していると評価できる。兼務期間では臨床業務のかたわ
ら主として、学位論文の執筆にあてられるケースがほとんどで、臨床復帰への
前段階として有効に機能している。
表 4-5：兼務大学院生の数
年度

3月

9月

計

平成 14 年

10 名

3名

13 名

平成 15 年

4名

0名

4名

平成 16 年

2名

2名

4名

平成 17 年

4名

2名

6名

平成 18 年

5名

1名

6名
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【将来の改善・改革に向けた方策】
兼務の制度が有効な現在、臨床復帰の時期を早める制度への特に強い希望は、
寄せられていない。臨床復帰に関しては、専門医資格との関連で、早期の卒業
より、大学院研究と臨床参加を並行して行なうシステムの確立が本学では早急
に行うべき課題であり、今後検討を進める。

89

90

第５章

学生の受け入れ

目標
理念・目的を達成するために定めた教育目標を、効果的に実現できるように
受け入れ方針を定める。その受け入れ方針を基礎としながら、入学者の選抜に
あたっては、高等学校教育と大学教育との関連性、社会人や外国人留学生の受
け入れ、社会的要請に配慮し、適切な選抜制度を採用し、また運用するよう努
める。さらに、学生収容定員と在籍学生数の比率を適切に維持するよう努め、
教育効果を十分にあげるために、過度な学生増を避けて、大学の規模に見合う
学生数を収容する。
・複数の推薦入試制度を活用して、社会的要請に応える。
・一般入試にも面接試験を活用し、教育目標にかなう学生の選抜を行う。
・在籍学生数の適正化を目指す。
・門戸開放などにより、大学院入学者数の確保をねらう。
・大学院の充足率を上げるため、学部卒業生の数に対応した定員数に調整する。
（１）医学部における学生の受け入れ
a）大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方
法を採用している場合には、その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性
【現状の説明】
① 学生募集の方法
学生の募集方法は募集要項、受験案内、大学案内、大学ホームページ、予備
校が企画する進学相談会、高大連携による学内・学外の大学説明会により実施
しており、医学部ガイダンスを含め本学の特色や教育内容を紹介している。募
集要項などの発送は年間 4,000 部、進学相談会に参加する受験生・高校生は年
間 200 名、学内・外の大学説明会の参加者は年間 100 名である。
② 入学者選抜方法
本学医学部は、第１章にのべたように｢患者およびその家族に信頼される臨床
医｣すなわち「良医」養成を目的としており、それに適した学生を入学させるこ
とが重要である。加えて、地域医療を担う人材を育成することも社会からの新
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しいニーズとして求められている。そのため本学では「大学入試センター試験」
にはよらず、本学独自の試験問題で、複数の入学選抜方式を実施している。す
なわち推薦入試と一般入試の二種類で、推薦入試には川崎医科大学附属高校生
を対象とする推薦入試と一般高校生を対象とする特別推薦入試を別個に実施し
ている。その結果、3 コースの選抜試験が実施されている。
[特別推薦入試]
特別推薦入試は、
「地域医療を担う人材」の選考を目的としている。すなわち、
本学が中四国唯一の私立医科大学であるとの認識に立ち、急速に発展する医
学・医療の進歩に適切に対応し、本学の建学の理念に賛同するとともに、中国・
四国地区での全人的医療を志す有為な人材を求めるために実施しているもので
ある。選抜方法は一次選考と二次選考とからなり、一次選考では小論文と総合
適性試験を実施している。総合適性試験は日本語で書かれた問題の総合読解力、
英文で書かれた問題の総合読解力を問い、また、良医を目指すものとしての一
般常識や高校で正常な履修をしているかどうかを確認するための知識を問うて
いる。二次選考では一次選考合格者に対して各々2 回の面接を実施し、客観性を
高めている。合否は面接・小論文・調査表を総合して決定している。
特別推薦入試の概要は以下のとおりである。
a.

募集人員

b.

出願資格

約 10 名

特別推薦入試に出願できるのは、以下のすべての項目に該当する者とする。
(1) 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者（平成 19 年 3 月末までに、
卒業見込みの者を含む）、またはそれと同等以上の学業があると認めた者
(2) 心身ともに健全にして、品行方正、情操豊かな者でかつ学業成績が優
良で、本学の建学精神を将来広く活かせる者
(3) 中国・四国地区での医療活動に情熱を強固な意志を持つ者
(4) 中国・四国地区での医療を担っている医療従事者が推薦する者
(5) 中国・四国地区の住民(注)であるか、あるいは中国・四国地区の高等学
校出身の者
(注)

｢中国・四国地区の住民｣とは、本人または一親等の尊属が出願期
間の最終日の３か月前から引き続き中国・四国地区に住民登録を
している者をいう。
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(6) 合格の場合、本人、保護者及び推薦者が入学を確約できる者（専願）
c.

選考日時及び選考科目

・第一次選考

科目：総合適性試験、小論文

・第二次選考

科目：面接

[推薦入試(附属高等学校)]
川崎医科大学は私立の医科大学で附属高等学校を有する唯一の大学であり、
その生徒を受け入れるために、推薦入試を実施している。
入試の概要は以下のとおりである。
a.

募集人員：約 30 名

b.

出願資格：附属高等学校を卒業見込みの者及び昨年度卒業の者

c.

選考方法：適性テスト、小論文、面接、調査表など出願書類全般に基づく

総合判定
[一般入試]
一般入試は第一次試験と第二次試験とからなる。第一次試験は学科試験であ
り、第二次試験は第一次試験に合格した者に対して行う面接試験である。
入試概要は以下のとおりである。
a.

募集人員：約 60 名

b.

出願資格
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者（卒業見込みの者を含む）
(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者、又はこれに相当する学
校教育を修了した者（修了見込みの者も含む）
(3) 外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した者（修了見込み
の者も含む）又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして認定
した在外教育施設の当該課程を修了した者（修了見込みの者を含む）
(5) 文部科学大臣の指定した者
(6) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第 1 号）による
高等学校卒業程度認定試験に合格した者で、3 月 31 日までに 18 歳に達する
者（大学入学資格検定規定(昭和 26 年文部省令第 13 号)による大学入学資
格検定に合格した者を含む）
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(7) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同
等以上の学力があると認めた者で、18 歳に達したもの
c.

試験日時及び試験科目

・第一次試験科目：英語、数学、理科、小論文
・第二次試験科目：面接
【点検・評価】
表 5-1：一般入試の第一次試験科目
時

間

9:00～
10:20
(80 分)

10:40～
12:00
(80 分)

13:10～
15:10
(120 分)

科 目

摘

要（◎は必修

○は選択）

配

英 語

◎
◎
◎
◎

英語Ⅰ
英語Ⅱ
ﾘｰﾃｲﾝｸﾞ
ﾗｲﾃｲﾝｸﾞ

100 点

数 学

◎
◎
◎
◎
◎

数学 I
数学Ⅱ
数学Ⅲ
数学 A
数学 B

100 点
「統計とコンピュータ」
、
「数値計算とコンピュー
タ」を除く

○ 物理Ⅰ、Ⅱ

物理Ⅱの選択分野は「物質と原子」を出題範囲と
する

○ 化学Ⅰ、Ⅱ

化学Ⅱの選択分野は「生活と物質」及び「生命と
物質」の両分野を出題範囲とする

○ 生物Ⅰ、Ⅱ

生物Ⅱの選択分野は「生物の分類と進化」及び「生
物の集団」の両分野を出題範囲と
する

理 科

100 点

物理 2 題、化学 2 題、生物 2 題の合計 6 題が出題されるが、任意の
4 題を選んで解答する。
例：・ 物理 1 題、化学 2 題と生物 1 題の計 4 題
・ 物理 2 題、化学 2 題の計 4 題
15:30～
16:00
(30 分)

点

小論文

現行の三コースは、それぞれ独自の目的をもって設定されており、適切に実
施されていると評価できる。それぞれのコース毎に、以下にまとめる。
[特別推薦入試（一般高校生）]
本学が中四国唯一の私立大学であることを考えると、中四国在住を対象とし
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た特別推薦入試は適切なものと考えている。応募資格の中四国在住者の判定は
自己申請によるものだったが、次年度からは住民票を提出させることとした。
[推薦入試（医大附属高校生）]
附属高等学校生に対して行っている推薦入試は、受験の弊害をなくし、９年
一貫教育の理念のもとに実施しており、適性テストと面接、小論文などＡＯ方
式に近い形で行っており、意義のあるものとなっている。学力は少々劣るが資
質を重視している。そのためにも高大が連携して少人数教育の可能を調査して
いる。
[一般入試]
一般入試では第一次試験の学力試験、第二次試験での面接、小論文と総合的
に学力・資質を見極めている。特別推薦入試・推薦入試とこの一般入試で受験
生の資質をそれぞれ補完し合う形になっている。
受験生の確保には従来は各地方での入試説明会を行っていたが、本年度から
年２回オープンキャンパスを実施することとなった。
【将来の改善・改革に向けた方策】
現在の学生募集の方法、入学者選抜の方法は適切に施行されている。また、
附属高等学校生に対して行っている推薦入試についても意義のあるものとなっ
ているが、「9 年一貫教育の理念」を明確にするため、高大が連携した少人数教
育の可能性を調査し、実現に向けて検討する。
b）入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念･目的・教育目標との関係
【現状の説明】
本学の建学の理念、
「人間をつくる」、
「体をつくる」、
「医学をきわめる」に基
づき、良医育成のため、以下の資質を備えている学生を求めている。一般入学
試験、推薦入学試験のいずれにおいても、これらを念頭に入学者選抜を実施す
るとともに、入学後もこれらをサポートするため建学の理念の沿ったカリキュ
ラムが編成されている。
① 高い倫理観・奉仕の精神をもち、医師への強い動機を有する。
② 心身共に健全で忍耐力・集中力を有する。
③ 柔軟な思考ができ、論理的な思考力・問題解決能力を有する。
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本学は開学以来、入学試験において面接試験を重視してきた。面接試験は受
験生 6、7 名についての集団面接を 10 人の面接委員が担当するものであり、こ
れを 2 回行っていた。1 人の受験生を計 20 人の面接委員が採点するのである。
採点基準はあるものの 20 人で採点することにより偏らない公正な採点が行われ
ている。しかし、2 組の 10 名ずつの面接委員による評価は全受験生に対して有
意な差は認められなかったので、平成 15 年度から 10 名の面接委員による面接 1
回のみとした。
【点検・評価】
一般入学試験・推薦入学試験ともに面接試験、適性テスト（クレペリン検査、
YG 性格検査）を重視、建学の理念に基づいて人物を重視し評価していることは、
医学部の入学者選抜方法として妥当なものと評価してきた。少ない数の面接委
員による面接では、面接の採点に偏りが出やすいものであるが本学の面接試験
のように 20 人あるいは 10 人による面接ではこの点公平性は保たれていると評
価できる。その後、適性テストについては、職場での仕事の向き不向きを決め
る上では有効ではあっても、医学部の適性には不向きではないかとの考えから
平成 19 年度入試から適性テストを廃止した。そして、現在は個人面接によるき
め細かい人物評価を実施し、建学理念に基づく良医としての資質を備える学生
の選抜を行っている。評価の基準化と公平性の確保のため、質問事項・評価項
目のマニュアル化を行い、評価の客観性を保つこととしている。しかし、保留
生の多くは推薦試験、合格者の中からでているため、人物や情熱、強い意思だ
けでは医学教育に耐えられず、一定の基礎学力が必要であり、これらの学力を
いかにして担保するかについての検討が求められている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
建学の理念、教育目標に向けた入学生受け入れは概ね実施できている。今後、
面接評価については面接マニュアルの充実を計る。また、基礎学力の担保につ
いては、学力試験の検討とともに入学後の基礎教育の充実のためカリキュラム
改革を実施する。
c）入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係
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【現状の説明】【点検・評価】
一般入試における理科については、物理、化学、生物とも 2 題ずつ出題され、
このうち 4 題を選択して解くため入学してくるほとんどの学生は理科１科目に
ついては学力が低い。このことを考慮して、教養理系科目、準備教育について
は基礎から講義を行っており、また、講義について行けない学生はいつでも質
問できるよう配慮している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
平成 20 年度から、新カリキュラムを実施するため準備教育・コアモデルカリ
キュラムを中心とするカリキュラム改革を実施する。準備教育を効率よく教育
するため入学者選抜方法との関係で数学、物理学、化学、生物学で準備教育の
ためのリメディアル教育導入の検討を進めている。
d）入学者選抜試験実施体制の適切性、及び入学者選抜基準の透明性
【現状の説明】【点検・評価】
入学試験の実施にあたっては、開学以来教員、事務組織が全学をあげて取り
組むことをポリシーとして今日まで行ってきた。教養・基礎・臨床の専任教員
は、入試問題の作成・採点あるいは入試監督・面接委員として全員が関与して
おり、事務組織も大学最大の行事として実施体制を整えている。入試の実施は
入試実行委員が担当し、入試成績の査定は入試委員会が担当している。
入試委員会による入試成績の査定、教授会で合格者決定に至る全ての過程に
おいて受験者の受験番号・氏名・出身高等学校名などは伏せて別の通し番号で
処理を行っており透明性は高い。
【将来の改善・改革に向けた方策】
開学以来、常に改善を重ねてきたため、現在は特に問題点はない。
e）各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況、及び入学者選抜方法の適切性
について、学外関係者などから意見聴取を行う仕組みの導入状況
【現状の説明】【点検・評価】
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現在、入試問題については、その適切性についての外部評価も、入試問題の
チェックも第三者に依頼してない。本学教員ですべて行なっているが、現在の
ところ大きなミスは発生していない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
教養系教員が減少傾向にあり、今後の入学試験に対してどのようなに影響す
るかについて検討が必要である。現行の入試方法の適切性に関し、内部評価だ
けでなく、外部評価、第三者によるチェックなど学外関係者からの意見聴取の
実施について検討する。
f）推薦入学における、高等学校との関係の適切性
【現状の説明】【点検・評価】
本学では推薦入試は附属高等学校生に対して行う特別入試と中四国在住者に
対して行う特別推薦入試とがある。附属高等学校とは１年生に対して本学の教
員が月２回動機付けのための講演を行いまた、本学の諸施設の見学を行ってい
る。２年生に対しては数日間の基礎医学教室での体験学習の教育を行っている。
このように附属高等学校とは高大連携が適切になされており、大学教育に耐え
られる学力並びに人格の陶冶をお願いしている。特別推薦入試に対しては定員
枠が約 10 名と少ないので指定校推薦などは行っていない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
特別推薦入試に対しては、中四国在住という応募資格が募集書類上の記載の
みであり、より公正な取り扱いを目指し、平成 20 年度から住民票を提出させる
こととした。
g）入学選抜における、高等学校の「調査表」の位置付け
【現状の説明】
一般入試、特別推薦入試、推薦入試とも「調査表」は重視しており、いずれ
の種類の入試においても「小論文」、「面接」などと同等の取扱いをしている。
調査表の提出が出来ない受験生については各科目の段階評価は「3」として扱っ
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ている。
【点検・評価】
「調査表」については、各科目の段階評価に高校格差があることは否定でき
ないが、他の調査内容も含め「調査表」の評価のよい受験生は出身高校におい
て勤勉であり、全人的医療を行うに相応しい資質を有すると考えられるので、
入試における本学での取扱いは適切であると考えている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
｢調査表｣のより公平な取扱い方法や｢調査表｣を提出できない受験生のための
｢調査表｣に代わる代替評価などについては調査検討する。
h）学生収容定員と在籍学生数の比率の適切性ならびに入学定員と入学者数の比
率の適切性
【現状の説明】
表 5-2 に平成 15 年度から平成 19 年度までの在籍者を示す。学生収容定員は
各年 100 名であるから、全学年で 600 名が収容定員となる。この 6 年間の平均
在籍者数は 662.8 名であり、これは収容定員の 1.105 倍である。表 5-3 には平
成 14 年度から平成 18 年度までの入学者数を示す。入学者数は平均 101.4 人で
ある。入学定員は 100 名であるからこれは入学定員の 1.014 倍である。
表 5-2：学年別在籍者数の変化
学年 平成 15 年度
1
115 (44)
2
116 (40)
3
107 (36)
4
99 (24)
5
102 (36)
6
129 (38)
合計
668 (218)

平成 16 年度
112 (36)
118 (45)
114 (37)
106 (40)
86 (19)
122 (40)
658 (217)

平成 17 年度
128 (45)
113 (35)
103 (43)
109 (34)
95 (39)
112 (29)
660 (225)

平成 18 年度
104 (39)
121 (38)
112 (39)
109 (44)
88 (29)
128 (45)
662 (234)
（

平成 19 年度
109 (47)
120 (46)
102 (31)
112 (39)
100 (42)
122 (39)
665 (244)

）は女子内数

表 5-3：入学者数の変化
入学年度
入学者数

平成 15 年度
104 (41)

平成 16 年度
104 (35)

平成 17 年度
105 (39)
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平成 18 年度
91 (33)

平成 19 年度
105 (47)

（

）は女子内数

【点検・評価】
この６年間の入学者数は 612 名であり、年平均 2 名の定員オーバーである（表
5-3、表 5-4）。入学者数と入学定員の比率は６年間の平均で 1.02 であり、これ
は適切な値と考える。また、全学年在籍者数はこの６年間 658 名から 668 名と
変動しており平均 663 名である。在籍学生数と収容定員の比率はこの６年間の
平均で 1.105 である。これは定員の 10.5%オーバーに当たるので適切とはいえな
い。収容定員の適正化に向けて今後、減少させる必要がある。定員超過のうち
分けは、平成 19 年度の在籍者 665 名についてみれば、平成 14 年度から 19 年度
までの入学者数は 612 名、平成 13 年度以前の入学者数は 79 名であり、平成 14
年度から平成 19 年度までの退学・除籍者数は 26 名である（表 5-4）。したがっ
て、入学者数超過 12 名に 6 年以上の在籍者数 79 名を加えたものから退学・除
籍者数 26 名を減ずると在籍者の定員超過は 65 名となっている。これは在籍者
数から収容定員を減じたものに等しい。
表 5-4：平成 19 年度在学者一覧
年度 入学者 1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 退学・ 卒業生
除籍
8
103
3
7
93
9
104
3
10
91
10
104
2
11
91
11
104
1
6
2
92
12
103
2
7
18
3
73
13
101
1
6
30
6
58
14
103
2
7
22
60
12
15
104
1
5
30
64
4
16
104
1
11
15
72
5
17
105
0
21
80
4
18
91
3
87
1
19
105
105
計
109
120
102
112
100
122

【将来の改善・改革に向けた方策】
在籍者数が収容定員を 1 割超えているが、この主たる原因は留年によるもの
である。本学の卒業及び各学年の進級規程は学生にとっては厳しいものである
が厳正評価を行った結果である。学力不振者に対しては小グループ担当教員、
学年担当教員が日頃から本人はもとより保護者とも連絡をとり指導しているが

100

なかなか改善されない。現在カリキュラムの改革について検討中であるが、進
級制度についても見直しを行う。
i）退学者の状況と退学理由の把握状況
【現状の説明】
表 5-5 に示すとおり、退学者は大多数が進級制度による退学である。すなわ
ち、本学では学年毎に科目試験と総合試験を実施しており、総合試験に合格し
たものが進級し、合格しなかった者は留年する。同一学年に 2 年留年すると退
学（第 6 学年を除く）という規定がある。この規程による留年者が退学者の大
多数となっている。
表 5-5：学年別留年者数、休学者数、退学者数の変化
学
年
1
2
3
4
5
6

平成 14 年度
平成 15 年度
平成 16 年度
A
B
C
A
B
C
A
B
C
9
2
0
7
1
5
21
2
2
21
2
2
14
2
0
24
2
3
5
0
2
12
2
1
14
0
5
4
0
1
13
1
1
12
1
1
1
1
1
2
0
0
3
0
0
15
2
1
21
1
2
29
0
1
A は留年者数、B は休学者数、C は退学者数

平成 17 年度
A
B
C
9
4
4
8
2
4
12
1
2
15
6
0
0
0
0
32
1
0

平成 18 年度
A
B
C
4
2
6
20
0
1
4
0
1
4
0
0
0
0
0
33
0
0

【点検・評価】【将来の改善・改革に向けた方策】
本学では全学にわたって小グループ制を設けている。小グループには担当の
教員がつき、教員が各学生の学生生活上の相談に応じたり、指導をしている。
また、各学年には学年担当教員が２名配属されており、特に成績不振者に対し
ては学期毎、または随時、学生だけでなく保護者とも面談・指導を行っており、
退学者となる可能性の大きい学生に対しては万全の体制をとっている。しかし、
このような指導には限界があり、多くの退学者を出している。これは進級判定
の制度のみならず、教育方法全般に起因すると考えられるので、現在カリキュ
ラムの大幅な見直し、改訂を行っている。
（２）大学院における学生の受け入れ
a）大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性
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【現状の説明】
学生募集の方法
大学院の学生の募集方法は募集要項、大学院案内、大学ホームページ等によ
り実施している。出願書類は 9 月 1 日より渡し、出願期間は 10 月中旬に出願を
締めきり、入学試験を例年 11 月初旬に１回実施している。合格発表は通常、試
験日から 2 週間以内に行なわれる。
入学者選抜方法
大学院の入学者の選抜は、深い専門知識と研究業績をまとめる語学力・作文
力が必要であることから、英語、小作文ならびに専門科目の試験と面接を行な
っている。英語は教授 3 名から出題を受け、英語の読解力を中心に判定する。
また、小作文は医学・医療の二つのテーマについて考えを文章でまとめる形式
で、研究への意欲、作文能力などの大学院生として一定のレベルにあるかどう
かを判定する。出題者（英語）および出題者＋試験委員（小作文）によって、
採点される。
【点検・評価】
過去 5 年間の募集で、志願者の合計は 90 名、定員の 36％という低値である。
学生募集は一次のみであるが、とくに二次募集についての要望は少ない。
入学試験の採点結果は大学院運営委員会および研究科委員会で審議され、合
否が決定される。表にみるように、過去 5 年間の合格率は 86/90 = 96％であり、
合格率はきわめて高い。受験生が少ないなか、出来るだけ多くの学生を入学さ
せたいが、語学力、小作文の成績から約 4％が不合格となり、現在の選抜方法は
大学院生の研究能力を適切に判定していると見なしている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
大学院における教育内容や指導教員に関する情報は、大学院案内やホームペ
ージで紹介しているが、共通授業の内容や各種細則、研究助成などの情報が網
羅されていない。他学で発行しているような「教育要項」や「大学院マニュア
ル」などを参考に、大学院に関する情報をまとめて冊子として紹介し、大学院
の広報活動を充実させる計画である。
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b）他大学・大学院の学生に対する｢門戸開放｣の状況
【現状の説明】【点検・評価】
【将来の改善・改革に向けた方策】
他大学・大学院の学生に対して門戸は開放している。過去 5 年間の他大学か
らの入学生数を表に示す。年平均 3 名が入学し、入学者の約 18％にあたる。
表 5-6：他大学からの大学院入学者数の変化
年度

H15 年度

H16 年度

H17 年度

H18 年度

H19 年度

他大学からの入学者数

3名

3名

4名

3名

2名

大学院入学試験において、他大学からの受験を妨げる要因は全くなく、試験
は出身校に無関係に公平に判定されている。本大学院における研究内容につい
ての広報活動はこれまで十分に行なわれているとは言えないが、中国・四国地
方の大学からの応募がある。他大学からの受験生を増やすために、ホームペー
ジなどによる大学院研究に関する積極的な情報公開と広報活動を充実させる計
画である。
c）社会人学生の受け入れ状況
【現状の説明】【点検・評価】
【将来の改善・改革に向けた方策】
本学大学院では、社会人入学の受け入れが現状で行われていない。社会人入
学への要求に対応していくためには、大学院専任スタッフを含むマンパワーの
増強が前提条件になる。
d）外国人留学生の受け入れ状況
【現状の説明】【点検・評価】
【将来の改善・改革に向けた方策】
本学大学院では外国人留学生のための特別枠はない。しかし、外国人留学生
を受け入れる状況が起きた場合、受験資格を個別に判断し、受け入れている。
本学が外国人留学生を受け入れる多くのケースは、研修見学生ないし客員研究
員としての希望が多く、大学院での外国人留学生の受け入れ要求は少ない。希
望者がある場合、本学大学院は国籍を問わず受験可能なので、現状のままで支
障はないと判断している。英語の語学能力があれば受け入れ可能で、特に日本
語でコミュニケーションが取れることを受け入れ条件とはしていない。
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e）収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性
【現状の説明】
大学院の入学者の収容定員に対する充足率は、過去 5 年間で 28〜40％（平均
33％）であり、きわめて低い（表 5-7）。大学院開設以来の大学院入学者数を見
ると、最大 30 名（昭和 63 年）、最小 10 名（平成 14 年）であり、最近 5 年では
15〜20 名であり、したがって、定員である 50 名に達する事は大学院開設以来な
かった事になる。大学院が設置された時点では、定員の充足率に対する認識が
今日ほど高くなかったと考えられる。また、ほとんどの本学卒業生が臨床医を
目指している現実を考える時、本学卒業生を主たる受験対象として創設された
本学の大学院博士課程では、大学卒業生約 100 名に対しその半数にあたる 50 名
という定員設定が適切であったか再考すべき点である。
表 5-7：過去 5 年間の受験者、合格者、入学者数および定員の充足率
年度
（平成）

受験者

合格者

入学者

定員充足率
（％）

15

21 名

20 名

20 名

40％

16

17 名

17 名

17 名

34％

17

16 名

16 名

16 名

32％

18

17 名

15 名

14 名

28％

19

19 名

18 名

18 名

36％

合計

90 名

86 名

85 名

33％

大学院系別で定員充足率をみると、表 5-8 にみるように、定員が充足されて
いる系はないが、中でも特に環境生態系の充足率が低く、大学院課程が 5 系で
形成されるにもかかわらず、学生は 4 系に集中しており、充足率の系による偏
りは無視できない状況である。
表 5-8：平成 15 年～１９年度の系別の大学院入学者の平均充足率
系

定員

志願者

入学者

平均充足率

形態系

10

3.4

3.4

0.34

生理系

20

6.6

6.0

0.30

生化学系

10

4.4

4.2

0.42

組織培養免疫系

5

3.2

3.2

0.64

環境生態系

5

0.4

0.2

0.04
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合計

50

18.0

17.0

0.34

【点検・評価】
大学院充足率の低迷と系による充足率の偏りという二点に関し、早急な対応
が必要である。大学院とは別に乙号による学位取得の選択肢もあることから、
本学におけるレジデント制とも関連し、大学院による学位取得の有利性を明確
にする必要もある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
大学院の定員充足率を上げる方策として、１．出願者の増加対策、２．定員
数の削減、３．二次募集の三点から検討している。
出願者の増加対策には、社会人入学の導入など募集枠を積極的に広げる事が
有効であろう。事実、社会人入学に関する問い合わせも大学に寄せられている。
しかし、２章でのべたように、本学では大学院指導教員はすべて大学教員が兼
任している。教育・研究・診療・学生指導・社会貢献・大学の管理をふくめた
大学の業務内容は多彩であり、かつ責務は大きい。社会人入学によって新たに
生じる夜間や土曜日・日曜日の授業・指導を十分に行なえる状況にあるとは考
えられない。私立医科大学の中には、研修医を社会人として認め、大学院入学
の対象とするケースもあるが、本学では研修医が「大学院で研究できるだけの
時間的なゆとりがある」というコンセンサスは得られていない。著効を期待で
きるわけではないが、現状でとりうる地道な方策として、臨床研修の導入など
大学院教育課程の充実を図ることが重要な検討課題である。
学位を取得するには、大学院の他に、乙号による論文博士の制度がある。本
学では、臨床系のレジデントにチーフレジデントを新設した。そのため、大学
院に入学する場合とレジデントから乙号の論文博士を申請する場合とで、年数
の差が少なくなり、大学院のメリットが薄れてきた現実がある。これに対応す
るために、臨床系から乙号論文博士を申請する場合、研究歴を従来の 8 年から
10 年に変更した。この処置後短期間しか経過していないため、大学院応募にプ
ラスの変化がでるかどうかは不明であり、今後を見守りたい。
適切な充足率が学部のみならず大学院でも社会的に求められている。卒後研
修の必修化などの社会的な要因が受験生の減少を促進する可能性もあり、本学
のこれまでの受験者数の変遷を見るとき、定員数を卒業生の規模に対応する数
に調整すること、すなわち定員削減により充足率を上げることを早急に実現さ
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せる必要がある。大学院定員を 20 名／年とし、これまでの実績から系の定員を
形態系
態系

4 名、生理系

8 名、生化学系

4 名、組織培養免疫系

3 名、環境生

1 名とする案を文部科学省へ申請することを検討中である。また、系によ

る入学者の偏りに対する対応として、第 2 章に述べたように専攻科目を六つの
系に再編成する案も同時に検討中である。
大学院入試は本学でこれまで、一次募集のみ実施してきた。受験生の掘り起
こしを目的に、平成 20 年度入学に向けた入試では二次募集を行い、希望者を募
った。今回は準備不足もあって、志願者・合格者は１名で、定員充足率に著効
があったとは言えないが、今後も状況によっては実施する方向で検討する。
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第６章

教員組織

目標
医学部及び大学院医学研究科の教育課程、学生収容定員等に応じた教育・研
究を行うのに必要な規模の教員組織を設け、組織ごとに十分な質と量の教員を
配置し、教育と研究の成果を十分に収めることができるように配慮する。大学
は高度の教育機関であるとともに、学術研究の中心機関でもある点を考慮し、
人格、教育研究指導上の能力、教育業績、研究業績、専門学会および社会にお
ける活動実績等に留意して、候補者を慎重に選考する。
・教員の募集、任免、昇任を適切に行い、その地位の保障にも配慮する。
・教員の採用に際しては、広く国内外に人材を求め人事の活性化を図る。
・明文化された基準と手続に従って、公正かつ適切な方法で採用を行う。
・教員の適正な年齢構成、男女比構成にも配慮する。
（１）大学における教育・研究のための人的体制
a）大学の理念・目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との関係における教
員組織の適切性
【現状の説明】
本学の建学の理念・目的を達成するため、次のような教育目標を掲げている。
１．心身ともに健全で心優しく能力のある臨床医の育成
２．広い守備範囲に亘って手腕を発揮し、患者及びその家族のためを思い、
しかも信頼される全人的医療のできる臨床医の育成
３．有能な専門医の養成
４．新しい医学に貢献する研究者の育成
教育課程としては、一般教育科目、外国語科目、保健体育科目、基礎教育科
目、基礎医学科目、応用医学科目、臨床医学科目をベースに、ブロック講義、
臨床実習、集中講義がカリキュラムとして編成されており、それぞれの担当教
員数は表 6-1 のとおりである。
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表 6-1：授業科目と担当教員数の関係（平成 19 年度）
授業科目

専任
教授

准教授

講師

兼任
助教、

助手

臨床助教

非常勤
講師、
客員教授

一般教育科目
教養選択Ⅰ
独語入門

1

中国語入門
自然科学概論

1
1

医学生のための日本語表現法

1

教養選択Ⅱ
環境生物学

1

化学ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰｽ
情報工学

1

現代人間基礎講座

1

2

1

1

1

1

1

自然科学系
情報科学１

1

情報科学２
情報科学３

1
1

1

化学

2

生物学

1

1

1

生物学実習

1

2

1

外国語科目
英語（1年）

1

1

5

英語（2年）

1

1

5

保健体育科目
体育実技・保健講義

3

基礎教育科目
医の原則Ⅰ（DHを含む）

18

3

医の原則Ⅱ

1

1

医の原則Ⅲ

1

医の原則Ⅳ

6

4

小グループ演習（ﾚﾎﾟｰﾄの書き方）

1

6

3
5
10
2
5

11

基礎医学科目
基礎解剖学

1

解剖学（臨床解剖学を含む）

5

4

4

組織学

1

1

1

生理学（2年）

1

1

生理学（3年）

1

生化学（1年）
生化学（2年）（分子生物学を含む）

1
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1
2

2
2

2

1

2

3

1
4

4
2

2

生化学系総合実習

1

2

4

5

微生物学（2年）

1

2

微生物学（3年）（寄生虫学を含む）

1

2

1

3

薬理学

1

1

1

2

病理学（3年）

3

基礎総合演習

3

1

11

1

3

2
1

選択アドバンスコース
基礎学力強化コース（2年）*
選択アドバンスコース
基礎学力強化コース（3年）*
応用医学科目
法医学

1

1

臨床医学科目
臨床実習Ⅰ

1

臨床実習Ⅱ

2

臨床実習Ⅲ
臨床実習Ⅳ

1
1

16

総合臨床医学

14

1
37

43

1

3

ブロック講義名
生命科学入門（演習を含む）

5

遺伝

1

1

予防と健康管理

3

2

保健・医療

4

1

医用中毒

2

1

免疫・アレルギー

3

2

1

損傷・感染

10

1

3

外科的治療

8

2

2

1

新生物

10

4

発育・栄養・先天性疾患

4

2

2

1

1

肝・胆・膵

1

1

3

食道・胃腸

7

4

7

血液

2

循環

3

3

6

1

1

呼吸

5

3

3

内分泌・代謝

4

2

3

腎尿路・生殖（男性）

5

2

7

生殖（女性）

4

皮膚・膠原病

2

1

3

神経

4

3

7

運動器

2

1

5

心理・精神

1

1

2

感覚

2

2

6
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6

9

4

8

2

1

1

1

1

1

周術期患者管理

1

1

3

救急

1

1

6

画像診断

2

4

6

小児症候論

5

2

2

1

検査診断・輸血

3

1

症候論

10

1

内科学（血液）

2

1

3

内科学（神経）

1

1

3

6

1

3

4

1

臨床実習Ⅴ

内科学（肝胆膵）
内科学（食道・胃腸）

1

1

3

5

内科学（循環器）

1

1

3

7

内科学（呼吸）

1

1

2

5

内科学（腎）

2

1

5

6

内科学（内分泌・糖尿病）

1

1

2

10

小児科学

2

2

1

9

外科学（小児）・病院病理学

3

4

5

産婦人科学

1

2

1

外科学（乳腺甲状腺)・精神科学

2

2

6

8

外科学（消化器）

2

1

5

5

外科学（胸部心臓血管）

2

1

4

2

救急医学

1

1

5

3

放射線医学

2

3

5

9

整形外科学

1

1

3

4

形成外科学

1

1

2

4

脳神経外科学

1

1

2

2

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学

1

2

7

麻酔・集中治療医学

1

1

3

7

皮膚科学

1

1

1

2

眼科学

1

1

3

5

耳鼻咽喉科学

1

1

3

5

泌尿器科学

1

1

3

1

脳卒中医学

1

1

2

8

1学期

25

12

24

2

2学期

24

14

12

合計

268

160

303

集中講義

226

3

49

*選択アドバンスコース、基礎学力強化コースは補充的科目であり、個別の成績を評価していないので、担
当教員の集計からは除外してある。

平成 14 年度から従来のカリキュラムを改訂した。現在の授業科目は表 6-1 の
ように分類される。
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平成 19 年度の学生数は、１学年 109 名、２学年 120 名、３学年 102 名、４学
年 112 名、５学年 100 名、６学年 122 名の合計 665 名である。一方、専任教員
の総数は 351 名であり、学生と教員の比率は適正な範囲にある。
各授業科目の担当者の延べ数は 1,009 人であり、そのうちの 960 人（95.1%）
は専任教員による。これは専任教員総数の 2.71 倍となっている。
【点検・評価】
カリキュラムの主旨に従って教育が行われているが、少人数制教育が教員数
の不足のため一部（臨床実習、英語、生命科学入門、小グループ演習、基礎総
合演習）に限定されているのが現状である。また、多くの科目は座学が中心で
あり、実習への比重の増加が望まれる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
少人数制教育、実習の重視、統合型教育プログラムの充実などに十分に対応
できるように人材の確保が急務である。これについては平成 19 年度からの教員
職制の変更に伴う教育資源の確保に期待するところが大きい。
また、平成 20 年度からカリキュラム改革を始める予定であり、現在の教員組
織を生かして効果的に専任教員を配属させることにより、新カリキュラムにお
けるブロック講義や演習などの複合的科目へ担当教員を有機的に組み込む予定
である。
日々に進歩する医学、医療の全領域にわたる最新の資料を集めて展示されて
いる現代医学教育博物館（メディカル・ミュージアム、14 章を参照）は、視聴
覚や体験を通じて学習することを目的に川崎医科大学の構内に設立されている。
この施設を十分に活用できるようなカリキュラムを組むために、指導を担当で
きる教員を配属する。
b）大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置付けの適切性
【現状の説明】
大学設置基準第 12 条には、専任教員は一つの大学に限り、教育研究に専任す
る者であり、それ以外の業務に従事する者は本学の教育研究に支障があっては
ならない旨が示されている。専任教員のうち、川崎学園外の他大学での業務に

111

従事する者は 25 名で、それは全専任教員の 7.1％に当たる。その業務について
は本学の教育研究に支障のないよう、申し合わせ事項として授業は年間 14 時間
までとなっている。また、川崎学園内の大学、短期大学の授業に従事する本学
の専任教員は 147 名である。これらは兼任としての授業時間数の制限は定めら
れておらず、川崎医療福祉大学および川崎医療短期大学で年間 14 時間を超える
授業を持つ者は 31 名（8.8％）になる。これら学園内の教育施設は位置的に近
接しているため学園外での業務に比べて教員の負担は軽く、本学での教育研究
に支障がないように運用されている。
【点検・評価】
大半の専任教員は専ら本学の教育研究に従事しており、学外での業務を持っ
ている教員は少数である。しかし、川崎学園内の教育施設（川崎医療福祉大学、
川崎医療短期大学）で兼任として教育研究その他の業務を担っている本学の専
任教員の中には、授業時間数が年間 14 時間を越えている者もいるが、これらに
ついても本学で必要とされる教育研究に対して支障はなく、時間的余裕を持っ
て専任教員としての教育研究に従事している。川崎学園内の教育施設との間で
は学生、教職員の積極的な人的交流を進めており、教育研究の交流を介して相
互に有意義な関係を構築することは重要であり、資源を共有することで教育研
究が相互に活性化され、その相乗効果が大学の活性化に貢献していると評価で
きる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
川崎学園内の他施設での兼任についてはこれまで適正な運用が行われており、
特に問題は生じていないので、現状を継続する。学園内における兼任業務の内
容、時間数などについては明確な基準がないので、大学設置基準 12 条の主旨に
沿った兼任業務についての基準を定める。
c）全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合、および主要な授業
科目への専任教員の配置状況
【現状の説明】
一般教養、基礎医学、応用医学、臨床医学の授業科目別の専任教員数を表 6-2
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に示す。なお、主要な科目となる専門教育課程では、340 名の専任教員と 14 名
の兼任教員が担当しており、専任教員の比率は 96.0％となっている。
表 6-2：教育課程を担う専任・兼任教員数
専任・兼任（非常勤）

（平成 19 月 5 月 1 日現在）

教養教育課程

専門教育課程

の区分
科目分野

担当教員数

科目分野

担当教員数

専任教員

外国語系

3

基礎医学系

44

〔351名〕

人文社会科学系

(2)*

応用・社会医学系

8

自然科学系

8

臨床医学系

288

（臨床実習を含む）
小 計

11

小 計

340

兼任（非常勤）教員

外国語系

7

基礎医学系

8

〔36名〕

人文社会科学系

12

応用・社会医学系

1

自然科学系

0

臨床医学系

5

（臨床実習を含む）

総 計〔387名〕

体育実技

3

小 計

22

小 計

14

合 計

33

合 計

354

*他科目を担当する専任教員の併任によるものであり、集計には含めていない。

主要な授業科目で、実習、演習を含む科目と、それらを含まない科目につい
て、専任の教授、准教授、講師、助教（臨床助教を含む）と、兼任教員の授業
担当の延べ人数を集計すると、図 6-1 のようになる。この図は表 6-1 のデータ
に基づいて作成したものであるが、これから明らかなように、実習、演習を含
まない主要な科目については教授（42.0％）、准教授（20.0％）が中心となって、
講師（30.8％）を含めて授業を担当している。逆に、実習、演習を含む授業科
目では講師、助教を積極的に登用（合計 70.4％）していることが示されている。
その一方で、主要科目以外の科目では兼任教員（31.8％）の比率が高くなって
いる。
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130
84

67

100
50

5

9

0
教授

准教授

講師

27

8

11

5
助教

一般教育、外国語、保健体育
実習・演習を含む主要科目

8

14
兼任教員

基礎・応用・臨床医学（主要科目）

図 6-1：授業科目に対する教員の配置状況（表 6-1 より集計）
教授には学長を、助教には臨床助教を含む。基礎教育科目、基礎医学科目、応用医学科目、
臨床医学科目、ブロック講義、臨床実習、集中講義を主要科目として集計している。

【点検・評価】
主要な授業科目については、専任の教授、准教授が中心に授業が行われてお
り、その中で実習、演習を含む科目では講師、助教が中心となって担当してお
り、教育における役割分担は明確になっている。資格別教員数では、臨床系専
任教員が全体の 74.4％と大半を占めている。このうち、臨床医学の助教（臨床
助教）は任期１年であり、臨床実習教育の充実を図るために任用されている。
これに比べ、一般教養の専任教員は全教員の 2.8％と少数であるが、これ以外に
同一法人内の川崎医療福祉大学の教員を中心に非常勤講師（5.7％）を委嘱して、
そのマンパワーが活用されている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
今後、医学・医療教育においては、基礎医学と臨床医学の更なる統合が必要
となる。そのためには、基礎医学の専任教員数の増加とともに、臨床医学の教
員の低学年の授業への参加が必要であり、併せて増員の必要性がある。これを
解決するためには長期的視点で適正な教員の確保を計画する。
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d）教員組織における専任、兼任の比率の適切性
【現状の説明】
専任教員 351 名に対して、非常勤教員は 36 名（総員の 9.3％）である。その
担当する教科は、
「英語」、
「中国語」、
「体育実技」、
「生理学」、
「薬理学」、
「法医
学」、
「遺伝」、
「保健・医療」、
「循環」、
「医の原則」の授業であり、
「循環」
（2 時
間）を除いてすべて教養科目と基礎医学科目である。また、非常勤教員は語学
を除いて川崎医科大学附属高校、川崎医療短期大学、川崎医療福祉大学、川崎
医科大学附属病院の教職員である。なお、臨床実習Ⅱは学外の医療施設での研
修であるが、これら施設の担当者は非常勤としての数には含まれていない。
【点検・評価】
教員の増員の努力をしているが、すべての科目の専任教員を本学単独で確保
するのは困難である。非常勤の学外教員の任用に関しては規程を設けており、
非常勤講師、客員教員、学外臨床教員の任用については教授会の承認が必要で
ある。なお、非常勤の学外教員は主に学園内の有能な人材を任用しており、教
育能力は十分有していると評価している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
教員組織における専任、兼任の比率は適切と考え、当面は現状のままで推移
を見守る。
e）教員組織の年齢構成の適切性
【現状の説明】【点検・評価】
専任教員の年齢構成は大学基礎データ表 21 の通りである。
本学は、平成 12 年に開学 30 年を迎えた。開設当初に採用された多くの教員
は定年退職（定年 65 歳）を迎え、世代交代が進んでいる。しかし、なかには教
授の年齢と准教授、講師の年齢が逆転するケースもあり、教授には教室運営を
円滑に行うためのリーダーシップが従前にも増して求められている。
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【将来の改善・改革に向けた方策】
年齢構成から、30～40 代の人材を積極的に育成し、登用する必要がある。将
来の教室の細分化や新設も考慮に入れながら、教育・研究に必要な若手の教員
の確保を長期的に計画する。特に、チュートリアル教育、演習、実習などのグ
ループ学習では多くの若手教員が必要であるが、この年齢層の教員が不足して
いる。そのため、川崎学園内の医療福祉大学、医療短期大学などの教員も活用
できる可能性を含めて検討する。
f）教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状
況とその妥当性
【現状の説明】
現在、教育課程編成については、教務委員会が規程に従い、教育課程の編成
についての基本事項や授業科目の履修を、教養科目、基礎医学と臨床医学の教
員が参画して調整と審議をしている。
さらに、教務委員会で審議された教育課程編成の諸課題は、教授と准教授で
構成される教授会で審議されている。また、すべての専任教員がメンバーであ
る教員会においても、教授会で決定された教育課程編成について意見を聴取す
るとともに、決定事項の連絡と徹底化を行っている。
【点検・評価】
教育課程編成の目的の実現のために、教員間の連絡・調整は、前述の教務委
員会、教授会と教員会で行われており、連絡調整のシステム自体は概ね妥当で
あると思われる。しかし、教員会の出席率は、教養科目、応用医学、基礎医学
の教員は良好であるが、臨床医学の教員では不良であり、出席率を向上させる
方策が必要である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
教育課程編成の実現のため、将来の改善、改革に向けた方策として、以下の
点を計画する。
（１）カリキュラムについて教員間の連絡・調整が十分かどうか
を、学生により評価させる、
（２）臨床系教員（講師、助教）の教員会への出席
率を向上させるための方策（たとえば教員の業務として出席を教員評価の項目
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とするなど）を考える、
（３）教育課程編成について教員間の連絡・調整をテー
マとした FD 会を開催する。
g）教員組織における社会人の受け入れ状況、および女性教員の占める割合
【現状の説明】【点検・評価】
臨床実習Ⅱでは、地域の医療機関に依頼、委嘱し、医療現場での実習を施行
している。
現在の専任教員のうちで女性教員の占める比率を表 6-3 に示す。全教員数に
おける女性の占める割合は 13.4％であり、教授、准教授における比率はそれぞ
れ 0％、7.0％と低い。これは卒業後本学での勤務を希望する女性教員が少ない
ことを反映している。適切な男女比率がどれほどかは不明であるが、特に問題
がある比率とは思われない。
表 6-3：専任教員の男女比

（平成 19 年 5 月 1 日現在）

教授

准教授

講師

助教

合計

男

46

40

95

123

304

女

0

3

8

36

47

合計

46

43

103

159

351

【将来の改善・改革に向けた方策】
地域の医療機関での実習は医療の連携を高める上でも有効に機能しているの
で、今後も継続して積極的に活用する。
現在、助教では女性教員の割合は 22.6％であるので、今後、教授、准教授、
講師に女性教員の占める割合が増加する可能性があり、推移を見守る。
h）実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための
人的補助体制の整備状況と人員配置の適切性
【現状の説明】
教養科目の実験や基礎医学および臨床医学の実習には、助教、助手、研修医
やティーチング・アシスタント（TA）が参加している。外国語教育には、専任
教員以外に 5 名の非常勤講師の参加を得ている。
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情報処理関連教育を支援する組織として、本学には教材教具センターがあり、
授業に使用する AV 機器の設営と整備、ビデオ制作・ビデオ学習の補助、音響装
置の設営、試験に用いる臨床画像の作成などを担当している。
【点検・評価】
教材教具センターの存在は、教育支援として大いに貢献している。実験、実
習などの科目では、それらを補助するための体制として、主に研究補助員がそ
の任に当たっている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
実験・実習を補助する人材の確保は必要であるが、今後の方針として、助手
クラスの補充は行わず、代わってその任に当たる研究補助員、教育補助員クラ
スの増員を検討する。研究を専ら補助するだけでなく、実験、実習、演習など、
教育を補助する業務への専任についても検討を行い、適任者の有効活用を目指
す。
i）教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
【現状の説明】
教員の教育研究支援職員として、各教室に所属する研究補助員と中央教員秘
書室職員（13 名）とが配されている。研究補助員は主として各教室の研究補助
を担当する。中央教員秘書室は、大学事務部に所属し、大学教員の大学におけ
る業務を援助し、教育・研究が円滑に行われるように事務的補助を行う。具体
的には、学生の出席確認に関する業務、教材の印刷・編冊、試験問題の依頼・
回収、カンファレンスの準備、研究論文・抄録原稿の清書、スライドの作成な
どである。
【点検・評価】
教育研究支援職員と教員との間の連携と協力関係は良好で、適切である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
中央教員秘書室の利点として、教室所属の研究補助員のみでは対処できない
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短期間で多量の事案を、多くの秘書室職員を動員して処理できることである。
このシステムは、教育研究支援業務として充実していると概ね評価されている
が、現在、秘書室職員数は減少の傾向にある。仕事量と職員数との適切性につ
いては、仕事内容の調査等により点検し、適正化を図る。
j）教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容、教員選考基準と手続き
の明確化、公募制の導入状況とその運用の適切性
【現状の説明】
教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続は、川崎医科大学教員選考規程
（添付資料）に明記されている。教授、准教授、講師、助教、助手の任用は、
それぞれの任用資格規定（添付資料参考）に基づいて、人事委員会で審査が行
われ、教授会で審議・決定される。
教授選考は全て公募制であり、次の過程で進められる。
(1)教授に欠員が生じたとき
(2)教授の辞職が承認されたとき
(3)教授の増員が必要なとき
(4)教授の定年退職時
学長は大学運営委員会において公募開始の決定と人事委員を選定する。人事
委員会は大学運営委員および 関連領域の教授若干名で構成され、人事委員会で
公募期間の決定ならびに公募先を選定し、教授会で公募を宣言する。 募集は、
学内に公示するとともに、全国の大学、研究機関などに連絡し、候補者を広く
学内外に求める。公募締め切り後、人事委員会で応募者について書類選考し、
少数の候補者に絞る。候補者は人事委員会のメンバーに対し、研究内容・教育
実績・診療実績（臨床系の場合）などのプレゼンテーション、ヒアリングおよ
び学長・副学長との面談を行う。これらの後、人事委員会で十分に審査して最
終候補者を選び、大学運営委員会および教授会の議を経て、理事会に報告し、
承認を受ける。
准教授の選考も同選考規程に従い、全て公募により行われる。
平成18年度には、教授選考5件、准教授選考5件が公募で行われた。なお、教
授は4週間、准教授は3週間の公募期間である。応募者が少ない場合には再公募
を行う。平成18年度の教授選考には、すべてに複数の候補者が応募されたが、
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准教授選考では、１名しか応募者がなかった。講師および助教については、当
該教室の教授の推薦によることが多く、過去５年間は全国公募を行っていない。
【点検・評価】
教授、准教授の任用に公募制を導入することで、教員組織の活性化が促進さ
れている。本学の公募方式は公平で透明性が高く、応募の際に求められる提出
書類は研究業績のみならず、学生教育に対する抱負や診療に関する活動内容（臨
床系の場合）を記載する必要があり、選考が幅広い視点で行われることを示し
ている。 “研究業績”への偏重はなく、広い視点に立った選考基準と選考過程
は適切であると評価できる。人事委員会でのプレゼンテーションとヒアリング
は、選考においてきわめて有意義であると評価できる。ただし、教授選考で候
補者を絞りきれず多数になる場合に、人事委員の負担が大きく、またヒアリン
グの日程調整に時間がかかり、選考期間が長くなるケースもある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
現在の方法は、適切な人材を広く得るという意味で大変優れている。しかし、
人事委員にかかる時間的な負担は大きく、さらに教授選考の期間の長期化に対
して、その対策が十分とは言えない。全国、時には海外からも応募があること
を考慮するなら、選考期間の短縮は必要であり、応募者への配慮の点からも重
要である。そのためには、人事委員の担当分野の分担化などの対策も検討すべ
きであろう。
今後も教授選考については、現状の公募制を継続する。准教授選考について
も、書類審査、プレゼンテーションとその質疑応答、学長・副学長との面談に
より適性を審査しており、概ね適切と思われるので現在の方針を継続する。
k）任期制導入を含む、教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況
【現状の説明】【点検・評価】
本学の教員のうち、教授、准教授および講師（“期限付き”を除く）では任期
制は導入されていない。助教については、臨床系では臨床助教、それ以外では
助教と呼称されている。任期制は期限付き講師および臨床系のみならずすべて
の助教で採用されている。従前から“期限付き”講師および臨床助教は 1 年任
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期である。一方、非臨床系の助手は昨年度まで任期制はなかったが、助教とし
て採用された場合、3 年を任期とすることに改定された。
臨床系においては、講師（期限付き）と、臨床助教は診療を主な業務として
いるため任期制であり、人事の流動性の目的は保たれていると評価される。た
だし、私立医科大学の特徴として、教員の業務のなかで教育および学生指導の
業務比重が比較的高く、その継続性の観点から任期制の導入には慎重さが必要
である。本学での任期制は人事委員会で慎重に審議されており、成果と貢献が
十分と認められれば再任が可能であると定められている。本年度からすべての
助教に任期制を導入した目的の第一は、教員の流動化よりも、適性に問題のあ
る助教の早期発見と早期指導を行うことにある。なお、助教の採用時には教育
実績、研究実績、学生指導実績の自己報告書が添付されており、その採用は学
長・副学長による面接を経て人事委員会で審議されている。これまで個々の教
室レベルでしか把握できなかった助教・助手の活動情報が、定期的に人事委員
会レベルで確認できる状況になり、早期指導への制度が構築された点は評価で
きる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
新しくスタートした非臨床系助教の再任は 3 年後であるが、どのような評価
方法で再任の可否を決めるのか、その制度作りが早急の課題である。また、全
国的な教員の任期制導入の状況を考慮しながら、これまで任期制のなかった職
制にも任期制を導入することの可否を大学運営員会で検討する。
l）教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性
【現状の説明】【点検・評価】
本学において教員の教育・研究活動の評価はこれまでも不定期に行われてき
たが、全教員を対象とした調査は、平成 16 年度に自己点検評価アンケートとし
て実施された（平成 18 年自己点検・評価報告書を参照）。調査は、研究活動、
教育活動、診療活動（臨床系教員）、学生指導、社会貢献、大学管理の 6 項目に
分類して行われた。それぞれの項目が大学の教員として重要な位置付けにある
ものと考えられる。この個人調査を基に、教室責任者が教室活動をまとめてい
る。また、教室責任者にとって、教室員の活動を見直す良い機会でもあった。
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これは教員個人の自己点検・評価レポートを基とする報告書であり、単純に教
室間でデータを比較できるものではないが、個々の教室活動の特徴が適切に表
現されていると評価できる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
今後の個人の活動調査は、その実施方法の検討、結果の活用方法も含めて、
自己点検評価委員会を中心に議論し、的確な方法による恒常的な実施を目指す。
m）教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性
【現状の説明】
教授、准教授の選考において提出する書類は、履歴書、推薦書、業績目録に
加え、本学では様式１として『研究及び地域貢献等社会活動に関する実績と今
後の抱負』、様式２として『学部及び大学院教育・学生指導に関する実績』、様
式３として『学部および大学院教育・学生指導に対する抱負（1000 字程度）』、
様式４として臨床系では『診療に対する抱負（1000 字程度）』の提出を求めてい
る。教授、准教授の選考においては、候補者自身が来学の上、これらの内容を
踏まえて人事委員にプレゼンテーションする。人事委員会は教育実績、社会貢
献実績、学部・大学院教育実績について十分に考慮して選考が行われている。
講師、助教の採用においては履歴書、推薦書、業績目録の提出を求め、面接
を行い、人事委員会で選考する。
【点検・評価】【将来の改善・改革に向けた方策】
現在の方式で問題点は見られず、今後もこれを継続する。
n）新制度への対応についての大学としての考え方、それぞれの職の位置づけ、
教育担当の状況とその適切性、任免手続、教学運営への関与
【現状の説明】
平成 18 年度まで本学の教員組織は「教授」、
「助教授」、
「講師」、
「助手」の
4 職位構成であったが、学校教育法の改正を受け、平成 19 年度から「教授」、
「准教授」、
「講師」、
「助教」、
「助手」の 5 職位に変更した。なお、
「講師」は
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学校教育法上の役職ではないが、本学では従来からの慣習に従い、「准教授」
と「助教」の間に位する職位として存続させた。
「助教授」は「准教授」へと
名称が変更され、
「助教」に関しては経歴および学位の有無を助教任用の具体
的な条件とした。また、
「助教」は 3 年を雇用期間とする任期制とした。臨床
助教はこれまでの臨床助手と同様に 1 年雇用の任期制である。
『川崎医科大学における研究指針』に述べられているように、本学におけ
る教育・研究活動の基本的な単位は教室であり、教室を構成する教員の有機
的な連携が重要である。今回の改正は「助教授」と「助手」の位置付けの見
直しが主題であり、改正により教育・教室活動が発展すること期待している。
「教授」、「准教授」、「講師」および「助教」は教育・研究・教室運営におい
て、これまでの「教授」、「助教授」、「講師」および「助手」の業務内容を継
承する。ただし、新設された「助教」は教育でのより責任ある業務（たとえ
ば『講義の担当』など）が行える役職とした。「助手」と「助教」の任用は、
本人の申請に基づいて審査された。非臨床系では 18 名の助教と 2 名の助手の
任用が平成 19 年 4 月に決定した。
【点検・評価】
「助教」の新設により、学位修得の指向など従来の「助手」層の研究活動
への活性化に有用な影響がみられるようになった。また、教室の枠を越えた
授業編成が試みられている現状では、旧来研究活動に偏り勝ちであった「助
手」が「助教」として教育カリキュラムの中でより重要な役割が与えられる
ようになった。
「助教」職制は開始して短期間であるが、現時点で「助手」
・
「講
師」との業務内容の分担や重なりなどの問題はみられていない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
今後、教育活動への関与について、
「助教」と「助手」
・
「講師」の業務内容の
違いについての詳細な規定の制定や、
「助教」の活動評価と再任、昇任のための
条件についても早急な検討が必要となる。現時点では具体的な対策を立てるに
は至っていないが、任期更新時期までには方針を定めて対応する予定である。
（２）大学院における教育・研究のための人的体制
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a）大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類、性格、学生数との関係に
おける当該大学院研究科の教員組織の適切性、妥当性
【現状の説明】
大学院研究科の理念・目的は、本学の研究体制の中心となり、医学の進歩に
寄与することである。これを行うための専攻課程は、形態系、生理系、生化学
系、組織培養・免疫系、環境生態系の 5 系に分けられており、それぞれの系に
主任が置かれている。なお、各専攻課程は複数の専攻科目からなる。
学生数は、1 学年 18 名、2 学年 13 名、3 学年 14 名、4 学年 22 名であり、一
方、各専攻科目の指導教授と研究指導補佐（准教授）の数はそれぞれ 47 名と 29
名であり、学生数に対する教員の比率は充足されている。
【点検・評価】
大学院を整備・充実するという国の施策が示され、国立大学においては、学
部に所属しない大学院専任教員が増加傾向にあるが、本学においては、そのす
べての教員が学部教員の兼担となっている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
大学院は、大学の研究体制の中心となるべき組織であり、研究領域の分化あ
るいは新しい研究領域への展開に対応し、教員組織の適切性と妥当性について
自己点検、評価を絶えず行う必要がある。そのための方策として、以下の項目
を重点的に改善・改革する予定である。
・優れた研究者および研究マインドを持つ臨床医を育成するため、幅広い豊か
な学識と基本的技術を修得できる環境（共通授業の単位化等）を構築する。
・研究センターの環境の整備、機器の整備・充実を進める。
・大学院研究の内容をホームページなどに公開し、他大学の大学院との交流を
促進する。
・大学院の国際化を推進するため、海外の大学や研究機関との積極的な交流を
進める。特に、英国オックスフォード大学との相互交流を進め、大学院におけ
る研究と教育の充実を図る。
・入学者定員と実質在籍者との間の整合性を図る。
・大学院を構成する系については、最近の研究領域の変化に対応して再検討し、
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系を構成する専門科目の再編成を行う。
・学位論文の審査について、引き続き適切な方法の検討を続ける。
b）組織的な教育を実施するための、教員の適切な役割分担及び連携体制確保の
状況
【現状の説明】
本学の大学院生の教育は、基本的に専攻科目の教室の責任でおこなわれてい
る。一般教養系を除く基礎医学系・応用医学系、臨床医学系の教室の所属長が
指導教員として院生の指導に責任をもち、准教授が指導補佐、講師が指導補佐
補として指導教員をサポートしている。専攻科目に依存しない共通授業に関し
ては、大学院担当副学長が研究センター講習会を中心に授業を設定している。
院生の研究指導上に生じる問題点は、大学院運営委員会および大学院研究科委
員会で討議され、対応が決定されている。
一方、平成 20 年 4 月より大学院での教育が開始する“がんプロフェッショナ
ル養成コース”では、中国・四国地区の大学院・医療機関が“がんプロコンソ
ーシアム”の企画の下で、共通カリキュラムによる授業を行なう予定で準備が
進んでいる。本学では、異なる専攻科目（外科学および臨床腫瘍学）の 3 名の
指導教員がコーディネーターとなり、本学のみならず連携する医療機関での教
育役割分担および連携体制の構築をすすめている。現在、がん専門医共通科目
として、
「がんのベーシックサイエンスと臨床薬理学」、
「がんの臨床検査・病理
診断・放射線診断学」、「がん緩和療法」など９のプランがコーディネーターに
より企画されている。個々のプランは学内の複数の教員による統合化された授
業で構成され、学外機関での授業は e-learning で配信され、相互に聴講可能で
ある。
【点検・評価】【将来の改善・改革に向けた方策】
既存の大学院の教育過程で、院生の教育指導の役割分担は教室内で適切に行
われ、派生する問題点は大学院運営委員会・研究科委員会で適切に処理されて
いる。共通授業については、川崎医学会による講演会への依存度が大きく、組
織的な教育という点で今後検討すべき課題は少なくない。
“がんプロフェッショナル養成コース”で準備されている組織的な教育は、
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大学院指導教員および附属病院の協力を得て進行中であり、その目的・構想は
極めて高く評価でき、その実現に向け個別の専門科目の枠を越えた協力体制も、
コーディネーターの主導下で大学内外に構築されつつある。その評価は今後の
進行を見た上で判断しなければならないが、本学の大学院教育の中で期待され
るところは大きい。
“がんプロ養成コース”のプログラムの進行は、本学既存の
共通授業のこれからの改善方策についても参考となる。
c）研究支援職員の充実度
【現状の説明】
本学における研究支援職員とは、技術員および研究補助員であり、研究組織
および研究センターの章（13 章を参照）にあるように、いずれも教室と研究セ
ンターに配属され、教員および大学院生の研究活動を支援している。各教室に
は、教室の規模に応じて 1～4 名の研究補助員が配備されている。
【点検・評価】【将来の改善・改革に向けた方策】
研究支援職員は、本学の研究活動を個別の教室単位と共同施設単位の両面か
らサポートしており、組織上極めて有機的に配備されていると評価できる。研
究センターおよびセンター技術者の研究支援活動は、組織上、中央研究部が統
轄する。中央研究部は研究担当副学長が部長を兼任して運営されている。平成
19 年 6 月に担当職員１名が加わり、2 名態勢で運営を始めている。研究支援組
織を統轄する中央研究部としての具体的な職務内容の充実を当面の課題とする。
d）「研究者」と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性
【現状の説明】【点検・評価】
個別の教室の研究補助員と「研究者」との連携は、教室所属長の指導監督下
で行われる。センター技術者と「研究者」との連携は、センター長の統括の下、
それぞれのセンター委員会での意見交換によりなされる。また、研究担当副学
長によるセンター業務日誌の回覧やセンター技術者との間で 4 ヶ月毎に開催さ
れる「技術者連絡会」も有効にセンターサービスの展開に寄与している。学長
および研究担当副学長は、毎年センターの視察を行い、センターサービスが円
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滑に行われるよう現場で適切に指導している。センター技術者の立場から『研
究ニュース』には自己点検・評価が年に 1 回報告される。そのなかに技術者か
ら利用者へのアドバイスが述べられており、研究者・センター技術者の双方の
立場で協力関係が保たれる態勢がほぼ確立し、適切に機能している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
研究者と支援職員との連携はこれまで個々の教室単位、センター単位でのみ
捉えられてきた。将来の課題として、中央研究部を学園人事部と現場を仲介す
る立場に位置付けられるように、中央研究部の具体的な業務内容の検討を始め
る。
e）大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその
運用の適切性
【現状の説明】
大学院担当の専任教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続は大学院教員
任用規程（添付資料参考）に従う。川崎医科大学大学院学則第 28 条（教員組織）
に基づく指導教授及び研究指導補佐の任用に当たっては、本規程を資格基準と
し、人事委員会において候補者を選考する。次いで、大学院運営委員会および
大学院医学研究科委員会の議を経て、学長が理事長に上申する。
選考開始の条件・時期及び応募その他関連事項については、すべて本学学部
の教員選考規程を準用する。
【点検・評価】
大学院担当専任教員は、定年退職などにより欠員が生じた場合には、専攻科
目の教授が選任されるまでは研究指導補佐が大学院生の指導を代行する。専任
教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続とその運用は概ね妥当と思われる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
大学院教育・研究の継続性と発展のためには指導教授の不在は避けるべきで
あるが、大学院教授選考は大学教授選考と連動するため、現状では止むを得な
い状況にある。各専攻科目における指導教授の不在は科目の統合も含めて、改
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善を検討する。
f）教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性
【現状の説明】【点検・評価】
大学院の教員の活動は、平成 15 年に行った教員への自己点検・評価アンケー
トに反映されている。教員個人からのアンケートは所属長による教室活動評価
の基礎資料となり、これを基に二次資料として教室活動評価が公表された。
【将来の改善・改革に向けた方策】
大学院関連項目の充実、調査の継続、その有効性の判定については、自己点
検・評価委員会の活動を通して行う。
g）学内外の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその
適切性
【現状の説明】【点検・評価】
大学院生間の交流は、これまで近隣の岡山大学や福山大学との間で小規模に
行われてきたが、教育・研究スタッフ間の定期的な交流はなかった。第４章（１）
ｆに述べたように、
「中国・四国がんコンソーシアム」による「がんプロフェッ
ショナル養成コース」が開設し、平成 20 年度より教育を始める。これによって、
コンソーシアム内での教育研究スタッフの交流が促進される。すでに大学間で
交流授業を開始する準備が進んでいる。点検と評価は平成 20 年 4 月以降の課題
である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
今後、大学院共通授業の充実を図るための方策の一つとして捉え、がんプロ
コースのみならず、これまでの大学院コースでも、人的交流の可能性を検討す
る。
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第７章

研究活動と研究環境

目標
本学の理念の一つ『医学をきわめる』を追求するために、教職員・大学院生
が研究を行う環境を整える。適切な広さの研究室と研究用施設・設備を更新・
整備し、国際的に通用する研究を行う場を提供する。必要な相当額の研究費を
支弁し、かつ各種の競争的外部資金の獲得を支援する。研究活動を活性化させ、
その資質向上を目指すために、国内外の学会・研修会などへの参加機会を確保
する。研究活動のために適切な時間を確保できるように配慮する。次の項目を
具体的な達成目標とする。
・研究活動の評価にむけ、教員の研究業績をデジタルデータ化して記録できる
システムを構築し、運用を始める。
・ ・教員の研究志向にあうようにプロジェクト研究Ａ、Ｂ、Ｃの内容の評価をお
こなう。
（１）研究活動
a）論文、学会等での研究成果の発表状況
【現状の説明】
研究活動評価を、学会発表数と出版した論文数から行った。これらは、毎年
発行される学報・号外から年度毎の数を算出した。学会発表数は、国際もしく
は国内の学会等での口演及びポスター発表のうち、抄録が学術雑誌等に印刷公
表されているものだけを対象とした。国内の学会とは、日本医学会の分科会に
含まれていることを条件にしている。
表 7-1 および図 7-1 に示すように、本学では平成 14 年度から 18 年度の間に、
年間およそ 1,000 から 1,200 の学会発表が行われ、同期間の総発表数は年々増
加して 1.2 倍になっている。この期間中に教員数も変化しているため、教員一
人当たりの発表数を各年の７月１日現在の教員数で計算すると、表 7-1 に示す
通り年間約３回で一定のレベルを保っている。しかし、今回の評価の範囲外で
あるが、平成 12 年、13 年の一人当たりの学会発表回数は 1.7 であったため、こ
の 5 年間のデータはその２倍近くに増えたことを示している。学会発表数から
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みると、近年の本学の研究活動は活発化していると言える。
表 7-1：国内外での学会発表数
H14

H15

H16

H17

H18

総発表数

973

989

1083

1124

1178

一人当たりの発表数

3.2

3.0

3.1

3.1

3.2

1200

1100

1000
学会発表数
論文数
900

800

700
１４年

１５年

１６年

１７年

１８年

図 7-1：年度毎の学会発表数、論文数の推移
同様にして、学報・号外から年度毎の論文数を算出した。表 7-2 および図 7-1
に示すように、本学では平成 14 年度から 18 年度の間に、年間およそ 800 から
1,000 の論文が発表されている。今回の評価の範囲外である平成 12 年、13 年の
論文数も約 800 だったことから、平成 16 年度までは横ばいであったが、平成 17
年度から増加に転じたとの見方もでき、その評価は平成 19 年度以降の動向を併
せて検討する必要がある。
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表 7-2：年度毎の論文発表数
総論文数

H14

H15

H16

H17

H18

810

768

817

1008

913

論文による研究活動の評価には質的評価も重要であり、インパクトファクタ
ーなどによる研究評価を行なっている大学も多い。これまで本学では、論文の
質の指標と関連づけた研究業績のデータベースを作製していないため、現状で
は学報・号外での論文数の解析にとどめ、論文の質の評価は見送った。
【点検・評価】
本学では従前より、教員が前年度の１年間に発表した論文、著書および学会
報告について調査し、それを学報・号外としてまとめ、学内外に公表してきた。
本学の学報・号外がその形態を変えながらも、大学創立以来継続されてきた事
には大きな意味があり、他大学には無い取り決めとして一定の役割をこれまで
果たしてきたと言える。大学創設時のスタッフは、既存の大学に研究活動への
評価の視点がかけている事を見抜き、学報に研究活動評価の場を設けたのであ
ろう。まず、この点を高く評価したい。多角的なデータ解析が可能となる業績
管理ソフトの導入は、この 1 年以内に完了する予定であり、今回はこれまでの
学報・号外を元に研究活動を評価した。評価対象年度の論文数と学会発表数で
見るかぎり、本学の研究活動は全体として向上しているといえる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
研究遂行には研究のための時間の確保が必要なのは言うまでもない。研究活
動の改善への方策は、時間的な要因、研究費、研究施設、教育業務、大学運営
業務、さらに研究者の意欲など、種々の要因の評価と併せて検証することが求
められる。これらの要因のデータ収集と総合的な解析への努力は、自己点検・
評価委員会の課題として遂行する．
研究活動の経年変化などの統計的処理の基礎データとして、将来に向けての
継続的な利用を考えた場合、残念ながら現状は利用しやすいデータベースとは
言えない。学報・号外による業績発表が大学創設以来継続されて来た事実を尊
重しつつ、出来るだけ早い機会に、コンピュータ処理による業績管理へ移行す
べきであろう。その移行の過程では、教員個人が自分のデータをオンラインで
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登録する業績管理ソフトの作製・選択に関し、入力作業の重複を出来るだけ避
け、かつ集積データを多角的に有効に利用するためにも、ソフトの選定には大
学だけでなく、学園全体を視野に入れた判断が必要である。効率的なコンピュ
ータシステムが平成 19 年度中には導入される。このシステムへのデータ入力は、
準備期間を経て平成 20 年度から始める予定である。研究活動の評価はこのシス
テムの導入を待ち、他学との比較も含めて多角的な視点から自己点検・評価委
員会で検討を始める。
b）附置研究所、学内共同利用施設等とこれを設置する大学・大学院との関係
【現状の説明】【点検・評価】
【将来の改善・改革に向けた方策】
本学は独立した附置研究所を現在持っていない。また、近い将来、附置研究
所を作る計画はない。学内共同利用施設としては中央研究部の統括のもと、八
つの研究センターが設置されている。この組織は本学の特徴の一つでもあるの
で、詳細については 13 章に別に記載する。
（２）研究環境
a）個人研究費、研究旅費の額の適切性、研究論文・研究成果の公表を支援する
措置の適切性
【現状の説明】
本学が研究費総額として予算計上しているのは、平成 14 年から 18 年まで 5
億 3 千万円から 6 億 8 千万円であり、この中には、教員研究費、プロジェクト
研究費、センター運営・整備費、教室費、補助金による購入負担金等が含まれ
ている。教員の研究活動は、教員個人を対象とする『教員研究費』が基本とな
る。教員研究費は助手から教授まですべての教員に支給され、最近 5 年間は 2
億 2 千万円/年で、教員一人あたり平均約 55 万円/年である。本学の特徴として、
研究費は『教員研究費』として教員個人に支給される。教員研究費は教授 150
万円（教養非実験系 50 万円）、准教授 100 万円（教養非実験系 30 万円）、講師
70 万円（教養非実験系 25 万円）
、助教・助手 35 万円（非実験系 20 万円）であ
る。また、大学院生を指導している教室では、院生の研究に対応し、大学院指
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導費が支給される。これらの研究費は教室単位で集計して使用することもでき、
1 年を限度として、繰り越しできる。教室運営のための『教室費（15〜60 万円/
年）』が、教室の規模に応じて教員研究費とは別に配分される。そのため、教員
研究費を研究目的に特化して使用する事が出来る。学内審査で採択された場合、
『プロジェクト研究費』が教員研究費に加わる。
研究成果発表を支援するために、国内・国外への学会出張などには、教員個
人を対象として、出張旅費（10〜40 万円/年）が支給される。研究成果を論文と
して公表する場合、費用の 1/2 が教員研究費から補助される。なお、教室が新
設される場合は、創設費が別途に配分される。
本学には、第３章でのべたように研究発表の場として川崎医学会があり、教
職員の生涯教育ならびに大学院生が活用している。医学会は機関誌として、川
崎医学会誌−Kawasaki Medical Journal と川崎医学会誌−一般教養篇の２種類の
学術雑誌を定期的に発行している。川崎医学会では、研究活動を支援する目的
で、川崎医学会研究奨励賞を設けている。
本学では守分奨学金を設立し、教育・研究に卓越した業績を挙げた者を表彰・
もりわけ

助成している。守分賞は故守分

かのう

もりわけ

十 氏並びに守分

つとむ

勉 氏から寄付された基金

をもって設立され、年間１から２名が助成対象となっている。昭和 52 年より現
在に至るまで継続し、36 名が助成をうけている。
【点検・評価】
本学の研究活動が教員個人に配布される教員研究費によって支えられている
点は、教室に配布される他大学の方式と大きく異なっている。また、大学によ
って研究費の内訳は異なるから、研究費総額や教員研究費の平均値を単純に他
学と比較して、その額が適当かどうか判断することは出来ない。教員研究費と
いう本学のシステムは、教員個人の研究活動を教室という組織を超えて、個人
のレベルで最低限保証しようという大学創設者の発想がもたらしたシステムで
あり、これによって本学の研究活動が支えられてきた点は高く評価できる。独
立法人化後の国立大学における教室研究費の状況を見るとき、その思いは一層
深まる。
教室運営の費用は教室費として別枠であり、支給される研究費は純粋に研究
のための試薬や小型の機器の購入に当てることが出来るから、基本的な研究費
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は確保されている。
『川崎医大における教室のあり方と研究指針』が示すように、
教室内で所属長のテーマと関連した共同研究が行われているから、個人をベー
スとしながらも、個人研究費の有機的な有効利用が求められている。研究を継
続させるための基礎的資金として、教員研究費およびプロジェクト研究費の存
在は高く評価できる。不足分は、外部の競争的な資金の獲得によって補てんさ
れている。
川崎医学会は、１）研究奨励賞と２）医学会誌論文賞の２部門を設け、研究
支援を行なっている。奨励賞は大学院在学中および学位取得後２年以内に国際
誌に掲載された論文の筆頭著者を対象に、大学研究委員会が選定する。一方、
医学会誌論文賞は、１年間の川崎医学会誌に発表された論文の中から、機関誌
編集委員会が優秀論文を選定する。いずれの賞も年間 1 から 2 名が選ばれ、副
賞として研究助成金を授与され、成果は川崎医学会講演会で発表されており、
守分賞とあわせてこれらの研究助成は、大学院研究および若手の研究者の支援
に有効に機能している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
教員研究費が所属教室との関連を軸にしているのに対し、プロジェクト研究費
は本来、他教室間の教室横断断的な研究への支援が軸となっている。本学の研
究環境はこの二つの研究費の有機的な運用を基盤とするが、プロジェクト研究
において、
『チーム研究』のような複数のディヴィジョンにまたがる研究への要
望が少ない。研究委員会などで、プロジェクト研究の方向性について、本来の
趣旨の再確認と『チーム研究』の復活をふくめ、方向性を再検討する。
b）教員個室等の教員研究室の整備状況
【現状の説明】
建学以来、教員の居住スペースとして、教授には個室が、助教授、講師には
それぞれ個人専用スペースが本館棟内に確保されて来た。教室共有の研究スペ
ースとしてパイロットスタディ研究室が配備され、このほか研究センターの中
に作業用スペースを申請し、利用することも可能である。平成 18 年度までは助
手の居住スペースは確保されていなかったから、パイロットスタディ実験室の
一部や校舎棟内の実習準備室の一部を居住スペースに利用しているケースもあ
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った。助教・助手の居住スペースは平成 17 年以降、本館棟の改築とあわせ、確
保されるようになった。
【点検・評価】
以前、助教・助手のための居住スペースが確保されていなかったために、研
究センターの共用スペースを個人で利用しているケースもあり、また校舎棟内
の実習準備室が一部居住スペースとして利用されてきたが、本館棟の改築・校
舎棟の増・改築時に居住スペースが確保されるようになった。
【将来の改善・改革に向けた方策】
教室を単位として設定された教員居住スペースの配置により、教室員間での
情報交換がスムーズとなることが期待できる。これまで研究センターや校舎棟
学生実習準備室などを居住スペースとして利用していた教室に、新設の教員居
住スペースに移動するように指導する。あわせて、研究センター共用スペース
の個人的利用の問題は、センター改修とあわせて改善されるよう、センター長
に研究委員会等で指導を徹底する。教室員間のみならず教室間での情報交換の
機会が増えることを期待している。
c）教員の研究時間を確保させる方途の適切性
【現状の説明】
個人研究費として基本的な研究活動は保証されており、教員は教育・学生指
導・大学管理活動・診療以外の時間をおおむね研究に研究者の自発的な判断に
委ねられている。各専任教員の教育に関わる時間は大学基礎データ・表２０、
２２に示すとおりである
教員が活発に研究活動を行なうためには、研究時間の確保が基本的な課題で
あるが、基礎・応用医学系教員では学生指導、臨床系では診療活動にも時間が
必要であり、研究者は、夜間を含む時間外を活用して、研究時間を確保してい
るのが現状である。
チュートリアル教育の導入、クリニカルクラークシップなど、助教・助手な
ど研究の中核となる教員層への教育の負担が急増している現状も研究時間の確
保の視点からは、影響が少なくない状況である。
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【点検・評価】
平成 16 年度の自己点検・評価報告書（平成 18 年・2006 年発行）にあるよう
に、多くの教室からのレポートに、研究時間の確保の問題があげられている。
私立医科大学の特性を考慮すれば、教育・診療への時間的な負担はやむを得な
いが、とくに臨床系では、診療時間への対応にマンパワーが追いついていない
という意見もあり、基礎・応用医学系では、チュートリアルなど少人数学生指
導のための時間の増加などへの対応についても、考慮する必要がある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
私立医科大学の特性として、学生教育・診療活動に重点を置かなければなら
ない事は当然であるが、大学教員にとっての研究に困難が生じる状況は、ひい
ては学生教育・診療活動にも強いネガティブの因子となる。教員の研究活動の
ための時間を確保する方策として、非臨床系では大学院生のティーチングアシ
スタント制度および臨床系では非常勤医師制度の活用を視野にいれて検討した
い。
d）研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性
【現状の説明】【点検・評価】
研修会や学会参加などの活動は、研究者自身の自発的な判断でおこなわれて
いる。また、教員の旅費の範囲内で、学会の参加費も大学より支給されている。
これらの費用は教員個人ごとに支給され、教室運営費など他の目的に流用され
ることは無い。本学の地理的な条件を考慮すれば、国内での研修会や学会への
参加は複数回可能である。国外出張に関しては、教育・診療活動への影響を考
慮して、特例をのぞき原則年２回を限度として認めている。国外でおこなわれ
る長期の研修・研究に対する援助として、とくに若手研究者を対象に川﨑祐宣
特別奨学基金および川崎医科大学研究者海外出張助成金（通称、副島基金）が
ある。それぞれの基金の援助実績は表７−4 のとおりであり、選考は学長・副学
長が中心となって書類審査・面接を行ない、公平な選出が行われている。国内
外における研修の機会確保のための方策は適切である。
なお、川﨑祐宣記念特別奨学基金は 1 件当たり 1 年 250 万円（２年を限度）、
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川崎医科大学研究者海外出張助成は 1 年 250 万円が支給される。
表 7-4：各基金の支給人数
年度

Ｈ12

Ｈ13

Ｈ14

Ｈ15

Ｈ16

Ｈ17

Ｈ18

川﨑祐宣記念特別
奨学基金

−

２名

３名

1名

３名

１名

２名

川崎医科大学研究
者海外出張助成
（副島基金）

１名

１名

１名

２名

１名

２名

１名

【将来の改善・改革に向けた方策】
国内外の研究施設での研修は現在、教員の自発的な申請によっておこなわれ
ている。研究時間の確保が近年、教育・診療活動への負担の増加などの因子に
より抑制されている傾向を考えると、いわゆる“サバティカル”のように、一
定のルールの元に教員が研究時間を確保できる制度的な配慮が必要な時期に来
ていると考えられる。教員の大学における活動を疲弊させることなく活性化さ
せる一つの方策として、システム上の工夫を長期的な視点でとらえ、検討をは
じめる必要がある。
e）共同研究費の制度化の状況、学内的に確立されているデュアルサポートシス
テムの運用の適切性
【現状の説明】
本学では、学内共同研究費として「プロジェクト研究費」が制度化されてい
る。これは川崎医科大学での独創的で、医学、医療に貢献できるような研究の
推進を目的として支援、配分されるもので、有能な学内複数の研究者による共
同的なプロジェクト研究を対象に授与される。「チーム研究」（申請額 300-1000
万円）と「一般研究」に分かれている。プロジェクト研究費は総額 6,000 万円
が支給される。チーム研究は、複数のディビジョンにまたがる研究のうち、特
に斬新な機器及び方法の開発、導入などにより広範囲への波及効果が期待され
るものを対象とする。一般研究のうち一般研究 A は申請額 200 万円以下の消耗
品の購入に限定されており、一般研究 B の場合には一般研究 A に加え定価 500
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万円以下の設備機器の購入申請が可能である。プロジェクト研究費は教員研究
費と同じく、１年に限り繰り越し可能である。なお、平成 19 年度より、大学院
生を研究責任者の一人とする一般研究Ｃがあたらしく設けられた。
【点検・評価】
プロジェクト研究の研究代表者は、その成果を学内誌である「研究ニュース」
に報告するとともに、学内報告会で公表し、権威ある学術雑誌に公表すること
が義務づけられている。研究費の分配とその運用は、適切に行われていると言
える。
教員研究費と学内競争的研究費であるプロジェクト研究費の制度は確立して
おり、教員が独立して研究を行うための研究費用は確保されている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
本学のプロジェクト研究費と教員研究費の制度は、外部資金を得ていない新
卒の研究者であっても、初年度から一定の研究が可能になるようになっている。
その点では、現行の制度に問題はない。
プロジェクト研究の一般研究Ｂは、設備機器が購入できるように設けたが、
申請件数が少ない年もある。チーム研究の復活とあわせて、その存続を再検討
する時期である。
f）科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択状
況
【現状の説明】
本学の科学研究費補助金の申請数は、平成 9 年度に 100 課題を超え、以後毎
年、ほぼ 120 課題（新規の申請は毎年約 100 課題）で推移している。平成 14 年
度からの 5 年間の新規課題の採択率は 15 から 25％の範囲で、継続申請との合計
の採択率は 31 から 37%である。同期間の全国の新規・継続の合計採択率は、お
よそ 38 から 41％である。
科学研究費補助金等への助成申請と採択状況は、表 7-5 の通りである。
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表 7-5：文部科学省科学研究費補助金の申請、採択状況
H14

H15

H16

H17

H18

H19

申請総数

110

123

130

131

124

122

採択数

41

44

46

41

45

40

採択率

37.3%

35.8%

35.4%

31.3%

36.3%

32.8%

全国の採択率

39.3%

37.9%

41.1%

38.6%

39.5%

41.4%

（平成 19 年度の全体の採択率は、速報値。それ以外は決定値。）

厚生労働科学研究費の採択数と補助金総額を表 7-6 に示す。厚労科研は、件
数は少ないが、一件あたりの平均補助金額は科研費より多い。平成 14 年度から
の 5 年間で、平均額は一件 300 万円から 500 万円へと上昇している。
表 7-6：厚生労働科学研究費補助金の件数と総額
年度

H14

件数
総額(万円)

H15

H16

H17

H18

6

4

4

9

7

1,840

1,330

1,535

4,135

3,470

私立学校施設整備費補助金と私立大学等研究設備整備費等補助金には、平成
14 年度からの 5 年間で 16 件申請し、14 件が採択された。そのうち平成 18 年度
の 3 件は、1 件の申請が分割して採択されたものである。各補助金に採択されて
導入された装置及び設備（一部は教育活動を目的とするものであるが、本章に
一括して記す）を表 7-7 と表 7-8 に示す。毎年採択され、機器はいずれも本学
研究センター等で管理・維持されている。
表 7-7：私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備費（私
立大学・大学院等教育研究装置施設整備費））により導入された装置
年度

装

置

名

設置場所

14

細胞療法・再生医療研究のための細胞分取解析 組織培養・免疫センタ
システム
ー

14

細胞動態高品位三次元解析処理システム
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生理機能センター

14

手術下における臨床実習のためのマルチメディ
アシステム
教材教具センター

15

蛍光標識二次元ディファレンシャル解析システ
ム
生理機能センター

15

川崎医科大学・学内 LAN 整備事業

全学

16

生体内臓器・組織機能高速立体可視化システム

医用実験センター

17

マルチハイブリダイゼーション免疫染色システ 組織・電子顕微鏡セン
ム
ター
M-600, 800, 900, 1000
川崎医科大学マルチメディア教育システム
教室、マルチメディア
教室

18

18

表 7-8

川崎医科大学学内 LAN システム

校舎棟 5-10 階
本館棟 5・6 階

私立大学等研究設備整備費等補助金（私立大学等研究設備等整備費）に

より導入された設備
年度

設

備

名

設置場所

14

高速トランスクリプトーム情報解析システム

生化学センター

15

生物分野用画像解析システム

生理機能センター

17

超高分解能 ESI－Ion Trap MS システム

生化学センター

18

表面反射・アポディゼーション位相差・全反射 組織・電子顕微鏡セ
顕微鏡
ンター

18

川崎医科大学マルチメディア医学教育支援シス
マルチメディア教室
テム増設事業

また、平成 14 年度から 18 年度の間に、その他の研究助成財団等から合計 23
件、総額 6130 万円の研究助成を受け、大学事務が委任管理をしている。
【点検・評価】
科学研究費の採択率は平成 14 年度以降、30％台を保っているが、全国平均と
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も言うべき総採択率を下回っている。
現在は、各教員に外部資金を獲得する意識を持たせることを目的として、研
究内容のレベルは玉石混淆の状態ではあっても、積極的に科研費の申請を行う
よう学内の意識統一を行っている段階である。そのため採択率が低くなってい
る。
【将来の改善・改革に向けた方策】
科学研究費を申請して採択されるレベルの研究を行う努力が必要である。そ
のためには大学全体の研究レベルを上昇させることが大切である。今後は研究
経費の獲得、研究時間の確保、研究施設（研究センター）の活用等を総合的に
改善して研究の活性化を行い、外部資金に関する採択率の向上を目指す。その
他の私学助成に関しては、学内の研究者のコンセンサスを得て、継続して申請
を行なう。
g）倫理面から実験・研究の自制が求められている活動・行為に対する学内的規
制システムの適切性
【現状の説明】
人を対象とした臨床研究、疫学研究などに対しては、厚生労働省、文部科学
省、経済産業省などの研究指針に従って進められるよう、倫理審査委員会が設
置されている。臨床研究についての審査は従来、附属病院内の倫理委員会と大
学の倫理委員会が別々に審査を行っていたが、平成 15 年 9 月から一本化され、
不定期に開催されていた委員会がほぼ月１回の定期的開催となっている。診療
以外の研究的側面を持つ治療を含めて、臨床研究ではほとんどの場合に倫理審
査が必要となり、審査の件数も増加している。審議事項は試験的な治療法、保
険適用外の薬剤等の使用、その組み合わせ使用などから診断のための遺伝子検
査、遺伝子産物の分析にいたる広範囲の課題について、インフォームドコンセ
ントの適切性などを中心に研究開始前に審査されている。年間での審査件数は
徐々に増え、平成 18 年度では月平均 7 件である。
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表 7-9：倫理委員会での審査件数（過去 3 年間の集計）
日付

4/12 5/24 6/21 7/26 9/13 10/25 11/22 12/6
2

2

3

8

2

1

2

H16 年度
日付

2/28

5

5

合計
31

再1
4/4

5/9

2

1

4/10 5/8
8

2

H18 年度

再1

5/30 6/27 9/12 10/17 11/14 12/12 1/23
3

10

8

4

H17 年度
日付

1

1/17

6/12 7/10 7/31 8/21
6

8

1

合計

7

7

再1

再1

9/11

10/16 11/13 12/11 1/22 2/19 3/19 合計

9

6

8

再1

4

2/13
3

49
再2

3

4
再1

13

9

5

再2

再1

82
再5

再：１度委員会にかけて審査の結果、再提出が勧告された課題の再審査分

「研究ニュース」などで研究者としての行動規範を周知する試みは行われて
いるが、研究者倫理に関しての審議を行う制度はない。これに関しては特に問
題となる事象はこれまでに本学では生じていない。
【点検・評価】
倫理指針に基づいた臨床研究の審査では、基本原則として被験者の自律尊重、
無危害（利益最大で損害最小）、善行、正義が守られているかを中心に研究課題
を点検している。学外との共同研究を含めて、本学の教職員がかかわる全ての
臨床研究は事前に審査され、各種指針との適合性やヘルシンキ宣言、ＧＣＰ
（good clinical practice）その他のガイドラインに沿って適切に施行される
かどうかが審査・点検されている。審査後の臨床研究についてのフォローアッ
プも行われており、個人情報保護や予期しない事象、トラブルなどについては
即時の報告を義務付けている。審査後、遺伝子解析を含む研究の場合は 1 年以
内に、含まない臨床研究、疫学研究については 2 年以内の定期的な報告を義務
付け、さらにアンケート調査などを行い、機関として倫理問題に積極的に対処
している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
現状では倫理的、社会的に問題となる事象は生じていないので、現状の活動
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を継続する。倫理委員会が社会的通念に合致した形で機能するには、公正な意
見を持つ外部委員の積極的な参加が必要であるが、現在は 2 名しか委員会メン
バーに加わっていないので、外部委員追加のための人選を行う。特に、法律に
関する専門家など人文・社会科学の有識者及び一般の立場を代表する委員の補
充を検討する。現在の委員については、倫理的問題に対する連絡会議、研修会、
ワークショップなどへの参加を促し、委員会機能の質的向上を目指す。
１度に 10 件を越える審査では十分な審議が行われにくいので、委員会の開催
頻度を上げるか、迅速審査、簡易審査の方法を検討する。倫理委員の審査課題
に対する利益相反についてはこれまで全く考慮していなかったが、最近はこれ
が問題とされているので、委員資格に関する方針を決める。
被験者の個人情報を扱う臨床研究では、個人情報の安全管理が必要であるの
で、専任の個人情報安全管理部署を設ける。臨床研究に関する個人情報につい
ての苦情や問い合わせに対応する体制を整備する。遺伝情報を扱う研究では遺
伝カウンセリングが必要となるので、担当の専任部署を設ける方向で検討中で
ある。また、審査課題については原則公開の方針であり、審査状況は積極的に
公表していく。
h）動物実験のあり方を倫理面から担保することを目的とする学内的な審議機関
の開設・運営状況の適切性
【現状の説明】
平成 4 年、本学に「川崎医科大学動物実験指針（平成 19 年改正）」
（以下、指
針）が制定され、本学において動物実験を計画し実施する際に遵守すべき基本
的事項を定め、科学的及び動物福祉・倫理の観点からも適正な動物実験の実施
を促すことを目的とした。制定以降は、本学の動物実験研究活動は本学指針に
則り動物実験が遂行されている。本学の動物実験委員会（以下、委員会）が審
査した動物実験計画書審査件数は平成 14 年度 115 件、平成 15 年度 127 件、平
成 16 年度 129 件、平成 17 年度 101 件、平成 18 年度 81 件である。マウス、ラ
ットに於いては、この 10 年間の審査件数に殆ど変動は見なれない。
【点検・評価】
本学委員会は、
「動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号、
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平成 11、17 年一部改正）（以下「動愛法」という。）」及び「実験動物の飼養及
び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成 18 年 4 月 28 日環境省告示第 88 号）」
並びに本学指針等に基づいて動物実験計画書（以下、計画書）の審議、審査を
おこなっている。平成 17 年度に「動愛法」が一部改正され、これにともない従
来運用していた本学指針、計画書、同変更届を改定し、さらに新たな動物実験
計画（終了・中止）報告書、専用区域外動物実験（飼育）申請書を設け、行政
機関の法改正、ガイドラインに適応するべく対応をとった。
本学指針、計画書の改定にあたっては、「動愛法」に明文化された 3R「（苦痛
の軽減、排除（Refinement）、実験動物の選定・削減（Reduction）、代替法の利
用（Replacement））」の基本理念を組み込んだ改訂措置を講じた。
承認された計画書が適正に遂行されているか否かを委員会のみで監視、把握
することは困難なことから、平成 16 年に医用生物、医用実験センターにモニタ
ーを依頼する制度を講じ、本学指針に違反する恐れのある事例が発生した場合
は、様式により報告を受けている。計画書通りに遂行されていない動物実験に
対しては、委員会は実験責任者に注意、指導をおこない、改善されない場合は、
計画書の承認取り消し可否の審議をし、その結果を学長に報告、学長は委員会
の審議結果を尊重し可否を決定する。なお、このモニター制度は、他の大学の
動物実験施設では設けられておらず、同様機関からは一応の評価を受けている
制度である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
委員会は動物実験計画書申請者に対して、より精度の高い、また再現性のあ
る動物実験が遂行できるよう、研究担当副学長、医用実験センター、医用生物
センターらと連絡を密に取り、動物実験を取り巻く情勢、情報等をいち早く提
供出来るよう努力していきたい。そのためには、今後委員会のホームページを
充実させ実験者の利便性を図りたい。
実験動物愛護・福祉の観点から、動物実験手技未経験者に対して、保定、投
与、麻酔、採血等の初歩的な技術指導の講習会等を予定し、行政機関の定める
3R の理念により対応出来るよう努めたい。また、本学における動物実験の向上、
実験者の意識レベルを高める目的で、学内外を問わず実験動物、動物実験に通
じた学識者を招聘し、講習・講演会等を望んでいる。
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第８章

施設、設備

目標
本学の教育研究組織の規模に応じた、必要にして十分な広さの校地・校舎を
配備するとともに、適切な施設・設備等を整備し、それらの有効活用を図る。
また、学術研究の進展および社会的要請の変化に適切に対応しうるよう、これ
らの更新・充実、および使用者の安全にも配慮する。さらに、実験・実習、語
学教育、情報処理教育等の授業の効果を高めるために、設備、機器等を整備す
る。具体的には次の項目を目標とする。
・ 視聴覚機材、情報処理学習施設・設備、機器の整備・充実
・ 情報技術関連施設・設備の充実
・ 学生のための生活の場の整備改善
・ 大学周辺の環境への配慮
・ 施設・設備のバリアフリー化
（１）大学における施設・設備等
a）医科大学の教育研究目的を実現するための施設・設備諸条件の整備状況の適
切性
①校地、校舎
【現状の説明】
校地面積は 201,507ｍ２であり、内 54,658ｍ２が運動場である。講義室 14、演
習室 1 室、実習室 7 室（LL、マルチメディア室２を含む）である。学生の厚生
施設として、ラウンジ、グラウンド、体育館、部室、学生相談室、国家試験対
策室、大学祭等準備室、学生自習室（24 室、総面積 565ｍ２）、保健相談室があ
る。講義室においては、プロジェクタ用スクリーンとマイクをほとんどの講義
室に配備し、特定機能講義室にはビデオモニタも設置している。特に実習室に
おいては 5 室にビデオモニタを配備し、数人のグループあるいは個人単位で円
滑な実習が実施できるように配慮されている。全講義室にはプロジェクタ等の
視聴覚機材は常設していないが、教育支援として全ての講義室、実習室を対象
として液晶プロジェクタ、OHP、ビデオ装置等の機材設定、操作補助を専任技術
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者（教材教具センターに配置）がサポートできる体制をとっている。そのため、
全ての講義室において視聴覚機材が使用できる状況にある。
表 8-1：施設概要
敷地面積㎡
校地

201,507

校舎

2,800

附属病院

16,917

床面積㎡

その他

―――
12,729 地上８階
72,114 地上１６階

現代医学教育博物館

3,350

7,788 地上７階、地下１階

総合体育館

3,145

6,888 地上 2 階、地下１階

グラウンド

54,658

―――

表 8-2：視聴覚施設
（１）校舎棟講義室
マイク

スクリーン

講義室名

インターホン
有線

ワイヤレス

502-1

0

0

0

502-2

1

0

612

1

615

ビデオモニタ
電動

手動

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

701

1

0

1

0

0

1

702

1

0

1

0

0

1

703

1

0

1

4

0

1

704

1

0

1

4

0

1

708

1

1

1

0

2

0

712

1

1

1

6

1

1

713

1

1

1

6

1

1

801 東

1

0

1

0

0

1

801 西

1

1

1

0

0

2
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（２）増築棟講義室
マイク

講義室名

イン
ター
有線 無線 ホン

液晶
プロ
ジェ
クタ

電動
スク
リー
ン

資料
提示
装置

液晶
ペン
タブ
レッ
ト

ビデ
オ
/DVD

指導 学生
者用 用
PC
PC

M-1000 講義室

1

2

1

1

1

1

1

1

M- 900 講義室

1

2

1

1

1

1

1

1

1

M- 800 講義室

1

2

1

1

1

1

1

1

1

M- 600 講義室

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

70

1

2

1

2

2

1

1

1

1

70

M- 710 マルチ
メディア教室 1
M- 710 マルチ
メディア教室 2

（３）実習室
マイク
実習室名

LL 教室
501-1

マルチメディア教室

スクリーン
インタ
ーホン

ビデオ
モニタ

電動

手動

有線

ワイヤ
レス

1

0

0

80

0

0

1

2

0

0

0

1

514

解剖実習室

2

1

0

12

0

0

614

多目的実習室

1

1

1

40

0

2

617

多目的実習室

1

1

0

0

0

0

9F

多目的実習室

2

2

1

144

0

2

10F

多目的実習室

2

2

1

128

0

2

本学の特徴の一つとして、
「ふるさとの森」がある。この森は、本学が戦後初
の私立医科大学として開学したときに、創設者・川﨑祐宣の発案によって校舎
敷地内の南側丘陵部に作られた。学生諸君が恵まれた自然環境の中で良医に育
つことを願う熱い思いと、全国各地の保護者の御支援をいただいて整備された
事から、この森は「ふるさとの森」と命名された。広さ約 23,000 ㎡の敷地に、
学生などの出身県の「県木」や「市木」を中心として、953 本の植樹が行われ、
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今日に至っている。
【点検・評価】
平成 12 年から病院施設の増設、研究センター等の改善と施設整備・拡充のた
めの改修を行っており、平成 19 年 5 月現在で、約 60％の工事が終了している。
特定機能病院としての近代化チュートリアル室、学生自習室を含む教育研究施
設の拡充・整備、卒後教育・生涯教育の拠点整備としての機能整備、拡充を行
った。
校舎棟南側に作られた「ふるさとの森」は、当初の目的であった学生を始め
として、教職員や病院入院中の方々からも広く親しまれている。全域禁煙であ
り、夜間などの事故を防ぐために、利用時間を設定して開放している。多くの
方が四季折々の草花と自然に親しみつつ、散策の場として、休息の場として利
用されている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
平成 17 年より校舎等の増設改修を行っており、増築は平成 19 年 3 月に完成
した。とくに、実習設備、情報教育設備および学生ラウンジ機能が拡大されて、
教育面のみならず学生福利厚生面においても施設拡充・機能整備が行われた状
況にある。
「ふるさとの森」へのアプローチが一段と便利になった。今後はソフ
ト面での改善、すなわち、各施設の運用、活用についての改善・改革が必要で
ある。これまでの講堂と学生実習室の改修は 4 月より、順次スタートして、こ
れまで多目的実習室のみですべて行われて来た低学年の実習を形態系と機能系
にわけるプランで進行している。その運用について、ルールの確立が目下の課
題である。
②教材教具センター
【現状の説明】
教材教具センターは、テレビ中継・放映が可能な機能を有し、映像音声の収
録・編集、各種メディアへの対応を行い、各種視聴覚機器を備え授業に関する
視聴覚教育の支援、患者・行事の撮影、学内試験における画像処理・印刷、校
舎棟 7 階廊下展示の取扱い等、本学の医学教育・研究に大きく寄与している。
また、学内の講義室・実習室における視聴覚設備・機器の充実、式典等行事
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に関る設備機器の設営・操作・調整、手術下における臨床実習のためのマルチ
メディアシステム・学習啓発センター内医師国家試験対策ビデオ視聴装置・図
書館視聴覚室ならびに小講堂の視聴覚設備等、これらが円滑に活用されるよう
に貸出・点検・修理を行う視聴覚に関する総合的な管理運営を実践している。
次に平成 18 年度主な視聴覚設備・機器の利用状況を挙げる。
設備
校舎棟１０階多目的実習室内モニター設備：81 件
校舎棟

９階多目的実習室内モニター設備：41 件

校舎棟

６階多目的実習室内モニター設備：39 件

機器
液晶プロジェクター

：1302 件

ビデオ・ＤＶＤレコーダー： 504 件
ＯＨＰ

： 199 件

資料提示装置

： 198 件
（平成 19 年 3 月 31 日

現在）

【点検・評価】
数年前からアナログからデジタルへの移行を推進し、ビデオテープの DVD 化、
35mm スライドの電子化が終了している。センターで制作したビデオ教材は、図
書館視聴覚室での視聴、またはビデオテープの貸出を行っているが、近年デジ
タル化される傾向にあり、施設・設備もデジタル化していく必要がある。
講義室・実習室等の視聴覚設備・機器は順調に機能しているが、
「操作方法が
わからない、電源の入れ方がわからない」など初歩的な操作方法の誤りでトラ
ブルになることも多く、利用者への指導が不十分である。操作手順・トラブル
時の対応等のマニュアルが作成、操作指導をさらに強化する必要がある。設備・
機器の更新は順次行っており妥当である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
アナログからデジタルへの推進をさらに進めていく手段として、映像を蓄
積・送出するサーバーと映像視聴用の PC 端末を基本構成とするネットワーク型
映像配信・表示システムを導入する。このシステムは端末から必要な映像情報
にいつでもアクセスでき、VHS テープをコピーして貸し出していた時の手間や、
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貸し出し中のために見たいときに見ることができないという問題点を解消でき
る。さらにサーバー上に蓄えられた映像だけでなく、ビデオカメラで撮影した
ライブ映像の配信も可能になり、学内の主要な部屋で情報を共有できる。
設備・機器のトラブル対策については、操作マニュアルの作成を徹底し、操作・
技術指導を実施するとともに、ホームページを立ち上げ、技術情報の公開を行
い利用者への利便を図る。設備・機器の更新は、引き続き本学に適応した教育
システムの構築、教育効果が上がる機器（例えば、バーチャルスライド作成シ
ステムを検討中）を導入する。
③運動・体育施設および研修施設
【現状の説明】
体育講義では本学グラウンドおよび体育館で実施している。クラブ活動等で
本学学生が使用できる施設には、本学所有施設以外に大学施設と隣接する学校
法人川崎川崎学園内の他施設（附属高校、川崎医療福祉大学、川崎医療短期大
学）所有の体育施設がある。
宿泊設備のある研修施設として関金セミナーハウスがある。収容人員 15 名で、
各種の研修、クラブ活動等に使用できる。
【点検・評価】
体育講義に関しては、校舎に最も近い総合体育館を主に使用している。また
附属高校以外の体育施設は校舎より徒歩５分内外の位置にあり、移動に際して
の問題はほとんどない。
学校法人としての共通施設、関連大学の施設を使用するため、クラブ活動等で
は大学間・学生間の交流が図られ、その面では利点はあるが、大学が直接所有
する設備、施設の種類が少ないため、運用上の煩雑さがある。
表 8-3：関連施設の体育施設等
所属

施

設

名

面積（㎡） 備考（使用している部）

グランド
川崎医療
福祉大学

39,000 体育

武道場

524 柔道、剣道、合気道

プール

916 温水年中使用可、
25 ｍ、

テニスコート

7,000 テニス
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8 レーン

弓道場
川崎医療
短期大学

川崎医科
大学附属
高校

500 弓道

テニスコート

4,000 ソフトテニス

体育館

2,300 バスケ、バレーボール

グランド

28,000 サッカー、ラグビー、陸上

柔道場

144 柔道、日本拳法

剣道場

144 少林寺拳法

テニスコート

5,300 ソフトテニス

野球場
川崎学園

12,000 準硬式野球

関金セミナーハウス

360

（鳥取県倉吉市）

敷地面積 3304m2
収容人員 15 名

【将来の改善・改革に向けた方策】
用地、設備面での制約のため、大学固有施設の増大は困難な状況にはある。
関連施設間の交流を現在以上に緊密にし、施設の有効利用を推進しかつ教育活
動、クラブ活動等の活性化を図る。
b）教育の用に供する情報処理機器などの配備状況
【現状の説明】
医科大学情報ネットワーク(以下、医大 LAN)は、基幹 1 Gbps～10 Gbps の光
ケーブルを用いた高速大容量のネットワークである。医大 LAN は、川崎学園ネ
ットワークに接続され、インターネットへ接続される。ネットワークは大きく
分けて「教育 LAN システム」と「認証 LAN システム」に分類される。
ⅰ）
「教育 LAN システム」は、マルチメディア実習室を主とした、コンピュー
タ教育・実習用の設備である。
マルチメディア実習室は、PC(WindowsXP) 140 台、プリンタ 2 台、プロ
ジェクタ、大型スクリーン等で構成される。
ⅱ）
「認証 LAN システム」は、学生の持込(私用)PC を医大 LAN に認証機能付き
で接続（有線 or 無線）できるシステムである。接続承認された PC は、
アカウント・パスワード等を使って接続可能となる。
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【点検・評価】
ⅰ）教育 LAN システムは、平成 18 年度末に整備されたため新しく、ネットワ
ーク・コンピュータ機器に関しては性能面に関しては全く問題ない。画
像や動画を扱う授業においてもこれらは真価を発揮し、表示速度遅延な
どといったストレスのない快適な授業をすることが可能である。今後コ
ンピュータリテラシー教育だけでなく、様々な分野への利用が見込まれ
る。
また、これら PC のあるマルチメディア実習室は、全国共用試験（CBT）
を考慮し、台数も学年人数分用意している。
ⅱ）認証 LAN システムは、学生の個人 PC を接続することを目的としているた
め、不正アクセス等の防止といったセキュリティを考慮したネットワー
クになっている。このネットワークに接続することにより、学生は、学
内のサーバに自由に接続ができ、かつインターネットの利用もできるた
め、e-Learning システムを使った自主学習や、教材のダウンロード、レ
ポートの提出、附属図書館の文献検索システム等の利用も可能である。
ⅲ）平成 18 年度末にコンピュータ環境が一新したが、中身がまだ発展途上で
あるため、教育コンテンツの数が乏しく、現在保有しているビデオ教材
等の早急なデジタル教材化が望まれる。また、学生私用 PC を扱うため、
OS やソフトウェアの違いから管理・トラブル等の対応が難しく、専門の
部署等の充実・人材の補強が必要ではないかと考えられる。
【将来の改善・改革に向けた方針】
ⅰ）ハード面に比較し、ソフトウェア（特に教育コンテンツ）環境の充実が
急務である。今日の学生は、コンピュータのリテラシー教育は大学入学
前に行っており、PC 自体を道具として利用できるため、紙やプロジェク
タでの教育から、コンピュータに大容量データをダウンロードして、学
生個々PC の前で実データを確認しながらの教育に将来移行していること
が予測される。教育教材のデジタル化、簡単にデジタルコンテンツを作
成できるソフトウェアの環境整備をすすめる。
ⅱ）認証ネットワークにおいては、学生私用 PC の管理体制の強化が必要とな
る。不正アクセス等は防げるが、ウイルス感染・拡散などの防止対策シ
ステムを導入していく必要性がある。また、私用 PC を禁止し、学生用に
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環境を整えた PC を貸し出すといった方策も今後検討する必要がある。
ⅲ）高速大容量の LAN、実習室のマルチメディア化を強化し、医学生教育の充
実を図ったが、医療に関する教育を医学生のみならず、研修医あるいは
コメディカル分野でも有効に活用できる手段としての利用方法も検討し
たい。
c）社会へ開放される施設・設備の整備状況
【現状の説明】
現代医学教育博物館は最新の医学、即ち現代医学の教育を行うことを目的と
している。詳細は第１４章にて報告するため、ここでは学外利用について述べ
る。とくに「触る展示」
「動かす展示」など体験的・経験的に学習できる見学者
参加型の展示を行っている。そして、学生教育のための展示（3〜4 階）のみな
らず、一般市民に向けた２階展示と学外医療関係者を対象とする展示（3〜4 階）
を行っている。
【点検・評価】
2 階展示室は多くの見学者が訪れ、その中にはリピーターとなっている団体も
多くある。
平成 18 年度見学者数は、一般市民対象の 2 階は一般団体を含めて 6,842 人、
医療機関対象の３階および４階はそれぞれ 4,477 人および 4,476 人であった。
しかし一方では、展示内容について開館以来全面的な展示更新がされておらず
見学者のニーズに対応していない部分もある。したがって、各展示室の展示内
容・展示方法の更新が早急に必要と思われる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
２階展示室については、開館 30 年に当たる平成 23 年（2011 年）の完成を目
指し、新たなテーマでの展示を検討している。
d）キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況
【現状の説明】
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本学では学生生活における諸問題の相談、解決のために、事務部門では学生
課保健センター、学習支援センターが従事し、教員組織においては副学長補佐
会、学生生活委員会を設置している。さらに、学年担任および副担任を全学年
にたいして配備し、かつ小グループ制を設けて学生 5〜8 名ごとにグループ担当
教員を設定している。とくに第 1 学年の寮生活における諸問題の相談、解決に
は、舎監、寮母および舎監長、副舎監長が中心となって従事する体制をとって
いる。生活相談室はないが、学生に対する直接の窓口として校医、学業相談の
ための連絡用携帯電話（相談員計 8 名、内女性教員 1 名）を配してきめ細かく
学生相談に応じられる体制をとっている（基礎データ表 45 参照）。
【点検・評価】
本学は開学以来 35 年を経て、これまで内部施設の拡充・整備を図ってきた。
附属病院が隣接しており、講義から臨床実習に至るまで同一敷地内で実施でき
るメリットはあったが、講義室、実習設備とともにキャンパス・アメニティの
面からは改善すべき点があった。病院新病等の建設、病院設備の改修と併せて、
平成 19 年 3 月に校舎増築が終了したため、施設面での改善はなされている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
学生相談窓口は開放しているが必ずしも相談件数は多くない。本学として当
然ではあるが、学生に対する指導組織と病院組織とが一体化しているため、学
生側からすると内容によっては相談しがたい側面がある。今後の学生相談の方
法として、大学組織、教員組織が見える従来形の相談窓口とは別に、よりオー
プンな形態の相談窓口などを検討することも必要と考える。
また、校舎増改築に伴い、キャンパス・アメニティに必要な設備、エリアの
拡充は実現できたが、これらを効率的にかつ有効に利用するソフト面での体制
を検討することも重要であり、意見交換の場を増やしたい。
e）「学生のための生活の場」の整備状況
【現状の説明】
各学年の講義室は計画に基づき、整備・拡充している。本年度は実習室、設
備、学生ラウンジの拡充を図った。全学年の自習室配備とともに、５、６年生
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の専用自習室を設けている。図書館の閉館時間も平日で２０時であるが、試験
前には１時間延長し、かつ休日開館を実施している。コンピュータは情報実習
室のみならず、図書館にも配備し、学生の学習が行いやすいように配慮されて
いる。
飲食施設は大学校舎ラウンジにベーカリーショップを配し、隣接の附属病院
施設内に教職員・学生食堂、レストラン、喫茶室、売店を配している。
通学面では、自転車通学者には無料駐輪場を配置し、また自動車通学者には
有料で駐車場利用を認めている。
なお、全館禁煙を原則として実施しており、喫煙マナーを徹底させている。
【点検・評価】
図書館の休日利用者は多く、学習面での学生サービスに大きく寄与できてい
ると考える。
飲食施設は大学校舎に隣接した建物内にあり、距離的にも近く学生に対して利
便性は考慮されている。全館禁煙を原則としているが、一部の教職員学生のた
めに屋外に喫煙場所を設けているため、完全禁煙には至っていない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
校舎の増築・改築に伴い、食堂、ラウンジ等の設備面での拡充は図られてい
るが、その効率的・有効的運用について検討していくことが重要と考える。
禁煙マナーの徹底を図っているが、更に禁煙クリニック、禁煙外来等の積極的
な対応が必要であり、指導に努める。
f）大学周辺の「環境」への配慮の状況
【現状の説明】
大学研究施設より教育・研究活動の為の有害物含有害廃液の排出は法令に基
づき適正に処理している。また、廃液排出にあたっては「廃液処理要領」を作
成し教職員への周知徹底を図っている。
過去 5 年間における廃液の種類と処理量を表 8-5 に示す。また、排水は最終
的に下水道に排出しており、下水道法に基づき倉敷市により定期的にモニタリ
ングしている。
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【点検・評価】【将来の改善・改革に向けた方策】
以上の廃液処理について行政指導もなく現状を継続していく所存である。し
かし、環境に対する意識の高まり、環境行政の高度化を鑑みと廃液の減量化を
より積極的に進めていかなければならない。
表 8-4：汚泥成分
汚泥

水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ，二酸化ﾏﾝｶﾞﾝ，ｱﾙﾐﾆｳﾑ，ｼﾘｶｹﾞﾙ，亜鉛混合物，亜鉛粉末

（無害）

ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ，炭酸ｶﾙｼｳﾑ，亜鉛，ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ，硫黄末，ウッド合金，海砂
酸化白金，三酸化ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ，活性ｱﾙﾐﾅ，ｴﾌｹﾞﾝ

汚泥

水銀，ｼｱﾝ化ｶﾘｳﾑ，ｼｱﾝｱﾐﾄﾞ，q－ﾆﾄﾛﾌｪﾆﾙ酢酸，一酸化鉛，酢酸ｳﾗﾆﾙ

（有害）

酸化第二水銀，酸化ヒ素

表 8-5：廃液処理の推移
Ｈ13 年度 Ｈ14 年度

Ｈ15 年度

Ｈ16 年度

Ｈ17 年度

廃ｱﾙｶﾘ（現像）

14400

3509

2740

2200

2200

廃酸（定着）

15630

3719

2800

1950

2170

廃油

695

6268

3950

6859

5419

廃酸

170

19

98

94

215

廃ｱﾙｶﾘ
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3

19

11

31

49

2205

27

13

67

3938

225

4315

4558

5240

1.1

22

4.1

2.3

強酸

16

36

2.2

32.5

強酸（有害）

10

23.5

7.7

7.1

58.1

6

105

0.6

14.6

2.2

汚泥
引火性廃油
引火性廃油（有害）

強ｱﾙｶﾘ

15.6

強ｱﾙｶﾘ（有害）

0.5

0.03

汚泥（有害）

0.2

0.5

廃油（有害）

1.3

20.5

廃酸（有害）
計

67.8

11.9
35078．4

16031．33

14021.7

15747．5

15549．4

（単位は kg）
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g）施設・設備面における障害者への配慮の状況
【現状の説明】
大学校舎エントランス部はバリアフリーになっていないが、隣接する附属病
院側を利用することが可能である。設備面では本年度の増改築工事により一部
バリアフリー化を実施した。増築部分の講義室、実習室入口は引き戸とし、入
口近辺に車椅子利用者のための机を配置できるスペースを確保し、該当者の入
学時にはすぐに配備できる状況にある。また、校舎の二つのフロアーには多目
的トイレを配備しハンディーキャップをもつ学生の利用に配慮した。エレベー
タには車椅子の利用を考慮した操作ボタンと鏡を設置している。また、隣接し
ている附属病院とは 6、7、8 階の複数フロアーの廊下が直接繋がっており、バ
リアフリーの状態で往来が可能である。
【点検・評価】
平成 12 年まで適用されていた「医師国家試験及び歯科医師国家試験に係る絶
対的欠格事由」により障害者の入学を想定していないため、特別な配慮はなさ
れていなかった。しかし、平成 13 年の同規定削除後も入学者に該当者がいなか
ったため、十分な配慮はなされていなかった。本年度の増築工事にあわせて一
部のバリアフリー化が実施されている。大学校舎エントランスの段差は解消さ
れていないが、改修が計画されている。現時点では、点字ブロックは配備され
ていない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
玄関部分の段差解消はすでに予定されている。その他の部分についても年次
計画を立ててバリアフリー化を推進する必要があり、現実的に発生する問題に
対し、適切に速やかに対応する。
h）各施設の利用時間に対する配慮の状況
図書館および現代医学教育博物館については、別項において報告する。
i）施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況
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【現状の説明】
学校法人川崎学園の一施設である川崎医科大学の諸施設、設備等の管理責任
者は学長となっている。大学組織上の各部門の施設、設備等の具体的管理は、
学長の命を受けて、各部門の所属長（教授、センター長等）が行うことになっ
ている。主な共用施設の管理部門及び管理責任者は次のとおりである。
表 8-6：管理体制
施設・設備

管理責任者

講義室
多目的実習室

医大事務部（事務部長）

会議室
マルチメディア実習室等の
特殊機能実習室

使用する当該教室（教授）

研究センター

研究センター長

グラウンド

医大事務部（事務部長）

上記管理体制で適正な管理運用に努めるとともに、本学は開学以来、各部門
の所属長で構成される「管理者会」を設けており、原則２ヶ月に 1 回の頻度で
定例的に会を開催し、各部門が抱かえる個別的な管理問題や、各部門に共通す
る問題をふくめて、現状把握とその対応に努め、より綿密かつ迅速な管理機能
の推進に努めている。
平成 18 年度からは、管理者会の構成メンバーを、教授、准教授全員に拡大し、
適正な管理と業務の円滑な遂行に一層努めている。
また、研究センターや、大学寮等の重要施設については、学長、担当副学長、
事務部長等による巡視を年 1〜2 回実施している。
その他、時間外・夜間・日祝祭日等における有事の際は、緊急連絡網で対応
することとしている。
【点検・評価】
他大学の実情は承知していないが、上記に示した諸体制と具体的な取り組み
により概ね問題なく管理できていると判断している。本学の教育・研究・診療
の諸施設部門は機能的に調和され廊下で連がった建物構造になっており、業務
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遂行上は、極めて有効な造りとなっているが、防災や、盗難防止等安全管理の
面からは、いささか不安な面がある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
数年前から進められている教育・診療・研究諸施設の全面的改修工事の中で、
教員居室はもとより、研究センター等を含め、一定の同一機能的ゾーンの単位
で、ID カード使用によりセキュリティー確保できるよう思い切った改善工事を
進めている。利用者の利便を考慮し、適切なセキュリティの確率を目指す。
j）施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況
①学内清掃について
【現状の説明】
教育・研究に係る学内施設の清掃について、対象とする建物は次の通りであ
る。
１．医大校舎
２．別館（教員居室）
３．大学男子寮
４．大学女子寮
５．医学資料館
６．本館（図書館・実験室・実験センター・先生居室）
実施形態は学園職員により実施している。
清掃業務は表のように日常業務と定期業務として実施している。
表 8-7：清掃業務
日常清掃

定期清掃

①ゴミ／毎日

①ワックス掛け１回／年

②トイレ／毎日

②ガラス拭き１回／年

③黒板／毎日
④床・机・手すり／毎日
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また、「建築衛生法」における学校環境衛生検査でＣＯ2 濃度測定および粉塵
測定、講義室照度測定を６回／年実施している。
学校健康法による落下細菌等検査を２回／年実施している。有機化合物他濃
度測定は改修および新築時に測定を実施している。
【点検・評価】
医科大学として施設の衛生安全には十分注意を支払っている。特に２足制に
よる建物の汚れ防止と学生への規律順守（教育的効果）は評価できる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
実験室、センター等は、使用者による清掃のためばらつきがあり、今後の検
討課題である。
②防疫について
【現状の説明】
防疫面における対象場所、トイレ、流し台等の水回りを中心に専門業者に業
務委託して実施している。防疫業務はゴキブリおよびダニを対象に薬剤の残留
噴霧を各階年 2 回実施している。
【点検・評価】
医科大学特有の環境（細菌・ウイルスの培養・医用動物の飼育等）を考慮し
スタッフと一般の出入をセキュリティと共に区別して対処しており問題はない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
医学・生物学の研究・教育環境ではレベルの高い安全衛生基準が求められる
ため、大学・病院における安全衛生委員会を合同で行い諸問題を広く、深く検
討する。
（２）大学院における施設・設備等
a）大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状
況の適切性

160

【現状の説明】【点検・評価】
大学院生は指導教授の指導の元、教室のパイロット実験室の機器・設備や研究
センターの機器・設備を利用して研究を進める。各教室では経常的に配分され
る教員研究費の他、大学院指導費により設備の拡充に努めている。また、プロ
ジェクト研究費（一般研究Ｂ）、科学研究費補助金、さらに民間からの研究助成
金も機器・設備整備にあてられている。平成 14 年度よりプロジェクト研究に設
備機器を購入できる一般研究Ｂが新設された。表８−８に院生を含む研究課題で
購入された機器を示す。文部科学省私立大学等研究設備整備費等補助金および
私立大学施設整備費補助金等により購入した機器は大学院生が共同利用できる
ように研究センターに設置されている。これら助成金の他に、奨学寄付金から
の研究センターへの支援金および各センターに配分されるセンター予算から、
各研究センターは大学院生が共同利用できる機器を準備している。センター設
置機器のの詳細は第 13 章に紹介している。平成 12 年度から研究センターに新
たに設置された５００万円以上の研究設備を表 8−９に示す。教室の壁を越えて
大学院生がこれらの先進的な研究機器を使用できる環境は、本学では研究セン
ターとして提供され、大学院生の研究に使用されている。
なお、要望のつよかったＳＰＦ動物飼育設備は、医用生物センターにセンタ
ーの一部を改修し、平成 19 年 9 月からＳＰＦ動物の受け入れを始めた。
表 8-8：大学院生を含んだプロジェクト研究Ｂで購入・設置された機器
プロジェクト研究Ｂ

購入機器

平成 15 年度

倒立顕微鏡セット（ニコン），高感度冷却ＣＣＤカメラ（キーエ
ンス）

平成 16 年度

小動物手術用伝導実体顕微鏡システム（オリンパス），微量高速
遠心機（トミー）

平成 17 年度

超音波遺伝子導入装置（ネッパジーン）

（平成 18 年度は一般研究 B の募集を停止した）
表 8-9：センター設置の高額機器（平成 12 年より 18 年まで）
研究センター

高額設置機器

組織・電子顕微鏡センター １．マルチハイブリダイゼーション免疫染色システム（H17）
２．表面反射・アポディゼーション位相差・全反射顕微鏡
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（H18）
組織培養・免疫センター
ＲＩセンター

生化学センター

生理機能センター

医用実験センター

細胞療法・再生医療研究のため細胞分取解析システム
（FACSAria セルソーター 3 レーザータイプ）
（H15）
１．フルオロ・イメージアナライザー FLA-3000G（H13)
２．ルミノ・イメージアナライザー LAS-1000plas(H13)
３．オートガンマカウンター 1470WIZARD(H13)
４．サーベイメイターナビゲイター(H14)
５．オートウェルガンマシステム ARC-380CL(H16)
1. 単一細胞・微量試料からの遺伝子採取・解析システム
（レーザーキャプチャーマイクロダイセクションシステ
ム) (H12）
2. バイオスペクトロメトリー（ボイジャーＤＥーＰＲＯ型
など） (H12)
3. レーザースキャニングサイトメーター細胞解析システ
ム（レーザースキャニングサイトメーター、 マルチカ
ラーイメージ解析装置ＢＸ−５１型など）(H13)
4. 高速トランスクリプトーム情報解析システム
（ＤＮＡシーケンサー３１００型、 核酸自動分離装置
ＮＡ−３０００型など）(H14)
5. 超高分解能ＥＳＩ−イオントラップＭＳシステム
（ＬＣ−質量分析機ＨＣＴplusーＫＭ型など）(H17)
１. 原子間力顕微鏡(H12)
２．レーザーピンセット(H12)
３．リアルタイム共焦点レーザー顕微鏡(H12)
４．全反射顕微鏡(H12)
５．細胞動態高品位三次元解析処理システム（マルチフォ
トンレーザー顕微鏡）(H15)
６．生物分野用画像解析システム Typhoon9400D 等(H16)
７．蛍光標識二次元ディファレンシャル解析システム(H16)
１．手術用顕微鏡 OME-5016K（H15）
２．全自動 PH/血液ガス・電解質解析装置（H16）
３．生体内臓器・組織機能高速立体可視化システム（H16）
４．in vivo レーザー走査型顕微鏡 IV100 (H17）

【将来の改善・改革に向けた方策】
プロジェクト研究費は大学内部における研究助成制度であり、平成 15 年度よ
り設備機器を購入できる一般研究Ｂを新設した。表 8-1 に見るように、大学院
生が研究分担者となった助成課題は 6 件中 3 件の 50%であり、他の課題では院生
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は関与していない。教室の研究プロジェクトに院生を積極的に参加させる意味
からも、大学院生の参加プロジェクトへの助成を優先的にすすめる視点が必要
であろう。また、大学院生はプロジェクト研究に代表者ではなく、分担者とし
ての参加しか認められていない。大学院生が代表者となることの出来る道を開
くことを検討することも必要であり、平成 19 年度より、一般研究Ｃとして、大
学院生を代表者とする助成を開始する。
b）大学院専用の施設・設備の整備状況
【現状の説明】【点検・評価】
本学における大学院生には、院生個人専用のデスク・書棚等が貸与される。
ここに情報コンセントが設置され、学内ＬＡＮをはじめとして、インターネッ
トが利用できる。院生居住スペースは所属教室スタッフと同一フロアーにあり、
同じ教室の助教と机を並べ、教員と意見交換が頻繁に出来る環境となっている。
それ以外の装置・備品は教職員と共有しており、大学院専用の施設・設備は存
在しない。
c）施設・設備等を維持・管理するための学内的な責任体制の確立状況
【現状の説明】【点検・評価】
大学院生が所属する教室のパイロット実験室の設備の維持・管理は、指導教
授にある。また、研究センターの設備の日常管理はセンター主任が担当し、副
センター長およびセンター長が統括する。研究センター全体は中央研究部長で
ある研究担当副学長が統括し、研究担当副学長は大学院担当も兼任する。研究
担当副学長はセンター技術者意見交換会、センター長会議、研究委員会を担当
し、センターの運営、施設・設備の維持・管理をおこなう他、必要に応じてセ
ンターを視察する。学長および研究担当副学長・研究担当学長補佐は、定期的
にセンター視察をおこない、適切な管理・運営への助言・指導を行なっている。
これらの責任体制は、現在、適切に機能している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
大学院生の指導に関する情報は、院生と接触する機会の多いセンター技術者
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が詳しい。センター技術者連絡会は従来、必要に応じて、臨時で開催されてき
たが、院生の有効に指導するためにも、定期的に開催することが望ましい。平
成 17 年度より学期毎に開催するようになり、技術者連絡会の定例化により、セ
ンター間での情報交換を活発にし、センター機器・設備のより有効な活用が期
待できる。技術者連絡会の組織づくりと定例化を進める。
d）実験等に伴う危険防止のための安全管理・衛生管理と環境被害防止の徹底化
を図る体制の確立状況
【現状の説明】【点検・評価】
大学院生の研究は指導教授の責任の下で行われている。キャンパス内におけ
る事故による負傷などは附属病院で適切に対応している。所属教室のパイロッ
ト実験室における研究は研究補助員が補佐・補助し、研究センターではセンタ
ーの技術者が実験操作を補佐し、同時に危険防止（劇毒物、感染性微生物など）
の為の安全、衛生管理、廃液処理など環境被害防止にも充分に配慮している。
研究センターのこれらの活動は夫々のセンター委員会が統括する。
研究センターでは年度初めに、センター利用者説明会を開催し、それぞれの
センターで実験にともなう危険防止・衛生管理・環境被害防止を指導している。
その一部は、大学院共通授業の一つとして行われている。ＲＩ実験管理におい
ては、該当法規およびＲＩセンター使用規定にもとづき、講習会受講を義務づ
けている。
研究センターにおける大学院生の研究活動に問題が生じた場合、センターの
業務日誌にその内容が記録される。大学院生に問題がある場合、指導教授や大
学院担当副学長にセンター業務日誌をとおして報告され、院生への指導が徹底
される。特に動物実験における問題点は、動物実験委員会への報告、動物実験
委員会からの勧告を経て、本人が適切に対応しない場合は、実験停止のペナル
ティを課す事もある。勧告があった場合、教授会および管理者会でその内容が
報告され、大学院指導教授全員にその経緯が説明される。これら複数の立場か
らの指導体制は、院生の研究活動を適切にサポートしている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
全般的には上記の内容に沿って、適切に対応していると考えるが、大学院独
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自の安全管理体制を明確に位置づけ、策定する必要がある。一部のセンターで
は、大学院共通授業として利用者説明会を行なっているが、動物実験委員会や
DNA 組換え実験委員会も含め、見直す必要がある。
（３）大学院の情報インフラ
a） 学術資料の記録・保管のための配慮の適切性
【現状の説明】【点検・評価】
学内ＬＡＮが整備され、インターネットによるデータベース（MEDLINE、医学
中央雑誌など）の情報検索は学内どこからでも利用できる。図書館システムの
導入により、医大図書館、医療福祉大学図書館および医療短期大学図書館の蔵
書検索（OPAC)が図書館で可能である。大学院生の研究成果は、在学中の大学院
セミナーと卒業時の学位論文としてまとめられ、図書館に記録・保管されてお
り、閲覧可能である。
大学院セミナーの要旨は川崎医学会誌に掲載される。また、セミナーで発表
された課題のうち、参加者アンケートで内容が優秀と判定されたものは川崎医
科大学ホームページの大学院案内に研究内容が公開されている。ホームページ
による研究紹介は平成 16 年度よりはじめた。博士課程学位論文と乙号学位論文
は医科大学学報に記録され、学位論文は論文内容の要旨とともに年度ごとにフ
ァイルされ、医大図書館で公開されている。学位論文は平成 6 年度以降、現在
まで継続している。大学院の学術資料の記録は、学報、川崎医学会誌で適切に
行われ、大学ホームページや図書館において、保存・公開が適切に行われてい
る。
【将来の改善・改革に向けた方策】
学位論文およびプロジェクト研究による研究業績は年度ごとに製本され、医
大図書館で閲覧可能であるが、これらを大学活動の一環として、より積極的に
社会に公表する方策について（例えば、ホームページでの紹介など）検討をは
じめる時期にある。
b）国内外の他の大学院・大学との図書等の学術情報・資料の相互利用のための
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条件整備とその利用関係の適切性
【現状の説明】【点検・評価】
本学図書館における平成 17 年度の国内外の他の大学院・大学との図書等への
文献複写依頼件数は 4,764 件で、本学での文献受付数は 4,934 件である。また、
料金を支払っている Online Journal は約 1,500 誌である。学内のアクセス数は
年間 48,000 件以上である。学術情報・資料の利用数は大学院生もふくめた教職
員全体であり、大学院生がこれらのインフラを利用するうえでの制限はない。
また、その費用は大学院指導費などで充当されており、学術情報の相互利用は
適切に行われている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
講読雑誌の価格は冊子体および Online Journal で年々上昇し、利用者の利便
性を考慮しつつ、雑誌を選定しなければならない状況が生まれつつある。学内
での利用統計を詳細に検討し、実績にそった対応が望まれる。なお、昨年度の
アクセス数でベスト３は、Circulation 2,570 アクセス、Journal of Biological
Chemistry

2,365 アクセス、Am J Physiology 1,993 アクセスであった。
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第９章

図書館および図書・電子媒体等

目標
学生・教職員に最新の図書資料情報を常に提供できること、洋雑誌のタイト
ル数の維持、教科書・参考書、視聴覚資料の整備などの学生・研究者への効果
的な支援を進める。
・利用しやすい環境を目指して、設備の充実と運営の向上に努める。
・電子出版物や電子ジャーナルの充実など、電子図書館機能を強化する。
・学園内他施設図書館との効果的な連携を目指す。
・学外利用者への利便、サービスを拡充する。
a）図書、学術雑誌、視聴覚資料、その他教育研究上必要な資料の体系的整備と
その量的整備の適切性
【現状の説明】
平成 19 年 3 月末の蔵書冊数 175,011 冊で、図書と雑誌の内訳は表 9-1 のとお
りである。定期刊行物の種類、視聴覚資料の所蔵数、電子ジャーナルの種類は
大学基礎データ表 41 に示した。過去 3 年間の図書の受け入れ状況は、大学基礎
データ表 42 に示した。平成 18（2006）年度の図書受け入れ冊数 3,015 冊の内訳
は、表 9-2 のとおりである。平成 18（2006）年度資料購入費の内訳は、表 9-3
のとおりである。定期刊行物の種類のうち雑誌カレント種類数（購入分）は、
表 9-4 のとおりである。なお、比較のために平成 16 年 3 月末の川崎医科大学附
属図書館（以下、当館）の数値と同年度の日本医学図書館協会（以下、医図協）
加盟館統計の平均を列記した。当館は、日本医学図書館協会の加盟館である。
医図協平均の各数値は公表された値を使用した。
【点検・評価】
図書館運営委員会は、年 3 回開催される。予算・決算、資料の選定が主な定
例審議事項であるが、ここで審議される資料の選定の対象は、主として雑誌・
データベースである。各科の希望をアンケートなどで調査して選定資料として
いる。このような見直しを毎年行ない、利用者の要望に沿った雑誌所蔵構成と
なるよう努めている。
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学生用図書は、「講義概要」「臨床実習の手引き」に掲載されている参考書、
および各科基本的図書の改版などを網羅して収集するように努めている。見計
らい図書による選定も行なっているが、学生用図書・研究用図書を年次的計画
のもとに図書館で購入するような体制がない。このことは、表 9-2 の年間受け
入れ冊数内訳のうちの図書冊数を、医図協平均と比較して当館の受け入れ冊数
が極端に少ないことから読み取ることができる。同様に、表 9-3 の年間資料購
入費内訳の図書購入費からもうかがえる。予算のほとんどは、雑誌（外国誌）
と電子ジャーナル等の資料購入費に充当している。研究用図書については、教
員研究費等の費用で購入することができる。
定期刊行物の種類のうち雑誌カレント種類数（購入分）について、平成 18 年
度と平成 15 年度を比較してみる。外国雑誌価格が毎年およそ 8％は上昇すると
いわれるなかで、種類数をほぼ維持できている。医図協平均と比較すると国内
誌・外国誌とも当館が上回っている。また、電子ジャーナルの種類数は、医図
協平均と比較すると極端に少ないが、最近 3 年の当館の比較では、3.5 倍に増加
している。
視聴覚資料所蔵数の 2,538 点の内、2,436 点がビデオテープである。ビデオテ
ープは、学内の教材教具センターが作成した教材を図書館で閲覧利用に供して
いる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
図書館の年間予算のほとんどは研究用の外国雑誌購入に当てられ、最近は雑
誌においてもその購入数を厳しく制限せざるを得ない。学生用図書・研究用図
書の年次計画的整備に努めるためには、図書購入を対象とした予算の確保が必
要である。限られた財政資源のなかで、図書予算を確実に確保するのは容易で
はないが、図書館長を通して大学運営の場で、図書充実の重要性をアピールす
ることがスタートとなる。
限られた予算の中で図書選定方法を見直すことも有用である。図書館運営委
員会に図書選定委員会としての明確な役割をより一層認識させ、学内からの要
望を拾い上げることができるように、委員会活動の見直しも必要である。
また、図書館運営上の課題としては、書架上の単行書が、比較的出版年の新
しいものであっても目立ちにくく出版年の古い図書に埋もれている現状なので、
資料全体に配慮しつつ、利用しやすいような配架方法を検討する。
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電子ジャーナルについては、大学図書館全体の流れがプリント版から電子ジャ
ーナルへ移行している昨今、当館でも予算、教員の要望などを見極めながら慎
重に取り組んでゆく。
視聴覚資料のうち作成年の古いビデオテープは、閲覧利用に適しているかど
うか内容の見直しを行う。ビデオテープという形態についても新しいメディア
への移行が可能かどうか、教材教具センターと連携をとりながら、見直す。
新設大学として昭和 45 年（1970 年）に開学した比較的新しい大学であるため、
図書館は当学園の関係資料について今まで特に積極的に収集整理していなかっ
た。近年その利用について要望が寄せられるので、収集・閲覧について積極的
な取り組みを開始し、維持する。
表 9-1：蔵書冊数内訳

（単位：冊）

図書（和） 図書（洋）
当館

図書計

製本雑誌

製本雑誌

製本雑誌

（和）

（洋）

計

総計

38,893

22,410

61,303*

38,091

75,617

113,708

175,011

43,464

23,592

67,056

35,318

70,943

106,261

173,317

45,857

24,412

70,089

21,151

44,109

65,260

131,899

H18 年度末
当館
H15 年度末
医図協平均
H15 年度末
*図書冊数の減数は、平成 17 年度末に創設期図書の除籍、平成 18 年度末に蔵書点検不明本の除
籍を行なったためである。

表 9-2：年間受け入れ冊数内訳
図書（和） 図書（洋）

（単位：冊）
図書

計

製本雑誌

製本雑誌

製本雑誌

（和）

（洋）

計

総計

当館
H18 年度末

601

150

751

896

1,368

2,264

3,015

725

113

838

900

1,715

2,615

3,453

1,214

344

1,548

622

1,205

1,795

3,343

当館
H15 年度末
医図協平均
H15 年度末
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表 9-3：年間資料購入費内訳

（単位：千円）

雑誌（国内誌） 雑誌（外国誌）
図書

視聴覚資料

製本

総計

48,999

0

2,726

58,829*

49,971

940

2,732

65,569

カレント

カレント

2,305

4,799

9,045

5,354

当館
H18 年度末
医図協平均
H15 年度末

*他に当館の資料購入費として、電子ジャーナル・データベース等購入費 23,045 千円がある。

表 9-4：雑誌カレント種類数（購入分）

当館

（単位：種）

国内誌

外国誌

電子ジャーナル

227

353

1,324

228

361

370

196

312

2,019

H18 年度末
当館
H15 年度末
医図協平均
H15 年度末

b）図書館施設の規模、機器・備品の整備状況とその適切性、有効性
【現状の説明】
図書館は、本館棟 7 階にあり全学施設のほぼ中心に位置している。メインと
なる 7 階部分には、単行書と当年度の未製本雑誌、8 階には視聴覚資料、二次資
料（冊子体）、書庫は積層 5 層で製本雑誌を配架している。閲覧室には、書架が
備え付けられている。
館内施設には、図書館小講堂、カンファレンス室 6 室、視聴覚室がある。図
書館小講堂は、座席数 81 席で、学術的な集会に利用することを目的にしている。
液晶プロジェクター、スクリーンが備え付けられ学会などに定期・不定期に利
用されている。カンファレンス室 6 室は、学生がグループ学習に利用している。
平成 18 年度の利用状況は、図書館小講堂 110 件、カンファレンス室 1,319 件、
視聴覚室 123 件である。平成 15 年度の利用状況は、図書館小講堂 113 件、カン
ファレンス室 333 件、視聴覚室 52 件であった。
図書館職員は、館長（兼任）と職員 8 名の計 9 名である。閲覧係 3 名、雑誌
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係 3 名、整理係 2 名の 3 係体制で、課長 1 名、係長１名が統括している。
平成 11 年から、図書館管理システムを導入している。利用者用 OPAC 専用端
末３台、情報検索コーナー端末４台、その他利用者用端末６台を備えている。
【点検・評価】
製本雑誌書庫の収容能力は、今後２年の余裕はあるがその後は充分な状態で
はない。利用者の電子ジャーナルへの要求が強くなり、図書館ではプリント版
からオンライン版へ切り替えて対応している雑誌も多いが、まだ完全に移行し
ていない。学内のネット上で図書館ホームページにアクセスすることにより
OPAC やデータベースが利用可能なので、図書館備付の端末台数でスムーズに利
用できている。7 階単行本書架の収容能力もほぼ飽和状態である。今後の増冊に
対して対応が求められる。
館内施設利用のうちカンファレンス室は、平成 15、18 年度を比較すると大幅
な伸びを示している。試験期の図書館の休日開館と開館時間の延長により、相
乗的な利用があったと思われる。
図書館職員数は、平成 15 年度の医図協平均をみると館長を含め 9.3 人である。
当館の 9 名（平成 15 年度も同数）と比較してほぼ平均どおりの人数といえる。
専任職員 5 名、臨時職員 3 名だが、全員が司書資格を有していることは評価で
きる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
図書館全体の改装予定がある。まだ具体的全体像はできあがっていないが、
利用者にとって明るく、使いやすく、ゆとりのある空間になるよう計画中であ
る。書架収容能力については、今後電動書架を導入するなど限りある広さを最
大に活かせるような案を改装時に実現できるよう準備する。
特に、図書館小講堂は、平成 18 年 12 月に機器を一新整備し、一元管理して
利用者の負担軽減が図られるようになっているが、改装時にむけて今後も引き
続き内部の改装などの整備案を準備する。
表 9-5：図書館施設
延べ面積

閲覧室

書庫

その他

書架延長

3,318.8 ㎡

1,546.6 ㎡

713.7 ㎡

1058.5 ㎡

5,490.4m
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c）学生閲覧室の座席数、開館時間、図書館ネットワークの整備等、図書館利用
者に対する利用上の配慮の状況とその有効性、適切性
【現状の説明】
閲覧室の座席数は、基礎データ表 43 に示した。学生のみの閲覧室は設けられ
ていない。開館時間は、平日 8:30－20:00、土曜日－17:00 まで、有人で対応し
ている。年間開館日数は、平成 18 年度 308 日で、試験期間（年 3 回）には、休
日開館（8;30－17:00）、平日の開館時間を 1 時間延長している。図書館ネット
ワークのうちの図書館システムは平成 11 年から導入、整備を開始した。図書・
雑誌等所蔵資料の遡及データ入力は、ほぼ完了している。カレントなデータ入
力もスムーズに行なわれ利用者へサービスを提供している。
平成 18 年度の貸出冊数を表 9-6 に示し、比較のため平成 15 年度の当館と医
図協平均を列記した。
新入生図書館オリエンテーションは年度初めに行っている。通年では、利用
者の求めによりその都度利用教育を行なっている。
相互貸借サービスは、医学図書館にとって大きなウエイトを占めるサービス
である。表 9-7 は平成 18 年度実績である。
【点検・評価】
閲覧机は 4 人掛けであるが実際には 1～2 人でしか利用されず、一人分の利用
面積を考えると有効に利用できていない。開館日数が多く、有人できめ細かな
対応をしている。
開館時間の延長の要望に対して、平成 16 年度から試行を開始し、試験期に限
定して本格的に対応している。学生の利用が多く、有意な対応となっている。
貸出冊数は、医図協平均と比較して図書の貸出冊数が少ない。上に述べてき
たが、魅力的な図書資料の整備ができていないことが、利用が伸びない一因で
あると思われる。
相互貸借については、依頼して入手までの時間短縮に努め、学内からネット
ワークを介して、あるいは図書館へ来館しての申込に対して即日処理を旨とし
て対応し、文献到着後もメールボックスへ届けるなど、利用者の労力負担が軽
減されている。
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【将来の改善・改革に向けた方策】
利用教育の充実を図り、１年を通しての定期的な利用指導、データベース講
習会等を行なう体制に努める。
改装を機に入退館システムと、ブックディテクションシステムを導入する計
画がある。利用者の入退館がこれらの設備により円滑に行えるよう検討する。
セキュリティについても、図書館の改装時に導入できるよう、安全かつ利用の
妨げにならないシステムを検討する。
表 9-6：貸出冊数
学生・図書

（単位：冊）
学生・雑誌

教職員・図書

教職員・雑誌

総

計

9,779

当館
4,728

716

2,382

1,953

（図書 7,110）

H18 年度末

（雑誌 2,669）
8,901

当館

3,860

719

2,113

2,209

（図書 5,973）

H15 年度末
（雑誌 2,928）
11,385
医図協平均
－*

H15 年度末

－*

－*

－*

（図書 9,637）
（雑誌 2,405）

*データは提供されていない

表 9-7：平成 18 年度相互貸借（依頼）件数

（単位：件）

現物

複写

謝絶

総件数

4

3,854

67

3,925

d）図書館の地域への開放の状況
【現状の説明】
学外者の利用時間は、平日 8:30－17:00、土曜日 12:30 までを原則としている。
来館者は県内大学の教職員・学生、地元病院の医師・看護師などの医療従事者
が多い。当館所蔵資料を閲覧・複写している（表 9-8、表 9-9）。
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【点検・評価】
学外者は OPAC 端末で所蔵検索を行なうことができるが、医中誌 Web 等のデー
タベースの利用は制限している。
相互貸借の一環として病院などからの文献複写を受付しているが、即日処理
を旨として迅速な提供を心掛けている。複写料金の支払いは、後払い（郵便振
替）で申込者に便宜を図っている。
図書館を一般市民の方々に開放することは社会的ニーズとして求められてい
るが、医学資料を扱う専門図書館であるので、現状では制限された地域開放と
なっている。
また、平成 19 年、新しく KAWASAKI CLUB 会員へのサービスを開始した。川崎
医科大学、川崎医療福祉大学、川崎医療短期大学、川崎リハビリテーション学
院の卒業生および学園退職教職員を対象にして、学園として最新医療情報の提
供や、生涯教育の場として活用してもらうことを意図している。その一端とし
て、図書館においても KAWASAKI CLUB 会員に学内利用者と同等のサービス提供
を開始した。スタートして間がないが、好評であり医療情報の獲得がスムーズ
に行なわれている（およそ 40 名の利用実績）。
【将来の改善・改革に向けた方策】
最終的にはサービス対象を拡大して、必要とする人には制限なく生涯学習の
場を提供することを目指しているが、当面は、まず卒業生、退職教職員、地元
医療従事者、他大学学生・教職員へのサービスをより充実させ徹底できるよう
に努める。
表 9-8：平成 18 年度の学外者来館利用状況
学生
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大学（教職員） 病院所属職員
29

188

174

（単位：人）
その他

合計

12

347

表 9-9：平成 18 年度の文献複写受付件数のうち大学図書館以外からの受付
（単位：件）
病院

企業

その他

合計

690

11

105

806

相互貸借の一環として病院などからの文献複写を受け付けている。

e）学術情報の処理・提供システムの整備状況、国内外の他大学との協力の状況
【現状の説明】
学内のネットワーク上に図書館ホームページがあり、学術情報はこのネット
ワーク上に整備されている。OPAC 所蔵資料検索、電子ジャーナルへのアクセス、
館外文献複写依頼申込、導入データベース検索などが図書館ホームページから
行なえる。
国内外の他大学との協力については、国立情報学研究所のシステム
（NACSIS-CAT/ILL）に参加している。また、特定非営利活動法人日本医学図書
館協会、私立大学図書館協会、中国四国地区大学図書館協議会に加盟して活動
している。特に日本医学図書館協会は、現行医学雑誌所在目録の刊行、重複雑
誌交換事業、電子ジャーナルのコンソーシアム共同購入など医学図書館に特化
する重要な事業を行なっており、当館も業務として自館所蔵データの提供、相
互貸借（利用）業務、重複雑誌交換業務、電子ジャーナルのコンソーシアム参
加などを行なっている。特に相互貸借の実績内訳については、表 9-10 のとおり
である。平成 18 年度に依頼 3,925 件、受付 4,344 件を処理した。
【点検・評価】
学内で提供しているデータベースの主なものは、PubMed、Cochrane Library、
JCR、
「医中誌 Web」、
「今日の診療 Web」である。また、電子ジャーナルへのアク
セスは、約 1,300 誌以上がネットワーク上から可能である。医学文献の入手に
ついては、迅速な対応に徹している。利用者の申込から入手までの平均日数は、
およそ 3 日である。また、国内で入手できない文献は、日本医学図書館協会を
通じて米国の国立医学図書館（NLM）から入手している。平成 18 年度と平成 15
年度の相互貸借業務の動向を比較すると、減少傾向にある。これは、電子ジャ
ーナルの利用により館外への複写に頼る必要が相互に減ったためと思われる。
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NACSIS への所蔵資料の登録は、ほぼ完成している。
図書館システムは、導入後 8 年が経過した。サーバー・端末とも更新につい
て検討する時期にきている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
利用者ポータルの提供や OPAC の公開の実現に向けて、効率のよい図書館シス
テムへと更新が図られるように、情報の収集を進める。これにはセキュリティ
システムの検討が前提であり、図書館運営委員会での議論をふまえ、学内シス
テムとの調整が必要となる。また、現代医学教育博物館など他部署と連携して
学内の知的資源を公開することも視野に入れる。
表 9-10：相互貸借業務内訳
複写依頼
当館

うち国外

（単位：件）
複写受付

うち国外

現物貸借

現物貸借

依頼

受付

3,854

21

4,041

0

4

15

4,724

45

4,610

0

4

16

H18 年度末
当館
H15 年度末
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第１０章

社会貢献

目標
本学は医科大学であり、医療機関としてこれまで行ってきた医療面における
地域社会との交流を今後も継続し、さらに積極的に推進する。
・医学教育・研究機関として、医療情報を地域社会へ発信しする。
・教育・研究上の成果を社会に還元するためのシステムを構築する。
・他施設研究者、留学生との学術的交流を進める。
・特許の取得・運用に努める。
（１）大学の社会貢献
a）公開講座の開設状況とこれへの市民の参加の状況
【現状の説明】
秋季に行われる学園祭の一環として公開講座を開設して一般に公開している。
内容は種々の病気の診断・治療に関すること、医学の話題、例えばインフルエ
ンザの話題、
「こころの風邪」うつ病の話題などで、一般市民に理解しやすいよ
うに懇切丁寧に講演している。１講座あたり百数十人の参加者があり、好評で
ある。（基礎データ表 10 参照）
【点検・評価】
毎年開催されているので、一般市民に良く知られている。市民の評価は高い。
【将来の改善・改革に向けた方策】
地域社会への貢献を考えると回数を増やすことが求められる。一般市民の視
点からみると臨床に則したテーマが求められるが、臨床系教員の診療・教育・
研究への負担を考えるとき、公開講座を増やすことには限界がある。テーマを
社会的な関心にそって厳選することにより、講座の質を上げることが現状に則
した一方策である。
b）教育研究上の成果の市民への還元状況、国や地方自治体等の政策形成への寄
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与の状況
【現状の説明】【点検・評価】
岡山県や倉敷市などの地方自治体活動への本学の寄与は、主として附属病院
の活動とくに救急救命センターの活動と関連することが主たるものである。救
急救命センターは厚生労働省が推進している救急医療対象事業の一環として、
岡山県から設置を委嘱されたものである。その活動のうち、政策形成への寄与
という点では、
「ドクターヘリ」の運航によるドクターヘリ導入促進事業をとく
にあげることができる。高度救命救急センターおよびドクターヘリ事業の社会
貢献的な意義に関する活動状況は、第 12 章

附属病院

の（４）活動内容 j）

に詳細に記載されている。
アスベストによる健康被害に対する研究については、衛生学教授、大槻剛巳
が代表となり、
「アスベスト関連疾患への総括的取り組み」が科学技術振興調整
費で採択され、アスベスト関連疾患の症例登録と、それを基盤とした臨床試験
の実施によって治癒率向上を目指すこと、および、基礎研究から、将来の治癒
率向上を目指した早期診断指標の確立と、治療と予防の新展開に向けた標的分
子の同定に努めること目指して、プロジェクトが進められている。アスベスト
に関する問題は多面的であり、今後の曝露軽減に対する対策、あるいは代替製
品の健康障害の検証、診断技術向上に関する問題があり、さらに画像診断の問
題や医師の教育の問題、血清や血液細胞などを用いた診断技術の問題など、課
題が多い。今回のプロジェクトは、現在まだ十分な治癒率が得られていない中
で、将来的な治癒率向上を目指して、もし中皮腫発症がわかったとしても、最
終的には「治りますよ」と言える時代を目指して、その礎となる最初の一歩で
ある。そのための早期診断技術の開発や治療法の科学的根拠に基づいた成績の
提示を中心に検討を進めている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
今回、科学技術振興調整費で採択された実績を踏まえ、これまで挑戦するこ
とが少なかった政策寄与関連分野への課題申請に対して、より積極的に取り組
む。地域研究機関が連携するプロジェクトに参加し、研究成果の社会への還元、
さらに政策決定への積極的な寄与を目指す。
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c）大学と大学以外の社会的組織体との教育研究上の連携策
【現状の説明】
本事項については、本学では、大学コンソーシアムへの参加、山陽新聞カレ
ッジへの講師派遣、メディカルテクノおかやまへの参加を行っている。大学コ
ンソーシアム岡山は、岡山県内の 15 の４年制大学全てが参加して、単位の互換、
社会人教育等で協力し合う組織体で、本学は単位互換に授業を提供するととも
に学生に対して他学で開設されている講座を提示している。山陽新聞カレッジ
は山陽新聞社が社会人向けに広いテーマの社会人講座を開設するもので、本学
は医学系の講座に講師派遣で協力している。なお、本カレッジは平成 19 年度か
ら大学コンソーシアム岡山の市民カレッジの一部として運用される。メディカ
ルテクノおかやまは、岡山県下の産官学の力を結集して岡山に医療産業を発展
させることを目的とする。本学は、学の一員としてメディカルテクノおかやま
に参加して、情報提供に努めている。
【点検・評価】
大学コンソーシアム岡山は発足したが、その活用は充分ではない。例えば単
位互換についてそれを活用する学生数は充分ではない。この理由として、学生
への周知が徹底していない可能性がある。また、時間割が大学毎に異なり、他
学で受講することが難しい点も上げられるであろう。さらに本学の場合医学部
と言う 6 年制の大学であり、全授業が必修と言う特殊な問題がある。社会人講
座についても受講者数は想定していたよりも少ない。一般市民にいかにして知
ってもらうかという難しい問題がある。また、講座開設時間が大部分は日中の
時間帯で、普通に働いている人たちには受講しがたい問題がある。メディカル
テクノおかやまでは、産学連携の萌芽的事例が発生しつつある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
点検・評価の項目で分析した様に大学コンソーシアム岡山の改善には多くの
困難な問題がある。時間帯をどうするかについては、夕方や休日の利用が１つ
の可能性である。メディカルテクノおかやまは、産官学の連携をさらに強め、
成功事例を加速する必要がある。学内の教職員への広報にさらに努力が必要で
ある。
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d）企業等との共同研究、受託研究の規模・体制・推進の状況
【現状の説明】
民間企業等との共同研究は、過去 3 年間は皆無である。受託研究については
基礎データ表 28 に記載のように、継続を含めて年間 20 件程度の受託研究が進
行中である。
【点検・評価】【将来の改善・改革に向けた方策】
平成 16 年に奨学寄付金の受け入れを開始したので、受託研究との間で整理が
必要であろう。また、受託研究については専門委員会を常設して、適切性や妥
当性を大学として点検する。
（２）大学院の社会貢献
a）研究成果の社会への還元状況
【現状の説明】
本学は附属病院を有する医科大学であり、高度診療により社会へ研究成果を
還元している。これは診療行為を通じた社会還元であるが、直接には診療行為
を介さない社会還元として、川崎医学会の設立・維持と川崎医学会による川崎
医学会誌の発行および川崎医学会講演会をあげることができる。川崎医学会は
約 700 名の会員を有する学術団体で、川崎医学会誌を年間 4 回発行している。
川崎医学会講演会は年間 10 回程度開催され、高度の医学研究の講演が行われる。
【点検・評価】【将来の改善・改革に向けた方策】
医学研究の社会への還元方策の１つである高度先進医療については、着々と
成果を上げているところであるが、高度先進医療が常に進歩するものであるの
で、さらなる充実の努力は常に続けられなければならない。川崎医学会につい
てはより一層の広報活動が望まれる。
b）国や地方自治体等の政策形成への寄与の状況
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【現状の説明】【点検・評価】
大学としての寄与の中に包括され、医学部とは別の本学大学院が独自の活動
として、政策形成に関わった実績はない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
大学院の研究成果を社会へ向けて積極的に発信することから始めて、その過
程を通して医学・医療への政策形成に寄与できるように、隣接大学や医療機関
などの関係機関へ働きかける。
c）奨学寄付金の受け入れ状況
【現状の説明】【点検・評価】
奨学寄付金の受け入れは、平成 16 年 5 月から大学事務局で一括して受け入れ、
管理することになった。過去 3 年間の受け入れ状況は表 10-1 のようになる。寄
付金は事務局で管理し、その一部（5～10％）は研究設備の整備などに充てられ
ている。管理などに関して、特記する問題もなく、円滑に運用されている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
年々、受け入れ件数、総額ともに増加しているが、その動向を正確に把握し
て推移を見守るとともに、大学事務局での管理を継続する。
表 10-1：奨学寄付金の受け入れ状況
年度

件数

総額（円）

平成 16

107

108,900,000

平成 17

175

182,240,000

平成 18

196

220,267,500

d）特許の取得状況、TLO（technical licensing organization）の設立と運用
の状況
【現状の説明】
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本学における特許の取得は多くはないが、着実に行われている（基礎データ
表 27 およびその参考資料を参照）
。本学では学内に TLO を設置しておらず、公
的機構である岡山 TLO への参加で対応している。参加して 2 年目に入るが、徐々
に特許出願の動きがではじめた。
【点検・評価】
工学関係の大学と異なり、医学関係の大学では従来、特許に関する関心があ
まり高くなく、従って特許の申請も数が多くなかった。しかし、最近では本学
でも特許に対する関心が増大しつつある。現状は特許に関する関心が充分とは
言えず、さらなる広報活動が望ましい。発明の取扱い、著作権、知的資産に関
わる規程は平成 16 年 4 月に制定され、その運用要項も同時に制定されている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
現在の方式は特に問題もなく適切に運用されており、今後も現状を継続する。
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第１１章

学生生活

目標
本学は医師を目指すための専門的知識を身につけた人材を育成するという責
務があるが、同時に大学における学生生活を通して豊かな人間性を涵養し、学
生の資質・能力を伸ばすことも必要であり、そのための環境を整えて、個々の
学生に対応した学生生活上の指導・助言を適切に行う。
・学外からの奨学金の受給に関わる相談や取り扱い業務を充実する。
・大学独自の奨学制度（特待生）を設置、拡充して適切に運用する。
・学生自習室、課外活動施設、体育施設などを整備、充実する。
・教職員による学友会活動の適切な指導や支援を図る。
・学生生活相談、カウンセリングなどの指導相談体制を整備する。
・1年次においての全寮制を維持する。
・快適で安全な学生生活を送るために、学生の人権を守り、ハラスメントが起
こらないよう配慮する。
（１）医学部における学生生活への配慮
a）奨学金その他学生への経済的支援を図るための措置の有効性、適切性
１．学生の奨学金
【現状の説明】
日本育英会奨学生について、本学独自の日本育成会奨学生推薦選考内規（日
本育英会準拠）を設けて、副学長補佐会に諮られ、審査、選考の結果を大学関
係会議に報告し、了承後に日本育英会へ推薦している。
第一種:人物、学業ともに特に優れ、経済的理由により、著しく修学困難な者
であること。
第二種（きぼう２１プランを含む）:人物、学業ともに優れ、経済的理由によ
り、修学困難な者であること。
併用貸与:人物、学業ともに特に優れ、第一種奨学金の貸与を受けることによ
っても、なおその修学を維持することが困難であると認められる者であること。
学力は 1 学年では第一種、併用貸与とも 3.5 以上（高等学校の成績）、2 学年
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以上は大学における成績が上位 1/3 以上、第二種（きぼう２１を含む）では平
均水準以上である者を対象としている。
対象者：第一種および併用者は平成 15 年、16 年、17 年度は各年とも 6 名、
18 年は 5 名、19 年は 6 名であった。第二種（きぼう２１を含む）は平成 15 年、
16 年度は各年とも 15 名であったが、17 年は 16 名、18 年は 17 名、19 年は 16
名であった。
【点検・評価】
医学部の授業は非常に密度が濃く、アルバイトなどに従事する時間的な余裕
はない。できる限りの時間を学業に専念しなければ留年する可能性は高い。経
済的不安を抱える学生に奨学金制度を利用させることにより、安心して勉学に
集中させることができ、進級に関して良い結果を得ている。
【将来の改善方策】
最近、返済滞納者が出たことや、貸与金額が高額な者が増加していることを
考慮して、将来の返済が学生に負担にならないかどうかを含めて、奨学金貸付
時に指導をするように改善する。
２．学生の表彰制度
【現状の説明】
昭和 54 年 8 月 29 日から施行されている「学生表彰規定内規」に従い、各学
年の学年成績において順位１番および平均点 90 点以上の学生は特待生と認めら
れ表彰される。また同内規により皆勤者は皆勤生として表彰される。これらの
学生に対して｢川崎医科大学学生表彰規定｣に基づき奨学金、記念品および賞状
が授与される。平成 15 年度の特待生は 6 名、16 年は 7 名、17 年は 6 名、18 年
は 7 名、19 年は 5 名であった。皆勤生は、平成 15 年度は 74 名、16 年は 78 名、
17 年は 77 名、18 年は 81 名、19 年は 81 名であった。
【点検・評価】
学生は表彰されることにより学業に対するモティベーションが揚がり更に勉
学に励むようになっている。また特待生は授業料相当額の奨学金を贈呈される
ため、経済的不安が解消でき勉学に集中することができる。皆勤生は授業によ
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り効率良い学習方法を学ぶことができ勉学に対して更に興味を持つようになっ
た。
【将来の改善方策】
現在、表彰制度は学業優秀者および皆勤者に対して行われている。本学は良
医を育てるために建学された。医師の仕事には知的能力はもちろんであるが、
人格あるいは体力も必要である。これらを勘案し社会に対し善行を行なった者、
あるいは西日本医学生体育大会などスポーツ大会で良い成績を納めた者の表彰
を行うようにし、身･体･技のそろった医師に育つように表彰規定を改善してい
る。これらの制度をさらに充実させる。
b）学生の心身の健康保持・増進及び安全・衛生への配慮の適切性
１．学生寮
【現状の説明】
本学は良医を育成する目的で開学された。本学の 1 年生（約 100 名）は全員
寮に入ることを義務づけられている。本学の寮は一般の大学のそれとは異なり
｢教育の場｣として運営にあたっている。集団生活を通じて自己規制や相互扶養
と礼節を身につけ、将来医師としてふさわしい人格の形成ができるように指導
している。
男子寮と女子寮に分かれ、さらに男子寮は 2 寮に分け、それぞれの寮に舎監、
寮母を各 1 名住み込ませている。構成は舎監 3 名、寮母 3 名および管理人 2 名
（男女各 1 名）である。その他舎監長（教授）1 名および副舎監（准教授）1 名
を配置し、学生の教育指導にあたっている。また運営にあたって、舎監長、副
舎監長、舎監および管理人で構成された舎監会議を１ヶ月に 1 回以上開催して
いる。会議で個々の学生の問題点を各舎監から報告してもらい時期を失するこ
となく的確に助言、指導が行われるように努めている。この会議の議事録は学
長、副学長、学長補佐などに配布され、更に助言をいただきより極めの細かい
指導に役立てている。
男子寮、女子寮共に大学構内に設置され、各々、地下道で大学とつながって
いるため通学時間はほとんどなく時間的な無駄が省け学生には好評である。寮
室は２部屋（１部屋は約６畳）ずつ配備され、居室と寝室に分かれている。全
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寮制であるため生活態度、授業への出席状況および健康状態などの把握も容易
であり、良医を育成するためより極め細かい指導が行われている。
【点検・評価】
節度ある共同生活を通して自主自律と協調親和の精神を養い、人間としての
マナーを身に付けわがまま、甘えを抑え、友情を育んで、将来、医師としての
人格形成に役だっている。
【将来の改善方策】
寮内の施設、設備が経年劣化して不良箇所（水回りおよび空調設備など）が
発生している。全体的な調査を行い、補修工事を行う必要がある。
時代の流や学生の気質などの変化を考慮し、教育寮としての存続意義等を常
に視野に入れて対処する必要がある。
c）ハラスメント防止のための措置の適切性
１．セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）防止のための措置
【現状の説明】
本学はすべての学生･教職員がセクハラによる人権侵害その他の不利益を被
ることを防止し、セクハラに起因する問題を適切に対処するために、内規「川
崎医科大学セクシュアル・ハラスメント防止等に関する規定。平成 12 年 11 月 1
日から施行」を設け、セクハラ防止対策委員会を設置している。
【点検・評価】
委員会は委員長 1 名、相談員 11 名（男性 4 名、女性 7 名）
、スーパーバイザ
ー（心療科医師）1 名により構成されている。委員会では学生･教職員が気持ち
よく勉学･研究･仕事に従事できるよう、防止に役立つように読みやすい小冊子
を作成し、積極的に啓蒙活動を行っている。不幸にして問題が生じた場合、被
害者が我慢することなくいつでも相談ができるように、各部署から女性を中心
に相談員を選出している。被害者から相談があった場合、相談員は直ちに委員
長に報告し、セクハラ防止委員会を開催する。個人のプライバシーに気を付け、
事実を明確にし（場合によってはスーパーバイザーの助言を得る）学長に報告
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書を提出する。学長は必要があれば内規に従い懲罰委員会を開催し、懲罰を科
すことができる。幸い現在まで被害者が出てセクハラ防止委員会が開催された
ことはないが、啓蒙のため必要があれば委員会を開催している。また不定期で
あるが啓蒙のための文書配布を行っている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
前述したごとく現在まで被害者は出ていない。本当に被害者がいないのか、
学生など弱い立場であるため被害届が提出されていないのか、不明な点もある。
学生は相談員として参加させていないが、広く意見を聞くために学生の参加が
必要であるかもしれない。しかし、被害者が出れば、個人情報に関する微妙な
問題が生じるため相談員として学生の参加は賛否両論あり、現在検討中である。
また、加害者がセクハラに気づかない場合もあると考え、わかりやすい事例集
などを作成し、更に啓蒙活動を積極的に行う予定である。
d）学生生活相談担当部署の活動上の有効性
１．小グループ制度
【現状の説明】
本学には学生生活相談を相当する専属の部署はないが、生活相談に関連する
活動は各学年担当の副学長補佐（教授）および副担当（准教授・講師）を中心
とした小グループ活動の担当教員によって行われている。この「小グループ制
度」は次の説明文書（参考資料）にあるように、学生時代から友人や社会の人々
と対話できるような心と精神を養うために、教員が少人数の学生と頻繁に接触
できる機会を持つことによって、相互の親近感、信頼感が生まれることを目指
している。担当教員は 1、2 年生に対しては教養、基礎医学、応用医学の教員を
充て、3、4 年生に対しては臨床医学の講師を、また 5、6 年生に対しては臨床医
学の准教授、教授が当たっている。1、2 年においてはチュートリアル教育のチ
ューターと小グループ活動の担当教員がほぼ重複しており、学生の勉学に対す
る指導、助言と生活面に対する相談などがより円滑に進められるようになって
いる。3、4 年生は学生自らが臨床医学教室を希望（第 3 希望まで）申告し、そ
の結果に基づいて、各グループの人数調整は学年担当教員と学生代表（総務委
員）が行う。従って各教室単位で学生 5～7 名を担当することになっている。
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グループ編成（年単位）

1 学年～2 学年：学生 5～8 名、教員 1 名
3 学年～4 学年：学生 5～7 名、臨床医学教室
5 学年～6 学年：学生 1～8 名、教員 1 名

学生と小グループ担当教員の相互努力により親しく語り合う場をつくり、こ
れを基盤として個々の学生が抱えている学生生活上のいろいろな悩みや不安、
問題について的確に把握するとともに、時期を失することなく、適切な助言、
指導を通して、意欲的かつ有意義な学生生活が送れるように側面的な援助を行
う制度である。
新学期（4～5月）には小グループ顔合せ会として、小グループの学生と担当
教員との顔合せの懇談会を行い、食事を摂りながら自己紹介をしたり、抱負を
述べたり、情報交換を行っている。この会には、学長、副学長、学長補佐、学
年担当も出席し、学生生活上の注意、指導を行っている。
【点検・評価】
懇親会を出発点として、教員から、あるいは学生からと、お互いに接触を持
つきっかけ作りができるが、各学年の教科との関係で年間を通しての指導に適
不適が見られる例がある。しかし、各学期に複数回、教員側から頻繁に接触す
ることによって、学生が持つ問題点を早期に把握でき、効果的に指導できるよ
うになっている。
小グループ指導の総括として、各グループ担当教員は指導報告書を年3回（7
月末、11月末、2月末）提出している。教員と学生の接触回数が増え、教員の指
導意欲が良い方向に高まりつつあるが、担当教員によって指導に温度差がみら
れ、学生とのコンタクトが不十分な例も見られる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
学年担当と小グループ担当教員が情報交換を積極的に行うとともに、小グル
ープ担当教員には各学期末に実績報告書の提出を義務づけているが、その結果
持ち上がった問題点を以後の指導に反映するための制度が不十分であるので、
定期的に学年担当と小グループ担当教員との意見交換を行う場を設ける必要が
ある。
小グループ制度の役割を理解し、最初の顔合わせの大切さを考え、担当教員
は必ず出席するようにスケジュール調整等が必要である。やむを得ない事情等
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で欠席の場合は、代理をたてる、あるいは学生へのメッセージを用意する等、
学生を放っておくことのないよう何らか対応をすること、さらに今後１年間学
生を指導していくという自覚と責任感が教員には必要である。
講義等への出席率が低くなりがちな学生はいくつかの生活上あるいは学習面
での問題点を持っている傾向があるので、それに速やかに対処するためには、
教務課での出席状況のデータを学年担当の教員だけでなく小グループ担当教員
も共有し、学生生活委員会への報告事項を分担・共有できるようにすべきであ
る。
根本的な問題点は、学生生活の相談に対応する窓口が開設されていない点に
ある。これに関しては制度上の改善と施設の改修によって、年間を通しての学
生からの相談に対応できる相談室を新たに設置し、専任の相談員（学外者も含
む）を配備する予定で準備が進行中である。学生担当学長補佐および学生生活
委員会の下で、学生課の管轄で相談員を配属し、アドバイザー、カウンセラー
の担当者の配属を早急に行う予定で、適任者を選考中である。この学生生活相
談室と既存の小グループ制度を共存させて、より円滑で漏れのない学生の生活
指導を行う方向で調整を図る。
小グループ制度についての説明資料：
川崎医科大学小グループ制度 （平成 19 年 4 月 1 日更新）
本学の建学の理念の第一は、
「人間をつくる、･･････」です。学生時代から、友人や社会の
人々と対話できるような心や高い精神性を養うための一つの方策として小グループ制度は
導入されたものです。
１ 目的
教員が少人数の学生と頻繁に接触することによって、学生に親近感、信頼感が生れます。
その結果、学生が持つ良い素質、抱えている悩み、問題などを早期に把握できますので、
助言、支援を通して学生の素質を伸ばしたり、悩みを解決したりしやすくなります。
２ 運用
１）回数
・小グループ制度は本学の教育の重要な一環です。
・1 年を通して、できるだけ頻繁に接触して下さい。
２）形態
・小グループ全員で会う必要はありません。
・個別に面談、手紙、電話などでも、グループ全員で 8 階食堂、16 階レストラン、ふるさ
との森、学外などで喫食ということでも結構です。
・学生の方から声が掛かるのを待つのではなく、先生の方からもできるだけ連絡をして下
さい。
３）指導内容など
・学生の良い素質が一層伸びるように励ましたり指導して下さい。
・実験室、研究センターなどで、学生が興味を持てば、負担にならない範囲で実験を手伝
ってもらったり、カンファレンスに出席させてもよろしいです。
・学生の悩み、問題などには親身に相談に乗ってやり、助言が困難な場合は学年担当、副
担当に相談し、解決するよう支援して下さい。
・1 年生については、舎監長、舎監との連携を十分とって下さい。
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・学生寮は、教育寮ですので、学外の会合の際、門限内に帰寮するようにご指導下さい。
４）学生の弁護について
・小グル－プ担当教員には、担当の小グループ学生が懲罰委員会に係ることになると、委
員をお願いすることにしております。
・先生の発言が、公正な判断を求められる同委員会において特に必要と考えられるからで
す。
５）小グル－プ学生指導費について
・飲食会は親密な人間関係を育て､学生の悩みなどを把握し、助言指導を行うための一手
段であります。
・保護者会から教員学生懇談会費（小グル－プ学生指導費）が出ます。
・単なるスポ－ツ観戦への参加費や、図書(券)の購入などに使うことは好ましくありませ
ん。
・高級料理店での、単なる飲食会で終わることのないよう、利用方法については十分なご
配慮をお願いします。
６）報告
・毎学期末に、学生の現況や指導状況などを別紙にて報告して下さい。
７）費用の請求
・飲食会の後は、5、6 階中央教員秘書室にある小グループ懇親会費の請求用紙に領収書を
添えて、学生課へ提出して下さい。
・予算は、次年度への繰越しは認められません。
・小グループ学生指導費の最終請求日は､3 月 10 日です。
８）その他
・定期試験の日程（時間割）の発表後、学外での飲食を伴う小グル－プ懇談会はできるだ
けご遠慮下さい。

２．保健室の機能
【現状の説明】
保健室の管轄は学生課で、所属長は学生担当学長補佐となっている。看護師1
名が常駐し、学生の健康保持、増進を図ることを目的に平日（8時30分～17時）
に開設している。学生の健康相談（悩み、健康上の問題）に対応し、学生が自
ら解決できるように側面的な支援を行っている。
定期健康診断を毎年1回実施し、また学生の入院に関する援助も行っている。
保健室の利用状況は、毎月各学年別に主訴および病名を集計・記録しているが、
利用者は例年年間延べ約1,000名程度、1日約5名である。平成18年度は延べ1,352
名で、学年別では1学年、2学年、4学年の利用率が高く、3学年がそれに続き、5
学年、6学年は低い。主訴で最も多いのが感冒（410名）であり、体調不良（152
名）がそれに続く。
【点検・評価】
学生の疫病に関する最新情報が収集でき、全学的な予防対策が早期に進めら
れ、病院で受診するほどではない症状に対応できる。保健室に相談に行くこと
をきっかけに、病気を未然に防ぐための手助けをすることができる。また、急
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病の学生が出た場合には、速やかに附属病院で受診させて迅速に対応できる。
医療面でのケアが必要な学生に対しては、附属病院の医師に校医を委嘱してお
り、さらに附属病院の外来受診を紹介するなど、医科大学としての特徴を生か
してきめ細かく対応している。
平成18年度の定期健康診断の受診者は対象者659名中646名であり、受診率は
98.0％である。肥満108名、尿検査26名、胸部Ｘ線2名の異常所見があった。こ
のように個別に学生の健康状態を把握し、適切に対処している。
【将来の改善方策】
保健室利用学生に対する臨床医への受診指導を行い、精神的な悩みをもつ学
生に対しては、附属病院の精神科医と連携を図っているが、保健室利用学生の
生活面での指導や精神面でのアドバイスをさらに充実拡大させる必要がある。
そのために、学外者のカウンセラーを含む学生生活相談室の設置を予定してい
る。
e）学生の進路選択に関わる指導の適切性、就職担当部署の活動上の有効性
【現状の説明】【点検・評価】
大学を卒業し、医師国家試験に合格したものは卒後 2 年間の初期臨床研修が
義務づけられている。卒後の研修病院は、6 年次に全国的なマッチングシステム
への登録と、各病院での面接や試験を受けた後に決定される。本学は医科の単
科大学であるため、卒業後の就職を指導し、就職相談を行う部門はなく、研修
病院を斡旋することもない。しかし、全国から本学に送られてくる研修病院の
募集要項は学習啓発センターで閲覧できるようになっており、各学生はその資
料を基に自ら研修病院へ出向いて面接を受けることになる。本学附属病院も卒
後の研修指定病院である。初期研修に力を入れており、年 2 回の説明会を開催
し学生に研修の内容を説明している。本学附属病院はこれまで本学卒業生を多
数受け入れている。平成 15 年度は 42 名、16 年度は 38 名、平成 17 年度は 31 名、
平成 18 年度は 26 名、平成 19 年度は 24 名の卒業生を受け入れてきた。
【将来の改善・改革に向けた方策】
進路指導については学習啓発センターで公開する情報を十分活用できるよう
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に、学年担当、副担当を中心とした小グループ活動を通して学生の指導に当た
る。本学附属病院への初期臨床研修の受け入れ態勢には十分余裕があるが、最
近数年は卒業生全体の 1/4 程度であるので、卒業生受け入れにおける問題点を
調べて、受け入れ率の向上を目指す。
f）学生の課外活動に対して大学として組織的に行っている指導、支援の有効性
１．学友会クラブ活動（課外活動）
【現状の説明】
本学には学生の自治組織としての他大学の学生会にあたるものはおかれてい
ない。クラブ活動は学友会が担当し、学友会会則に則り運営されている。現在
の学友会は会長（学長）、担当教員 1 名（副学長補佐）、各学年から選出された
総務委員 35 名（総務委員長１名）、幹事 36 名（各クラブ代表者）で構成されて
いる。学生課は学友会活動を事務的側面（会計を含む）から指導補佐している。
学友会に関連する会議は、総務委員会（随時）、幹事会（年１回）、学年代表
者会議（年２回）、キャプテン会議（年１～２回）などがあり、大学と学友会と
の、連携を取り合っている。
学友会クラブ活動は、運動部 26 団体（うち休部 2 団体）、文化部 11 団体（う
ち休部 2 団体）、同好会 5 団体（うち休部 2 団体）である。
運動部の練習は、ゴルフ部やサーフィン部などの活動場所が学外である一部
の団体を除いて、川崎学園内の運動施設で行われている。川崎学園には、川崎
医科大学（本学）以外に、川崎医療福祉大学（以下川崎医福大）、川崎医療短期
大学（以下川崎医短大）、川崎医科大学附属高校（以下附属高校）の三つの学校
施設がある。運動部の活動は本学のみでなく川崎医福大、川崎医短大、附属高
校の運動施設も共同利用して行っている。この共同利用の運動施設へは本学か
ら徒歩や車で移動が必要であり、時間を費やし、かなり利用時間が制限されて
いる。
課外活動の結果に対しては、優秀な成績を収めた団体や個人は毎年、入学式
終了後に入学生、在校生、保護者、教員の出席の下、学長が表彰し、表彰者を
称え入学生に課外活動の有意義で素晴らしいことを説明している。また、運動
部の活動の最も大きなイベントは、毎年夏休みに行われる西日本医科学生総合
体育大会（以下西医体）である。同大会前には参加団体のみならず全運動部員
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と大学役職教職員、顧問等が共に壮行会を開き、健闘を誓い励まし合っている。
また、大会終了後は壮行会と同じメンバーで活動結果報告会を開き、優秀な成
績を収めた団体や個人を表彰すると共に次回の健闘に向けて懇親の場を設けて
いる。
課外活動の競技水準状態は西医体の成績に代表されるように、総合成績は参
加団体中の最下位に近く、低迷状態であるが、学生もその成績には満足はして
いない。また運動施設の中には創設後 30 数年を経過したものもあり、各学年の
代表者が学年代表会などで大学役職教職員と意見交換や要望を提案し、各クラ
ブ顧問が連名で大学側に施設の改善などの要求を行っている。
課外活動、特に運動部の活動においては最近、怪我などの事故の件数が増え
ているがこれは最近の学生の基礎体力不足だけの問題ではないと考えられる。
【点検・評価】
課外活動の活動自体は西医体の成績を例にとってみても、全般的に活発であ
るとはいえない。個々の活動をみていくと、時々、優秀な学生が入部し、個人
競技の場合に限らず、団体でも良い成績を上げている時期もある。これは優秀
な学生が指導者の代わりになることで競技の成績が上がり、それが他の部員に
も良い影響を与えるためであろう。しかし優秀な学生が高学年になり活動に参
加しなくなると成績も下がっている。この傾向は運動部に限らず文化部につい
ても同様である。この成績低迷の原因を考えてみると、(1)活動する学生の主体
が 1〜4 年生までで、部員の絶対数の不足；(2)練習施設の老朽化、設備不備；
(3)指導者不足；(4) (1)〜(3)からくる活動低迷から活動に対する熱意不足、な
どが考えられる。
(1)の絶対数不足は５〜６年生は臨床実習、卒業試験などで多忙であることか
らくるので、これは単科医科大学の宿命と考える。(2)の施設の老朽化、設備不
備は活動時の怪我などの原因にもなるので、学生からの情報など聞き入れるな
ど十分に調査が必要である。現在は危険な箇所を第一優先に、次に改善可能な
ものから順次とりかかっている。(3)の指導者不足は大学外から優秀な指導者を
呼ぶということは一部のクラブを除いて行っていない。卒業生などの先輩が指
導を行ってくれるのが希望であるが、顧問と同様に、多忙のため活動現場を訪
れている例はない。(4)の熱意不足はそれを補うために、壮行会や報告会を開催
し、大学側から激励などを行い、団結力、熱意を少しでも高めようとしている。
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以上のように課外活動の成績は芳しくないが、活動における先輩と後輩の交
流関係や同輩における人間関係の形成は学生生活にとって大切で有意義なもの
であり、活動は存続させたい。
【将来の改善・改革に向けた方策】
・練習時間の不足については、各施設の共同利用のあり方を見直すために利用
者同士の会議を開き、出来るだけ効率的な使用方法を見いだす。
・ 怪我などの事故の減少への対策は専門家による指導会を各団体の代表者を
対象に講演や実技を毎年定期的に実施する。
・ 練習施設の老朽化は費用の問題もあるが、学園の施設部と共同利用団体が一
同に集まり、費用の捻出や修理方法や修理順などを協議し、危険な箇所を最優
先し、さらに利用しやすい施設へと改善する必要がある。
・ 顧問制度がより効率よく機能するために、顧問のあり方を再検討する。
・ 熱意の高揚のためには、顧問を初めとする関係教員などに、学生との接触時
に学業のみならず課外活動への励ましなどの精神的なバックアップを依頼し
てゆく。
２．学園祭
【現状の説明】
毎年 10 月の中旬から下旬にかけての 2 日間、川崎学園のキャンパスにおいて
本学、川崎医福大、川崎医短大、および川崎リハビリテーション学院の学生、
教職員互助会、本学附属病院の合同で開催する。開催にあたっては、各学校及
び学院に学園祭実行委員会本部を設置し、各学校及び学院単位で役員、パート
リーダー、委員を組織する。学園祭全体の企画、検討、推進、実行は毎月１回、
各学校から学生の実行委員と関係教職員が出席する学園祭準備打合会において、
情報交換を行い、諸問題について審議し、取り決め、決定する。
本学の学生が関係する催し物は、
医学展（医系学生が研究発表を行う）
チャリティバザー（学生、教職員、協力企業から無償提供された物品を販
売し、福祉施設へ売上金を寄付する）
学園祭イベント（学内外からの出演者が祭りを盛り上げる）
仮装行列（４校の有志が仮装し、団体で演技を競う）
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無料検査（健康診断の基本検査を無料でおこなう。医師が待機し、必要に
応じ健康診断も行う）
献血（来園者に献血をアピールし、協力者から採決を行う）
展示（各種クラブが活動を発表する）
プロコンサート（有名ミュージシャンを招いて、2,000 人規模のコンサー
トを行う）
模擬店（学友会クラブによる軽食販売及び飲食を提供する）
大学側は学生が自分たちの力で取り組み、目的を達成できるよう準備不足や
遅れがないよう、アドバイスし、チェックして支援している。
【点検・評価】
学園祭の基本方針は医療・福祉を教育研究する学園にふさわしい品と明るさ
のあふれる学園祭であること。そして
１．学生らしく質素で充実した学園祭である。
２．参加４校の学生相互で親睦を深める。
３．地域に開かれた学園祭
が目標項目である。
１については医療・福祉を教育・研究する学園の学生らしさは医学展、無料
検査、献血、チャリティ、招待の催しと考える。２については各学校の学生が
共同して取り組む姿も見られ、活動には友情の絆も芽生えていると考える。３
については学園祭のパンフレットを近くの小中学校に、また旧市内の高校にも
配布し、様々な場所へのポスターの掲示により学園祭の開催を広く知らせてい
る。しかし反省点もあり、１については多くの来園者を望むあまりにプロコン
サートには学生や一部の若者に支持される芸能人に出演依頼していて、質素と
は言えない向きもある。２の学生相互の協力も各大学のカリキュラムの違いか
らくる同一場所での同じ時間に共同作業する機会が少なく、十分な共同作業や
情報交換が行われているとはいえない。３の地域に開かれたについても、この
地域には高齢者が多くおられるが、そのような人を対象としたコンサートなど
が企画されていない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
医療や福祉に関係する本学園にふさわしい催し物としては医学展や医学関係
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の講演会などを現状よりも更に充実させることであろう。このためには準備を
十分に行うことが必要で、今までの担当する実行委員の活動や構成を再検討す
る必要がある。
各大学の相互協力はカリキュラムの変更などで困難ではあるが、学生のみな
らず関係教職員もこれまでより更なる問題点を協議し、共通目標を確認し実行
に移すことが必要である。
地域に開かれた事に関しては現状の医学展、講演会、無料検査は維持または
充実させるべきである。プロコンサートなどの催し物も若者だけでなく高齢者
を考えた催し物を同時に開催すべきと考える。
g）学生代表と定期的に意見交換を行うシステムの確立状況
１．学年代表者会
【現状の説明】
各学年 4～6 名の総務委員とその代表である総務委員長を中心とした学生と、
担当教職員（学長、副学長、学長補佐、副学長補佐、および各学年担当および
副担当、大学事務部長、参与、学務課長、学生課長、教務係・学生課役職者）
との会合が年に 2 回、5 月下旬と 10 月下旬に学年代表者会として定期的に開か
れている。この会では教務関係、学生生活関係の諸問題について意見交換を行
い、授業から生活に至るまでの様々な意見が集約されて提出され、その要望に
対して教職員の側で検討され、対応が行われている。学生主導による諸要望に
ついて、開放的に本音で話し合える場として機能している。制度の改善などに
可能な限り学生の意見を積極的に取り入れてきた。いくつかの案件については
即答できない懸案課題として今後の対応が協議され、原則として次回の会合ま
でに問題解決のための提案がなされている。
【点検・評価】
学生の要望・改善の申し入れは、大学の関係委員会で検討され、改善可能な
事項については、学生の要望を反映させる方向で具体的に対処している。学年
代表者会での協議や提案に対する大学側の意見は、学生用の掲示板へ呈示され、
改善事項などの積極的な公開と伝達が行われている。
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【将来の改善方策】
学生側からの要望を提出する場合の意見が集約できておらず、各学年がバラ
バラの提案を行っていて、重複事項などがみられるとの反省点があり、事前の
学生間の話し合いをするよう指導した結果、各学年の総務担当者の話し合いが
行われ、改善されてきている。
制度として確立された学年代表者会は円滑に進行しているが、担当の総務委
員が 1 年から 6 年までほぼ持ち上がりになっており、果たして学生の意見の総
和をくみ上げているかどうかについて疑問点が残る。恒常的なアンケート調査
などを含めた学生生活の満足度調査を定期的に行い、制度の点検を行う。
（２）大学院の学生生活への配慮
a）奨学金その他学生への経済的支援を図るための措置の有効性、適切性
【現状の説明】【点検・評価】
（i）奨学金
大学院の学生は日本学生支援機構（日本育英会）と川崎育英会の２箇所から
の奨学金を得ることができる。日本育英会の奨学金は平成 13 年から 17 年まで
１名（第一種）のみの受給できわめて少ない。一方、川崎育英会からは平成 12
年度から 18 年度まで、4 から 15 名/年の受給者がいる。受給率は 5.6 から 19.2%
であり、全体からみて必ずしも多くはないが、希望者には全員が受給可能な状
態である。大学院生が、返済する必要のある奨学金の受給を避け、学外での医
療行為により、生活費を得ている現状があり、医師免許証の不正使用『名義貸
し』が数年前に社会問題化した。大学院の入学時に奨学金受給を奨めているが、
『名義貸し』の問題が鎮静化するとともに、最近は希望者が減少傾向である。
なお、川崎育英会の奨学金は月額 15 万円で、始めの 1、2 学年が対象である。
（ii）ティーチングアシスタント（TA)
基礎系の大学院生で学位論文がまとまった場合、臨床系における兼務に替え
てティーチングアシスタント（TA）として学生教育を補助し、一定の手当てを
得ることができる。平成 14 年度から 18 年度までのティーチングアシスタント
の数を表 11-1 に示す。
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表 11-1：ティーチングアシスタントの数

TA の数

平成 14 年

15 年

16 年

17 年

18 年

0

1

2

1

0

【将来の改善・改革に向けた方策】
大学院生の生活費を確保するための大学の方策として、奨学金の受給率をあ
げる方法を検討する必要がある。川崎育英会奨学金の返済義務を軽減または猶
予することも選択肢の一つである。基礎系において TA となる院生の数は少ない。
教育スタッフの補充という意味からも、院生の TA への任用を奨励することが望
ましい。
b）学生に対し、研究プロジェクトへの参加を促すための配慮の適切性
【現状の説明】【点検・評価】
本学における研究は、教員個人研究費の他に、教室単位や複数の教室の共同
研究については、別個にプロジェクト研究として応募し、学内審査を得て、研
究費が支給されている。プロジェクト研究に大学院生は分担者として研究に加
わることが可能であり、院生が実質的な中心となって研究を牽引している課題
も見られる。また、プロジェクト研究成果報告会で、大学院生が発表するケー
スも多い。大学院生が採択課題において分担者となっている課題数は、平成 16
年度で 35 件／90 件(39%)、平成 17 年度で 28／96 件(29%)、平成 18 年度で 18 件
／52 件 (35%)になっており、約 35％を占める。
平成 19 年度からは大学院生が研究代表者としてプロジェクト研究に加わるこ
とが可能となった。指導教授の下で独自の研究課題について申請し、採択され
ている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
本学では大学院 3、4 年生で論文がまとまれれば、診療活動への兼務を認めて
いるから、大学院生が研究活動に中心的に加わる期間は、1 から 3 年であり、大
学院生の実数を考慮すると、上述の比率は妥当と考えられる。教室の研究とは
別に独自の研究テーマを持つ院生もいるので、プロジェクト研究募集の段階で
院生の研究代表者としての参加を積極的に呼びかけることによって、その比率
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が上がることが期待される。また、従来単著しか認められなかった大学院生の
学位論文は、平成 16 年度から共著も認められるように改善され、それにより大
学院生が教室の研究プロジェクトに加わる傾向が増えると予想される。
c）学生の心身の健康保持・増進及び安全・衛生への配慮の適切性
【現状の説明】【点検・評価】
大学院生への上記指導は、担当教室の指導教員が中心となっておこなってい
る。年 1 回、健康診断を実施し、健康状態をチェックする体制をとっているが、
受診率は低い。臨床兼務の院生は附属病院および兼務先の医療機関で健康診断
を受診している。肝炎などのワクチン接種を平成 10 年以前は実施していたが、
受診率はきわめて低く、大学院研究に予防接種が必ずしも必要ではないという
大学院運営委員会の判断で、現在は中止している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
平成 19 年より大学院生の臨床研修が始まるにあたり、大学院生が授業の一環
として臨床参加することになるが、それに対応して肝炎などのワクチン接種を
受けられるような指導の再開を検討している。
d）ハラスメント防止のための措置の適切性
【現状の説明】【点検・評価】
大学のセクハラ委員会の活動対象には大学院生もふくまれている。大学院生
からの申し出に対して、委員長や委員による個別の聞き取り調査を行い、適切
に対応できる体制にある。また、セクハラ防止パンフレットを作成して啓蒙活
動を行い、セクハラ防止に努めている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
大学院生に対する専用の窓口の開設は、今後の検討課題の一つである。
e）学生の進路選択に関わる指導の適切性
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【現状の説明】【点検・評価】
本学の大学院生はほとんどが医師であり、基礎系大学院を終了した場合も含
め、博士課程卒業直後は、それぞれの出身教室の助教や講師として、後進の指
導に当たるケースが最も多い。また、大学院での研究成果をいかし、大学の提
供する助成制度を活用して、海外の研究施設へ留学するケースも少なくない。
いずれも、指導教授が責任をもって対処している。わずかであるが、基礎系に
は医学部以外の卒業生もふくまれるが、卒業後は本学の助教として勤務してい
る。外国からの留学生の場合は、出身国の指導者と密接な連絡の下で研究を続
けており、帰国後は出身大学で対応することになる。いずれの場合も、適切に
行われている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
本学大学院は博士課程のみであり、学生が卒業後の進路選択に困難を感じる
ことは現状ではない。しかし、国際的にも通用するレベルに大学院制度を充実
させる方針を文科省が明確にした今日、本学でも博士課程だけでなく、修士課
程をあらたに設ける必要が生じる可能性がある。医学部出身以外の大学院生を
多く受け入れる状況が生まれることも想定し、卒後の進路について医師として
の進路以外の可能性を考えておく必要がある。
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第１２章

川崎医科大学附属病院

目標
本学附属病院の理念・目的に基づいて有能な臨床医を育成し、高度な医療を
行い、医学研究に貢献することを目標とする。具体的には次のような項目であ
る。
・高度先進医療の推進に向けて周辺環境の整備、および実績症例を重ねるため
の各種バックアップなどを行う。
・地域の医療を支えるため、地域の医療機関との親密な交流関係を形成してい
く。
・救急医療は基本的診療能力の基礎であるととらえ、救命救急センターを中心
に学生・研修医教育に積極的に組み込んで行く。
・研修制度を魅力あるものに充実させ、多くの優秀な研修医を集める。
・指導医の指導能力の開発のため、指導医講習会への受講を勧奨する。
・看護要員やその他の優秀なスタッフの採用増加に取り組む。
・現在就労中のスタッフに対しての待遇改善、保育施設の開設などを通して離
職者対策を行い、優秀なスタッフが長く働くことの出来る環境を整える。
・患者サービスを充実するため患者意識調査アンケートを継続して行い、病院
全スタッフの意識改善を図っていく。
・附属病院の自己点検評価の一環として日本医療機能評価機構の受審を今後も
継続して行う。

（１）理念・目的
【現状の説明】
本学附属病院の理念は以下に示されている。
１）医療は患者さまのためにある。
２）すべての患者さまに対する深い人間愛をもつ。
３）24 時間いつでも診療を行う。
４）先進的かつ高度な医療・教育・研究を行う。
５）地域の医療福祉の向上と医療人の育成を行う。
この理念は平成 16 年に作られたものであるが、院内主要部位に掲示され、ま
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た職員名札の裏面に印刷されており、折に触れて職員が読み返して理解を深め、
また行動の規範とすることが出来るようになっている。
【点検・評価】
本学附属病院の理念の中でも特に最初に記されている「医療は患者さまのた
めにある」が当院の診療方針の根幹を占める部分であり、病院業務においては
いたるところで引用されて用いられ、意識を新たにしている。また、開院以来、
救急医療に力を入れ 24 時間体制の患者受け入れを行っている。それに加え大学
病院として高度先進医療や臨床研究にも取り組んでおり、地域医療の中核とし
て機能している。
医学教育において臨床医学を学ぶためには、実際の医療に直接関わることに
より学習することが重要である。附属病院はその意味で非常に大きな役割をも
っている。本学では平成 18 年度から導入されたクリニカルクラークシップによ
り、5 年次の 1 年間を附属病院の各診療科のなかで実習することにより、臨床医
学の学習に効果をあげている。
卒後研修としては開院以来、従来のナンバー教室制は採用せず、内科学、外
科学などという大講座制を踏襲しており、診療科の間での垣根のない患者中心
の診療体制を堅持している。また、研修医、レジデント医師のスーパーローテ
ート方式も開院当初から行われており、診療科を超えての研修によって、総合
的に臨床能力を備えた医師を育てることに注力してきており、その成果は大い
に上がっている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
附属病院の目的を達成するため、今後も新しい時代に合った総合ローテート
方式による研修を充実させ、全人的医療の可能な人材を世に送り出すことが、
当院に課せられた社会的使命であろう。そのためにも、研修病院としての魅力
を医学生、研修医にアピールして、多くの優秀な人材を集めて有意義な研修を
提供するために、積極的に広報活動などを行っていく。
（２）設立の経緯・沿革（附属病院の沿革）
【現状の説明】
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昭和 48 年 12 月

川崎医科大学附属病院として開院

昭和 51 年 6 月

救急部開設

昭和 54 年 10 月

救命救急センター開設（救急病室 46 床、ICU10 床）

昭和 56 年 4 月

総合診療部開設

平成 2 年 11 月

老人性痴呆疾患センター設置病院として指定

平成 3 年 4 月

精神病床開設（24 床）

平成 6 年 3 月

高度救命救急センター

平成 6 年 4 月

特定機能病院承認

平成 6 年 11 月

エイズ治療拠点病院に指定

平成 9 年 1 月

災害拠点病院（地域災害医療センター）に指定

平成 12 年 11 月

精神病床 28 床に増床
岡山県地域周産期母子医療センターに指定

平成 11 年 10 月

ドクターヘリ試行的事業開始（平成 13 年 3 月 31 日
まで）

平成 13 年 4 月

ドクターヘリ導入促進事業開始

平成 14 年 4 月

回復期リハビリテーション病棟開設
新生児特定集中治療室（NICU）開設

平成 14 年 6 月

医療安全管理部設置
岡山県高次脳機能障害支援モデル事業地方拠点病院
として指定

平成 14 年 8 月

西館棟竣工

平成 15 年 4 月

患者診療支援センター、治験管理室、褥瘡対策室設
置

平成 15 年 7 月

中病棟改修工事完了

平成 16 年 1 月

院内感染対策室設置

平成 16 年 4 月

岡山県地域リハビリテーション推進事業岡山県地域
リハビリテーション県支援センターとして指定

平成 16 年 4 月

卒後臨床研修センター設置

平成 16 年 10 月

南病棟改修工事完了

平成 18 年 4 月

脳卒中科開設

平成 18 年 10 月

岡山県高次脳機能障害支援普及事業支援拠点機関と
して指定
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平成 19 年 4 月

臨床腫瘍科開設

平成 19 年 4 月

岡山県エイズ治療中核拠点病院

【点検・評価】
病院開設から 33 年を経過し、施設設備等が老朽化したことから、新しい時代
に対応できる多機能型総合病院を目指して、平成 12 年から増改築工事に入って
いる。平成 14 年の西館棟新築の竣工を皮切りに、中病棟の改修完成、続いて南
病棟および東病棟の改修が完了した。引き続いて外来部門の改修、リハビリ棟
の増改築および高度救命救急センターの改修と続き、数年後には全館が新築ま
たは改修された状態となり、次世代にふさわしい機能を備えた病院となる予定
である。
病院機能としては平成 6 年 3 月高度救命救急センターを開設し、地域の救命
救急医療の中核的位置づけの施設として以後実績をあげてきている。また、平
成 6 年 4 月には特定機能病院の承認を得、平成 6 年 11 月にはエイズ治療拠点病
院に指定された。また、平成 9 年 1 月には災害拠点病院（地域災害医療センタ
ー）に指定された。他にも多くの機能を増やしてきており、地域医療の中心と
なって活躍する医療機関として、充実した体制を整えてきている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
前述の通り、今後施設面での整備がますます進み、次世代の医療を担うにふ
さわしい施設設備を整えていく計画である。一方ではさらなる機能面での充実
が望まれる。高度先進医療など特定機能病院に求められる特殊な機能が、まだ
不十分であり、今後このような機能をますます充実すべく、優秀な人材の確保、
研究補助などを行って行きたい。
（３）組織
【現状の説明】
平成 18 年度における病院規模としては、入院患者稼動病床 884 床、外来患者
数は一日平均 1､356.3 人である。組織としては、診療部門のなかで外来・病棟
部門として 34 診療科、中央協力部門 14 部門があり、診療支援部門として 7 部
門がある。ほかに看護部門、事務部門を有している。病院長の下に副院長・院
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長補佐がいて、さらに病院運営委員会、診療部長会、医療安全管理部、院内感
染対策室、各種委員会、臨床教育研修センターがある体制を採っている。
病院組織図は序章を参照して下さい。
表 12-1：職員数の推移（各年 5 月 1 日現在）
平成 14 年度

平成 15 年度

平成 16 年度

平成 17 年度

平成 18 年度

医長以上

143

145

143

146

145

レジデント

106

124

132

155

157

88

95

85

70

65

医長以上

3

3

3

3

3

レジデント

3

3

3

1

1

研修医

2

1

1

1

3

看護師

656

677

689

670

657

92

97

100

100

108

268

270

273

275

288

事務系職員

151

150

144

141

143

労務系職員

57

60

56

55

52

1,569

1,625

1,629

1,617

1,622

医師

研修医

歯科医師

看護要員
看護助手
医療技術系職
員

合 計

表 12-2：各科（部）別医師数の一覧表（平成 18 年 5 月現在）
診療科（部）名

医長以上

レジデント

合計

総合診療部

2

1

3

血液内科

4

3

7

神経内科

4

6

10

肝・胆・膵内科

5

3

8

食道・胃腸内科

5

9

14

循環器内科

5

7

12

呼吸器内科

5

6

11

腎臓・リウマチ内科

7

6

13

糖尿病・内分泌内科

4

6

10

小児科

6

7

13

新生児科

1

0

1
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皮膚科

2

4

6

心療科

4

5

9

放射線科（診断）

4

7

11

放射線科（治療）

2

3

5

放射線科（核医学診療）

3

0

3

救急部

7

7

14

消化器外科

5

8

13

胸部心臓血管外科

7

6

13

乳腺甲状腺外科

5

4

9

小児外科

3

0

3

整形外科

5

7

12

形成外科・美容外科

4

5

9

脳神経外科

4

2

6

産婦人科

4

3

7

眼科

4

5

9

耳鼻咽喉科

5

6

11

泌尿器科

5

0

5

脳卒中科

3

9

12

リハビリテーション科

4

7

11

麻酔・集中治療部

5

6

11

口腔外科

3

1

4

公衆衛生部

2

0

2

健康診断センター

2

1

3

中央検査部

2

0

2

内視鏡・超音波センター

3

0

3

病院病理部

4

2

6

0

5

5

148

158

306

臨床教育研修センター
（自由設計ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）
合計

【点検・評価】
附属病院の運営に関しては病院長、副院長、院長補佐、看護部長、事務部長
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からなる病院運営委員会が執行組織となり、毎週火曜日に開催されている。最
終的な審議・意思決定機関としては診療部長会がその役目を担っている。この
診療部長会は月 1 回第 1 水曜日に開催され、診療部長、事務部長、看護部長、
栄養部長、および事務部の課長を加えた会で、病院長が議長となって審議され、
病院の最高意思決定機関として機能している。
診療部長会の他に各種委員会が構成されており、各委員長が会議を招集して
関連事項について審議を行い、必要に応じて病院運営委員会へ報告を行う。
医療安全と院内感染対策に関する委員会は特に重要な委員会であると認識さ
れており、それぞれ下部組織を有して実効ある対策と情報収集に注力している。
スタッフとくに看護職員の不足が深刻であり、そのために改装後の病床をオ
ープンできない病棟もあり、現在の最も大きな問題点となっている。
また、医師についても慢性的なスタッフ不足が続いており、卒後臨床研修の
必修化、オーダリングの導入、電子カルテの導入など臨床医への負担は増すば
かりであり、現場の不満と問題に耳を傾けて早期に対策を講じる必要がある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
看護要員の採用増加に向けて就職情報誌での宣伝や、看護師養成機関への訪
問、働きかけを積極的に行い、良い人材を出来るだけ多く確保することを考え
ている。また、現在就労中のスタッフに対しての待遇改善、保育施設の開設な
どを通して離職者対策を行い、優秀なスタッフが長く働くことの出来る環境を
整えることが重要である。
他の職種についても現場でのスタッフの過不足を病院管理者は敏感に察知し、
各職場が破綻状態に至る前に機動的かつ果断な対策を講じることが求められる。
（４）活動内容
a）一般診療
【現状の説明】
従来より患者数の増加に努めてきたところであるが、ここ数年は従来施設の
改装に伴って一時期病床数が減少したこともあって、患者数が低迷している。
これは、包括評価導入により、平均在院日数を減らすことが求められているこ
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とも影響していると考えられる。
また、平成 17 年（2005 年）より導入した病院ボランティア活動（ラポール）
が軌道に乗ってきており、学生教育の意味でも今後さらに力を入れていくべき
領域であると思われる。
表 12-3：入院患者数の推移
平成 14 年度
診療実日数

平成 15 年度

平成 16 年度

平成 17 年度

平成 18 年度

365

366

365

365

365

1,035

952

958

884

868

新入院患者数

11,227

12,856

12,982

13,619

13,488

退院患者数

11,174

12,879

12,969

13,700

13,548

283,157

268,127

267,361

260,080

236,577

775.8

732.6

732.5

712.5

648.2

21.2

20.8

20.3

18.6

16.8

実働病床利用率

74.4%

74.1%

76.8%

79.2%

73.5%

病床稼働率

77.9%

78.3%

81.0%

84.0%

78.2%

病床数

在院患者延数
1 日平均在院患者数
平均在院日数

表 12-4：外来患者の状況と推移
平成 14 年度

平成 15 年度

平成 16 年度

平成 17 年度

平成 18 年度

診療実日数

294

296

294

294

294

新来患者数

41,130

43,909

43,713

45,838

45,176

再来患者数

373,300

386,263

382,810

367,858

356,740

外来患者延数

414,430

430,172

426,523

413,696

401,916

1 日平均患者数

1,409.6

1,453.3

1,450.8

1,407.1

1,367.1

9.9%

10.2%

10.2%

11.1%

11.2%

新来率

表 12-5：紹介率の状況及び地域別紹介率
年度
医療法上紹介率

平成 14 年度
34.4%

平成 15 年度
43.9%
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平成 16 年度
48.4%

平成 17 年度
51.1%

平成 18 年度
49.5%

健保法上紹介率

43.3%

34.8%

40.3%

40.8%

38.6%

表 12-6：地域別紹介者数（人/年度）
平成 14 年度

平成 15 年度

平成 16 年度

平成 17 年度

平成 18 年度

倉敷市

3,465

3,581

3,698

3,988

4,088

岡山市

2,129

2,446

2,421

2,726

2,730

その他

4,031

4,347

4,844

5,207

4,986

9,625

10,374

10,963

11,921

11,804

北海道

5

4

0

4

7

東北

7

1

5

9

2

関東

57

70

76

70

70

北陸

10

8

9

9

10

中部

23

28

26

26

20

近畿（兵庫県外）

121

84

91

101

89

兵庫県

135

194

169

163

145

鳥取県

41

52

33

42

55

島根県

19

20

25

13

13

山口県

26

41

146

124

39

広島県

1,192

1,218

1,325

1,324

1,542

香川県

61

73

103

93

116

徳島県

12

13

11

13

18

愛媛県

32

37

30

45

40

高知県

1

15

18

16

26

41

65

72

65

48

県外合計

1,783

1,923

2,139

2,117

2,240

総 合 計

11,408

12,297

13,102

14,038

14,044

岡山県合計

九州・沖縄

【点検・評価】
患者数については前述のような事情で減少傾向が続いており、今後回復を図
るべく努力する必要がある。平均在院日数については短縮の方向へ社会的な要
請がさらに強まる可能性があり、患者数確保のためには新受診患者、新入院患
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者の数を増やす対策と逆紹介の徹底が必須である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
今後、病診連携、病病連携の重要性がますます増してくると思われるので、
紹介医との連携をいっそう深める努力がなされるべきである。具体的には医師
会の手がけているネットワークへの積極的関与、紹介医との「顔の見える関係
の構築」が急務であろう。
b）卒後教育
【現状の説明】
本院は卒後臨床研修において 30 年以上にわたる歴史を有している。本学は「良
き臨床医」の育成を理念として建学され、この理念は卒後臨床研修にも一貫し
ている。病院設立当初からレジデント教育委員会を立ち上げ、初期研修におい
てはスーパーローテートによる研修を 30 年以上前から開始し、これまで 1,000
人以上の研修修了者を輩出してきた。到達目標を明示した「臨床研修プログラ
ム」も 12 回の改訂を重ねており、新臨床研修制度を先取りする形で長年にわた
って先進的な取り組みをしてきたといえる。
優れた臨床研修を実現するために、臨床に強い医師を教員として全国から選
抜してきた。概して指導医層は豊富な臨床経験を有し、かつ高い専門性を持っ
ている。内科を例にとると、循環器、呼吸器、食道･胃腸、肝胆膵、糖尿病内分
泌、血液、神経、脳卒中、腎臓・リウマチ膠原病と全領域を網羅する専門科が
そろっている。つまり、各科をローテートする間に自然と遺漏なく全領域の診
療能力が備わることになっている。
また、救急医療、プライマリーケアにも当初から力を注いでいた。当院の救
急部はわが国の大学病院で初めての救急医学講座であり、高度救命救急センタ
ーはヘリコプターも有している。一次～三次まで多くの救急疾患を最先端の救
急医療の現場で研修できる。平成 18 年 4 月には全国で初めて脳卒中診療部門と
して「脳卒中科」が新設された。経静脈的線溶療法、マイクロカテーテルを用
いた超選択的経動脈的線溶療法、局所低温療法等、専門性の高い診療を展開し
実績をあげている。
このように、当院は大学病院ならではの高い専門性を有しながら、臨床重視
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の一般病院の良さも兼ねそろえている。すなわち、高度先進医療を展開する大
学附属病院であると同時に、地域に密着したプライマリーケアと救急医療を活
発に行っており、
「広くかつ深い」研修が可能である。さらに 2 年間の初期研修
の終了後も、より専門性の高い研修を希望する方にはシニアレジデントとして
後期研修を継続することが可能である。各科毎の専門後期研修プログラムに加
えて、臨床腫瘍医、感染症専門医、総合医、複数科・自由設計プログラム等の
特色あるプログラムを用意している。各領域の認定医、専門医取得を積極的に
支援しており、後期研修期間中に大半の研修医が専門医資格を取得している。
初期、後期研修の立案、運営を行うために、卒後臨床研修センター、レジデ
ント教育委員会、を組織している。
＜卒後臨床研修センターの特色と役割＞
優れた卒後臨床研修プログラムを開発・提供・実践し、全国から意欲的な研
修医の結集を図ることが本センターの役割であり、研修医はいずれの診療科・
医局にも所属せず、各プログラム、及び全プログラムを統括するセンターに帰
属する。個々の研修医の志向に合わせた研修プログラムの立案や、居室や宿舎
など研修環境の整備にもあたる。各研修医のニーズにきめ細かく応えるべく、
専任の事務職員 2 名が配されている。研修医が安心して臨床研修に専念できる
研修環境を提供することを目標にしている。
全研修医を対象とした教育プログラムとして、モーニングレポート（火曜日
午前 8 時）
、レジデントセミナー（水曜日午後 5 時 30 分）を実施している。さ
らに地域保健・医療、産婦人科、精神科等のいくつかの領域においては、当院
を管理型研修病院とし、近隣の協力病院・施設と協力して有効な教育の実現を
図る。研修病院群の有機的な構築もセンターの役割となる。
センター長、副センター長、12 名のセンター運営委員、全科から 45 名の指導
医が任命されている。専任事務職員 2 名を擁しセンター業務の実務を運営して
いる。センター運営委員会を設置し、月 1～2 回定期的に委員会を開催し、研修
全般について協議する。さらに、その上部委員会として、レジデント教育委員
会が組織されており、毎月開催され後期研修も含めた研修全般の統括的管理・
運営にあたっている。
センター運営委員会に研修医の代表者複数名が参加している。研修医の希望
や意向をきめ細かくくみ取り、研修に反映させたいと考えている。研修医達が
自ら作り上げる卒後臨床研修にすることを目指している。
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【点検・評価】
１）研修医募集の状況について
平成 19 年度 4 月から研修開始予定者の中で、岡山県下の病院にマッチした研
修医候補者数は約 150 名である。本院での予定者が 53 名であり、岡山県全体の
約 1/3 の研修医が本院で研修を受ける予定である。新制度発足以来、全国的に
みると大都市圏への研修医の集中傾向が顕著であり、中国地方全体でも減少傾
向にある。岡山県全体でも研修医数はこの３年間、減少傾向が持続している。
その中で、本院の研修医数はほぼ一定であり、地方に存在する大学附属病院と
しては研修医募集において、一定の成果を収めているといえる。
内訳をみると外部大学卒業の研修医が増加しつつある。平成 16 年は 1 名、17
年度は 3 名、18 年度は 5 名、19 年度は 6 名（採用予定）と本学以外の大学卒業
者が増加している。多くは近隣諸県の出身者であり、地元での研修先を検討し
た中での本院の選択である。本院での研修を決定した理由として、①研修制度
が古くから整備されており、定着している。レジデントセミナー、モーニング
レポート等の教育プログラムが充実している、②病棟、研修医の居室等の環境
が良好である、③病院全体が卒後研修に傾注しようという熱意を感じとること
ができる、④救急医療体制が整っている、等が上げられている。また本院の研
修内容をどのような手段で知ったかという問いには、本院研修中の先輩からの
情報、ホームページ上の情報等が上げられている。
さまざまな大学を卒業し多彩な背景をもつ研修医がお互いを啓発しつつ研修
を行うことが理想であると考えており、外部大学卒業生の増加傾向を歓迎して
いる。今後、さらにこの傾向を強化したいと考えおり、本院を選択した上記理
由は今後の研修医募集にあたって参考になる。日常的な臨床現場での研修を充
実させ、ひとりひとりの研修医が満足感をもって研修を行えることを実現する
以外に王道はないと理解できる。
２）研修プログラムに関する研修医の希望・考え方の変化
平成 16 年度から、毎年研修プログルムは改訂しているが、基本的に以下の四
つである。
①内科系重視プログラム
将来内科医を目指す研修医を想定したものである。内科全 8 科を 6 週間毎に
ローテートする。自由選択可能な期間を 2 ヶ月もつことができる。
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②外科系重視プログラム
外科志望の研修医を想定したものである。外科 4 科を計 8 ヶ月研修する。麻
酔科 3 ヶ月も必須となる。将来外科専門医取得を前提としてこの内容を設定し
た。
③自由選択プログラム
基本科（内科、外科、救急科）、必須科（小児科・地域保険/医療各 2 ヶ月、
産婦人科・精神科各 1 ヶ月）以外には麻酔科 1 ヶ月を設定し、他は自由に診療
科を選択可能とする。
④地域医療・保健重視プログルム
基本科、必須科、以外の大半（6～8 ヶ月）を地域医療・保健に振り当てるも
のである。本院の立地する非大都市圏であることをむしろ強みととらえて設定
した独自性の高いものである。
【将来の改善・改革に向けた方策】
１）研修プログラムの改訂
・ 研修医の志向は年ごとに変化している。可及的に柔軟なプログラムを策定し、
研修医の多彩な志向に対応できるものにする。
・ 自由選択プログラムが最も人気があるので、内科系および外科系プログラム
を廃止し、自由選択プログラムに統一することが現在検討されつつある。
・ 同時に当院の特色を強化したプログラムも提供する。例えば、大都市部に立
地しないことの利点を生かした「地域医療・保健重視プログラム」、当院の
充実した救急医療体制を生かした「プライマリーケア・救急医療重点研修プ
ログラム」等を充実、新設する。
・ 海外病院での臨床研修機会をつくり、2～4 週間の海外研修プログラムをつく
る。現在、ドイツ、シンガポールの病院と具体的に交渉中である。
２）より多くの意欲的な研修医を全国から獲得するための活動を展開する。
・ 大学ホームページの「卒後臨床研修」部門を、研修希望者が知りたいことに
簡潔かつ的確に応えうるものに改善する。例えば、現在も行っているところ
ではあるが、研修中の研修医の率直な感想を掲載する。定期的に内容を最新
のものに更新し続ける。
・ 全国規模の研修医セミナーにも継続して参加し、研修病院としての当院の特
徴、利点等を正確に伝える。
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３）研修医の満足度を高める努力を継続して行う。
・ 研修終了時および研修期間中に定期的にアンケート調査を行い、不満足点の
所在を明らかにし、対処する。
・ レジデントハウスの住環境を改善し、より快適なものにする。
４）研修中のメンタルケアを充実させ、研修中断を回避する
・ 個々の研修医毎にメンターをつけている。メンターに対して研修医の支援ス
キルに関する研修（ポートフォリオ評価やコーチング手法）を実施する。
・ 研修継続に関して何らの困難を抱える研修医を早期に発見し迅速に対応で
きるシステムを構築する。研修センター職員との面談機会の増加、「研修評
価表」を利用した問題点の抽出、次の研修科への申し送りをきめ細かいもの
にする。
５）指導医の指導能力の開発
・ 院内の全指導医（約 40 名）はすでに厚生労働省認定の指導医講習会を受講
している。研修医に対してより近くで直接関与するシニアレジデント層にも
指導医講習会への受講を勧奨する。
表 12-7：臨床研修医数の推移（単位：人）
医師

歯科医師
総数

合計

本学卒業生

他学卒業生

他学卒業生

平成 14 年度

88

81

7

2

90

平成 15 年度

95

87

8

1

96

平成 16 年度

85

80

5

1

86

平成 17 年度

70

66

4

1

71

平成 18 年度

65

57

8

3

68

c）臨床研修と研究との両立
【現状の説明】
臨床研修の時期は臨床医としての基礎的な技量・態度および考え方を教育す
る時期であるだけでなく、リサーチマインドを有した医師を育てるためにも極
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めて重要な期間である。したがって、研修期間にも積極的に学会発表などを行
うことを奨励しており、また症例報告など論文執筆も研修期間に欠かせない用
件であると指導している。学会発表などの前段階となるべく、臨床研修医には
モーニングレポートで興味ある症例の報告をすることを義務付けており、スム
ーズに学会発表の場に出られるようにするために、重要な役割を果たしている
と認識している。
【点検・評価】
現行で行われているモーニングレポートは臨床研修医の学会発表への登竜門
としての機能と、臨床での診断思考過程の検証といった意味を有しており、大
いに機能を発揮していると言える。一方では、各診療科の研修期間が短いため、
時間をかけて指導して論文を書かせるといった従来行われていたことが難しく
なってきている。また、臨床研修必修化によって指導医レベルの業務が増えた
ために、研修医に論文執筆の指導を行う時間が確保されにくくなったことも現
場では問題となっている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
今後、指導を行うスタッフの教育および増員などによって、指導する側の質
および量の充実をはかり、併せて「臨床医はリサーチマインドを持ち続けなけ
ればならない」という意識を徹底して研修医に植え付けることが肝要である。
d）特定機能病院
【現状の説明】
当院は平成 6 年 4 月に特定機能病院として認可を厚生省（当時）から受けて
いる。医療法上の紹介率は 49.4％で、年々上昇している。
特定機能病院に本来求められている高度医療については多くの領域で行われ
ており、地域医療の中に高度医療を提供する責務を果たしてきた。現在、高度
先進医療として認定されているのは消化器癌に対する抗がん剤感受性試験
(CD-DST 法)と、胃癌・食道癌におけるセンチネルリンパ節の同定と転移の検索
の 2 件である。
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【点検・評価】
院内感染対策については全国でも指導的役割を果たしてきた。当院には 12 名
の ICD（Infection Control Docter）がおり、ICT（Infection Control Team）
ラウンドを定期的に行って院内全体の感染対策に気を配り、必要に応じて院内
感染対策委員会、および病院運営委員会に対して必要な対策を上申し、実施し
てきた。これら ICT の活動については平成 10 年（1998 年）よりの実績があり、
多くの病院からその活動実態と方策について見学に来られたため、今では全国
に当院の方式が広まって全国の院内感染対策に貢献していると自負している。
また、院内感染対策室の専任者も積極的に感染対策活動のために奔走しており、
確実に実績をあげている。
医療安全についてもリスクマネージャー会議、病院医療安全対策管理委員会
を中心に対策が検討され、医療安全管理専任者を中心に活動が行われ、より安
全な医療の提供へ向けて確実に実績を残してきている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
院内感染対策、病院医療安全ともに一定の成果を上げてきたが、両部門とも
専任のスタッフが不足していることが最大の問題点となっている。これら部門
への人的配置の補強が望まれる。
また特定機能病院の業務として期待されている高度先進医療については、そ
の実施に向けて周辺環境の整備、および実績症例を重ねるための各種バックア
ップなどを行うことが重要である。
e）地域医療協力
【現状の説明】
地域の医療機関と連携してこの地域の医療を支えることが当院の大きな責務
である。それ責務を円滑に遂行し、患者サービスに資する目的で以下の活動を
行っている。
・ 患者診療支援センター（医療福祉相談室、地域医療連携室、認知症専門技術
センター、患者相談窓口）の開設
これらの診療支援部門に専門のスタッフを 5 人配置することによって、患
者および家族の相談に応じ、退院後の円滑な療養のために必要な援助を行っ
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ている。また入院中の患者・家族に対しても経済的問題などの相談に応じ、
安心して療養生活を送ってもらえるように配慮している。
・ 予約センター
平成 17 年（2005 年）より予約センターを開設し、外来患者や紹介からの外
来予約業務を一手に行っている。予約窓口が一本化されたことで簡便に、よ
り確実な予約業務を行うことが可能となり、実績をあげている。
・ 病病・病診連携医学セミナー開催状況

委員会

病病・病診連携を推進する委員会を設け、紹介状未返信への対応、新規開
業施設への訪問などの活動を行っている。また本委員会の主催で病病・病診
連携医学セミナーとして、各診療科が担当した講習会（講演形式はできるだ
け避けて、体験型のものを中心に）を定期的に行ってきた。平成 14 年度（2002
年度）5 回、平成 15 年度（2003 年度）5 回、平成 16 年度（2004 年度）3 回、
平成 17 年度（2005 年度）6 回、平成 18 年度（2006 年度）は 1 月までに 10
回行っている。
・ 病院・医院の先生方から意見を聞く会
紹介医との懇談会としてこの会を開催している。普段の診療の中で紹介医
が不満に思っていること、問題点、改善すべきところをご指摘願い、必要な
改善を行って紹介医との関係改善、発展を目指す試みである。平成 14 年（2002
年）以来年平均 1～2 回行っているが、当院の対応が年々改善してきたと紹介
医からはご評価頂いている。
・ 川崎医科大学附属病院 NEWS 発行状況
平成 15 年（2003 年）以来、ファックスの形で紹介医に対して月 1 回、発送
している。当院の医師の人事異動状況や新しい医療機器の紹介、および当院
のトピックスなどを織り込んだ新聞形式のもので、500 箇所に対して送信して
いる。
【点検・評価】
いわゆる昔から大学病院が持っていた関連病院を当院は持たずにきた歴史が
あり、従来型の関連病院はないに等しい。しかし、後期研修のために派遣して
いる病院や、レジデントの学外研修をお願いしている病院、および研修医の地
域医療研修をお願いしている病院との関連は重要であり、今後も推進していく
べきものであると考えている。
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【将来の改善・改革に向けた方策】
新臨床研修制度が施行され、臨床研修病院にも研修医が多く集まる時代とな
っており、特定機能病院と臨床研修病院との双方向的な人材交流が今後重要と
なってくる。地域にたくさんある臨床研修病院であるが、特定機能病院でしか
提供できない医療があることも事実で、相互補完的な関係を築くために親密な
交流関係を形成していくことこそが重要である。
f）高度救命救急センター
【現状の説明】
川崎医科大学附属病院救急部・高度救命救急センターは、昭和 52 年 1 月 1 日
から 24 時間 365 日体制で救急外来診療を開始し、昭和 54 年 10 月には岡山県内
初の救命救急センターに指定された。救命救急センター開設当初から救急専属
医が初期・二次・三次救急患者診療を行ってきた。平成 6 年には従来の救命救
急センターの機能に加えて「重症熱傷」、
「急性中毒」、
「切断肢（指）」の診療機
能を有する高度救命救急センターに指定され、翌平成 7 年には県内七つの災害
拠点病院の一つに指定された。平成 13 年度からは県からドクターヘリ事業を委
託され現在に至っている。
我が国の救急医療体制は、平成 9 年 12 月に報告された「救急医療体制基本問
題検討会報告書」に基づき現在も整備が進められているところであり、川崎医
科大学附属病院救急部・高度救命救急センターは地域救急医療体制の中におい
て次のように位置付けられる。
・救急部：初期救急医療施設
・高度救命救急センター4 階病棟（ならびに附属病院）：二次救急医療施設
・高度救命救急センターICU：三次救急医療施設
救急部は、発熱や腹痛などを訴え自力で受診する患者の診療（初期救急診療）
を救急外来において全診療科と協力して行うとともに、救急自動車やドクター
ヘリ等で搬送される二次・三次救急患者の受け入れ窓口としても機能している。
高度救命救急センター4 階病棟（ならびに附属病院）は、ICU へ収容する必要
はないが入院を要する患者を収容・治療しており、二次救急医療施設として岡
山県南西部圏域の救急医療体制を担っている。また、附属病院は小児医療救急
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において倉敷中央病院との病院群輪番制により、地域二次救急医療施設の役割
を担っている。
高度救命救急センターICU は、ドクターヘリを運用する三次救急医療施設とし
て二次医療圏域を超えた広域をカバーする救命救急センターとして機能してい
る。また、県内最重症患者の最終的受け入れ施設としての役割を担っている。
救急部・高度救命救急センターは救急専属医が中心となり、それに全診療科が
協力する体制で運営されている。
診療実績は、平成 17 年度救急外来受診総患者数 25,305 名、救急外来経由入
院患者数 3,757 名（その内高度救命救急センターICU 入院患者数 654 名、同 4 階
病棟入院患者延べ数 753 名）であり、同年度の救急自動車受け入れ数は 3,590
件、同じくドクターヘリ搬送件数は 437 件であった。高度救命救急センターICU
の入院疾患分類は、外傷 38％、急性中毒 16％、重症熱傷 5％、心肺機能停止 3％、
脳疾患 21％、呼吸器疾患 7％、循環器疾患 3％、消化器疾患 3％、敗血症 2％、
代謝性疾患 2％であった。
医学生教育（倉敷消防署の協力により、5 年生の臨床実習の一環として救急車
への同乗訓練を行っている）、卒後臨床研修は救急専属医の指導のもとに救急外
来診療と救命救急センターICU・4 階病棟入院患者診療を通して行っている。ま
た、看護師、臨床検査技師、臨床工学技士の臨床実習、救急救命士の生涯学習
の一環としての病院実習ならびに薬剤投与の病院実習を受け入れている。
【点検・評価】
厚生労働省は平成 11 年度以降、全国の救命救急センターの質的評価を行って
いる。当センターは当初から A ランク評価であり、平成 16 年度からは救急救命
士教育にも積極的に関与するようになり、ますます高い評価になっている。日
本救急医学会の救急科専門医、救急指導医もそれぞれ 7 名、3 名が勤務しており、
高度救急医療に対応できる医師が確保されている。
医学教育においては、文部科学省の平成 18 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」のテーマ 1「分野別偏在に対応し
た医師の養成」に川崎医科大学救急医学から応募した「全救急対応救命センタ
ーの救急医養成プラン」が選定された。今回の申請が選定されたのは、軽症か
ら重症までどんな患者でも診療できる医師を養成するという教育理念のもとに、
大学附設の救急部でありながらこれまで一貫して救急医による初期・二次・三
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次救急診療と救急医学教育を行ってきた実績が、特に他の大学や病院の参考に
なる取組であると高く評価されたためと考えている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
救急部・高度救命救急センターの業務には、救急患者診療は当然のことであ
るが、地域救急医療体制の中での役割分担やドクターヘリの運用という公益性
の強い仕事が含まれている。また、卒後臨床研修必修化以降、実地臨床現場で
の研修医教育には非常な労力を要するようになっており、救急医の仕事量が急
増したという現実がある。その結果、中堅の救急医が疲弊し救急から立ち去る
ケースが増えている。当施設でも同様の傾向にあり、救急医の適正な勤務量に
ついては検討する必要がある。
当施設は軽症から重症まで全ての救急診療を行うという特徴を持ったところ
であるが、2〜3 年後の救急外来改築に合わせて外傷センターを立ち上げる計画
を持っている。これはドクターヘリとドクターカーとを積極活用して、岡山県
における交通事故死を減らしたいという考えからでたものである。このような
我々の計画を広く知らしめ、モチベーションの高い若手医師を勧誘したいと考
えている。
医学部教育から卒後臨床研修（後期研修を含む）までを網羅した「全救急対
応救命救急センターの救急医養成プラン」が選定されたことは、昭和 52 年以来
行ってきた教育方針が誤っていなかったことの証左であると受け止めており、
今回のプログラムの中心になっている医師ならば誰もが身に付けておくべき基
本的診療能力ともいえる minimum requirements（common disease が診療できる、
緊急度・重症度の判断ができる、手術適応の判断ができる、心肺蘇生ができる、
外傷初療ができる、地域医療に対応（従事）できる）を学生・研修医教育に積
極的に組み込んで行く。特に、第 5 学年の臨床実習においては、診療参加型臨
床実習の導入により minimum requirements を身に付ける機会を与えたいと考え
ているが、そのためにはカリキュラムの変更などを必要とする。また、このよ
うな医学教育を行うためには教育スタッフの充実、ポストの増員、増設が必要
である。
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表 12-8：救急患者統計
救急外来数

外来経由入院数

ICU 入院数

4 階（HCU）入院数

平成 13 年

16,397 名

2,322 名

460 名

784 名

平成 14 年

21,150

2,676

542

840

平成 15 年

22,635

3,248

515

928

平成 16 年

23,547

3,560

605

532

平成 17 年

25,305

3,757

654

753

g）コメディカル教育（看護教育）
【現状の説明】
患者中心の質の高い看護を提供するために、優れた臨床実践能力を持ち、自
律した専門職業人として倫理的配慮ができる看護師を育成し、キャリア開発を
支援するために以下の継続教育を実践している。
1)院内教育
① 経験年数別の教育：新採用者、2 年目、3～4 年目、4～5 年目、5～6 年目
② 役割別の教育：プリセプター、感染防止、看護記録等
③ 役職者の教育：新任副主任、主任、看護単位責任者
④ 専門看護シリーズ：糖尿病、脳卒中、褥瘡等
⑤ 全看護職員共通：急変時の対応、臓器移植勉強会
⑥ 看護セミナー
⑦ 看護研究発表会
⑧ 看護助手研修
⑨ 部署ごとの教育（OJT）
他に

月 1 回程度行われている病院職員講演会への参加を勧めている。

平成 17 年度より教育プログラムを上記のように改正し分類した。
表 12-9：院内教育の実施状況
開催回数（延べ参加者数）

段階別教育

平成 14 年度

平成 15 年度

平成 16 年度

平成 17 年度

平成 18 年度

9回

9回

9回

9回

11 回

370 名

361 名

391 名
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328 名

490 名

役割別教育

※このプログラムは平成 17 年度より実施

3回

５回

119 名
役職者教育

1回

1回

5名
専門看護シリーズ

1回

3名

3回
5名

※このプログラムは平成 17 年度より実施

1回

1回

5回

1回

261 名

1回

7回

1 回 30 名

※

2回

209 名

1回

273 名

49 名

1回

321 名

1回

260 名

600 名

1回

240 名

1回

254 名
看護助手研修

229 名

673 名

218 名
看護研究発表会

5回

101 名

（全看護職員共通）
看護セミナー

193 名

平成 19 年 3

391 名

2 回 36 名

月 10 日予定

なし

1 回 55 名

平成 18 年度については平成 18 年 12 月時点

2)院外教育
院内にとどまらず、広い視野に立った看護師を育てるために院外の研修、学
会への参加を支援している。
表 12-10：院外教育の実施状況
研修・学会数（延べ参加者数）

研

厚生労働省・文部科

修

学省・日本看護協

平成 14 年度

平成 15 年度

平成 16 年度

平成 17 年度

66 回

29 回

42 回

19 回

144 名

60 名

96 名

49 名

平成 18 年度
23 回
199 名

会・各種学会関連・
海外研修他
学

日本看護協会

会

各種学会

31 回
68 名

※

18 回
４８名

平成 18 年度については

18 回
40 名

19 回
55 名

27 回
127 名

平成 18 年 12 月時点

【点検・評価】
院内教育に関しては研修会ごとにアンケート調査を行い、参加者、実施者、
看護管理者の評価をもとに毎年、教育プログラムの見直しを行っている。社会
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情勢、医療情勢の変化のなか、看護職員の役割は複雑多様化し、多重課題への
対応、社会的責任が拡大する一方、基礎教育のカリキュラムの改正等により、
臨床実践能力の修得にむけての継続教育の充実が求められている。新人看護職
員の離職の問題がとりあげられているが、新人看護職員を指導する役割を担う
経験のある看護師の負担も大きい。卒後 7 年目以上の看護師の教育プログラム
の立案に着手できていない現状であり、役職についていない中堅以上の看護職
員の教育をどのようにしていくかが今後の課題の一つである。職場環境のさら
なる整備と共に現在、当院看護師が何を学ぶ必要があり、何を学びたいのかを
明らかにし、現状に則したキャリア開発につながる継続教育プログラムの立
案・実施が必要である。
【将来の改善、改革に向けた方針】
1 回毎の研修に対する満足度は高いものの、キャリア開発の状況が見えにくい
状況である。今後は、経験年数別の教育に能力別プログラムの組みいれを進め
たい。また、定期的に看護師の教育に対するニーズを明らかにしてニーズに適
った教育プログラムの立案、認定看護師、専門領域の有資格者、各部署におい
て優れた看護実践を行っている看護師を教育の実施に参画させることにより、
看護職員のモチベーションをあげ、質の向上につないでいきたい。
h）患者サービス
【現状の説明】
・ 苦情対策
以前から「声の箱」と称して院長直結の投書箱があったが、これを処理し
て対策を講じる委員会として平成 17 年（2005 年）より苦情対策委員会が発足
している。そのなかで苦情のレベルに応じて色分けがなされ、それぞれ必要
な対策が講じられている。また記名で送られてきた意見に対しては院長が直
接に返信することで回答を行っている。
・ 市民公開講座
一般市民を対象として、医学に関する分かりやすい内容の医学講演会を定
期的に開催している。また、平成 19 年（2007 年）には「院内がんセンター」
を設置し、がんに関する内容の講演会を年 2 回開催する予定である。
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表 12-11：市民公開講座（医学講演会）開催状況
医学講演会
演題
平成 14 年度

２１世紀の心臓手術

参加者数
80

―小切開手術、ロボット手術から人工心臓まで―
脳卒中のリハビリテーション
平成 15 年度

―機能の改善と社会復帰・介護量の減少―

80

脳卒中急性期医療の新たな展開
平成 16 年度

120
―脳卒中センターの挑戦―

平成 17 年度

川崎医大救急部・高度救命救急センターってどんな

60

ところ？
・ウイルスと人類との闘い
平成 18 年度

・咳について～意外な咳の原因

120

・ コンサート
主に入院患者を対象として、年に数回、管弦楽、マンドリン、箏＆キーボ
ード、ゴスペル、バレエ等のコンサートをボランティアで開催していただき、
好評を得ている。
・ 情報開示、情報誌
患者向けの附属病院広報誌「かわさき」を平成 17 年 1 月に創刊号を発行し、
季刊誌として、年 4 回、各 7,000 部発行している。内容は、診療部長のご挨
拶、最先端医療機器のご紹介、特殊外来のご紹介、医療のなんでもＱ＆Ａ、
健康づくりのためのご提案、声の箱（患者の声に対する当院の返答）、管理栄
養士からのワンポイントアドバイスなどである。
・ ホームページ
平成 16 年 10 月に統一した形式でリニューアルし、内容も豊富に一新した。
また、お見舞いメールやお誕生メールを受け付けて患者さまにお届けし、大
変好評である。
・ 事故防止の取り組み
「医療事故防止に関する安全管理の指針（ガイドライン）」の定めるところ
により、平成 12 年 6 月には「医療事故等（医療事故・インシデント）発生時
の院内報告マニュアル」を制定し、事実の的確かつ迅速な把握と報告内容の
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統計的な分析を行ってきた。平成 12 年 10 月には「安全医療を提供するため
の医療マニュアル（総論）」を発行し、行為・項目ごとに《想定されるエラー》
とその《予防・対策》、《エラーや事故に対する初期対応》を示した。
平成 15 年 4 月から、特定機能病院には医療安全管理部門の設置及び専任の
医療安全管理者の配置等が義務付けられた。当院では、医療安全管理部は平
成 14 年度に整備済みであり、平成 15 年 4 月 1 日から専任者 1 名と事務員 1
名の専任職員の配属を行った。医療安全管理者は組織横断的立場で調整を図
り、院内の問題点の把握、対策の立案、関係者との調整、実施、結果の評価
等の業務を行っている。
各部署のリスクマネージャーには医療安全推進に積極的に関わってもらう
目的から、リスクマネージャーによるワーキンググループ（①転倒・転落、
②器械・機器・医療材料、③検査・輸血、④内服・外用・注射、⑤手術・処
置・損傷、⑥食事・インフォームドコンセント・書類）を作り、平成 16 年度
から医療安全パトロールや医療事故分析と対策をニューズレターで啓発する
活動をしており、患者さまの安全を守ることを最優先として考え、高度で安
全な医療を提供する努力を続けている。
また、平成 15 年 4 月に「患者相談窓口」を開設し、入院・外来患者あるい
は患者家族の当院における治療に関する不安、心配事、苦情及び要望等の相
談に応じて迅速な対応を図ることにより、患者の信頼を得て治療の進展に協
力を得ること、また、当院の医療安全管理ならびに運営改善に役立てている。
・ ボランティア活動
患者へのサービスが向上され、
「患者がより良い治療を受けられる」ために、
また、人に対する「やさしさ」
「気づかい」を学び、コミュニケーションや自
己表現のコツを身につけ、活動を通して「学び方」を見つけていただくため
に、平成 17 年 6 月から学生ボランティアを導入した。平成 18 年度までの活
動実績は次のとおりである。
募集：川崎医療福祉大学、川崎医療短期大学、川崎医科大学附属高等学校
登録人員：100 名
延べ活動時間：6,170 時間 55 分
延べ活動人員：2,929 名
活動内容：
外来での活動：ご不自由な方のお付添い、患者さまの誘導、自動再来
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受付機の受付の介助
小児での活動
病棟：遊び相手、本の読み聞かせ、各種イベントの手伝い
外来：遊び相手、本の読み聞かせ（患者、兄弟姉妹）
その他の活動：学園祭への参加、イベントの実施（七夕、クリスマス）
【点検・評価】
患者の安心と満足度を高めるために、患者・家族が直接意見や要望を記入し
投函する声の箱、一方で、特定の手段（患者相談窓口）を用いなくてもいつで
も全職員が受けたものは苦情受付報告書で患者の意見・要望・苦情を聞く手段
を確立している。
平成 18 年度は 875 件の意見・要望・苦情等を受け入れ、苦情対策委員会でサ
マリーを検討し、病院運営委員会、内容によっては、病院医療安全管理委員会
に情報提供し対応している。また、病院広報誌、院内掲示板を使いフィードバ
ックを行っている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
患者からの要望・苦情の一部は病院改修により解決可能なものも多く、現在、
改修が進行中である。
患者意識調査アンケートの継続的実施により、病院全スタッフの意識改善を
図っていく。
i）ＩＴ化への取り組み
【現状の説明】
平成 13 年からオーダリングが導入され、徐々に充実してきたところであるが、
今後電子カルテ導入に向かってまだまだ乗り越えるべきことが多く、道半ばと
いった感がある。
＜病院情報システムの沿革＞
昭和 49 年

検査部門システム（住友電工）稼働

昭和 60 年

富士通医事会計システム（ＨＯＰＥ／Ｘ）稼働

平成 13 年 1 月

東芝住電オーダーエントリーシステム（ＡｃｃｅｌＷｉｎ）
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導入
平成 13 年 2 月

１患者１診療録導入（アサヒ電子：マイコンカルテシステム）

平成 16 年 3 月

ＰＡＣＳシステム（ＧＥ）稼働

＜オーダーエントリーシステム及び部門システム＞
平成 13 年 1 月

診療予約オーダー、検体検査（外来）オーダー、外来処方オ
ーダー、病名登録オーダー、医事会計システム、受付システ
ム（自動再来受付機）、薬剤部門システム（自動薬袋発行機）、
検査部門システム

平成 13 年 7 月

病床管理オーダー、検体検査（入院）オーダー、入院処方オ
ーダー

平成 14 年 7 月

注射オーダー、放射線オーダー、細菌検査オーダー、生理機
能オーダー、給食オーダー、放射線システム、細菌検査シス
テム、生理機能検査システム

平成 16 年 3 月

内視鏡オーダー、手術予約オーダー、輸血オーダー、部門シ
ステム、PACS システム、内視鏡レポーティングシステム

平成 17 年 9 月

薬剤在庫管理システム

平成 17 年 12 月

手術実施システム

平成 18 年 4 月

自動入金機

平成 18 年 5 月

健診システム

平成 18 年 8 月

病理システム

平成 18 年 10 月

透析システム

平成 18 年 10 月

心電図ファイリングシステム

今後順次電子カルテ化へ向けて準備を進めていく予定である。
【点検・評価】
着実に電子カルテに向けて IT 化が進んできているが、現行システムの不具合
などの問題点もあり、システムに根本的に手をつけるかどうかなど、未だ決定
していない事項が多く、まだ時間を要する問題である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
システムの問題に早急に目処をつけて早期に電子カルテへと進んでいく必要
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があるが、他施設の電子カルテの状況などを詳細に検証しながら、最適な時期
にその移行を決断する必要があり、今後もっとも重要な判断を強いられると考
えている。
j）ドクターヘリ
【現状の説明】
川崎医科大学附属病院におけるドクターヘリ事業は、平成 11 年 10 月 1 日か
ら平成 13 年 3 月 31 日までの 1 年 6 ヶ月間に川崎医科大学附属高度救命救急セ
ンターで行われたドクターヘリ試行的事業においてヘリ搬送された救急患者
274 名の調査結果に基づき、当時の厚生省がドクターヘリの本格的導入に踏み切
ったものである。ドクターヘリ搬送を行ったことで 56 名の生命が救われ 24 名
が障害を残すことなく軽快したと判定され、国並びに県の医療行政の政策決定
に大きく寄与した。
ドクターヘリ導入促進事業は，救命救急センターにドクターヘリを委託によ
り配備し，救急患者の救命率，搬送体制の向上とドクターヘリの全国的導入の
促進を図るために，政府の指導の元，地方自治体の要請を受け，医療計画等に
基づき，ドクターヘリ運航調整委員会の下で運営されている．
委員会メンバーは以下のとおりである．
ドクターヘリ運航調整委員会名簿

(平成 19 年 4 月 1 日現在)

《外部委嘱委員》
岡山県保健福祉部長

田原克志

岡山県総務部危機管理監

須田実

岡山県警察本部長

塩田透

岡山県教育委員会教育長

門野八洲雄

岡山県市長会会長（総社市長）

竹内洋二

岡山県町村会会長（吉備中央町長）

重森計己

岡山県消防長会会長

中塚弘章

岡山県医師会会長

末長敦

岡山県病院協会会長

土井章弘

総合病院岡山赤十字病院長

近藤捷嘉

(岡山県基幹災害医療センター)
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国土交通省大阪航空局保安部運用課長

岩根高幹
(オブザーバー出席)

国土交通省中国地方整備局企画部長

菅原信二

西日本高速道路脚中国支社管理事業部長

草場宰

総務省中国総合通信局無線通信部長

佐伯利寛

運航委託会杜（カワサキヘリ㈱常務取締役）

古澤正人
(幹事会杜代表)

《院内委員》
川崎医科大学附属病院
救急部・高度救命救急センター部長

鈴木幸一郎

川崎医科大学附属病院看護部長

千田美智子

・過去の出動回数
平成 13 年度から平成 18 年における出動回数は以下のとおりである。
平成 13 年度：204 件
平成 14 年度：429 件（内、県北部から 176 件）
平成 15 年度：446 件（内、県北部から 216 件）
平成 16 年度：437 件（内、県北部から 224 件）
平成 17 年度：437 件（内、県北部から 222 件）
平成 18 年度：443 件（内、県北部から 231 件）
【現状の点検、評価】
平成 14 年度以降は毎年 430〜450 件のドクターヘリ出動が行われており、岡
山県における救急医療に大きな貢献をしている。特に、高梁・新見圏域、真庭
圏域、津山・英田圏域を合わせたいわゆる県北部からの搬送件数は平成 14 年度
176 件、平成 15 年度 216 件、平成 16 年度 224 件、平成 17 年度 222 件、平成 18
年度 231 件であり、平成 16 年度以降は搬送件数の 50％以上が県北部からである。
すなわち、岡山県におけるドクターヘリ事業の特徴は、重篤な外傷患者の治療
施設が少ない県北部の外傷救急医療の一翼を担っている点にある。また、ドク
ターヘリの活動範囲は県内全域に及んでおり結果的に県内僻地の救急医療を支
援することにもなっており、ドクターヘリ事業は地域医療に大きく貢献してい
る。
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【将来の改善、改革に向けた方策】
ドクターヘリ事業の更なる推進に向けては、岡山県の指導並びに関係機関と
の綿密な連携の下に有効な方策を実施する。ドクターヘリの運用にあたっては、
ドクターヘリが安全に着陸できる区間・場所の情報の共有や「運用マニュアル」
の作成、共通の周波数の無線機の整備等、関係機関・団体と連携した取組を強
化する。
（５）施設・設備等
【現状の説明】
１）施設の概要
前述の通り、開設から 33 年を経過し、病院施設が老朽化したことから、新し
い時代に対応できる病院を目指して、平成 12 年から増改築工事に入っている。
平成 14 年の西館棟新築の竣工を皮切りに、中病棟の改修完成、続いて南病棟お
よび東病棟の改修が完了した。引き続いて外来部門の改修、リハビリ棟の増改
築および高度救命救急センターの改修と続き、数年後には全館が新築または改
修された状態となり、次世代にふさわしい機能を備えた病院設備となる予定で
ある
２）設備の概要
医療機器の進歩に対応すべく年々大型医療機器を更新してきたところである。
また平成 18 年末には PET-CT２台を新規導入し、更新されたリニアック 2 台と相
まって、がん診療の強化を計っている。
表 12-12：主たる大型設備の使用状況（平成 18 年度）
設備の種類

保有台数

稼働状況（件数）

磁気共鳴断層撮影装置（MRI）

3

11,488

全身用Ｘ線 CT 装置

3

16,223

血管撮影装置

3

1,593

リニアック（H19.1 月から 2 台）

2

10,399

マイクロセレクトロン

1

186

骨塩定量装置

3

1,265
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骨シンチ等

3

5,085

PET/CT（H18.12 月から稼動）

2

330

【点検・評価】
CT および MRI の増設によって従来の待ち時間が大幅に短縮され、場合によっ
てはこれらの特殊画像検査が初診の日に施行できて、その場で結果を説明して
紹介医へ返答することも可能となり、患者にとって大いに利便性は上がったと
言って間違いない。今回新規導入された PET-CT については地域への宣伝活動が
まだ不十分であり、受診患者数も伸びていないが、今後は関連病院などを通じ
ての宣伝活動を充実させる必要がある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
各種画像診断の効率的な予約業務を遂行することで、より多くの患者の診断
に寄与することが可能で、また待ち時間の短縮にもつながる。また PET-CT につ
いては導入後間もないという事情もあり、今後の宣伝活動の効果を期待したい。
（６）管理・運営（委員会等）
【現状の説明】
50 の委員会が構成され、各担当分野について定期的に討議がなされ、その度
ごとに病院運営委員会へ上申されている。
表 12-13：病院に常設している主な委員会等
名

称

人数

目的等

病院運営委員会

11

合理的な管理と円滑な運営を図る。

病院医療安全管理委員会

17

医療問題の早期かつ的確な把握、問題の拡大防止と適
正な解決、今後の発生防止と医療問題に関する安全管
理の職員研修推進を図る。

レジデント教育委員会

15

医師卒後教育に関する事項を審議し、もって卒後修練
の円滑な運営を図る。

職員教育委員会

10

職員教育に関する企画立案・調整を進め、もって病院
職員の資質向上を図る。
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適正保険医療委員会

17

病床運用管理委員会

11

物資管理委員会

8

医療情報システム化委員会

19

病診連携推進委員会

13

外来運用管理委員会

9

保険医療の円滑な推進を図る。
入院患者の受入、転科、転出等を円滑に行い、もって
病床の効率的運用を図る。
物資の購入、更新、及び管理の適正かつ円滑な実施を
図る。
医療情報に係るシステム整備及び情報化を推進し、医
療経営の効率化や医療の質の向上を図る。
地元医療機関等との連携の円滑な推進を図る。
外来診療の円滑な運用を促進し、患者満足度の向上を
図る。

院内感染対策委員会

19

病院内において広域的に発生する各種の耐性菌、新興
および再興感染症の発生予防、ならびに撲滅を図る。

褥瘡対策委員会

15

院内褥瘡対策を討議・検討し、その効率的な推進を図
る。

感染性廃棄物処理委員会

9

医療ガス・安全管理委員会

8

病院内に生じる感染性廃棄物の適正な処理を図る。
医療ガス設備の安全管理を図り、患者の安全を確保す
る。

受託研究審査委員会

15

病院医薬品等臨床研究の適正かつ円滑な実施を図る。

患者サービス改善委員会

13

良質な医療サービスの提供を図る。

苦情対策委員会

12

療養環境と医療の質の改善と向上を図る。

個人情報保護に関する委員会

15

個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の適
切な取り扱いを図る。
治験管理運用委員会

11

治験の円滑な運用を図る。

19

Nutritional Support Team（NST）業務の推進を図る。

栄養委員会

9

栄養給食業務の円滑な運営を図る。

救急部・高度救命救急ｾﾝﾀｰ運営委員会

14

高度救命救急センターの円滑な運営を図る。

放射線安全委員会

15

ＮＳＴ (Nutritional Support Team)推進
委員会

放射線同位元素及び放射線発生装置に関する取扱いを
安全かつ円滑に行う。
看護要員確保に関する対策を協議し、適正な人員確保
看護要員確保対策委員会

10
を進め、もって看護業務の円滑な推進を図る。

病歴委員会

11

診療情報管理業務の円滑な運営を図るため、診療情報
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および診療録に関する事項の管理を検討、討議する。
薬事委員会

12

病院薬事の円滑な運営を図る。

診療部長会

42

病院の管理運営上重要な事項を審議・伝達する。

【点検・評価】
昨今の医療情勢などを鑑みて必要性から徐々に増えてきた委員会数であるが、
委員会の数が増えすぎた印象も多少持たれる。夕方には多くの委員会が重なっ
て開催され、何人かの委員がいわゆるダブルブッキングのために委員会に出席
できない事態も生じている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
委員会の見直しを推進し、必要に応じて委員会の統廃合を行って全体にスリ
ム化する時期に来ていると思われる。
（７）自己点検・評価の組織体制
【現状の説明】【点検・評価】
附属病院における総合的な自己点検・評価の組織は構築されていない。しか
し、各診療科は医学部の教室として、研究業績と将来への改善方策を「教育と
研究」という冊子にまとめ、毎年公開してきた。診療に関しては平成 13 年、16
年、18 年に本学としての「自己点検・評価報告書」を刊行し、そのなかで臨床
に関連する教室は診療活動における自己評価を行っている。しかし、これらは
診療部門の自己点検・評価であり、その他の病院部門に当てはまるものではな
い。
病院の自己点検・評価に大きく関わるものとして、本学附属病院は平成 17 年
に財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価を受審し、Ver.4 の基準に
適合しているとして認定を受けた。この病院機能評価の受審に際しては病院の
すべての部門において、多岐にわたる自己点検、評価を通して業務を見直すこ
とができた。これにより、附属病院の理念に基づいた診療を行う体制を構築す
る方向性を確立することができたと考えている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
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本学の「教育と研究」および「自己点検・評価報告書」を今後も継続して刊
行していく中で、診療に関わる教室においては附属病院の中における自己点
検・評価を行っていきたい。一方、病院機能評価機構の認定更新は平成 22 年に
予定されている。それに向けて、前回の認定の際、総括で述べられた問題点を
念頭に改善の努力を積み上げていく方針である。
附属病院の組織は非常に大きく、これを総合的に点検・評価する機構を早急
に導入するのは難しいため、まずは各部門あるいは委員会ごとに自己点検・評
価のシステムを導入し、それを積み上げていくことで現状の把握と将来に向け
た診療機能向上に努めたいと考えている。
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第１３章

研究センター

目標
大学教職員および大学院生の研究活動を支援し、医学研究の進展に寄与する
ことを主たる目的として．八つの研究センターを組織的に管理・運営する。そ
のために、研究施設・設備の充実、技術支援のための技術員の適正配置ならび
に技術向上、利用者の実験スペースの確保など研究活動が円滑に行なわれるよ
う支援する。次の項目を具体的な達成目標とする。
・先端的な教育研究や基礎的研究への設備面での整備を適切に行なう。
・センターの共用実験スペースの拡充と適正な配分をはかる。
・技術講習会やコースワークの設定などにより大学院生の研究支援を充実させ
る。
・センター技術者間の情報交流を促進する。
・センター員の技術レベルの向上と次世代への伝達を進める。
（１）理念・目的
【現状の説明】
本学の目標はよき臨床医の養成にある。すぐれた診療技術を身につけた医
師は、特定の研究領域のおける深い学識経験を持っていなければならないし、
研究による自己教育でより高い学識経験を獲得すべきである。限られた建築
物、限られた経費の下で先端の研究を推進するためには、教育・研究上の基
本的な単位である教室という枠を越えて、研究活動の協力・合理化を条件と
する効率の良い研究機構を確立することが必須の条件である。
研究センターは、本学の教職員および大学院生の研究活動を設備・技術の
面で支援・指導する施設・設備であり、研究上の特殊設備、高額な大型機械・
器具などを集中管理し、効率良く共同利用を図る事を目的に運営され、先端
の研究活動が円滑に遂行できる環境を提供している。各センターは、中央研
究部が統括する。
【点検・評価】
本学が開学時に取り入れたセンター方式は、教室の枠を超えて機器を利用
できるという優れた特徴をもち、その恩恵によって、本学から国際的にも注
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目される多くの研究論文が発信されて来た。その成果は論文別刷りとして、
年度毎にそれぞれのセンターで整理して保管され、一部はホームページで公
開されている。
研究センターは、大学創設時の医学研究の方法・技術の視点にたって八つ
に分けられ、専任の技術者を配属し運営されている。センターに設置される
機器は、研究委員会等で全学的に議論して公平に選定され、研究センター予
算および学外の公的補助制度を有効につかって、新規購入・更新を継続的に
行っている。高額な大型機器のセンターでの共同利用という主旨は、現在も
明確に保持されている。研究活動の指導は、特に大学院生に対して行われ、
大学院生共通授業にその一環として「センター利用説明会」などが組み込ま
れている。このように、本学独自のシステムとして、本来の目的にむかって
適切に運用されてきた点は高く評価できる。
一方、開学から現在に至るまで研究技術・分野の変化は激しく、いくつか
の矛盾も顕在化してきた。研究センター方式が発展し続けるためには、克服
しなければならない検討課題が少なくない。
機器利用者が複数のセンターにまたがって機器を利用するケースが増えて
きた。技術者の担当分野とは異なる領域の機器をセンターが抱えることにな
り、センターでの機器管理にも問題が生じつつある。
教職員および大学院生の研究活動は、教室のパイロットスタディ実験室以
外では、研究センターを利用することを原則とする。従って、センターでは
機器の管理・技術提供に加え、研究活動のための共同利用スペースの管理も
重要な業務であり、限られたスペースを公平に配分するよう、各センターは
独自に工夫している。
近年、学園組織の拡大にともない医大以外の学園施設からもセンター利用
の要望が出され、それに対しても可能な限り、対応している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
センターの円滑な運営には、①センターの努力、②利用者の協力、③大学か
らの支援のいずれもが重要な要素である。レーザー顕微鏡のように、複数の分
野が対象となる機器が増加する現状に対し、技術者がセンターの壁を越えてサ
ポートできる環境作りが必要である。その第一ステップはセンター職員の交流
の場を頻繁に設ける事であり、技術者連絡会の定期的開催を目指す（現在４ヵ
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月毎、年３回開催）。また、ホームページなどを利用して、センターの実情を積
極的に公開することが利用者の協力を得る近道であり、各センターが積極的に
大学ホームページを活用し、情報を開示するように積極的に広報する。センタ
ーの改修にあたっては、トランスジェニック・マウスなどを扱う実験の今後の
増加を見越して、医用生物センターにＳＰＦ動物飼育施設があらたにつくられ、
平成 19 年夏より稼働をはじめた。付属病院の改築と併せ、一部のセンターで面
積拡張の計画が進行中である。また、２年前より、センター支援の新しい財源
として学園から研究奨励金による助成がえられるようになり、センターの希望
にそって機器の充実が図られた。継続的なサポートが期待できるから、有効な
活用の道を研究委員会で検討する。
大学院教育のレベルアップが政府の方針として明確にされた現在、他大学の
大学院の研究との連携が急務の課題となる。他施設との共同研究に対して、研
修見学生制度もふくめた制度的な基盤の整備も視野に入れる必要がある。
（２）設立の経緯・沿革
【現状の説明】【点検・評価】
昭和 48 年には組織・電子顕微鏡センター、組織培養・免疫センター、ＲＩセ
ンター、生化学センター、医用実験センター（旧
ター（旧

動物実験部）、医用生物セン

動物飼育部）の 6 センターがスタートし、昭和 50 年に生理機能セン

ターが、昭和 51 年に環境生態センターが加わり、合計 8 センターとなり、現在
に至っている。ただ、場所の移動、専有面積の拡大などが病院の改築と関連し
て、昭和 55～57 年に行われ、生化学センター、生理機能センター、環境生態セ
ンター、ＲＩセンターが移転および利用スペースが拡張された。個々のセンタ
ーの詳細については後記する。
平成 18 年にセンター改修が始まり、医用生物センターにおいて需要が急速に
高まっているＳＰＦ動物飼育施設を、センター内に新設した。平成 19 年 8 月よ
り稼働している。
『研究ニュース』はセンターの活動と本学の研究活動の記録として、昭和 49
年の研究委員会発足後継続して発行され、69 号が発行された。年２冊のペース
で発行されている。
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【将来の改善・改革に向けた方策】
利用者にスペースを提供している研究センターでは、特に組織培養・免疫セ
ンターで状況がひっ迫しており、病院の改築に併せてセンター面積の拡張が期
待されている。しかし、センター面積には限界があり、センター長を中心とし
て委員会の指導で、客観的な利用実績に基づき、ソフト的に解決できるよう運
営面での改善を検討する。
（３）組織
【現状の説明】
中央研究部が八つの研究センターを管理・運用し、中央研究部長を研究担当
副学長が兼任する。中央研究部の事務は大学学務部・庶務が担当している。学
長は教授・准教授の中からセンター長を任命し、センター長の下に、副センタ
ー長、主任技術員、技術員、研究補助員、事務職員、用務員、整備員が配属さ
れ、共用施設や機器を有効に稼働させ、教員・院生の研究をサポートする。セ
ンター職員への高度な技術指導は、技術主任が中心となって行われ、センター
長はその高度な技術が適切に継承されていくように配慮する。各センターの管
理運用は、センター委員会で決定される。センター委員は教員で構成され、
『研
究ニュース』において該当年度のセンター長、副センター長および研究センタ
ー委員会のメンバーは公表されている。それぞれのセンターは個別に使用規定
を定め、運用されている。センター間にまたがる懸案は、センター長会議およ
び研究委員会で審議される。
【点検・評価】
研究センターの運営はセンター長を中心としておこなわれるが、センター長
は教授兼任であり、センター業務に専念するのは難しい。平成 16 年度より四つ
の研究センターで、センター長を補佐する副センター長を設けた。これにより、
センター運営がより円滑に行われるようになった。
八つの研究センターの運営全体にかかわる課題は、これまで研究委員会にお
いて討議されおおむね適切に討議されてきた。平成 19 年度より中央研究部に専
任職員が配備され、センター間に潜在する課題について検討を開始した。研究
委員会より上位組織として有効に機能する事が期待できる。
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センターに配備される職員は、センター長・副センター長をのぞけば技術員
を中心として他に 4 種ある。しかし現状では、技術員の数はセンターによって
異なり、4 名が 1 センター、2 名が 2 センター、1 名が 3 センターで、技術員を
欠き研究補助員のみで構成されるセンターが二つある。
『理念・目的』で述べた
ように、センターに配備される機器は高度に専門化され、技術者がすべての機
器に精通することが難しい状況が生じており、技術員の欠員はセンターの研究
サポート業務に一部支障をきたしつつある。制度上は事務職員が配置されるこ
とになっているが、センターにおける事務員は実質 0 名で、研究補助員が代行
しているのが現実であり、高度化するセンター業務に対応する技術員の確保・
育成には早急な対応が必要である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
中央研究部の業務内容を明確にし、各センターに共通の課題（技術員の職階、
適正配備など）に取り組みを始める。
技術員の確保・育成を図ると同時に、センター間での技術交流を活発にして、
機器の有効な利用を図る。当面、各研究センターに配備されている職員間の交
流を活発に行い、技術交流が進むようセンター技術者連絡会を継続して開催す
る。技術者は自己の得意とする分野に固執する傾向が強く、他の分野との間に
壁をつくりがちである。センター活動を広く情報公開し、職員の交流をすすめ
ることにより、良い環境を作る。ホームページの活用などもその一つの方策で
ある。それぞれのセンターにおける盗難防止や非常時の避難経路などのセキュ
リティの確保を共通の課題としてまとめていく事も、中央研究部の重要な課題
である。
（４）施設・整備と活動内容
a）組織・電子顕微鏡センター
【現状の説明】【点検・評価】
形態学的アプローチのための共同研究施設で、医大並びに学園関係者の光学
顕微鏡関連、電子顕微鏡関連、画像処理作業を支援することを目的としている。
センター創立以来、センター長は 5 代目である。職員構成は、主任技術員（2 名）、
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技術員（2 名）、研究補助員（2 名）で、主任技術員の一人は副センター長を兼
ねる。専有面積は 441 ㎡で、広さにおいて 8 センター中 7 番目である。過去 5
年間における年間センター予算は 243.3〜616 万円である。
（i）研究サポートの内容
1. 透過・走査電子顕微鏡の操作・観察指導
2. 電子顕微鏡標本の作製（固定から電子染色まで）、走査電子顕微鏡試料
の作製：走査電子顕微鏡標本の乾燥（臨界点乾燥、凍結乾燥）
3. 特殊技法による電子顕微鏡標本の作成（免疫電顕法、ネガティブ染色、
フレーズレプリカ法、デープエッチング法、凍結超薄切片法、凍結割断
法、凍結置換法、シャドウイング法、エネルギー分散型 X 線分析法など）
4. 画像解析ソフトの応用指導
5. 顕微鏡高倍率モンタージュ写真作成
6. パラフィン切片の作製と染色、免疫染色用、ISH 用切片の作成
7. 特殊染色（ＰＡＳ・アザン・エラスチカワンギーソン・その他多数）
8. 凍結標本の作成、培養細胞 HE 染色
9. 透過・走査電顕撮影済みフィルムの現像処理。
10.自動免疫染色装置および in situ hybridization 染色装置の取扱い説
明・プロトコールの作製・試薬管理
11.写真の焼付け
12.学会発表用ポスターの作成・指導
（ii）先端的および基礎的教育・研究のための主要な設置機器とその整備状況
透過型電子顕微鏡としては、日本電子 JEM-2000EXII、日立 H-7100 の 2 台が現
在稼動している、走査型電子顕微鏡として日立 S-570 は試料表面の立体観察＋
Ｘ線分析によるバルク試料中の元素の定性と定量分析が出来る。また、日本電
子 JSM-6340F は通常の２次電子像の観察以外にも反射検出器を備えているので
免疫電顕法に用いられている金コロイド粒子（重金属）が検出できるので金コ
ロイド標識と生体構造を識別できる特性を持つ。走査電子顕微鏡標本作製に不
可欠な臨界点乾燥器や凍結乾燥装置も備えている。他の電顕試料作製の機器と
しては超ミクロトーム、凍結割断装置（バルザース BAF301）、クライオセクショ
ニングシステム、LEICA 凍結置換装置、LEICA 急速凍結装置、光学顕微鏡関連装
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置では蛍光顕微鏡を初め LEICA クライオスタット、アロカ社製全自動 ISH 処理
装置、ﾍﾞﾝﾀﾅ社製免疫染色自動装置などが挙げられる。なお、画像処理装置関連
では画像処理ソフト（IBAS, IPLab, Autodeblur, NIH）を搭載した PC、フイル
ムスキャナー、ポスター展示発表用大判プリンターを設置している。
組織切片作製室には滑走式ミクロトーム、パラフィン溶融器、パラフィン伸
展器、浸透器、２槽式バキューム装置、マイクロスライサー、恒温器、賦活処
理用電子レンジ、純水製造装置などが設置されている。
平成 18 年度新規購入機器：
・表面反射・アポディゼーション・全反射顕微鏡（Nikon）
・オールインワン蛍光顕微鏡（Keyence）
最近の傾向として、とくに免疫染色や画像処理関連の機器の利用が急増して
いる。これらの機器・設備は大学院生および教員の研究のために、適切に保守・
点検・整備が行なわれている。
（iii）利用者数の年次変化
平成 12 から 15 年度は機器予約表から算出、平成 16 年度以降はセンター利用
記録簿から算出した。センター利用者は着実に増加している。
表 13-1：組織・電子顕微鏡センターの利用者数

利用者数

平成 12 年

13 年

14 年

15 年

16 年

17 年

18 年

2077

2094

2178

2214

3967

3559

3989

（iv）運用・管理の適切性
ホームページやメールなどにより利用者に直接、情報を伝える体制が確立で
きた。大学のネットワークを使って、効率良く、利用者とセンターとの間で意
見交換ができ、また、センター情報を広く公開する場所が出来たことは、高く
評価できる。
センター委員会は、センター長 1 名、副センター長 1 名、臨床系 3 名、基礎
系 5 名の 10 名で構成されている。当該年度の収支決算報告の承認および次年度
の予算案の決定とセンター利用者から申請された希望機器の討議を適切に行な
っている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
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（i）利用者の要望に対するセンター施設・設備の面
センター利用の最近の傾向として、画像処理作業と組織切片作成に関する要
望が急増している。この新しい傾向に対応するため、利用頻度の少ない機器の
整理・処理と新しい機器のためのスペース確保が必要になっている。センター
の改築に併せ、対応を早急に検討している。また、ID カードによるセキュリテ
ィ管理システムが導入されると、今まで行っていた全施設の施錠および時間外
使用届け用紙の提出が不要となり、手続きの簡素化によってより多くの利用者
の増加が見込まれる。
（ii）利用者の要望に対するセンター・サービスの面
組織切片作成、免疫染色、画像処理、電子顕微鏡標本作成、大判プリンター
によるポスター作成などのサポートを充実させる。
（iii）ホームページの活用
利用者が当センター・ホームページの機器予約システムにアクセスして該当
機器の利用予定時間が予約の出来るシステムに移行する準備をおこなっている。
また、ホームページの利用によってセンターの効率化や利便性を高めたい。
b）組織培養・免疫センター
【現状の説明】【点検・評価】
組織培養関係ならびに組織培養技術を導入した細胞生物学および免疫学的研
究を中心とした共同研究施設で、組織培養に関連した研究用機器を中心に設備
し、これらの分野の本学研究者および大学院学生の利用に供することを目的と
している。
センター創立以来、センター長は 6 代目である。職員構成は、研究補助員（4
名）である。専有面積は 842 ㎡で、8 センター中で 5 番目の広さを持つ。過去 5
年間における年間センター予算は 396〜913 万円である。
（i）研究サポートの内容
フローサイトメーター（FACS Calibur、FACS Aria）による細胞の測定及び解
析のトレーニング（蛍光マーカーによる存在比の測定、細胞周期の測定、細胞
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分離など）を行っている。場合によっては、使用者が作製したサンプルをセン
ター員が FACS Calibur で測定を行う。
（ii）先端的および基礎的教育・研究のための主要な設置機器とその整備状況
主な機器として、クリーンベンチ、各種インキュベーター、各種顕微鏡、各
種遠心機、超低温槽、コールター・カウンター、蛍光マイクロプレートリーダ
ー、超純水装置、各種滅菌器、最新鋭のフローサイトメーター（FACS Calibur、
FACS Aria）などがある。これらの機器・設備は大学院生および教員の研究のた
めに、適切に保守・点検・整備が行なわれている。
（iii）利用者数の年次変化
センター利用者は年々増加傾向にある。
表 13-2：組織培養・免疫センターの利用者数

利用者数

平成 15 年

16 年

17 年

18 年

9,485 名

11,041 名

12,603 名

11,429 名

（iv）サービスの利用頻度順位
①培養のための共通実験スペース（インキュベーター、クリーンベンチを含む）
の維持管理、培養用の消耗品や培地などの供給、培養操作から生ずるゴミ・ア
スピレーター廃液の廃棄。
②実験を行うための実験スペース、超低温槽や液体窒素保存庫などのストック
などのスペースの提供管理。
③初心者のため培養トレーニング、フローサイトメーター（FACS Calibur、
FACSAria）のトレーニング。培養トレーニングの一環として遺伝子導入の練習
も取り入れている。
④培養細胞のマイコプラズマ汚染検査も開始し、間接 DNA 染色法と PCR 法の両
方で検査を行っている。
（v）センター運用・管理の適切性
センターの管理・運営は委員会活動をベースとしている。委員長（センター
長）をはじめ 7 名の運営委員から成り立ち、年に 1〜2 回組織培養免疫センター
運営委員会を開催し、センター運営費の報告などいくつかの議題について話し
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あい、その内容は適切にセンター運営に反映されている。利用者からの要望の
取り組みとしては、毎年利用者から希望台数を聞いて１年間の実績及びセンタ
ー利用頻度などから考慮して、次年度の実験台の割り振りを年度末に代表者を
集め決定している。広報活動としては、組織培養免疫センターの学内用ホーム
ページに新しい機器の紹介や説明会のお知らせなどを随時更新している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
（i）センター施設・設備
絶対的にスペースが不足しているので、配分をめぐっては毎年問題になって
いる。一般研究室の使用に関しては１年間の契約制として、利用者の要望を踏
まえ、なおかつできるだけ平等に配分するため実績評価（利用頻度、論文、外
部からの競争的研究資金取得額）を考慮して実験場所を割り当てている。しか
し、一般研究室のスペース配分については、センター内の限られた狭いスペー
スを公平、公正かつ効率的に活用するには限界があり、増築以外には抜本的解
決の道はないと思われる。なお、以前クリーンルームとして使用していた場所
は、現在ドアを取り外し通常の培養室として使用しているが、センター改修時
に枠組みをすべて取り外し、さらに有効的な部屋として使用する。
（ii）センターサービス
従来の機器のメンテナンスに留意し、利用者の要望に沿った機器の導入と更
新を図る事によって、年々増加する利用者への円滑な研究サービスを提供する。
また、利用者の多様な要望に対応するためには、最新の知識の習得や技術的な
面での向上に努めていくことが必要で、各種の講習会や勉強会、学会に積極的
に参加し、学問と技術の進歩に応じた新しい研究サポートを行なう。
（iii）センター管理
当センターは 24 時間使用可能である。細胞培養に必要な基本的な機器類およ
び消耗品類は概ね揃っているので、利用者は自分の細胞だけを持参すれば、す
ぐに培養が可能である。しかし、共同利用施設であるために、経験者も初心者
も同一の機械器具を使用するという面では様々な問題が生じて、管理運営面で
困難なことも多いので、より多くの人に使用してもらうために、迅速な対応と
保守管理を今心がける。学園ネットワークの活用やホームページによって、効
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率化や利便性を高める。
c）ＲＩセンター
【現状の説明】【点検・評価】
放射性同位元素（RI）を用いる研究を行う共同利用施設である。創立以来、
センター長は 5 代目であり、副センター長１名が補佐する。職員構成は、主任
技術員（2 名うち 1 名併任）、研究補助員（２名）、用務員（１名）である。昭和
51 年 7 月に 7 階に実験室３部屋増設、昭和 56 年 10 月動物飼育室、動物実験室
2 部屋、液クロ室、実験室、β 線貯蔵室をセンターに増設した。専有面積は 833
㎡で、広さにおいて 8 センター中 6 番目である。過去 5 年間における年間セン
ター予算は 630〜930 万円である。
（i）センターの研究サポートの内容
当センターは医科大学の基礎系・臨床系教室のほかに、医療短期大学、医療
福祉大学が共同利用している。目的は、医科大学大学院生・医療短期大学生の
教育と教員の学術研究に分けられる。教育としては、医療短期大学放射線技術
科学生の放射科学実習が必須科目として行われている。他に教育訓練として、
RI を初めて使用する実験者のために未経験者講習会を年２回、再教育のために
年１回経験者用の講習会を行っている。
（ii）先端的および基礎的教育・研究のための主要な設置機器とその整備状況
１．液体シンチレーションカウンター

2台

２．オートガンマーカウンター

2台

３．フルオロイメージアナライザー
４．ルミノイメージアナライザー
これらの機器・設備は大学院生および教員の研究のために、適切に保守・点
検・整備が行なわれている。
放射線取扱主任者は、放射線障害防止法に基づいた RI 全般の管理を、技術員
及び研究補助員は、RI 在庫管理について事務処理と機器類の保守点検や環境汚
染の測定、測定器の管理を行う。用務員は、RI に汚染された廃棄物の処理を行
う。
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（iii）センター利用者数の年次変化
表 13-3：ＲＩセンターの利用者数
平成 14 年度

15 年度

16 年度

17 年度

18 年度

登録申請書数

28

29

31

31

31

使用計画書数

24

22

25

22

21

登録者数

120

123

135

127

123

センターの提供するサービスの利用頻度の順位：
バイアル洗浄、廃棄物処理、アイソトープの受け取りと発注者への連絡
（iv）センター運用・管理の適切性
RI センターの管理や運営は、「RI センター委員会」が中心として行う。委員
会は、年 2 回開催され、RI センターの実験環境の整備などを討議するなど、適
切におこなわれている。平成 15 年度から実状に合わせて使用 RI を 29 核種に限
定した。また、最大貯蔵量も研究者の要求を満たすよう再調整した。
【将来の改善・改革に向けた方策】
利用者の要望に対するセンター施設・設備の面：
センター改修が行われたため、長期間使用されなかった機器、器具の整理を
行い、今後順次古い機器の更新を行う予定である。入退室がカード化になるた
め、入退室管理システムの導入を検討中である。これによって、利用者実数の
把握が容易になる。
d）生化学センター
【現状の説明】【点検･評価】
生化学研究の諸設備や機器などを中央に集中配備して、主として共同利用に
供し、研究の遂行を容易にすることを目的としている。センター創立以来、セ
ンター長は 7 代目である。職員構成は、主任技術員（1 名）、研究補助員（3 名）
である。昭和 55 年に救命救急棟 6 階が使用可能となったため、現在のようにＡ
棟 6 階と救急棟 6 階が生化学センターとなった。専有面積は 1433 ㎡で、広さに
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おいて 8 センター中もっとも広い。過去 5 年間における年間センター予算は 455
〜1200 万円である。
本センターは次の 4 群から構成される。
1）計測機器室（分光測定室、画像解析室、遠心機室、ガスクロ室、液体クロ
マト室、質量分析室、生体分子情報解析室、DNA 解析室、タンパク質解析室）
2）一般研究室 No.1〜No.7；一般研究室は 1 年毎の更新で、センター使用者（研
究室単位）に実験台を割り当てている。
3）基礎施設室（冷作業室、冷凍室、フリーザー室、工作室、ドラフト室、天
秤室、薬品庫、洗浄室）
4）組換え DNA 実験室（バイオハザード室）
（i）センターの研究サポートの内容
機器利用に関しては、キヤビラリーDNA シーケンサー、アミノ酸分析機、LC−
質量分析機、電子スピン共鳴装置については、測定依頼を受け、ガスクロマト
グラフ、高速液体クロマトグラフなど、要請に応じて機器利用に関する技術指
導を行っている。百数十ある分析機器･基礎設備機器を 4 名のスタッフで対応し
ている。
（ii）先端的および基礎的教育・研究のための主要な設置機器とその整備状況
計測機器室に設置されている特殊機器は以下の通りである。
分光測定室：分光光度計、蛍光光度計、自記分光光度計
画像解析室：レーザースキャンサイトメータ、レーザーキャプチャー、蛍光
顕微鏡等
遠心機室：高速冷却遠心機、超遠心機
ガスクロ室：ガスクロマトグラフ
液体クロマト室：自動アミノ酸分析機、電子スピン共鳴装置
ドラフト室：原子吸光分析装置
質量分析室： LC−質量分析機、飛行時間質量分析計
生体分子情報解析室：画像解析システム関連の各種コンピュータ
バイオハザード室：クリーンベンチ、CO2 インキュベーター、オートクレーブ
等
DNA 解析室：DNA シーケンサー（ABI Prism 3100；16 チャンネル、ABI Prism 310；
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1 チャンネル）、RT-PCR

1 台、PCR

5台

タンパク質解析室：プロティンシーケンサー492
タンパク質・ペプチド・アミノ酸分析システムとして、アミノ酸分析機、飛
行時間質量分析計、BIO センサーシステム-BIAcore、Integral Micro−Analytical
ワークステーション、高速液体クロマトグラフ（フォトダイオードアレー、ク
ーロメトリック型電気化学検出器）を設置。
基礎施設室は、低温実験のできる冷作業室（4℃）、気体発生を伴う実験を行
うためのドラフト室、試薬秤量のための天秤室などに加え、凍結乾燥機、超低
温槽、超音波破砕装置、ゲル撮影装置を整備。
バイオハザード室は、P-1、P-2 レベルの遺伝子操作実験に供し、本学組換え
DNA 実験委員会の管理下に、生化学センターが運営している。これらの機器・設
備は大学院生および教員の研究のために、適切に保守・点検・整備が行なわれ
ている。
（iii）センター運用・管理の適切性
センターの広報活動は、ホームページやメールによる案内で、センター講習
会、機器説明会開催等の情報を流している。委員会活動としては、センター委
員会(2 回/年)、
組換え DNA 委員会(1 回/年、および文書による持ち回り委員会(随
時))、実験室有効利用のためのワーキンググループ会合(1 回/年)を行ない、適
切に管理・運営が行なわれている。設置希望機器のアンケート調査、管理室窓
口およびホームページからの要望受付等により、利用者の意見を広く取り入れ
ている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
次の短期的な改善点を実現させる。
・フリーザー室を新設して集中管理する
・冷作業室、冷凍室の老朽化に伴う新設(改修)工事を行う
・一般研究室利用者に研究室の公平な配分を行う
・利用頻度の高い分析機器の更新や追加設置を行う
・老朽化した分析機器の更新を行う
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e）生理機能センター
【現状の説明】【点検･評価】
病態生理を研究するための総合研究センターである。センター創立以来、セ
ンター長は 8 代目である。副センター長 1 名がこれを補佐する。職員構成は、
主任技術員（１名）、研究補助員（1 名）である。専有面積は 1417 ㎡で、広さに
おいて 8 センター中２番目である。過去 5 年間における年間センター予算は 187
〜1032 万円である。
当センターには主として電気生理学的なデータを解析する高次神経機能部門、
血管の内皮やその他の細胞生理機能を解析する高精度走査顕微鏡部門、末梢神
経や自律神経機能、皮膚温度調節能を検討する体表面温度分布測定部門、病態
生理データを分析するコンピュータ部門がある。
（i）センターの研究サポートの内容
一般研究室での場所の提供
特定研究室での機器の提供
電気生理学的な検査補助とデータ出力
共同利用機器のメンテナンス
（ii）先端的および基礎的教育・研究のための主要な設置機器とその整備状況
・生体信号解析システム
・細胞機能解析用動画像実時間処理システム
共焦点レーザー顕微鏡
・細胞動態高品位三次元解析処理システム
マルチフォトンレーザ顕微鏡
・細胞機能解析システム
原子間力レーザー顕微鏡
リアルタイム共焦点レーザー顕微鏡
全反射顕微鏡
・生物分野用画像解析システム
蛍光タイムラプス顕微鏡
・蛍光標識二次元ディファレンシャル解析システム
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Ettan DIGE システム
・化学発光画像解析システム

ルミノイメージアナライザー

これらの機器・設備は大学院生および教員の研究のために、適切に保守・点
検・整備が行なわれている。
（iii）利用施設数の年次変化
表 13-4：生理機能センターの利用者数
利用施設数

平成 14 年

15 年

16 年

17 年

18 年

一般研究室

17 教室

17 教室

16 教室

15 教室

14 教室

一般研究室(学外)

5 施設

6 施設

7 施設

7 施設

5 施設

特定研究室

19 教室

21 教室

16 教室

21 教室

20 教室

特定研究室(学外)

3 施設

3 施設

4 施設

2 施設

2 施設

合計

44

47

43

45

42

（iv）センター運用・管理の適切性
ホームページでセンター内に設置している利用可能機器と、利用の現状を公
開し、連絡事項は利用者に直接メールで知らせている。新規導入機器は利用者
にメールでの連絡と掲示で案内をしている。センター委員会は年１回開催し予
算の使用状況の報告と来年度予算編成等を行なっており、利用者からの要望が
あれば可能な限り即答している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
（i）センター施設・設備の面
新規要望機器の設置スペースが無くなっており、利用の少なくなったものか
ら順次処分し、また、有効活用されていないスペースを空けることにより常に
要望に対応できるようにする。
（ii）センターサービスの面
専任オペレーターの要望が強いが、人員面で不可能なため、熟知した研究者
が退職により利用不可能とならないような体制を構築する。
（iii）センター管理の面
鍵貸し出し、物品貸し出しや予約受付のセンター業務が、スムーズに行なえ
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るように１名は常駐できる体制をとり、不適切な利用や有効活用されていない
ものを少なくして行く。
f）環境生態センター
【現状の説明】【点検・評価】
環境保健関係、地域保健関係、生態学関係を中心とした研究施設で、ここに
関連研究用機器を集中して整備し、これらの分野の本学研究者および大学院生
の利用を容易かつ能率的に供することを目的としている。センター創立以来、
センター長は 4 代目である。職員構成は、研究補助員（2 名）である。専有面積
は 386 ㎡で、広さにおいて 8 センター中もっとも狭い。過去 5 年間における年
間センター予算は 130〜300 万円である。
（i）研究サポートの内容
実験室・実験台の使用管理、機器のメンテナンスが中心。
（ii）先端的および基礎的教育・研究のための主要な設置機器とその整備状況
本センターに設置されている主な機器は以下の通りである。
ケミルミイメージングシステム、電気泳動ゲル撮影装置、ゲルドキュメンテー
ションシステム、極微量分光光度計、O2/CO2 マルチガスインキュベーター、DNA
フラグメント解析装置、大型マクロ写真撮影装置、アキシオスコープ、蛍光顕
微鏡、安全キャビネット、クリーンベンチ、純水/超純水製造システム、卓上型
凍結遠心機、各種遠心機、各種滅菌器。
これらの機器・設備は大学院生および教員の研究のために、適切に保守・点
検・整備が行なわれている。
（iii）利用者数の年次変化
表 13-5：環境生態センター利用者数の年次変化 (単位：人、教室数：室)
平成 14 年

15 年

16 年

17 年

18 年

登録教室数

14

18

19

20

17

延べ利用者数

未集計

1,292

2,798

2,362

2,553
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（iv）運用・管理の適切性
利用希望者は常時受け付けている。センターＨＰを公開し、新規購入機器の
説明会の開催、メール、書類でセンター利用者へ連絡している。センター委員
会：年 2 回(12 月･3 月)開催を基本としており、必要に応じて臨時で行われる事
もある。運用・管理は適切に行われている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
（i）センター施設・設備の面：予算範囲内で利用者の希望を可能な限り受諾す
る方針で対応。必要な場合には、学園施設課等と協議する。
（ii）センターサービスの面：設置機器については常設開始時の説明会の実施
ならびにその後の維持管理の任をセンターで対応。機器の故障や設備の破損
等々の場合は可及的速やかに当該箇所との連絡を行い早急に対応する。
（iii）センター管理の面：個々の実験室の施錠とその管理、利用者相互の理解
を明確にする方針で臨む。
g）医用実験センター
【現状の説明】【点検・評価 】
動物を実験対象とした研究を行うにあたり共同使用可能な器材、特殊設備の
集中化を計り、各研究者の経済的、労働的負担を軽減し、研究遂行に便ならし
めることを目的とする。センター創立以来、センター長は 5 代目である。職員
構成は、主任技術員（1 名）、研究補助員（1 名）、用務員（１名）である。専有
面積は 1361 ㎡で、広さにおいて 8 センター中 3 番目である。過去 5 年間におけ
る年間センター予算は 387〜990 万円である。
（i）研究サポートの内容
a.実験のためのセッティング
b.実験機器の操作
c.外科手術補助、指導
d.麻酔管理に関する補助
e.手技手法のアドバイス
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（ii）先端的および基礎的教育・研究のための主要な設置機器とその整備状況
当施設は実験室部門と手術室部門からなり、設備機器は主に手術室部門に集
中している。手術室には無影灯、手術台、麻酔器、人工呼吸器、体温管理装置、
電気手術器、手術用顕微鏡等が配置され、Ｘ線手術室にはＸ線透視装置が設備
されている。主な測定装置として生体監視用ポリグラフシステム、血流計、血
液ガス分析装置、CO オキシメーター、誘発電位測定装置等がある。この他、生
体微小循環観察用の共焦点レーザー顕微鏡、滅菌消毒を行うためのオートクレ
ーブ等が設置されている。これらの機器・設備は大学院生および教員の研究の
ために、適切に保守・点検・整備が行なわれている。
（iii）センター利用の年次変化
過去 5 年間の研究主題件数は次の通り。
表 13-6：医用実験センターの利用者数
平成 13 年

14 年

15 年

16 年

17 年

18 年

研究主題件数

64

72

78

76

62

55

登録教室

25

23

29

25

24

22

登録者数

131

142

138

148

136

115

総使用回数

3373

2919

2692

3353

2746

2825

平成 15 年をピークに、研究主題数は漸減している。
（iv）運用・管理の適切性
センターを円滑、且つ有効に運営していくためにセンター長は定期的にセン
ター委員を集めたセンター委員会を開催し、現場からの報告と併せて運用、管
理、利用者からの要望・意見等に関する討議を行い、委員会の決議に基づいた
センター運営を実施する。またセンター管理室からホームページを通じて大学
内利用者への広報を行っており、管理・運用は適切である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
（i）施設 ・設備の面
動物実験の性質上、長期的には実験の手法、方向性、使用動物種などが流動
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的に変化し、用いられる機器も変っていくので、現行の設備を維持、更新する
だけではなく実験的傾向を踏まえた設備を考慮していくことが必要である。利
用者からの要望は定期的にアンケートをとり、センター委員会に諮り有用性そ
の他を検討し、認められたものについては設備予算案として研究委員会への申
請を行っている。
（ii）センターサービスの面
大学院生など動物実験の経験の少ない研究者からは動物の取扱い、麻酔、呼
吸管理、外科的操作など、実践的な技術面の支援要望が大半を占める。センタ
ーはこれらの補助及び指導を行い研究支援スタッフの少ない研究者でも利用で
きるよう支援に努めている。
（iii）センター管理の面
施設への入退室の管理面については現状ではセキュリティに不備があり、IC
カード等による管理システムの整備を急ぐ必要がある。また、研究意欲の高い
利用者が有効にセンターを利用できる環境に保つよう努める。
h）医用生物センター
【現状の説明】【点検・評価】
研究用実験動物を（以下「動物」）飼育するにあたり、必要な器材、機器及び
設備を集中化し、各研究者の経済的、労働的負担を軽減し、研究遂行の便を図
るとともに、動物を集中管理することにより、実験結果の信頼性を維持、向上
させることを目的とする。したがって本学で研究に供する動物（学生実習動物、
RI センターで飼育すべき動物は除く）はすべて本センターで飼育する。センタ
ー創立以来、センター長は 5 代目である。副センター長 1 名がこれを補佐する。
職員構成は技術員（2 名）、研究補助員（4 名）、用務員（1 名）、整備員（2 名）
である。専有面積は 1219 ㎡（他に 10 階飼育室と校舎棟学生実習動物飼育室を
管理）である。過去 5 年間における年間センター予算は 779〜1040 万円である。
（i）研究サポートの内容
・実験動物の飼育管理・動物実験手技の指導、実験計画立案時の助言。
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・実験動物（処置・実験中）の状態観察、必要に応じて助言、飼育形態の指導。
・開発された新系統の紹介、掲示案内（疾患モデル、トランスジェニック動物
等）。
・実験動物関連法規について啓蒙（センターホームページへ掲載、利用説明会
で紹介、解説）。
・実験動物・動物実験関連の機器類紹介、デモンストレーション。
（ii）先端的および基礎的教育・研究のための主要な設置機器とその整備状況
・陽・陰圧型飼育アイソラック 33 台
・流水洗浄型飼育ラック 37 台
・大型オートクレーブ 3 台
・ケージワッシャー
・エチレンオキサイドガス滅菌器
・安全キャビネットクラスⅡ2 台
これらの機器・設備は大学院生および教員の研究のために、適切に保守・点
検・整備が行なわれている。
（iii）利用者数の年次変化
下記表は、過去 5 年間の動物搬入頭数（全ての動物）及び、利用者数の推移
である。
表 13-7：医用生物センターへの動物搬入数と利用者の変化
平成 14 年

15 年

16 年

17 年

18 年

動物搬入数

5,589

5,653

6,385

5,410

4,997

延べ利用者数

5,557

6,911

8,077

7,337

6,261

（iv）センター運営委員会定期開催（11 月）、必要に応じて随時開催。
・「センター運営に対する要望及び意見書」LAC 様式 9 にて要望、意見を頂き、
必要に応じて本センター委員会で審議する。
・センターの HP による案内・通達、月 1 回更新。
・センター利用説明会を毎年 4 月に開催。
・センター職員定例ミーティング週 2 回。
委員会および職員ミーティングにより、適正に運用・管理されている。
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【将来の改善・改革に向けた方策】
（i）センター施設・設備；
本センターは開設以来 open system（微生物統御がされてない）の飼育環境下
であり、利用者から BS（barrier system）飼育施設の早期設置の要望がなされ
ていた。このたび研究センター改修、整備の一環として、本センターに BS 施設
が新設されることとなった。平成 19 年 9 月より SPF（specific pathogen free）
環境下での動物実験が可能となり、再現性、信頼性に富んだ精度の高い動物実
験が遂行されるものと期待される。一方、センター職員もこれらに対応すべく
学習、技術の習得が必要と考えられ、今後も学習会等へ積極的に参加を心掛け
ている。
（ii）センターサービス
基本的には、現状の対応で特に問題ない。本センター規定外の要望について
は、原則お断りの対応を取っているが、要望内容がセンター運営に支障を及ば
さないと判断された場合は、臨機応変に対処している。反面、対応しかねる要
望の場合はお断りするので、利用者から対応不適の声が聞こえるのも事実であ
る。
（iii）センター管理
全般的な管理方針としては、特に問題ないが、飼育施設の新設に伴い今後さ
らに遺伝子改変動物を用いた実験が盛んになると考えられる。これらに対応す
べく管理体制を整備する必要がある。
（５）管理・運営（委員会等の活動）
【現状の説明】
各研究センターは、
『中央研究部規定』で統括され、それぞれの管理運営に当
たりセンター委員会規定』＜規定集参考＞を設け、
『センター委員会』を置く事
と定められている。それぞれの研究センターの委員は『研究ニュース』で公開
され、年に数回、センター委員会が開かれている。各センターは利用者のため
に『使用規定』＜規定集参考＞を明らかにしている。センターにおける日常業
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務は『センター業務日誌』に記録され、センター長および中央研究部長がこれ
によりセンター業務の遂行を確認している。
『技術者連絡会』により技術者レベ
ルでのセンター間の情報交換がおこなわれている。各センターの年間予算は研
究委員会で討議され、結果は『研究ニュース』に公表される。
なお、平成 19 年度の各研究センターの予算配分を次の表に示す。
表 13-8：研究センターへの予算配分
組織・電子顕微鏡センター
組織培養・免疫センター
ＲＩセンター
生化学センター
生理機能センター
環境生態センター
医用実験センター
医用生物センター
合計

430 万円
977.6 万円
541 万円
1730 万円
1274.7 万円
391 万円
703.7 万円
590 万円
6638 万円

【点検・評価】【将来の改善・改革に向けた方策】
センター委員会では、①利用者からの希望機器、②センター予算の審議、③
共同利用スペースの配分、等が討議されセンター委員会は適切に機能してきた
と評価できる。しかし、③は古くからの教室の既得権と新しい教室からの要望
とが衝突し、平等な配分が難しいケースも散見され、教室毎の利用状況の把握
など、客観的なデータをふまえた上での配分ができるように、体制を整える必
要がある。
高度に細分化される先端機器の情報交換には、技術者の協力を得て、
『技術者
連絡会』を定期的に開催するよう中央研究部で準備する。
（６）自己点検・評価の組織体制
【現状の説明】
センター活動の自己点検・評価の組織体制は、明確に確立されていない。平
成 18 年度より、
『研究ニュース』に“研究センターの自己点検・評価”として、
各センター活動の自己評価をまとめて公表している。これはセンター長ならび
にセンター職員がまとめている。
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【点検・評価】
まだ不十分かも知れないが、センター活動に自己点検・評価への視点がやっ
と生まれかけたところである。
『研究ニュース』に掲載された内容は統一を欠く
面もあり、書式もふくめて、時間をかけ、将来の改善に有用な記録となるよう
に調整する必要がある。そのために『中央研究部』の果たす役割は大きい。
【将来の改善・改革に向けた方策】
自己点検・評価を継続的に実施する体制として、現体制下では『センター委
員会』が役割をはたし、
『研究ニュース』で公表するのが適切と考えられ、今後、
その方向に進むように調整する。
各研究センターの利用実績については、延べ利用者数、登録者数、研究課題
数など各々のセンターで異なった数字が用いられている。各センターの利用者
数の把握に統一の見られないのは、それぞれのセンターの管理・運営体制が異
なることが主因であり、統一させることには困難があった。センター出入箇所
を限定し、カードキーの利用により、すべてのセンターで統一することが可能
となるよう、センターの改修が進行中であり、これによりセンター運用が共通
の客観的なデータとして評価できると期待される。これらの業務内容の改善に
おける中央研究部の役割は大きい。
これまで研究センターは全学的な利用者の規模で“自己点検・評価”の対象
としたことはなかった。研究センターの発展のためには、センター職員サイド
のみならず、利用者からの視点を加え、全学的な規模で点検評価を行ない、具
体的な改善策を見出す。これに関しては自己点検・評価委員会での議論から始
める。
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第１４章

現代医学教育博物館

目標
本学学生のための視聴覚教育及び体験学習の場であること、地域社会に医学情
報をわかりやすく提供する社会貢献の場であること、国内の医療関係者の生涯
学習の場であること、が本博物館の存在意義である。これらを実現するため、
必要で十分な施設・設備を配備し、適切に管理・運営する。そのために必要な
技術部門および事務部門を設置し、十分な人員を確保して、施設・設備の配備
に務める。
到達目標としては、展示内容を再検討して必要な展示物の更新を行い、教育博
物館としての高いレベルを維持する。
（１） 理念・目的
「百聞は一見に如かず」、「百読は一見に如かず」という言葉は真実であり、
医学教育においては、古くから見学・実習が重んじられてきた理由もそこにあ
ると言える。医学教育の基本は、教師の充実した講義と学生の自発的読書にあ
ることは、今も昔も変わらない。しかし、現代の若者は幼少の頃からテレビや
漫画などに馴染んで育ちその影響を受けている。これらの現実を踏まえ、画像
に慣れ親しんだ現代の学生達が学習しやすいように、豊富な実物標本と視聴覚
教材を備えた「第２の実物図書館」
「動きを見る図書館」とも言うべき現代医学
教育博物館、別名 Medical Museum（博物館）を建設した。
博物館では、最新の医学、即ち現代医学の教育を行うことを目的としている。
そして、単に見るだけの展示ではなく「触る展示」「動かす展示」など体験的・
経験的に学習でき、学生の学習意欲を刺激する仕組みを取り入れた見学者参加
型の展示を行っている。その対象は、本学学生のみならず、周辺地域の一般人
及び国内の医学、医療関連の学生及び職員であり、本博物館は生涯教育及び本
大学の社会貢献の場としての意味付けを含んでいる。
設立の経緯・沿革
【現状の説明】
川崎医科大学開学 10 周年記念事業の一つとして本博物館設立の構想がスター
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トし、関係者は国内外、特にヨーロッパの主要な医学博物館を研修目的で訪問
した。本館設立時に参考とした博物館は以下の施設である。
・ Gordon Museum (Guy’s hospital, ロンドン、英国)
・ The Wellcome Museum of Medical Science
・ Cleveland Health Education Museum

（英国）

（アメリカ）

初代館長は川﨑祐宣学園長で、現植木館長（学長兼任）は５代目館長である。
本館は、昭和 56 年（1981 年）５月に開館し、２階展示室を別名「健康教育博
物館」と称し一般見学者に広く公開した。また、4 階の展示室では本学のディビ
ジョン別の研究内容あるいは教育上の重要項目のブース別展示と約 800 点に及
ぶ病理肉眼標本を展示し公開した。そして、その翌年の昭和 57 年（1982 年）5
月には、3 階展示室にて本学の特徴の一つであるブロック講義の内容をまとめた
ブース別展示と CPC(clinico-pathological conference：臨床病理検討会)症例
の展示を設置し、２階から４階までの全展示がととのった。
その後、順次展示資料の更新、追加など整備を進め、平成 7 年 3 月に 2 階展
示室の展示ブースの配置換えを行った。また、平成 12 年 8 月には 3 階・4 階の
展示室の展示換えを行い、3 階は病理肉眼標本を中心とした展示に、４階はブロ
ック別の展示を行った。さらに、平成 18 年 11 月に、４階展示室に救急医学実
習ブース（６室）を設置した。学生の臨床実習をサポートする設備として、3 階
にシミュレーター室を開設し、患者に接する前にモデルで基本的な医療技術を
習得できる体制を準備した。
【点検・評価】
本学の博物館は、全国的にも例の少ない医学教育博物館であり、国内のみな
らず海外からの訪問者にも深い感銘を与えている。2 階展示室は多くの見学者が
訪れ、その中にはリピーターとなっている団体も多くある。一般人のみならず、
医学教育従事者には特殊標本作成技術の紹介を含めた専門分野の展示が強いイ
ンパクトを与えている。しかし、展示内容について開館以来全面的な展示更新
がされておらず、見学者のニーズに十分には対応できなくなっている面もある。
3 階・4 階展示室は、本学の学生の利用率が低い。以上のことから各展示室の展
示内容・展示方法の更新が早急に必要である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
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2 階展示室については、開館 30 年に当たる平成 23 年の完成を目指し、新たな
テーマでの展示を検討している。
3 階・4 階展示室については、学生、教員層の意見をくみ取り、単に展示資料
を陳列するだけの展示に留まらず、各種シミュレータなどの機器やモデルの展
示を充実し、さらに救急実習や OSCE といった実習が効果的にできる場所を設け、
実践的な体験学習ができる施設としての整備を進める。
（２） 組織
【現状の説明】
平成 18 年度における職員構成は以下の通りである。
館長（学長併任）（１）
副館長（0、但し平成 19 年 8 月 1 日より、病理学第二教室教授が副館長とし
て赴任）
庶務課長（併任）（１）
主任技術員（１）、副主任技術員（併任）（１）、技術補助員（５）
事務職員（１）、派遣事務職員（１）
【点検・評価】
現在、副館長不在の状態であり、専任で常勤し、業務全般の管理運営と職員
の指揮・指導をする者が必要である。職員の構成を担当領域別に見ると、標本
製作を担当する指導者が欠員状態であり、また、木工作業やビデオ制作などを
担当する職員も不足するなど全体的に職員数が少なく、業務を遂行するには十
分な人数とは言えない状態である。早急に職員の増員が必要である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
副館長については、博物館の特徴から病理学、解剖学等の教員の配属が望ま
しい。平成 19 年 8 月に着任する病理学第２教室の教授は、博物館担当をその業
務の一つとしており、副館長として博物館の運営に携わり、着任後組織的な改
善をスタートさせる。職員の中には、学芸員の資格を持った人員の補充が必要
である。
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（３） 活動内容
博物館では、来館者用にパンフレットを作成し、利用の便を図っている。なお、
海外からの来館者のため英文パンフレットも準備している。
博物館の業務内容を大別すると、a.展示公開、b.施設開放、c.展示資料貸出、
d.展示資料の作製と保守、e.学生教育及び生涯教育支援、f.その他となる。
a）展示公開
博物館では本学の学生は元より一般市民も対象として、現代医学の様々な情
報を分かりやすく展示公開している。社会貢献・生涯教育活動の一端と位置づ
けられる。
展示室は 2 階・3 階・4 階の 3 フロアーがあり、毎週月曜日〜土曜日の午前 9
時より午後 5 時まで開館している。休館日は日曜、祝日、学園創立記念日（6 月
1 日）、年末・年始となっている。
２階展示室は別名「健康教育博物館」と言い、
「生活習慣病」をテーマとした
10 部門の展示を行っており、広く一般に公開している。3 階・4 階の展示室は本
学の学生、教職員および学外の医療関係者（学生を含む）を対象として、専門
的な内容をパネル、模型、標本、コンピュータ、ビデオなどを使って展示して
いる。特に４階の展示室では、国内外の学会で発表されたテーマをパネル展示
し、大学での研究活動を記録公開している。平成 14 年度〜平成 18 年度の見学
者数を以下の表に示す。博物館内において教育用に設置されて、見学者が操作
できるコンピュータは総計 13 台、ビデオは 8 台を設置している。
表 14-1：年度別見学者数
平成 14 年度
区分

見
２階

者

３階

４階

2,571 人
（52 団体）

2,571 人
（52 団体）

学生

530 人

496 人

職員

106 人

106 人

団体

3,346 人
（68 団体）

学

個人

2,027 人

428 人

416 人

計

5,373 人

3,635 人

3,589 人
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平成 15 年度
区分

見
２階

学

者

３階
3,340 人
（68 団体）

3,340 人
（68 団体）

学生

598 人

573 人

職員

61 人

56 人

団体

3,974 人
（93 団体）

４階

個人

2,118 人

287 人

265 人

計

6,092 人

4,286 人

4,234 人

平成 16 年度
区分

見
２階

学

者

３階
2,964 人
（60 団体）

2,964 人
（60 団体）

学生

948 人

936 人

職員

58 人

57 人

団体

3,465 人
（72 団体）

４階

個人

2,196 人

246 人

232 人

計

5,661 人

4,216 人

4,189 人

平成 17 年度
区分

見
２階

学

者

３階
3,633 人
（70 団体）

3,633 人
（70 団体）

学生

777 人

771 人

職員

96 人

96 人

団体

4,039 人
（86 団体）

４階

個人

2,067 人

231 人

224 人

計

6,106 人

4,737 人

4,724 人

平成 18 年度
区分

見
２階

者

３階

４階

3,382 人
（71 団体）

3,382 人
（71 団体）

学生

701 人

696 人

職員

90 人

91 人

団体

3,862 人
（88 団体）

学
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個人

2,980 人

304 人

307 人

計

6,842 人

4,477 人

4,476 人

b）施設開放
大講堂、小講堂、会議室などを学会、講演会、講習会などの会場として開放
している。それに併せて視聴覚機器などの備品の貸出と設営を行っている。こ
れらは、社会貢献活動の一端として評価できる。
平成 14 年度〜平成 18 年度の施設利用状況は以下の通りである。
表 14-2：年度別施設利用件数
年

度

学会・研究会・講演会

その他

平成 14 年度

41 件

17 件

平成 15 年度

51 件

44 件

平成 16 年度

56 件

26 件

平成 17 年度

50 件

34 件

平成 18 年度

53 件

18 件

c）展示資料貸出
展示資料（標本、模型、パネル）を学内の他施設および学外の教育機関、医
療機関などに医学教育を目的として貸出している。社会活動の一端として評価
できる。平成 14 年度〜平成 18 年度の貸出し件数と貸出先を以下に示す。
表 14-3：年度別展示資料貸出し件数
平成 14 年度

15 件

平成 15 年度

13 件

平成 16 年度

17 件

平成 17 年度

23 件

平成 18 年度

13 件

表 14-4：展示資料貸出先
1位

川崎医科大学
解剖学教室

24 回

2位

川崎医療短期大学
臨床検査科

8回
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3位

川崎医科大学附属病院
病院病理部

6回

４位

倉敷芸術科学大学

5回

5位

鳥取大学

4回

5位

医学部

岡山市立大元小学校

4回

また、臓器別の貸し出し回数は以下の通りになっている。
表 14-5：臓器別貸し出し回数
1位

肺

113 回

２位

脳

47 回

3位

肝臓

25 回

4位

心臓

16 回

５位

胃

16 回

d）展示資料の作製と保守
展示資料の多くは、職員が分担作業で作製し展示している。分担内容は模型
作製、標本作製、パネル作成、コンピュータソフト開発、ビデオ番組制作、木
工作業などに分かれており、展示資料の作製だけでなく、材料や作製法などの
検討を行いその成果を学会で発表している。臓器標本のすべては、医大病理学
教室の全面的な協力で収集し、本館の技術員が作製している。なお、博物館に
おける展示資料ばかりでなく、附属病院を筆頭に学内の他施設から資料作製を
依頼される機会も年毎に増加している。支障のない限り、極力それに応えてい
る状況である。
e）学生教育及び生涯教育支援
医学部学生、看護学生などの臨床体験実習のためのシミュレーターを設置し
ている。シミュレーターモデルはすべて本博物館技術者によって作製され、3 階
のシミュレーター室等で利用できる。現在使用中のシミュレーターは次の通り
である。
・ 腰椎穿刺モデル
・ CLINICAL SIMULATION
・ 心音シミュレーター
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・ 肺音シミュレーター
・ 静脈採血模型
・ 鎖骨下静脈穿刺模型
・ 耳の模型
・ 児頭回旋模型
川崎医療福祉大学医療福祉デザイン学科の学芸員資格取得希望学生の博物館
実習においては、博物館は全面的に協力している。具体的には、展示資料の企
画、作製、設置等を博物館職員とともに実施し、学芸員としての実務を体験学
習させている。
学生の学習意欲を刺激するよう、コンピュータゲーム感覚を取り入れた教育
ソフトの開発にも取り組み、一部は公開している。病理剖検標本を題材にした
CPC 形式の問題を作成し、主として４階に展示している。これらは学生教育のみ
ならず、医師への生涯教育支援としても評価できる。
f）その他
種々の補助金を受け、特色ある医学教育及び生涯教育支援を行うため設備の
充実を図っている。平成 14 年度〜平成 18 年度に採択された補助金は以下の通
りである。これらの補助金を有効に活用し、展示内容の変更が適切に計られて
いる。
表 14-6：年度別獲得補助金
平成 14 年度
課題名

所要経費

補助金額

平成 14 年度私立大学等経常費補助金
「私立大学教育研究高度化推進特別補助」
（大学教育高度化推進特別経費「高等教育研究改革推進経費」） 7,588,000 円
「臨床実習及び自学自習に利用できる児頭回旋再現装置の開
発」

3,500,000 円

平成 14 年度私立大学等経常費補助金特別補助
「生涯学習推進特別経費—大学施設等の開放」

5,713,000 円

2,800,000 円

所要経費

補助金額

平成 15 年度
課題名

266

平成 15 年度私立大学等経常費補助金
「私立大学教育研究高度化推進特別補助」
9,941,000 円
（大学教育高度化推進特別経費「高等教育研究改革推進経費」）
「耳鼻科診察訓練用シミュレーションモデルの開発」

4,500,000 円

平成 15 年度私立大学等経常費補助金特別補助
「生涯学習推進特別経費—大学施設等の開放」

4,800,000 円

2,400,000 円

所要経費

補助金額

平成 16 年度
課題名

平成 16 年度私立大学等経常費補助金
「私立大学教育研究高度化推進特別補助」
7,621,000 円
（大学教育高度化推進特別経費「高等教育研究改革推進経費」）
「マルチメディアを活用した医学教育支援システムの開発」

3,500,000 円

平成 16 年度私立大学等経常費補助金特別補助
「生涯学習推進特別経費—大学施設等の開放」

4,900,000 円

2,400,000 円

所要経費

補助金額

平成 17 年度私立大学等経常費補助金
「私立大学教育研究高度化推進特別補助」
（大学教育高度化推進特別経費「教育・学習方法等改善支援
分」）
「医療器具操作訓練用モデルの開発」

8,281,000 円

4,000,000 円

平成 17 年度私立大学等経常費補助金特別補助
「生涯学習推進特別経費—大学施設等の開放」

3,500,000 円

1,700,000 円

所要経費

補助金額

12,914,000 円

5,843,000 円

3,800,000 円

1,900,000 円

平成 17 年度
課題名

平成 18 年度
課題名
平成 18 年度私立大学等経常費補助金
「私立大学教育研究高度化推進特別補助」
（大学教育高度化推進特別経費「教育・学習方法等改善支援
分」）
「救急実習支援システムの開発」
平成 18 年度私立大学等経常費補助金特別補助
「生涯学習推進特別経費—大学施設等の開放」

（４） 施設・整備等
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【現状の説明】
博物館は時計塔を持つ独立した建物である。鉄骨鉄筋コンクリート造り陸屋
根地下 1 階付 7 階建で、敷地面積 3,350 ㎡、延床面積 7,775.49 ㎡である。階層
毎の利用方法と床面積は以下の通りである。
表 14-7：各階の床面積
地下１階

98.97 ㎡ 階段、機械室

１階

1,680.84 ㎡ 工房、資材庫、機械室

２階

1,661.36 ㎡ 大講堂（300 人収容可）、展示室

３階

1,628.73 ㎡ 小講堂（175 人収容可）、展示室、ミーティングルーム

４階

1,628.73 ㎡ 展示室、ミーティングルーム

５階

962.76 ㎡ 多目的実習室、ミーティングルーム

６階

97.79 ㎡ 時計塔

７階

29.31 ㎡ 時計塔

【点検・評価】
ほとんどの標本を博物館員の手で作製し、広く公開展示している本博物館の
活動は、本学だけでなく社会的にも極めて高く評価することができる。一方、
内部の立場で見ると、問題点も指摘できる。展示室のスペースは充分あるが、
展示資料を作製する工房については作業分野が広範囲であるのに対して部屋数
やスペースが不足している。また、資材庫についても容量不足である。
高齢者や障害者を含む不特定多数の人が訪れる場所ではあるものの、トイレ
の数（障害者用トイレを含む）、段差、エレベーターの広さなどバリアフリー化
等の対応が充分とは言えず、改善の必要がある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
工房のスペースの問題については、整理整頓を確実に実施した上で、すでに
その使命を果したと判断される機器および保存する必要性のない資料類は廃棄
を検討する。また、重複する機能をもつ機器類の有無を調査し、効率的かつ機
能的な配置にする。
福祉への対応については、バリアーフリーに向けて早急な改修工事が必要で
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ある。それまでは、障害者を職員が介助するなど、マンパワーによって出来る
だけ問題を解消する。
（５） 管理・運営（委員会等）
【現状の説明】
管理・運営に関しては、
「現代医学教育博物館運営委員会」を設け不定期に会
議を行い、各階の展示状況や施設利用状況などをチェックし、博物館のより効
果的な活用方法などを検討している。運営委員の構成は次の通りである。
運営委員長（館長兼学長）（１）、運営委員（副学長）（３）、教授（６）
また、大学の管理者会において毎月１回活動状況を報告している。
【点検・評価】
現代医学教育博物館運営委員会においては毎回、展示内容の見直しや活用方
法について具体的な対策が提案、議論され、その結果は博物館運営に反映され
ている。しかし、それらの意見の中からどれを具体的に遂行して行くかを取り
まとめ、強力に進めて行く副館長のような現場責任者、指導者が欠員状態であ
るため展示に反映させるのに時間を要するといった問題を抱えている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
平成 18 年度は 2 回の会議が行われたが、これを月に 1 回程度の定期的な会議
とし、年間を通じて計画的に事業を実践することが求められる。平成 19 年 8 月
より、病理学２教室の教授が副館長として赴任し、活発な事業展開を始めてい
る。
（６） 自己点検・評価の組織体制
【現状の説明】
開館 20 周年にあたる平成 13 年に「川崎医科大学

現代医学教育博物館 20 周

年記念誌」を作成し、過去 20 年間の博物館の活動を再確認するとともに、今後
の活動目標を見直した。
現時点では自己点検・評価の具体的な方策はないが、館員は前館長が掲げた
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博物館職員としての心構え（５箇条）を意識しながら各自の研究テーマ、開発
目標を持つよう心がけている。
博物館設立当時より、現代医学教育博物館の運営に際しての館員の心構えと
して、次の５項目を念頭に活動を進めてきた。すなわち、１）ATTENTION（注意・
注目）、２）INTEREST（興味・関心）、３）DESIRE（意欲・願望）
、４）ACTION（行
動・実行）、５）MEMORY（記憶・追憶）である。
【点検・評価】
客観的に自己点検・評価するシステムや体制がなく、個々の意識のみに頼っ
ている点が問題である。早急な自己点検・評価体制を構築する必要があると考
えられる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
新副館長とともに職員個々の 1 年毎の自己点検表を作成し、自己評価すると
共に、第三者からの客観的評価を受ける体制を構築するよう努力する。また、
毎月 1 回定期的に業務報告会を行うとともに、1 年間の業績を報告する研究発表
会も再開する。
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第１５章

管理・運営

目標
理念・目的を実現するために、必要で十分な管理運営組織を確立する。その
ために、明文化された規定に従った管理運営を適切、公正に行う。管理運営に
関する規定の整備とその運用に際しては、理念・目的の実現、民主的かつ効果
的な意思決定、教育研究の推進に寄与することなどに十分配慮する。
・管理運営に係る組織（運営協議会、教授会、大学運営委員会など）は、それ
ぞれの役割を踏まえて適切に運用する。
・管理運営にかかわる規程等を整理する。
（１）管理・運営組織
【現況の説明】
a）川崎学園運営協議会(川崎学園学内理事会)
学校法人川崎学園が設置する大学･附属病院の管理運営は、学校教育法･私立
学校法等の規定により定められた理事会並びに評議会が最上位の組織機関とし
て当たるが、本法人が設置する他の施設の業務運営を一体化し協力体制の強化
を図るため川崎学園運営協議会(川崎学園学内理事会:以下学内理事会)が設置
されている。学内理事会は、理事長、副理事長の他、学園の各施設長(理事)8 名
および副学長、副院長等(評議員)の委員 9 名と理事が指名する各施設事務部長
10 名が陪席者として出席している。この学内理事会は、定例会議として毎月第
１月曜日に開催され、各施設における重要事項が報告･審議されている。
b）教授会
教授会は、学則第 32 条に基づき設置された「川崎医科大学教授会規程」の定
めにより運営が行われ、本学の最高決議機関として位置づけられている。教授
会は毎月 1 回第 3 水曜日に定例会議を開催している。なお必要がある時、随時
臨時に教授会が開催されている。
①構成員
教授会は学長、副学長、学長補佐、専任教授および専任准教授をもって構成
されている。教授会には学務部長ほか、学務部事務職員数名が陪席し、補足説
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明、資料の配布など議事の円滑な運営を補佐している。
②審議事項
学則に定めた教授会の審議事項は、次の通りである。
１）学則の変更に関すること
２）教育課程の編成に関すること
３）学生の入学、進級、復学、転学、退学および卒業の認定に関すること
４）学生の賞罰に関すること
５）学生の厚生補導に関すること
６）教職員の人事に関すること
７）研究(内容、予算など)に関すること
８）学長の諮問したこと
９）大学の施設の検討、運営などに関すること
10）その他の学事に関すること
③審議方法および過程
本学における教授会の権限は上記の様に教育課程、教員人事等、本学に管理
運営面も含めて極めて大きいものである。教授会に上程された事項は各種委員
会において十分検討された後、再び大学運営委員会で検討され、そこでの協議
結果を最終的に教授会に報告し、審議、承認するという過程を経る。教授会の
提出議題の決定は学長の専任事項となっており、大学運営委員会および事務局
との打ち合わせにより学長が決定する。教授会の議決は、出席者の過半数をも
ってこれを決定すると規定されている。
c）大学運営委員会
この委員会は、学長、副学長(3 名)および学長補佐(7 名)の委員で構成されて
いる。定例委員会は毎週月曜日に行われている。専門の各種委員会報告事項な
ど大学の重要事項はすべてこの委員会で審議される。必要なものは上述したご
とく教授会に付議される。なお緊急の課題が生じた場合は、随時臨時に本会を
開催する。
d）大学管理者会
この会は、各教室並びに研究センターなどの相互連携を円滑にするため、学
長、副学長、学長補佐、専任教授、専任准教授および各部署の責任者をもって
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構成し、定例会議を毎月 1 回(第 3 水曜日)に開催している。本会では主に学生、
学友会、学生寮、図書館、各研究センターおよび附属病院などの問題事項や運
営状況などが詳細に報告される。
e）教務委員会
本会は、教務担当副学長を委員長として、一般教養科目、基礎･応用医学、臨
床医学に従事する教員と学長が特に必要と認める若干名をもって組織し、原則
として毎月 1 回開催されている。授業科目の履修や教育に関する基本的事項な
ど教務全般に係わる事項を審議している。
f）学生生活委員会
本会は、学生担当学長補佐を委員長として、各学年担当副学長補佐、学友会
担当、舎監長および学生課長などで構成され、定例会議を毎月１回開催してい
る。主な議題は、学生の生活状況、事故、寮生活の状況など学生生活全般にわ
たって行っている。
g）人事委員会
本会は学長を委員長として、副学長、附属病院長および学長補佐の中から学
長の指名する委員をもって構成する。開催は審議事項があれば随時行い、原則
として全委員の出席を開催の条件としている。審議事項は教員の採用および昇
任に関することが中心である。慎重に審議された結果は、教授会に付議される。
h）教員会
本会は｢川崎医科大学教員規定｣に基づき、運営が行われている。規定上は学
長、副学長および助手以上の専任教員をもって構成されることになっているが、
教授会に教授および准教授は参加するため本会には講師、助教、助手および臨
床助教が参加している。本会は、各学期に定例会議を開催し、前回会議以降の
教授会および管理者会で承認された決定事項などを学長あるいは副学長が直接
教員に説明し、理解してもらうとともに、意見を聴取している。なお必要があ
る場合は、臨時に会議を行うこともできる。
i）セクシュアル・ハラスメント防止対策委員会
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本会は、すべての学生･教職員がセクシュアル・ハラスメントによる人権侵害
その他の不利益を被ることを防止し、問題を適切に対処するため、内規｢川崎医
科大学セクシュアル・ハラスメント防止等に関する規定｣に従い設置されている。
構成員は委員長１名、相談員１１名(男性４名、女性７名）スーパーバイザー(心
療科医師)１名である。被害者から相談があった場合、相談員は直ちに委員長に
報告し、本会を開催する。個人のプライバシーに配慮し、事実を明確にし、学
長に報告書を提出する。学長は必要があれば内規に従い懲罰委員会を開催し、
懲罰を科すことができる。また防止に役立つように小冊子を作成し積極的に啓
蒙活動を行っている。
j）舎監会議
本学の１年生は全員寮に入ることになっている。本学の寮は、集団生活を通
じ自己規制や相互扶養と礼儀を身につけ、将来医師としてふさわしい人格の形
成ができるように｢教育寮｣として運営されている。男子寮と女子寮があり、男
子寮は２寮に分かれている。運営は舎監長(教授)、副舎監長(准教授)、それぞ
れの寮に住み込んでいる舎監、寮母（各１名）および管理人(男女各１名)で行
われている。本会議の構成員は、上記の運営メンバーである舎監長、副舎監長、
舎監および管理人で構成されている。会議は１ヶ月に１回以上開催され、学生
が規律節制ある寮生活を送れるよう学生生活全般に関して討議が行われている。
k）大学が設置するその他の委員会
その他の委員会と構成メンバー、任期などは表 15-1 の通りである。
本学の教員人事、教育と研究方針、入試関係、教育課程に関することや日常
の学生問題、寮の運営などすべての事項に関して各種委員会に提出され、意見
交換が行われた後、前述の管理運営組織に上程され、ふたたび審議検討が行わ
れる。審議検討の結果は最終的に教授会に送付され、更に検討された後大学の
決定事項として施行される。教授会、管理者会、大学運営委員会、教務委員会、
学生生活委員会など重要な会議では、会議の議事録が作成され、必ず議会の前
に前回会議の議事録を配布し、出席者全員により決定事項の再確認が行われて
いる。
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表 15-1：大学管理運営上の組織
委員委嘱
人 数

任期

大学院運営委員会

14

―

財務委員会

11

２年

学長(1)、副学長(3)、学長補佐(7)

入試委員会

11

１年

学長(1)、副学長(3)、学長補佐(7)

非公表

１年

非公表

図書館運営委員会

7

２年

教授(5)、准教授(2)

現代医学教育博物館運営
委員会

10

２年

学長(1)、副学長(3)、教授(6)

放射線安全委員会

8

２年

放射線管理総括責任者(1)、監視員(2)、施設部長
(1)、事務部長(1)、教授(1)、准教授(1)、主任(1)

組換え DNA 実験安全委員会

7

２年

教授(5)、准教授(1)、事務部長(1)

研究委員会

16

２年

倫理委員会

16

２年

教務委員会

13

２年

副学長(1)、学長補佐(5)、教授(7)

医学教育カリキュラム検
討委員会

8

２年

教授(4)、准教授(3)、講師(1)

動物実験委員会

7

２年

教授(5)、准教授(1)、講師(1)

自己点検・評価委員会

15

２年

学長(1)、副学長(3)、学長補佐(6)、教授(5)

人権教育委員会

15

２年

セクシュアル・ハラスメン
ト防止対策委員会

12

２年

衛生委員会

11

２年

委

員 会 名

入試実行委員会

構

成 員 の

職 （人 数）

学長(1)、副学長(3)、学長補佐(7)、指名した委
員(3)

副学長(2)、学長補佐(3)、大学院系主任(3)、研
究センター長(2)、教授(6)
学長(1)、副学長(3)、附属病院長(1)、副院長(2)、
学長補佐(2)、学内教授(5)、学外学識経験者(2)

学長(1)、副学長(3)、学長補佐(7)、教授(3)、准
教授(1)
委員長(1)、教授(4)、准教授(1)、事務(3)、研究
補助員(2)、寮職員(1)
産業医(1)、衛生管理者(1)、教授(5)、事務部職
員(2)、主任(2)

（２）大学の管理・運営
a）教授会の権限、教育課程や教員人事等において教授会が果たしている役割と
その活動の適切性
【現状の説明】
現状の説明は、上記の通りである。
【点検・評価】
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教授会は教育・研究などに係る重要事項すべてに関して審議するが、前述し
たごとくに多くの事項に関して審議する機関であり、大学運営上最も重要な役
割を担っている。本学では准教授も教授会のメンバーであり、准教授が以前よ
り大学の意思決定に加わってきているということは、他学にはない特徴として
評価できる。大学運営に関する大半の事項が教授会に上程されるため、教授会
構成員である教授･准教授はその内容についての審議を通して熟知することが
でき、教授会の決定事項は大学運営の中心となる教授･准教授層の了解を得てい
るという利点がある。
教育･研究・教員人事に関しては教授会が中心となり大学運営を行ってきた。
教授会の下部委員会である教務委員会や医学教育カリキュラム検討委員会等に
おいて教育課程の検討事項等を議論し、教授会に上程後更に審議を行い決定し
修正など加えて実行に移している。教員人事に関しては人事委員会で一度審議
されたのち教授会に上程され、更に厳密に議論･検討され本学に必要な人材を選
んでいる。人選は教授会の専権事項として全面的に責任を持って行っている。
基礎系教員の退職や新研修医制度の導入などにより教員の不足が顕在化してい
る。教授会が的確に、そして迅速に最近の機構改革に伴う教員人事を行わなけ
ればならないが、これまで通りの定員を考えて枠組みの変更を遅延するケース
がある。教授会が大学の理念･目的に合致する具体的人事を迅速に進めるよう改
善する必要がある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
すべての責任を持つ学長と教授会が教育･研究に関する問題に対して適切に
そして効果的に改革を進めるには、教授会やその下部組織である教育関連委員
会などの活動を更に活発にする必要がある。そのためには教授会構成員の教育･
研究問題に対する更なる意識の向上と、ハイスピードで進行している医学教育
改革への積極的(自主的)な協力体制が必要である。機構改革に伴う教員組織の
改変、人事の活性化、教員の業績評価など人事面の迅速で多様な運用などの事
項に対応できるように教授会構成員の意識改革を訴え続けることが必要である。
b）教授会と学長との間の連携協力関係及び機能分担の適切性
【現状の説明】
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本学の教員組織を代表し、これを統括する学長が教授会を招集し議長となり
運営する。学長は教授会の代表としてその決定事項を集約し理事会に伝達する。
また大学運営に関する理事会の決定・意向を教授会に伝え協力を求める役割も
持っている。本学のような医科単科大学においては、学長と教授会は目的が同
じであるため非常に近い関係にあり、大学運営を円滑に行うため両者が協力関
係を密に保っている。機能分担に関しては以下に記す「d)学長権限の内容とそ
の行使の適切性」の項で述べる。
【点検・評価】
大学の明確な意思決定機構としての理事会と教授会構成員の協調・協力関係
が、大学運営上重要である。教授会の長である学長は、構成員である教授･准教
授と良好な協力関係を構築し大学の教育･研究の発展に貢献してきた。しかし著
しい教育・機構改革をしなければならない現在の状況に対応できるよう、理事
会および教授会が機能分担を明確に行う必要がある。両者の信頼関係を現在よ
り更に増し、より速やかに方策を決定するように努めなければならない。
【将来に改善・改革に向けた方策】
教授会、学長、理事会それぞれの権限、役割分担、協力関係、情報交換のシ
ステムに関しての検討と、これらに関わる教授会構成員の意識改革が必要であ
る。大学が時代に適応した迅速な意思決定を行うには、学内理事会の承認事項
を積極的に大学運営委員会に伝達するよう求め、相互の円滑な意志の疎通を図
る必要がある。また教授会構成員の理解と積極的な協力を得るためのシステム
作りを目指す。
c）学長の選任手続きの適切性、妥当性
【現状の説明】
学長は昭和 49 年 3 月 29 日に制定された｢川崎医科大学職務制度規定｣により
理事会が選考し、理事長が任命する。任期は 2 年として、再任を妨げない。ま
た学長は理事会の定める方針に従って、大学および大学院全般の管理運営を行
い、目的の達成に努めると規定されている。
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【点検・評価】
開学以来現在までに 6 名の学長により大学運営が行われた。どの学長もそれ
ぞれすばらしい教育改革を中心とした業績を残している。学長を理事会が選考
し、教授会の関与はまったくないが今までの人選を評価すると、このままの制
度で良いと教職員は考えている。本学の学長選考方法は将来的に見直されるか
もしれないが、現行は充分有効に機能していると評価できる。
今後、大学改革等を積極的に推し進めるためには、教授会との協調関係を保
持できる現在までのような学長候補者の選考が望ましい。
【将来の改善・改革に向けた方策】
医科大学を取り巻く環境の急激な変化に対して、大学が迅速な自己改革を行
うためには、理事会と教授会を密接に結ぶ学長の存在は大きい。現在のように
学長の存在の元、両者の間に真の協力関係が構築されることが望ましい。学長
選考に関して理事会と教授会の双方から選考・信任されるような学長の選考方
法を探る必要がある。
d）学長権限の内容とその行使の適切性
【現状の説明】
学長は大学を代表しこれを統括する存在である。また学長は、教学に関する
諸活動の最高責任者である。しかし、具体的な業務内容についての学内の規定
はないが、教授会を招集し議長となるとともに人事委員会などの重要な委員会
の長でもある。また大学院を代表し、大学院医学研究科委員会の議長となる。
また、学長は同時に学校法人理事会の理事として経営面にも参画している。
【点検・評価】
本学における学長の権限については、上記の様に「学長は本学を代表しこれ
を統括する」という表現があるのみで具体的な規程はしていない。しかし、教
育課程・教員人事など本学の教学に関する管理・運営面で極めて大きな権限を
持つ教授会の議長としての役割を有し、更に教授会への提出議題の決定は学長
の専任事項となっている。議題案件の多くの採否は教授会の過半数によって決
定することにしているが、議題選定の段階で学長は指導性を発揮できる。また
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教授会での議論を最終的に集約し理事会に伝えるという重要な役割も果たして
いる。開学以来、学長は教授会の議長また代表者としての役割を充分に果たし
てきており、教授会との良好な関係を維持している。
【将来に改善・改革に向けた方策】
大きな意識改革や機構改革に対応して学長がリーダーシップを発揮できるよ
うにするためには、教授会構成員間の意見の調整や集約を学長の下で迅速に行
える体制の構築が必要である。学長が病院長、副学長、図書館長など執行部お
よび各委員会の長との緊密な連絡・調整を介して、各種施策を速やかに実施で
きる運営体制の強化が必要である。
e）学長補佐体制の構成と活動の適切性
【現状の説明】
川崎医科大学職務制度規定には学長補佐は、学長の推薦に基付き、理事会の
議を経て、理事長が任命する。任期は２年として、再任は妨げない。ただし、
学長が交代した時はその任期が切れるものとする。学長補佐は学長を補佐する。
その職務は概ね次のとおりとし、数名の学長補佐がこれを分担する。その分担
職務は①教務･学生担当、②臨床教育担当、③卒後臨床教育担当、大学院担当、
④高大連携、広報担当、個人情報保護担当、⑤図書館、産学官連携、医学会担
当、⑥学生寮、セクシュアル・ハラスメント担当、⑦附属高校担当である。こ
のように学長補佐の役割は明確に定められ、それぞれの職務を中心に学長を補
佐している。
【点検・評価】
学長の指導の元、補佐業務を行っている。業務を明確に記載し、分担するこ
とにより極め細かい業務を遂行することができている。ただ明確でない区分の
仕事に関してどの担当の補佐が実施するのか不明な場合もある。大学を取り巻
く状況が大きく急速に変化している昨今、現在のシステムがそれに迅速に対応
して改革を推し進められるシステムになっているか検討し、また中・長期的な
展望に立った戦略を検討する必要がある。
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【将来の改善・改革に向けた方策】
職務の分担を明確にし、仕事を迅速にする必要がある。このため学長補佐会
を設けてより親密に情報交換を行い、的確で迅速な業務を遂行できる組織へと
改善する。また補佐に関する業務で学長が決定した事項などは教職員に対して
具体的に説明し、目標やその実現へ向けての方策を提示し、円滑で積極的な執
行を可能とするようなシステムへと改善する。
f）教学組織と学校法人理事会との間の連携協力関係及び機能分担、権限委譲の
適切性
【現状の説明】
本学においては、教学に関する重要事項の最高審議機関として教授会が存在
し、学長がそれを主宰し統括している。学長は職指定により理事として、学校
法人の最高意思決定機関である理事会にも出席し、教学組織の代表として意見
を述べる。また理事会が決定した諸方針、方向性は学長を通じて教授会へ伝達
され執行へ向けての審議の対象となる。このように、学長を通じて教授会と学
校法人理事会は意思の疎通を図っており、諸策の立案や実行に関して協力関係
を構築している。機能分担や権限委譲としては、次のような例が見られる。教
員人事に関しては、組織の枠組みや定員を決定するのは理事会の権限であるが、
その具体的人事に関しては教授会に完全に権限委譲をしている。理事会は教授
会が決定した最終候補者を承認し、理事長が辞令を交付する。また大学予算に
関しては理事会が各項目の総額を決定する。その内訳・配分に関しては教授会
にその権限を委譲している。即ち、具体的な支出内容に関しては教授会および
その下部組織の予算委員会に任せている状況である。
【点検・評価】
教授会と理事会の連携協力関係、機能分担、権限委譲の状況については、開
学以来問題が生じたことはなく、円滑に運用している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
教学組織である教授会と理事会との機能分担は上記のように比較的明確であ
るが、その運営に関しては迅速な意思決定・行動に移れるような体制作りに向
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けて積極的に組織改革を行う。教授会の議論を経た学長からの理事会への積極
的な提案が、より有意義な両者の関係を構築するはずである。
（３）大学院の管理・運営
a）大学院研究科の教学上の管理運営組織の活動の適切性
【現状の説明】【点検・評価】
大学院の管理、運営のために大学院運営委員会および大学院医学研究科委員
会（以下、研究科委員会）が設置されており、大学院運営委員会は学長を委員
長とし、副学長、専攻各系主任を含む研究科委員若干名で構成されている。運
営委員会では大学院の組織運営に関する事項、学位授与の認証に関する事項、
その他大学院に関する重要事項の審議を行っている。研究科委員会は学長を委
員長とし、研究科の各指導教授で組織され、医学研究科の教育課程に関する事
項、入学・修了・休学・退学等に関する事項、試験に関する事項、学位論文の
審査および最終試験に関する事項、その他医学研究科に関する重要事項を審議
している。その他、大学院の教育・研究を充実し円滑に実施するために、各系
には主任が置かれている。これらの組織は大学院の管理運営において適切に機
能している。
b）大学院研究科委員会と学部教授会との間の相互関係、および大学院研究科委
員会の長の専任手続きの適切性
【現状の説明】【点検・評価】
大学院医学研究科は医学部を基盤としているため、研究科委員会は基礎医学、
応用医学、臨床医学の各指導教授、および一部の専攻科では指導補佐（准教授）
で構成されている。大学院運営委員会も大学運営委員会と一部重複したメンバ
ーで構成され、円滑な運用が行われている。学部が基盤となる大学院であるた
め、学長がこれら委員会の長となっている。それゆえ、これら組織の関係につ
いては学部についての状況とほぼ同様な評価となり、専任手続きなど詳細につ
いては上記（２）の内容と重複するので略記する。
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第１６章

財

務

目標
建学の理念に沿った高い教育研究水準を維持し、適切に遂行するために必要な
経費の財源を確保する。
・財務基盤を整備し、公正かつ効率的に配分・運用する。
・授業料収入への過度の依存を避け、学外からの資金受け入れを積極的に行う。
a）教育研究目的・目標を具体的に実現する上で必要な財政基盤(若しくは配分
予算)の充実度
【現状の説明】
医学教育は、少人数教育を基本とする。さらに、実習教育は基礎、臨床を通
じ綿密なカリキュラムをもとに実施され、これを支える教育スタッフは、文系
大学に比べ十数倍が必要といわれている。また、教育・研究・診療に要する施
設設備の充実は、日進月歩の進展に対し不可欠のものである。
すなわち、医学部の運営には附属病院を含め多額の経費を必要とする。しか
しながら、帰属収入の約 80％を占める医療収入や国庫補助金、善意の寄付金等
の収入は不安定な要素が多く、今後増加を期待することができない趨勢にある。
このような状況下であるが、本学は経費の効率的執行と支出の抑制により財
政基盤の安定を目指してきた。
【点検評価】
長期の借入金に依存するといった財政上の負担が大学運営に影響を及ぼすこ
となく堅実な財政バランスを維持しており、財務上の安定性は確保されている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
学納金、医療収入を柱とし多様な収入の確保を行う。とりわけ、科学研究費
を中心とした外部資金の獲得に向けた対策を講じる。一方、従来から一貫して
引き継がれてきた、教職員のコスト意識に基づく支出抑制策を堅持しつつさら
に安定的な財政基盤を構築する。
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b）中・長期的な財政計画と総合将来計画(若しくは中・長期の教育研究計画)と
の関連性、適切性
【現状の説明・点検評価】
開学 30 周年を契機として、今後とも、先進的医学教育・研究・医療の展開を
図るため医科大学校舎の増築、既存校舎の全面的改修と附属病院の増改修工事
を進めている。平成 21 年に当プロジェクトは完了予定であるが現時点では、そ
の後の新たな将来計画の策定には至っていない。
当面は、当プロジェクト事業の計画的推進と綿密な事業報告に基づいた単年
度事業計画の遂行に全力を挙げる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
将来計画については、理事長をはじめとして、学長、病院長のリーダーシッ
プの下で各部門の運営委員会等の議論を踏まえ、理事会において方向性が定ま
る。なお、理事長、学長、病院長のトップダウンに依存する傾向を防ぐため、
各種委員会、教員会等を従前に増して、積極的な意見交換の提言の機関として
活用する。
c）文部科学省科学研究費、外部資金(寄付金、受託研究費、共同研究費など)の
受け入れ状況と件数・額の適切性
【現状の説明】
外部資金の獲得状況は、奨学寄付金の占める割合が突出している。研究者に
対する評価に加え、特定公益法人の指定を受け寄付者に対する税法上の優遇措
置も寄付金獲得の追い風となった。これに比べ、受託研究費（治験研究を含む）、
共同研究費は低迷している。
科学研究費の新規申請件数平均約 100 件のうち、新規採択率（過去 3 年間）
は 20％前後で、伸び率は横ばい状態となっている。しかし、獲得総額について
は、平均約 1 億円で、全研究費の約 15％となっており、大きなウェイトを占め
ている。
【点検評価】
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教員研究費の内、学外資金は 64％と大きな割合を占めており、本学の研究の
質の向上や活性化に重要な部分を担っている。そのため、将来にわたり安定し
た外部資金の獲得を維持していくことが課題である。
外部資金の総額は、全体的に研究活動の活性化を促進しているものと評価で
きる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
外部資金の導入に際し、特に奨学寄附金については、極めて高い透明性が求
められる。また、受託研究は教育、研究、診療の均衡を維持しつつ実施する必
要がある。これらの条件を満たしながら安定的な資金獲得を維持する。
科学研究費補助金は競争的資金であり、その安定した獲得率を維持するため
に、よりクォリティーの高い研究へシフトすることが求められ、研究者自身の
研究意欲の向上を促す。そのためにも、新しい機器の導入等学内共同研究施設
の充実等の研究環境の整備も重要である。
また近年、科学研究費補助金の更なる活性化のため、機関の管理体制の整備
が求められているところであるが、本学においても、研究者の研究意欲の向上、
研究の質の向上、研究の活性化のため、研究センターの改修工事の完了を契機
に、研究面の管理体制を整備し、より運用しやすいものに改良していく。さら
に、科学研究費補助金の趣旨、効果的かつ効率的な運用、適正な執行について、
あらゆる機会を利用して研究者への啓発活動に努め、科学研究費補助金の獲得
率の向上に努める。
d）予算配分と執行のプロセスの明確性、透明性、適切性
【現状の説明】
教員研究費、教室費、大学院指導費、研究センター運営費、プロジェクト研
究費の配分枠を初め大学運営の目安となる基本的収支について予算化を行う。
毎年 2 月の財務委員会の審議の後、教授会の議を得て成立を図る。
学校法人の予算編成は、事務局経理課において本学を含む各部門の包括予算
案を策定する。これに先立ち、経理部長は各部門の事務部長と新規事業や新た
に発生が見込まれる収支の予測についての意見交換を行い、前年実績との比較
検討による予算案を策定する。
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なお、原案を事務局長、理事長に報告し承認を受けた後、3 月末の理事会に上
程する。
【点検評価】
前年実績をベースに目標型予算を編成することから、効率的な予算編成が可
能となっている。また、予算制の弊害ともいえる、所謂、使いきり執行を回避
でき、不要不急の支出を抑制している。
なお、必要不可欠な支出が発生した場合については、全体予算に重大な影響
が無い限り、その都度稟議により学長若しくは理事長の承認を得て執行できる。
このことは、予算の硬直化を防ぎ執行上の機動性を確保していると評価できる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
教職員に対し一層のコスト意識を涵養するためにも、事業別、業務別予算と
コスト管理を一元化したシステムの構築が急がれる。このため、事務局経理部
に新たに経理システムを導入した。これにより各種データの蓄積を行い管理会
計の充実度を高めていく。
e）アカウンタビリティーの履行状況、および監査システムとその運用の適切性
【現状の説明】
アカウンタビリティーの履行状況を検証するシステムの導入状況について、
具体的な方策として財務に関する説明は、学園の広報誌である「川崎学園だよ
り」を通じ資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表の財務3表を掲載し、
これに解説を加えている。また、利害関係者の開示要求に対しては、財務比率
を含む事業報告書、決算書類(財務３表)、財産目録、監事の監査報告書の閲覧
が可能な制度を設けている。
監査システムとその運用の適切性については、私立学校振興助成法に基づく
公認会計士によるもの、私立学校法及び寄付行為に基づく監事によるもの及び
内部監査の３層により実施する。 公認会計士は、6名により学校法人全体につ
いて、のべ年間約500時間の監査を行う。このうち1名が、本学の担当として年
間を通じて専一的に監査を担当する。また、監事は、独立性を保つため学外の
有識者2名を選任し、学校法人の財産状況及び業務を監査し、監査報告書を作成
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しそれを理事会及び評議員会に提出している。
内部監査は、法人経理部が各施設単位における資産の現物照合を中心に行う。
【点検評価】
広報誌の掲載は、平成16年（2004年）9月刊行から、また開示要求に関する諸
表の開示は平成17年（2005年）7月から実施しているが学内、学外を通じて開示
要求の申し出はない。この点では、現状の財務公開は説明責任に係る履行状況
の検証に機能しているとは言い難い。また、監査については、独自の検証シス
テムの構築にはいたっておらず今後その方策を検討する。内部監査は、不定期
の資産の現物照合にとどまり成果の確認といったレベルまでにいたっていない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
学校法人会計は、企業会計に比べ一般的になじみが薄く全体像を的確に理解
してもらうための工夫を含め組織上、制度上の検証システムの方策を検討する。
監査については、管理運営機能の点検や問題点を、財政と事業とのバランス
から抽出するために、公認会計士と監事の情報交換を定期的に実施していく必
要がある。実現には多くの制約があり年間1～2回が限度となっている。
さらに、監事の監査活動を積極的に推進し、併せて財政上の監査と突合する
ことにより大学運営の方向性を点検し検証を行う。また、これに連動する内部
監査を専属業務とする理事長の直轄組織の設置を計画中である。
f）消費収支計算書関係比率及び貸借対照表関係比率における、項目ごとの比率
の適切性
【現状の説明】
医科大学単独の比率に加え附属病院との合計値による比率の経年推移を示す。
なお、貸借対照表は、部門別の作成は行っておらず比率は、法人全体のもの
である。
【点検評価】
消費収支計算書関係比率、貸借対照表関係比率における項目ごとの比率は概
ね適正であり問題点はない。
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なお、主要財務比率の要点は次のとおりである。
消費収支計算書関係比率
①人件費比率
適正と評価できる。なお、職員人件費は委託費にシフトする傾向が強まって
いる。
②教育研究費比率
平成 17 年度の医科大学、医科系大学の平均値にやや及ばないものの適正と評
価できる。
③消費収支比率
平成 17、18 年度と校舎棟及び病院棟の増改修が行われ基本金の組入額が増加
した。このため、18 年度は一時的な消費支出超過となっている。
基本金組み入れによる一過性の支出超過であり、本事業の完了後は、収入超
過へ転換するものと予定している。
貸借対照表関係主要比率
① 自己資金構成比率
適正と評価できる。
② 流動比率
適正と評価できる。
③総負債比率
適正と評価できる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
現在の財務状況の健全性は、開学以来、適正かつ的確な財務処理が行われた
結果である。今後、さらに私学経営をと取り巻く環境が厳しさを増す中で、教
育・研究・医療の質を確保し、向上していくために必要な財務の体質を維持し、
収支の均衡を保ちながら一層の財務強化を図る努力を継続する。
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第１７章

事務組織

目標
教育研究活動を円滑かつ効果的に行うため、十分なサポートができる優秀な人
材を確保し、合理的な事務組織を構築する。そのために、
・教育研究組織との適切な連携協力関係を保持する。
・大学運営のために必要な企画・立案をし、運営環境を整備する。
・入試業務、卒業生の就職（卒後臨床研修のマッチング）対応、国際交流のた
めの事務業務等の専門業務を行う。
の三つを行動目標とする。
（１）大学の事務組織
a）事務組織と教学組織との間の連携協力関係の確立状況
【現状の説明】
本学の事務組織は、
「学校法人川崎学園組織規程」によって定められている（添
付資料参照）。大学事務局長を最高責任者として、学園全体の統轄、経営、管理
等を主たる業務とする事務組織（総務部、経理部、購買部、施設部）と、教学
事務を担当する医大事務部により構成されている。なお、附属病院における事
務を担当する部門として別に病院事務部が設けられている。
主に法人業務を担当する各部の具体的事務所掌内容としては、総務部（庶務、
広報連携、人事、給与、福利厚生、警備、情報システム、企画、経営調査担当）、
経理部（経理、出納、管財担当）、購買部（用度、薬品調達担当）、施設部（施
設、環境、整備担当）が設けられている。
教学部門の事務組織である医大事務部は、学務課（庶務係、教務係）、学生課、
中央教員秘書室の２課１室で構成されている。医大事務部は、大学事務局長の
管理監督下としての立場はあるが、通常の業務は、学長の指揮の下、複数の副
学長、学長補佐等との緊密な連携の下、教学機関の管理運営、教育研究活動の
推進、学生の厚生補導、学生の生活支援、保護者との連携等多面的な業務執行
に当たっている。中央教員秘書室は、開学時以来、本学独自の考えで、全教員
の秘書的業務を集中的に行う部門として設けられている。
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法人業務と教学事務との間で調整や検討を要する場合は、医大事務部長と大
学事務局長との連携を基本として、学務課、学生課等の各々の役職者が中心に
なって、法人業務担当部課長と連携協力を図っている。
毎月定例の学校法人各施設全体の事務部長・事務長会（事務局長招集）と、
同じく毎月定例の医大事務部主任者会（医大事務部長招集）の開催等を基軸に
して情報と意見交換を行っている。
【点検・評価】
事務組織と教学組織との適正、円滑な関係と機能維持を図るうえで、大学事
務局長、医大事務部長、学務課長、学生課長等役職職員間の目標や課題の共有
化が大切である。一方、学長、副学長、学長補佐等を中心とした教学組織と医
大事務部長を長とする医大事務部との目標や課題の共有化も大切である。その
意味で、医大事務部役職者の業務に対する見識と具体的判断能力が求められる。
本学の場合、学長・副学長・学長補佐等教学組織幹部教員の理解と支援のもと、
良好な組織関係と人間関係も維持できている。中央教員秘書室の業務内容は単
純作業から高度の技術をともなう作業まできわめて多岐にわたる。また、授業
出席調査など授業への直接の関与もあり、その存在と活動は本学の教育活動に
はかくことのできないものであり、また、本学事務部門の特色の一つでもある。
教員居室を含め、校舎棟や会議室、カンファレンスルーム等の改築が創立４０
周年に向けて進行中であり、教員秘書室に関し、新しいハード環境の元でのマ
ンパワーの見直し、設置場所、業務内容の整理・再検討などにより、教員活動
をサポートするより効率的な教学体制を検討中である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
点検・評価の項に記載のように、速やかに改善しなければならないような大
きな問題は、現在特にないと思われる。
b）大学運営における、事務組織と教学組織の相対的独自性と有機的一体性を確
保させる方途の適切性
【現状の説明】
医大の事務組織（医大事務部）は、大学事務局長を最高責任者とする学校法
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人川崎学園の事務組織の一部として位置すると共に、学長を最高責任者とする
教学組織の中における事務部組織としても位置している。したがって、組織的
には、大学事務局長と医大学長の双方の指揮命令を受けながら、医大事務部（学
務課、学生課、中央教員秘書室）の各々の諸業務を適正に遂行する立場にあり、
役職者はもとより全職員が一つ一つの仕事の中で、相対的独自性と有機的一体
性を常に意識しながら対処している。
【点検・評価】
幸いにして、本学では、開学以来経営管理者の強いリーダーシップのもと、
大学事務局長と医大学長との向かうべき目標と業務遂行に対するスタンスが共
有されており、緊密かつ円滑な関係が維持されている。したがって、大学運営
における、事務組織と教学組織の相対的独自性と有機的一体性を確保できてい
る。
医大事務部も、当然のことながら、大学事務局長又は医大学長からの一方的、
偏った指揮命令を受けることなく、建学の理念や教育方針等に沿って学生を中
心とした教学活動の積極的展開に貢献したいとの高いモラルを保ち頑張ること
ができている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
今日、本学だけの問題でなく、医学教育及び医療現場での教員や医師の業務
量の増大と心身にかかる有形無形の負担が増大しており、今後ますます、教職
員、特に教員や医師の業務実態把握と問題点の分析、具体的打開策の提言等の
重要性が高まってくると思う。事務組織、教学組織双方が、従来からの既成概
念に何らとらわれることなく、学生、患者に医科大学や附属病院の高い機能を
効果的、効率的に提供できる新たな体制づくりと具体的方法を協調と協働作業
で考え出すことが最も重要である。このような方向で改善を目指す。
c）教学に関わる企画・立案・補佐機能を担う事務組織体制の適切性
【現状の説明】
学務課、学生課、中央教員秘書室各々の立場や役割が違うので自ずと企画・
立案・補佐機能にも差が出ているのは事実である。
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学務課（庶務係、教務係）、学生課では、各課長、係長等役職職員と、教務担
当、学生担当、総務担当副学長及び学長補佐、各学年担当教員とほぼ毎日、複
数回にわたり、医大事務室内で直接顔を合わせての情報や、意見交換を行いな
がら具体的な対応や処理にあたることができており、重要とされる企画・立案、
補佐機能をまずまず果たしているのではないかと自負している。特に各々の担
当役職教員の多忙な時間を有効に割いての積極的懸命な努力には事務部門とし
ても能動的触発を多いに受けている。
【点検・評価】
本学では、学長の下に 3 人の副学長と 7 人の学長補佐を配置し、厳しい最近
の社会諸情勢の中で、又、医学教育の急激な変革に対応すべく努力している。
また、学長の諮問委員会として別表（15 章、表 15-1）のように、各種委員会を
設け積極的に取り組んでいる。これらの重要な諸活動に連動して、医大事務部
の各課、各係の役職職員が委員会に出席し、緊密な連携と積極的な情報提供、
具体的な企画・立案にも参画できている。
大学の建学理念や教育方針に対する共通認識と共有化が保たれており、一体
感と使命感を実感できる体制でほぼ適切な活動ができていると判断される。事
務部門からの教学に関する企画・立案に対し、教学部門から、意欲を低下させ
られるような否定的言動をする教員はない。
また、法人事務に直結する総務部、経理部、購買部、施設部の 4 部では、大
学事務局長の統轄の下、各々の所掌事務が執行されており、毎月 1 回の学園運
営協議会と学園事務局全体としての事務（部）長会及び課長会が開催され、定
期的、日常的に連絡調整を行っている。また、人、物、金の管理に直結する人
事、給与、経理、購買担当部門は、他大学と積極的交流を図り、本学の実態の
点検評価に努めている。教学組織と医大事務組織及び法人事務組織の連携協力
も円滑かつ良好に保たれており、医大の枠を越えた全学共通の課題解決に対す
る企画・立案等もできやすい状態と認識している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
事務組織の将来の改善・改革に向けた方策として次のことが考えられる。受
験生全入学時代に突入している今日でも、医科大学は幸いにして前年度とほぼ
変わらない受験生を確保できているが、いつまで続くかは不透明である。入試
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はもとより庶務、教務、厚生補導全般の業務に関して、今まで以上に教学組織
との関係を深め、積極的に発言し貢献できる意識改革と能力向上に努める必要
がある。通常の業務に精励しつつ、5～10 年先を展望し、教学組織と事務組織の
緊密な連携のもと、他大学、他病院より先んじた戦略を創造できるよう一層の
努力を続ける。
d）学内の予算（案）編成・折衝過程における事務組織の役割とその適切性、及
び、大学運営を経営面から支えうるような事務局機能の確立状況
【現状の説明】
予算（案）編成にあたっては、前年度末に事務部長、経理部長、学務課長等
が中心となって過年度実績に基づいて積算し、それをもとに予算（案）を編成
し財務委員会に諮る。委員会には理事長、大学事務局長も出席し審議される。
それを教授会に諮り決定している。最終的には、理事会の承認を得ることとな
る。
【点検・評価】
事務組織は、予算編成の決定のプロセスに密接に関与し、大学運営を支えて
いる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
本大学だけでなく、他大学共通の悩みとして、国からの補助金が減っている
中、少子化ということもあって、学納金を値上げすることも非常にできにくい
という状況がある。
いわば、八方塞がりの中で、健全な財政基盤を確保することは至難の業とな
っている。そのためにも、事務部門を中心とした戦略的な経営管理の具体的な
取り組みが特に重要である。同時に、予算編成のプロセス及び予算施行時にお
ける教学組織（教員）への十分な説明による一層の理解を求めていく。
e）学内の意思決定・伝達システムの中での事務組織の役割とその活動の適切性
【現状の説明】
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大学の意思決定手順として、大学運営委員会、大学院においては大学院運営
委員会での議を経て、教授会又は大学院医学研究科委員会の承認を得て学長が
決定し、実行することになっている。事務組織（部門）としては、学園理事会・
評議員会へ事務部長が陪席すると共に、学内の運営委員会、教授会、大学院医
学研究科委員会その他全ての会議、委員会へは必ず事務組織の責任者が分担で
出席することになっている。
【点検・評価】
上記のとおり、教育研究及び管理運営に関する重要かつ通常の意思決定には、
事務組織が関与できている。教務、学生指導等の分野では、ほぼ同等のレベル
で物事が進められており、努力を自負しているが、入試業務に関しては必ずし
も十分とは言えない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
本学は、平成 19 年度で開学 38 年目を迎える。創設者の強力なリーダーシッ
プで、大学、学園創りが進められてきた経緯があり、開学当初から、学生を中
心に教員と職員が一体になって私学の独自性を発揮して鋭意問題解決にあたっ
て来た。したがって、事務組織職員の業務に対する参画意識は比較的高い。今
後の厳しい大学運営を打開していくためには、一層の参画意欲と具体的知識と
問題解決能力の向上が求められる。会議、委員会においても、事務部門の役職
者は、陪席でなく、より幅広く委員として出席し責任ある意見、提言により一
層参画させる環境整備を進める。
また、今後、全教職員が、その立場や担当職域を超えて、学生や患者を常に
意識した鋭い営業感覚と経営技法を持つことが大切で、優れた他大学や民間会
社を対象に含め、積極的な情報収集と調査分析、具体的な戦略の樹立と実行、
すなわち、企画・立案・意思決定の役割を更に強く担える事務部門を目指す。
f）国際交流、入試、就職等の専門業務への事務組織の関与の状況
【現状の説明】
国際交流、入試、就職等の専門業務への事務組織の関与の状況は次のとおり
である。国際交流に関しては、特に、専門担当部署は設けていない。少数なが
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ら外国人留学生の受け入れ、学内での生活、教育研究活動の支援に関し、学務
課、学生課が各々分担している。
また、イギリスのオックスフォード大学（グリーンカレッジ）との定期的相
互交流が平成 14 年（2002 年）から積極的に行われており、同じく、学務課を中
心にして、学生課と連携して送り出しと受け入れにあたっている。
入試業務に関しては、全学あげての最重要行事との大学の明確な方針のもと、
教職員全員が一体になって取り組んでいる。年間を通じての入試業務を専門的
にまた専業的に担当する部門は設けてはなく、教務担当副学長（入試委員長）、
教務担当学長補佐（入試副委員長）をトップに、教務係を中心とした学務課、
学生課職員の兼務体制となっている。
就職に関しては、就職先の確保が特に心配されてこなかった医科大学の特殊
性から、特に専任の担当部門は設けていない。ただし、平成 16 年からの卒後臨
床研修が義務化され、併せて就職に関してもマッチング制度が導入されたため、
本学としても、本学や附属病院の建学運営理念に十分マッチした優秀な志のあ
る研修医確保対策を含め、卒前・卒後の教育研修を支援するセンターとして、
大学内の学習啓発センター、附属病院内の臨床教育研修センターを立ちあげ、
積極的に取り組み成果を挙げている。
【点検・評価】
国際交流に関しては、過去の外国人留学生の受け入れ実績や、オックスフォ
ード大学（グリーンカレッジ）との交流実績の現状から、特に、別途専任の職
員を配置した部署を設ける必要はまだないと判断されるが、兼任体制において
も、研修内容の充実、宿泊（住居）環境の整備、日常における公私両面の生活
の充実に向けた行き届いたサービスの提供により一層努める必要があると思う。
入試に関しては、超少子社会と受験生全入学時代到来の時代にかかわらず、
ここ数年、受験生がまだ増加傾向で推移できていることは喜ばしいことである
が、平成 19 年度は、対前年度比で初めて受験生が減少に転じた。入試日の大幅
な変更等の要因は考えられるが、決して楽観は許されない。その意味で、受験
生の維持確保はもとより、新たな受験生の開拓と増加を目標とした効果的な戦
略を打ち出して行くためには、厳しい財政事情の中にあっても入試に関する事
務体制の整備は必要と思われる。
就職に関しては、現状の説明に記した如く、事務部門レベルでの機能とサー

295

ビスの提供はまずまずできていると判断される。
【将来の改善・改革に向けた方策】
点検・評価の項の記載と一部重複するが、単科の医科大学であること、特に
深刻の度を増している厳しい医学教育や大学病院が置かれている諸状況の中で、
国際交流、入試、就職等の専門業務への事務組織の関与のレベル云々の前に、
まず大学、学園としてのこれからの戦略の中での位置づけをより明確にする必
要がある。その考え方に沿った体制の整備を行い、機能とサービスの向上を図
る必要がある。
本学の建学理念や教育方針等に興味と理解を示す受験生の開拓と確保努力は、
最重要事項のひとつと思われ、教学組織と事務組織とが一体になった新たな体
制づくりが必要であり、その実現を目指す。
g）事務職員の研修機会の確保の状況とその有効性
【現状の説明】
事務組織の重要な機能の一つとして、教学組織への積極的支援がある。事務
職員一人ひとりの意識や能力を評価する時、個人差が見られるため、私立医科
大学協会主催の研修会等を中心に事務職員を研修に参加させ、教学組織の中心
である教員と一体化して協調活動を行っている。
【点検と評価】
教学事務の学務課、学生課職員数 20 名で、研修参加人数は、年間 31 人とな
っている。職員一人平均 1.5 回の研修に参加している。また、法人事務の担当
では、私立医科大学協会主催の研修会、研究会では、幹事役を担当している者
もいる。今後は、実務研修のみならず調査分析能力、また、他職種を含めた研
修の機会を与えていきたい。
【将来の改善・改革に向けた方策】
事務部門を単に「処理するレベル」にとどまらず全職員が、教学組織の中心
である教員と一体化して具体的協調活動を行い、教員の意識変革にまで影響を
与えることができる事務部門を目指す方針である。
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そのためにも、事務職員一人ひとりの意識レベルや知識レベルに大きな差異
が生じないよう、事務部門として努力する。
h）事務組織と学校法人理事会との関係の適切性
【現状の説明】
学園理事会は、例年５月（事業実績、決算等）、1 月（更生予算、施設長人事
等）、3 月（事業計画、予算等）の年３回開催されている。 その他、学内理事会
を年 11 回（8 月を除く毎月）行っている。それらの会には、事務局長（役員）
をはじめ、全ての事務（部）長が陪席している。その結果、事務局は学園の動
向を正確に直接に理解できる状態にあり、その責任と使命感をも実感できる場
ともなっている。
また、毎月 1 回の定例事務部長・事務長会が事務局長の招集で行われており、
理事長・副理事長・事務局長等の考えや思い、諸問題に関する情報伝達が行わ
れ、一方、学校法人川崎学園が所管する各施設の各事務部長（事務長）からの
施設がかかえる諸問題等の情報交換を基本とした意見交換や討論が行われてい
る。加えて、課長、課長補佐レベルを構成員とした課長会も 2 ヶ月に 1 回、事
務局長の招集で行われており、課長レベルでのより綿密な関係維持を図ってい
る。
【点検と評価】
上記のとおり、学園全組織体を通じて、各々の役職者の階層を単位として、
定期不定期の諸会議や連絡会が綿密に設けられており、また、効果的に運用さ
れていると思われる。したがって、事務組織と学校法人理事会との関係の適切
性といった観点からも、特に問題はないと判断される。
当然のことながら、理事会での議題、報告内容等は、大学事務局長を中心に、
学園内各施設の事務部長（事務長）等が主体的に動いて諸準備を進めている。
【将来の改善・改革に向けた方策】
大学を取り囲む諸情勢が悪化の一途をたどっている中で、学校法人の経営管
理能力の真価が問われている時代といえる。法人組織（機能）と教学組織（機
能）は、今日的には、相反する立場ではなく、理事長、学長、事務局長を 3 本
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柱とした緊密かつ有機的な連携機能の向上努力が求められている。その中にあ
って、事務組織部門は、3 者の連携強化と先進的戦略の決断に積極的に貢献する
意欲と能力を兼ね備えた体制整備と具体的活動を今以上に行う必要がある。
（２）大学院の事務組織
a）大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性
【現状の説明】
平成 18 年度に在学する大学院生数は 72 名であるという現状から、大学院に
関わる事務を担当する独立した事務組織は設けられていない。また、特にその
必要性が実感される状況にはない。医学部事務組織の学務課（庶務係、教務係）、
学生課の事務分掌に準拠して、各々兼任することとしている。各課、各係の全
職員は、医学部に係る所掌事務に対する使命感と責任感を共有し、研究担当の
副学長、学長補佐と緊密な連絡をとりながら、大学院の事務にあたっている。
大学院の適正かつ円滑な運営を図るための中心的機関である大学院運営委員
会と大学院医学研究科委員会に係る事務も当然のことながら、医学部事務組織
の各課、各係が分担している。
【点検・評価】
学務課（庶務係、教務係）、学生課の各々の担当者が、大学院生の受け入れか
ら学位授与を経ての送り出しまでの事務を所掌している。医学部における医学
教育の急激な変革による事務の複雑化と増大が各担当者の負担になりつつある
ことは事実であるが、本学の場合、規模的にも大学院生に係る事務に支障をき
たすほどの状態ではなく、大学院運営委員会、大学院医学研究科委員会に係る
事務的対応、大学院生一人ひとりに関する事務的対応等、概ね適切に対応でき
ていると判断している。
【将来の改善・改革に向けた方策】
ここ数年前から、文部科学省等が、大学院そのもののあり方を含めて、その
内容の明確化と充実を求めており、これらの動きや課題に的確迅速に対応する
ため、又、本学大学院の課題の解決を図るためには、事務部門として、文部科
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学省が示す方向性を先取りして、具体的な企画立案を積極的にできる質量両面
にわたる体制の整備を図る必要はあると思うが、本学はもとより日本における
大学院が抱える問題はあまりにも大きく重く、限られた諸条件の中で、現実的、
効果的な施策の具現を図ることが当面重要と認識している。
b）大学院に関わる予算（案）編成・折衝過程における事務組織の役割とその適
切性、及び、大学院運営を経営面から支えうるような事務局機能の確立状況
【現状の説明】
予算（案）編成への関与は、基本的に大学の場合と同じである。前年度末に
事務部長、経理部長、学務課長等が中心となって過年度実績に基づいて積算し、
それをもとに予算（案）を編成し財務委員会に諮る。その委員会には理事長、
大学事務局長も出席し審議される。それを大学院研究科委員会に諮り決定して
いる。
【点検・評価】【将来の改善・改革に向けた方策】
事務組織は、予算編成の決定のプロセスに密接に関与し、大学院運営を支え
ている。現状のプロセスを変更することは、特に考えていない。
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第１８章

自己点検・評価

目標
医科大学としての水準を維持し、理念・目的の実現を図るために、恒常的に
大学の教学、経営等の諸活動を点検・評価する。自己点検・評価を行うために
必要な体制を整備し、点検・評価の方法を確立し、さらに適切な評価項目を設
定して、自己点検・評価を実施する。
・自己点検・評価の結果はを大学の改善・向上のために生かす。
・改善、改革の方策を実行するための制度を整備し、運用する。
・第三者による点検・評価を定期的に受ける。
a）自己点検評価を恒常的に行うための制度システムの内容とその活動上の有効
性
【現状の説明】
大学設置基準の大綱化を受けて、医学部および大学院における教育研究活動
とその運営に関して総合的な自己点検・評価を行う目的で、平成 5 年 5 月 1 日
に「川崎医科大学自己点検・評価委員会規程」を施行し、適任者を委員として
委嘱して、恒常的な自己点検・評価を開始した。
自己点検・評価の初期体制において、前学長：勝村達喜の下で平成 13 年 2 月
に最初の「自己点検・評価報告書」を作成し、学外では文部科学省、大学基準
協会、および全国の大学医学部など、また学内では付属図書館や研究センター、
および各教授、施設長へ配布し､大学内外への発信として点検・評価活動の公表
を行ってきた。現学長の下で､この報告書は平成 16 年 3 月に更新されたが、原
則として初回のものを踏襲し､内容はあまり大きく異なってはおらず、関係者へ
の配布も限定的であった。これは､この間に学長､副学長などの交代があり､初回
の点検・評価の結果を検証してその後の改善に繋げるための作業が一時的に中
断していたことによる。
平成 17 年には前年度の実績に基づく各教員個別の全般的な活動状況調査を行
い、そのデータに準拠した各教室活動の自己点検・評価報告書を作成した。活
動状況の個別調査票は教育（学部および大学院）、研究、診療（臨床系のみ）、
学生生活指導、大学運営、社会貢献に大別し、各項目で個人別にデータを収集
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した。そのデータを元に教室毎に集計して､各教室の所属長の意見としてレーダ
ーチャート形式にまとめ､それを集積した報告書を作成した。これは最終的に平
成 18 年 8 月に刊行され、自己点検・評価報告書（副題：教室活動の点検と評価）
としてまとめられ、平成 13 年の報告書と同様、文部科学省、大学基準協会、お
よび全国の大学医学部、学内では付属図書館や研究センター、および各教授、
施設長へ配布している。
教育面では､平成 12、13 年度に 4 年生のブロック講義に対して学生による授
業評価を行い、平成 14 年度には 5 年生の臨床実習に対する評価を行い､その集
計結果は各授業担当教員へフィーバックされて､授業改善に生かされてきた。し
かし､この授業評価はまだ試験的な施行に留まり､制度的になってはいなかった。
平成 17 年度にはマークシートを使用した学生による授業評価が試みられたが、
これは 2 学期の講義に限定されていた。その結果は集計されて全体のスコアー
とともにまとめられ、担当教員へフィードバックし授業改善に役立ててもらう
試みを行ってきた。集計結果については学生版学報などで全体像を報告してい
るが、詳細な個別の解析結果は公表されていない。
平成 18 年度には 1 学期から開始し、非臨床系の実習を含めて講義、臨床実習
もマークシートを用いた授業評価を行った。いずれも授業終了時に行われてい
るのみであり、次年度以降の授業へ結果が生かされる可能性はあるが、現在進
行中の授業への反映はなされていない。この結果については全体像の解析を行
い、平成 19 年 6 月に自己点検評価報告書（副題：学生による授業評価を中心と
して）を作成して、学内外の関係部署へ配布した。
これらの報告書と並列で行った調査報告としては、平成 15 年 3 月に「研究活
性化委員会」
（加来浩平委員長ほか 6 名の委員）が作成した研究活動に関する報
告書がある。これは教員個人の過去 5 年間の研究業績を収集し、そのデータの
解析､およびアンケート調査による研究センターや研究システムについての問
題点などを整理し､短期的および長期的改善課を提言している。しかしこの報告
書は学内の各教室の所属長および研究センター長へ配布し､教職員向けに公開
しているに過ぎなかった。このように報告書の公開の点で問題はあるが､提言の
一部はその後のプロジェクト研究費の配分改善、学位論文の審査方法の改善、
外部資金の受け入れ拡大などの方策に反映され､点検作業の成果として比較的
有効に機能していた。
学部および大学院の自己点検評価に対する学外者による検証はこれまで行っ
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ていない。第三者評価機関による検証に向けて､自己点検評価委員会は学位授与
機構や大学基準協会の説明会への参加を通して､学内組織の整備を行ってきた。
平成 16 年 5 月の第 1 回委員会に始まり､年 2～3 回の会議で点検評価検証のため
の方向が決定され､現在に至っている。これと平行して平成 18 年 4 月より開始
した第三者評価実務者ワーキンググループ（作業部会）では、大学の自己点検・
自己評価の実効性、学内組織の点検、整備に向けての活動を行ってきた。作業
部会では重点的かつ優先的に取り組むべき問題点を洗い出し、今後の自己点
検・評価に生かす試みを始めている。平成 18 年には自己評価の点検項目を決め、
不足している項目を中心に、基礎データの収集を開始した。従来より行ってい
る年間の研究活動業績の収集に加えて、教育活動、社会活動などの具体的な個
別データの収集を開始した。
川崎医科大学自己点検・評価委員会委員
（平成 19 年 4 月 1 日〜平成 21 年 3 月 31 日）
委員長

植木

宏明（学長）

副委員長

川﨑

誠治（副学長）

〃

福永

仁夫（副学長）

〃

佐々木和信（副学長）

〃

角田

委員

辻岡

克彦（学長補佐）

〃

柏原

直樹（学長補佐）

〃

近藤

芳朗（学長補佐）

〃

原田

保（学長補佐）

〃

大内

正信（学長補佐）

〃

砂田

芳秀（学長補佐）

〃

濃野

勉

〃

杉原

尚

〃

吉田

清

〃

加来

浩平

〃

種本

和雄

司（附属病院長）

【点検・評価】
短期的な改善・改革についての方策は、毎年度の始めに基本方針を呈示して、
到達目標を設定して対処してきた。その項目は、大学運営の適正化と事業活動、
教育内容の改善・充実、研究活動の推進、学生生活の指導・充実、大学寮運営
の改善と充実、附属高校との連携、現代医学教育博物館の充実と活用、図書館
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の整備充実、統合医学医療教育開発センターの設立と活用、教材教具センター
の充実・活用、高大連携、産学官連携の推進、医療倫理問題、個人情報保護、
セクシャル・ハラスメントの防止、広報関係、川崎医学会の進展、事務部門の
充実についてであり、それぞれの項目で具体的な目標を設定して、その確実な
実現を図っている。このような基本方針の設定と改善は創設時より継続し、本
学の改善・改革に寄与してきた。
中・長期的な目標の設定と、今後の改善・改革に向けた点検・評価の活動と
して、自己点検・評価委員会が設置され、その活動は実質的には平成 16 年 5 月
から開始している。点検・評価のための領域と項目の取り決めを行い、現状分
析の方法を論議しながら、定期的な委員会としての活動が行われてきた。これ
までに行われた点検・評価から、その必要性と意義が再確認され､点検・評価の
体制はより客観的な評価ができる方向へと制度的に変化している。しかし、ま
だ本格的な初回の点検作業が開始したばかりであるため、その対象となる領域
は限定的である。
本学に設置されている他の各種委員会における活動と自己点検・評価委員会
との関係、現状分析のための情報収集の方法、点検・評価報告書の内容の整合
性を整理すると同時に、より有効に機能するために専門部会を立ち上げるなど
して委員会組織の見直しを行う必要があるが、これに関してはまだコンセンサ
スが得られていない。第三者評価に向けての点検作業がこれらの問題点の解消
に有効であることは言うまでもなく､外部評価を含めた抜本的な大学改革のた
めのＰＤＣＡ（plan-do-check-action）サイクルが今回やっと開始した状況で
ある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
全体の点検・評価は今後も恒常的に行う予定であるが、洗い出された問題点
をどのように改善、改革していくかについては大学運営委員会を中心とした早
期執行に向けての動きが必要である。点検項目については自己点検評価委員会
を中心として検討し直す予定であり、その準備作業は始まっている。授業につ
いてはカリキュラム検討委員会を通してこれまで行われたカリキュラム改革の
検証と、さらなる改革の推進を目指す必要がある。授業評価については、学生
による意見だけでなく、教員同士の同僚評価を行う方向で、具体的な方策につ
いての検討を開始する。各科目の試験結果の分析から授業評価を行う試みも必

304

要であり、これらの結果を総合的に検討して、更なる改善・改革を試みる。
具体的な点検すべき項目は多岐にわたり、全体的な枠組みと方向を決める現
在の評価委員会のみでは多岐にわたる個別の問題点や事項に対処できない可能
性がある。個別的かつ専門的な事項に対する専門部会の立ち上げが必要であり､
そこでは分野別に具体的な検証項目の選別と評価作業、到達目標の設定から始
める。点検・評価の実務作業を行う上での課題としては、基礎データなどの収
集、整理に当たる専任の職員がいない点であり、これまでの作業はほとんどが
大学事務部学務課の職員を中心に兼任で行っていた。今後、点検作業から改善
に向けての方策を具体的な実行へ移すためには、点検作業に専任の職員を必要
とし、それを統括する評価担当の専任教員が必要である。このような組織、体
制の実現を目指す意味から、
「統合医学医療教育開発センター」への期待は大き
い。
b）自己点検・評価の結果を基礎に、将来の発展に向けた改善・改革を行うため
の制度システムの内容とその活動上の有効性
【現状の説明】
本学では、学内の各種委員会へ提起された諸問題は、毎週開催される大学運
営委員会および大学院運営委員会において集中的に論議され、教授会、管理者
会、大学院研究科委員会を通して直ちに実行に移されており、短期的な目標に
対する自己点検・評価は恒常的に行われている。その内容は平成 9 年以降、毎
年度初頭に更新される「教育と研究」と称する冊子にまとめ、出版して公表し
ている。
これまでに行われた自己点検・評価では数年ごとに点検の対象領域や点検方
法を変えて作成されてきたが、将来の発展に向けての長期的な問題点の解決、
改善に向けての具体的な改革は限定的であった。基本的には自己点検・評価委
員会からの提言は大学運営委員会で協議され、教授会を通して実行へ移される
が、その過程では将来へ向けて長期的な計画に対しての策定は後回しとなりが
ちである。
【点検・評価】
これまでの点検・評価の作業を通して、具体的な問題点を整理して絞り込む
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ことができ、これが大学の発展に向けて改善、改革の出発点となると期待され
る。長期的な視点でもいくつかの問題点が指摘され、課題が確認されたが、具
体的にその後の改善、改革作業へ移すための制度はまだ十分確立されておらず、
未解決の課題として残っている。
『教育と研究』は開学以来毎年継続して発行してきた教室を単位とする教
育・研究活動の報告書であり、その継続性は高く評価できる。教育に関する
内容は学部学生が主体で、大学院生教育への視点が欠けている。学部学生に
比べて大学院生の数が少ないためであるが、大学院教育の重要性を再確認す
る意味から内容の再検討が必要である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
長期的展望に基づく根本的な改善、改革のための作業はこれからの課題であ
る。これまでの自己点検・評価作業では、それぞれの領域で独自の自己評価と
改善項目が提出されているが、それらを全体的な視点でまとめて優先すべき項
目を絞り出し、集約的に改善してゆかなければならない。評価の結果として出
された点検項目が後回しにされずに、具体的に将来への改善策として真剣に検
討され、実行に移す必要があり、そのための組織・体制の確立を目指す。
その方策としては、自己点検・評価委員会の活動を活発にするとともに、大
学運営委員会、教授会、各種委員会等との連絡、相談を密にして、自己点検・
評価体制を有効に機能させる。問題点を謙虚に反省し、解決することに最善の
努力を尽くすと同時に、教職員が切磋琢磨し、社会への貢献度を高めるよう自
覚し努力することが、本学の社会的使命を果たすことになる。
制度上の問題点としては、短期的問題に関しては、大学運営委員会等の機能
で十分に処理されているが、中期的あるいは長期的問題点に対する本格的な検
討は点検・評価の作業を通して開始されたばかりである。これが今後有効に回
転するためには、この点検・評価の作業を客観的かつ公正に行う必要がある。
そのためには外部の有識者へ委員を委嘱することも必要である。大学運営委員
会、教授会への具体的提案を行うために、実態調査と同時に検証の機能をもっ
た実効性のある評価・評議委員会等が必要である。これらの制度改善は数年を
めどに確立していく方向で、その準備に向けて調整中である。
大学院教育の自己点検評価に関する短期的方策として、
『教育と研究』の内容
に教室の大学院教育に対する評価を加え、大学院教育を学部教育と切り離して
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評価する。
c）文部科学省からの指摘事項および大学基準協会からの勧告などに対する対応
【現状の説明】
文部科学省から指摘された問題事項はなく、また今回の点検評価が初回であ
るため、大学基準協会からの勧告、助言はない。
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第１９章

情報公開・説明責任

目標
本学の組織・運営・諸活動の状況について積極的に情報公開を行い、社会に
対する説明責任を果たすよう努め、また、情報公開の場合の規定と組織を整え
る。社会が本学の状況を正しく理解できるよう、十分な配慮を払う。
・情報公開にあたって、点検・評価の項目すべてについて、必要な項目を適正
に記述する。
・ホームページを活用した情報公開、情報発信に努める。
a）財政公開の状況とその内容・方法の適切性
【現状の説明】
川崎医科大学単独の財政状況は公開していないが、附属病院、附属高校等を
合わせた川崎学園全体の財務状況（資金収支計算書・消費収支計算書・貸借対
照表）を、当該年度の動向に解説を加えた形で学内広報誌である「川崎学園だ
より」に報告している。平成 16 年度の財務状況は平成 17 年 7 月号（川崎学園
だより No.313）に、平成 17、18 年度分もそれぞれ翌年度の 7 月号（同 No.325、
No.337）に報告した。
「川崎学園だより」は、川崎学園の全教職員と学外の関係
者の合計約 3000 名に配布している。学園職員等以外へも公開するため、平成 17
年に「財務情報公開事務取扱要領」を制定し、在校生やその両親等の利害関係
者からの公開請求に対し、財務比率を含む事業報告書、上記の財務３表、財産
目録、監査報告書を公開する制度を整えた。
【点検・評価】
医科大学単独での収支は公表していないが、附属高校等を含む川崎学園全組
織を一体と見なして財務状況を公表しており、経営母体の健全性を示す目的に
は適切である。公開範囲を教職員等に限っている点は、公開請求に応じる制度
を整えていることにより補われており、妥当である。
【将来の改善・改革に向けた方策】
川崎学園の財務状況の公開内容は、収支バランスと資産状況を把握するため
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に必要な項目をすべて満たしており、変更の必要はない。
b）情報公開請求への対応状況とその適切性
【現状の説明】
現在までの情報公開請求は一般入試の成績開示である。平成 18 年度の一般入
試の成績開示請求件数は 3 件、平成 19 年度は 1 件である。開示内容は英語、数
学、理科の科目別の点数である。
【点検・評価】
入試の成績公開に関しては一般入試の科目別の得点のみを開示している。受
験生にとっては筆記試験の科目別得点は合否を判断する上で最も重要な情報で
あるから妥当な開示であるといえる。
【将来の改善・改革に向けた方策】
受験生の個人情報だけではなく、科目別の最高点、最低点、平均点、ボーダ
ーライン等の入試成績の情報も重要であるため、公開を検討している。
c）自己点検･評価結果の学内外への発信状況とその適切性
【現状の説明】
本学では外部への情報公開を念頭に置いて、これまで自己点検評価を 4 回（平
成 12 年、15 年、17 年、18 年度）行ない、その報告書を作成した。第 1 回、第
2 回の自己点検評価は、大学基準協会などの第三者評価機関の主要点検評価項目
を中心にし、本学独自の項目を加えて編集した。第 3 回はテーマを“教室活動”
に、第 4 回は“学生による授業評価”にフォーカスを絞って自己点検をおこな
った。学部における活動の自己点検評価が主体であるが、大学院教育に関して
は、第 3 回報告書作成の基礎的データである教員の活動状況に関する調査票（教
育活動）の中で行なった。それぞれの報告書は冊子体で、平成 18 年 8 月（第 3
回自己点検評価）、平成 19 年 6 月（同第 4 回）に作成した報告書は、学外では
文部科学省、大学基準協会、全国の国公私立医科大学学長・学部長、日本私立
医科大学協会、医学教育振興財団などへ、学内では各教室や学園施設長、研究
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センターなどへ配布した。また、本学図書館にも配置し、閲覧可能である。
【点検・評価】
これらの点検・評価報告書は、印刷物として配布しており、公表方法は適切
と考えるが、配布範囲は医科大学を中心にした限定的なものなので、もっと広
く公表する必要がある。
【将来の改善・改革に向けた方策】
平成 20 年度予定の基準協会による第三者評価の結果については、冊子体の他、
ホームページなどを通して、広く公開する。これを機会に、大学の自己点検評
価報告書に関しても、今後は川崎学園のホームページ上へ PDF ファイルとして
ダウンロード可能な形で公表するなど、一般社会からのアクセスが容易な方法
で点検・評価結果を発信し、積極的な公開に努める予定である。
d）外部評価結果の学内外への発信状況とその適切性
【現状の説明】【点検・評価】
これまで外部評価を受けていないので、結果の報告はない。
【将来の改善・改革に向けた方策】
今後の外部評価の結果は、冊子体のみならずホームページなどを利用して適
切に学内外に発信する予定である。
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（三）終章
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大学基準協会の「大学評価」ハンドブックに基づき、自己点検評価ワーキン
ググループの企画のもとに、大学運営委員が中心となって本点検・評価報告書
を執筆した。提出された原稿を元にワーキンググループが中心となって本報告
書を作成した。
大学基準協会が呈示する『大学基準』の視点から、本報告書の内容を総括す
ると以下のようになる。
（１）理念・目的について
川崎医科大学は昭和 45 年の開学当初から「１．人間をつくる、２．体をつく
る、３．医学をきわめる」という建学の理念が掲げられてきた。現在に至るま
でその理念は大学のすべての機構のなかで生かされており、今回の自己点検評
価の全体を通して示されている。学生教育、研究もその理念に基づいて行われ、
多くの実績が積み上げられている。この点に関して、本学は揺るぎない自信と
誇りをもっている。学生および教職員全体に本学の理念を周知する方法も適切
であると考えるが、それがどのように生かされているかを点検・検証する機構
がないので、その確立を目指すことが今後の課題である。
本学の学生教育における教育目標は「１．心身ともに健全で心やさしく能力
のある臨床医の育成、２．広い守備範囲にわたって手腕を発揮し、患者及びそ
の家族のためを思い、しかも信頼される全人的医療のできる臨床医の育成、３．
有能な専門医の育成、４．新しい医学に貢献する研究者の育成」であり、その
明確な教育目標に従ってカリキュラムが組まれ、教育を行っている。本学の教
育に対する取り組みは自己点検評価を行う中で概ね満足できるところにあると
考えられる。しかし、卒業後に医師となり社会に貢献できる人材を育てるため
には、年々進歩発展する医学・医療をどのように教育していくかを考え、絶え
ず教育改革を行っていくことが重要である。本学の教育における課題としては
現状の分析、点検・評価、課題に対する方策の立案を行う機構を確立すること
である。
（２）教育研究組織について
本学の建学の理念を実現することを目的に、医学部では 54 教室 351 名からな
る教育研究組織を構築している。教養・基礎・応用医学の教員数には変化が少
なく、団塊の世代の定年を前にして、定員の枠にとらわれない人材の確保が急
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務である。臨床医学の教員数は充足率が約 80％しかなく、診療参加型実習を充
実させるためには、定員を充足させることが最優先課題である。
大学院のみを担当する専任教員はおらず、大学院医学研究科と大学医学部の
教育研究活動は、同一の教員により行われる。大学院生の研究指導は研究セン
ターを中心として行われ、教室の枠にとらわれない研究指導体制が整っている。
（３）教育内容・方法について
a）医学部
１）教育課程
本学のカリキュラムは４年前に改革が行われて、概ね定着していると考える。
しかし、再検討を必要とする面があるため、①教養選択科目の拡充、②臨床医
学の授業の早期開始、③基礎医学と臨床医学の統合授業の導入、④問題解決型
教育の充実、などを重視したカリキュラムの再改革を計画している。
本学における過去 10 年間の医師国家試験合格率は全国平均よりやや低いこと
が多い。医科大学の使命としての医師の育成という命題を考えるとき、医師国
家試験合格は最低限達成すべき目標である。現在進めているカリキュラム改革
計画では、臨床実習のクリニカルクラークシップ導入をさらに推進し、これま
で苦手としていた臨床の必須問題克服に重点的に取り組んでいく。
２）教育方法
教育方法の改善は、教育開発センターを中心に検討する。ここを中心にカリ
キュラムの策定、講義内容の点検、試験問題の作成能力の向上、医師国家試験
に準じた卒業試験の作成を企画する。さらに、教員の教育指導方法の改善を促
進するために FD 活動を活性化する。
医学部の卒後教育機関として、本学附属病院は研修医の教育に大きな役割を
果たしている。また、川崎医学会は会員相互の学識を高め、医学の進歩に貢献
することに大いに役立っており、医師としての生涯学習への対応としては極め
て適切である。機関誌は大学院生の業績発表の場としての役割も大きいが、生
涯学習の場としての意義も大きい。
教育研究の交流の国際化への取り組みとして、オックスフォード大学グリー
ンカレッジとの交流を継続的に行っている。現在は本学からの教員の留学であ
るが、平成 19 年度からオックスフォード大学グリーンカレッジから本学への留
学を受け入れた。また、今はイギリスの医学教育分野についても教員の派遣を
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検討し、国際化への体系的、全学的に取り組む体制の確立を目指す。
b）大学院
１）教育課程
医学研究科は博士課程のみで構成され、基本的に医学部の教室を基盤とし教
育と研究指導を行なっている。形態系、生理系、生化学系、組織培養・免疫系、
環境生態系の 5 系の専攻分野があり、4 年間で必要単位を取得し、学位論文を作
成する。研究の中間発表としての「大学院セミナー」および「共通授業」への
参加が求められる。選択科目「臨床研修」の開始は、近年「研究マインドをも
つ臨床医の育成」が大学院教育に対して求められていることへの対応の第一歩
である。学位論文にむけての研究が完成した段階で、卒業をまたずに臨床の現
場に復帰できる「臨床兼務」制度もふくめ、教育課程は適切に運用されている。
系による学生数の偏在を是正し、より有効な教育指導が可能となるように、大
学院系の再編が検討課題である。文部科学省からの助成のもと、平成 20 年度よ
り学生を受け入れる「がんプロフェッショナル養成コース」は、まだその全容
は現時点では明らかではないが、大学院教育カリキュラム、シラバス作成およ
びＦＤ活動を促進する事を期待する。
２）教育方法
卒業までの教育は、
『専門科目の教員による個人指導』が中心で、専攻科目の
指導は教室の自主性に全面的に任されてきた。2 年次に中間発表を『大学院セミ
ナー』として行い、指導教室以外の教員や他の大学院生から、指導過程の批判
が受けられる場として設けている。大学院共通授業は、先端的な研究、学外の
研究者による講演、研究の国際交流、研究センターによる講習会が開催されて
いる。大学院生の研究の場は、本学の 8 つの研究センターであり、研究遂行上
の技術的な指導は、センター技術者からも支援されている。
大学院の教育課程や規定を「大学院マニュアル」として発行したが、
「シラバ
ス」など授業計画を体系的にまとめたものはなく、大学院教育の充実にむけて
の取り組みが重要課題である。
３）学位授与
本学における学位授与の 89％が大学院課程により授与されている。大学院課
程による高い学位授与率、学位論文の質の保持ならびに多くの参考論文による
研究活動の評価、卒業判定に関し論文審査委員会と最終報告会の２段階判定な
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ど、学位授与の方針・基準や学位授与への透明性・客観性に対する処置は適切
である。
（４）学生の受け入れについて
医学部学生の受け入れは「大学入試センター試験」にはよらず、独自の試験
問題で複数の入学選抜方式を実施している。推薦入試と一般入試の二種類で、
推薦入試には川崎医科大学附属高校生を対象とする推薦入試と中四国在住の一
般高校生を対象とする特別推薦入試を実施している。それぞれ第一次選考と第
二次選考とからなり、一次選考では小論文と適性試験または学科試験を、第二
次選考では面接試験を実施しており、特別推薦入試・推薦入試と一般入試で学
生の資質をそれぞれ補完している。入試実施、入試成績の査定は本学教員です
べて行なっているが、これまでに事故は発生していない。学生収容定員は各年
100 名で、全学年で 600 名となる。過去 5 年間の入学者数は入学定員の 1.014 倍
である。全学年の在籍者数は平均 663 名（1.105 倍）とほぼ一定しているので、
毎年入学した数だけ卒業者がでていることになる。収容定員を上回っているが、
この内訳は 8 名が入学定員を上回っているためで、残りは留年による。
大学院学生の募集方法は募集要項、大学院案内、大学ホームページ等により
公表し、他大学・大学院の学生に対して門戸は開放している。年平均 3 名が他
大学から入学し、入学者の約 18％にあたる。大学院入学試験において他大学か
らの受験を妨げる要因はなく、試験は出身校とは無関係に公平に判定されてい
る。社会人および外国人留学生の特別枠はないが、入学希望者は国籍などを問
わず受験可能となっている。大学院収容定員 50 名に対する入学者の充足率は低
く、過去 5 年間では 28〜40％である。充足率改善策として平成 21 年度より定員
を 20 名／年（形態系４名、生理系８名、生化学系４名、組織培養免疫系３名、
環境生態系１名）とするよう準備を進めている。
（５）学生生活について
日本育英会奨学生の推薦選考に加えて、各学年の学年成績優秀者は順位１番
および 90 点以上が特待生として認められ、授業料相当額の奨学金が授与される。
第１学年は全員学生寮で生活し、舎監、舎監長(教授)を中心に学生の指導にあ
たっている。セクハラ対策防止委員会は防止のための小冊子を作成し、積極的
な啓蒙活動を行っている。学生生活相談を担当する専属の部署はないが、生活
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相談に関連する活動は各学年担当の副学長補佐および副担当を中心とした小グ
ループ活動の担当教員によって行われている。現在、生活相談の窓口がないの
で、相談員としてアドバイザー、カウンセラーを配属する方向で適任者を選考
中である。保健室は学生の健康相談に対応し、学生が自ら解決できるように側
面的な支援を行っている。
課外活動は学友会が担当し、運動部 26 団体、文化部 11 団体、同好会 5 団体
からなる。運動部の活動については本学専用の施設が不十分のため、川崎医療
福祉大、川崎医療短大、附属高校の運動施設を共同利用している。運動施設の
中には創設後 30 数年を経過したものもあり、学年代表会や各クラブ顧問を介し
て施設改善の要望を提案しているが、抜本的な対策は行われていない。学園祭
は 10 月の 2 日間本学学生と学園内 3 校の学生及び教職員互助会と附属病院の合
同で開催され、質素で充実した学園祭で学生相互の親睦が深まっている。
学年代表者会は各学年の代表である総務委員を中心とした学生と担当教職員
との会合で、年 2 回定期的に開かれている。制度改善などに学生の意見を積極
的に取り入れ、要望や改善すべき事項は大学の関係委員会で検討され、具体的
に対処している。
大学院生は日本学生支援機構と川崎育英会の２箇所からの奨学金を得ること
ができる。大学院生の生活費を確保するため、奨学金の受給率を上げる方法を
検討する。プロジェクト研究に関して、大学院生は従来、研究分担者として参
加してきたが、平成 19 年度からは指導教授の下で研究代表者として研究に加わ
ることができるようになった。大学院生が中心となって展開している研究課題
が増えてきている。
（６）研究環境について
教員が使える研究費は、大学から支給される教員研究費、学内審査により得
るプロジェクト研究費があり、それ以外に文部科学省からの科研費等の外部資
金を受けられる。助教を含む教員の居住スペースも改築により確保された。
倫理審査委員会、動物実験委員会等が設置されており、臨床研究、疫学研究、
動物実験などにおいて倫理面で問題が派生しないような研究環境が整えられて
いる。
（７）社会貢献について
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本学では医療面における地域社会との交流は積極的に行われてきた。地方自
治体活動では附属病院の活動とくに救急救命センターの活動と関連する事が主
たるものであり、救急医療対象事業への寄与をとくにあげる事ができる。教育・
研究機関として、医科大学および大学院から情報を地域社会へ発信し、教育・
研究上の成果を社会に還元ためのシステムの構築を進めている。国内・外への
貢献として、企業・他施設研究者・留学生の交流、特許の取得・運用に今後も
努めていきたい。
（８）教員組織について
平成 19 年度の学生数は１学年～６学年の合計 665 名に対し、専任教員 351 名、
非常勤教員 36 名である。教務委員会で審議された教育課程編成の諸課題は、教
授と准教授で構成される教授会で審議されている。教育課程編成の目的を実現
するための教員間の連絡調整は、教務委員会、教授会と教員会で行われており、
概ね妥当なシステムである。教育研究支援職員として、各教室に所属する研究
補助員と、中央教員秘書室職員とが配されている。教員の募集・任免・昇格に
関する基準・手続は教員選考規程に明記されており、公募・推薦等により行わ
れる。人事委員会で審査され、教授会で審議・決定される。平成 19 年度より教
員組織は教授、准教授、講師、助教、助手の５階級に変更し、これを機会に助
教は 3 年を雇用期間とする任期制とした。臨床助教はこれまでの臨床助手と同
様に 1 年雇用の任期制である。
大学院学生数は 1 学年～4 学年の計 67 名に対し、各専攻科目の指導教授、研
究指導補佐（准教授）はすべて医学部との兼任で、その数はそれぞれ 47 名、29
名であり、学生数に対する教員の比率は満たされている。研究支援職員として
技術員および研究補助員があり、各教室と研究センターに配属され、教員およ
び大学院生の研究活動を支援している。指導教授及び研究指導補佐の任用にあ
たっては人事委員会において候補者を選考し、大学院運営委員会及び大学院医
学研究科委員会の議を経て決定する。指導教授の退職により欠員が生じた場合
には、教授が選任されるまで研究指導補佐が大学院学生の指導を代行する。
（９）事務組織について
医大事務部は、学務課、学生課、中央教員秘書室の２課１室からなり、教学
機関の管理運営、教育研究活動の推進、学生の厚生補導、学生の生活支援、保
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護者との連携、等多面的な業務執行に当たっている。各教室には事務職員は配
置されておらず、中央教員秘書室がその業務を行う。教学組織との適正・円滑
な関係を図り、大学の健学の理念、教育方針に対する共通認識が保たれており、
適切な活動ができている。事務職員の年間平均研修機会は 1.5 回である。
（１０）施設・設備について
a）医科大学
社会に貢献できる臨床医の育成といった本学の教育目的を達成するための施
設、設備は講義室の改修などもほぼ終わり、概ね適切に整備されている。学生
のための教育環境や食堂、ラウンジ等のアメニティも充実している。また、全
学年の自習室配備とともに、５、６年生の専用自習室をも設けている。今後は、
それらの効率的・有効的運用を検討する。教育教材のハードの整備や教育用Ｉ
Ｔ設備も配備できており、教育ＬＡＮシステムとして運用、活用されている。
しかしＩＴ設備は急テンポに発展しているため、それに対応できるように、教
育コンテンツとしてのソフトウェアーの充実とその活用が今後の課題である。
また、施設としての問題として障害者を受け入れるための建物のバリアフリー
化を推進する必要がある。施設・設備等を維持・管理するための責任体制も十
分確立されている。
大学院研究科については、大学院生には、院生個人専用のデスク・書棚等が
貸与されている。情報コンセントが設置され、学内ＬＡＮをはじめとして、イ
ンターネットが利用できる。院生居住スペースは所属教室スタッフと同一フロ
アーにあり、同じ教室の教員と意見交換が頻繁に出来る環境となっている。研
究設備面では、先進的な研究機器を使用できる環境が八つの研究センターとし
て整備されており、それらは適切に管理運営されている。
b）附属病院
本学附属病院は本学の教育目標を達成するための施設であり、優秀な臨床医
として社会に貢献できる人材を育成するための中核をなす施設である。ここで
は、高度な専門性の高い診療を行いながら臨床医学の教育と臨床研究を行って
いる。特に 5 年次はクリニカルクラークシップとして 1 年間を附属病院での臨
床実習に充てられている。
本学附属病院の特徴としては病院開設以来救急医学に力を入れ、高度救命救
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急センターを併設し、ドクターヘリも有している。また、卒後研修に関しても
卒後臨床研修が始まる前からスーパーローテート方式を採用し、卒後臨床研修
センターを中心に研修プログラムを作成し、卒後 2 年間は各科を回りながら、
臨床の幅広い知識と技能を磨くことができるように設計している。
病院の管理運営、医療安全対策、地域医療連携も適切に行われている。病院
の施設としては新しい時代に対応できるよう、患者のプライバシーや満足度、
安全性を考慮し、さらに高度な医療が行えるよう順次改築を行って来たが、今
後は外来部門、救急部門、リハビリ部門の増改築を行う。
今後の問題点として医療スタッフ、特に看護職員の確保が最重要課題であり、
一部の診療科では医師数の不足も問題化している。他大学の卒後臨床研修医を
多く受け入れるよう広報に努めている。また、附属病院は病院機能評価機構の
認定を受けている。
c）研究センター
本学の研究センター方式は開学時から、講座や教室という枠に縛られる事な
く、限られた建築物、限られた経費の下で先端の研究を推進するために、取り
入れられた制度である。八つの研究センターはその目的に沿って適切に運営さ
れ、ここをベースとして、多数の研究が国際誌に発表されてきた。研究センタ
ー方式は、将来に向けて発展させるべき本学独自のシステムである。その活動
は中央研究部が統轄し、個々のセンターの運営もセンター委員会によって適切
に行われている、研究方法の多様化によって、これまでのセンターの枠をこえ
る機器も増え、八つの研究センターの役割もそれにともない柔軟に変容させる
必要が生じつつある。センター技術者の確保・適正配備に努力すると同時に、
本学以外の他機関からの研究者の受け入れ体制も、大学院研究のレベルアップ
と関連して、再検討すべき時期である。
d）現代医学博物館
現代医学教育博物館は、豊富な臓器標本と視聴覚教材を備えた「第２の実物
図書館」、
「動きを見る図書館」を念頭に開学 10 周年の記念事業として設立した。
本学学生のみならず、地域社会に最新の医学情報をわかりやすく提供する社会
貢献の場として、国内の医療関係者の生涯学習の場となるように運営されてき
た。国内のみならず海外から多くの訪問者を迎え、医療関係者にも深い感銘を
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与えている。技術職員によって制作される臓器標本、シュミレーションモデル、
パネル展示および視聴覚教材の内容は、公的な助成によって支援をうけて充実
を図り、話題性のある内容を積極的に取り入れている。博物館スタッフの充実
のもと、ニーズにあった博物館活動を展開する為にも、博物館組織内に自己点
検・評価体制を構築する必要がある。
（１１）図書館・電子媒体等について
図書、学術雑誌等の数は日本医学図書館協会加盟図書館の平均より若干少な
い。図書館全体の流れがプリント版から電子ジャーナルへ移行しているため、
教員の要望を見極めながら慎重に取り組む。図書館施設の規模、機器・備品の
整備状況は満足な状態ではないが、図書館全体の改修を予定しており、使いや
すくゆとりのある空間になるよう計画している。書架収容能力については、今
後電動書架を導入するなどの方策を考える。学生閲覧室の座席数は確保されて
いるが、４人掛机であるため利用率は必ずしもよくない。
図書館ネットワークシステムを導入しており、図書・雑誌等所蔵資料の遡及
データ入力はほぼ完了している。改修時に入退館システムと、ブックディテク
ションシステムを導入し、利用者の入退館をより円滑に行えるよう計画してい
る。セキュリティについても安全に配慮するよう努める。学外からの来館者は
県内大学の教職員・学生、地元病院の医師・看護師などの医療従事者が多い。
医学資料を扱う専門図書館なので、制限のある地域開放となっている。
（１２）管理運営について
教授会は学長、副学長、学長補佐、専任教授および専任准教授で構成されて
いる最高決議機関である。教授会に上程された事項は各種委員会において検討
された後、再び大学運営委員会で検討され、そこでの協議結果を最終的に教授
会に報告し、審議、承認するという過程を経る。大学運営委員会は学長、副学
長および学長補佐で構成され、他の各種委員会での報告事項などの重要事項は
すべてこの委員会で審議される。
大学運営に関する大半の事項が教授会に上程されるため、教授会構成員であ
る教授･准教授はその内容についての審議を通して熟知することができ、決定事
項は大学運営の中心となる教授･准教授層の了解を得ているという特徴がある。
学長は教授会の代表としてその決定事項を集約し理事会に伝達する。また大学
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運営に関する理事会の決定・意向を教授会に伝え協力を得る役割も持っている。
学長、副学長および助手以上の専任教員で構成される教員会は、各学期に定例
会議を開催し、前回の会議以降に教授会および管理者会で承認された事項など
を学長、副学長が直接説明し、理解を得るとともに意見を聴取している。
大学の意思決定機構としての理事会と教授会構成員の協調・協力関係が、大
学運営上重要である。教授会の長である学長は、構成員である教授･准教授と良
好な協力関係を構築し、大学の教育･研究の発展に貢献してきた。学長は同時に
学校法人理事会の理事として経営面にも参画している。また教授会での議論を
最終的に集約し建設的な提案を理事会に伝えるという重要な役割も果たしてい
る。理事会が決定した諸方針、方向性は学長を通じて教授会へ伝達され執行へ
向けて審議される。大学予算に関しては理事会が各項目の総額を決定し、その
内訳・配分に関しては教授会に権限を委譲している。
（１３）財務について
学納金、医療収入、国庫補助金、寄付金等に加え、科学研究費、受託研究費
等の獲得に努め、堅調な財政バランスを維持している。年度予算は、財務委員
会で審議され教授会で成立する。私立学校振興助成法、私立学校法に基づき監
査が行われている。
（１４）点検・評価について
平成 5 年に「川崎医科大学自己点検・評価委員会規程」が制定され、恒常的
な自己点検・評価を開始し、平成 13 年に最初の自己点検・評価報告書を作成し
た。平成 17 年には前年度の実績に基づく各教員別の活動状況調査を全学で行い、
教室毎にデータをまとめて教室活動の自己点検・評価報告書を作成し、平成 18
年に自己点検・評価報告書（副題：教室活動の点検と評価）として刊行された。
教育面では､平成 12 年度から学生による授業評価を部分的に試み、集計結果は
各授業担当教員へフィードバックされて授業改善が行われてきた。平成 18 年度
に全学年の講義、実習に対して学生による授業評価を行い、その集計結果をま
とめ、自己点検評価報告書（学生による授業評価を中心として）を作成・公表
した。
中・長期的な目標の設定と、今後の改善・改革に向けた点検・評価の活動と
して自己点検・評価委員会が設置され、その活動は実質的に平成 16 年 5 月から
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開始している。平成 18 年度より開始した第三者評価実務者ワーキンググループ
（作業部会）では、大学の自己点検・自己評価の実効性、学内組織の点検、整
備に向けての活動を行ってきた。今後、他の各種委員会活動との関係、情報収
集の方法、点検・評価項目との整合性を整理すると同時に、中・長期的な目標
の設定に向けての専門部会を立ち上げるなど、組織の見直しを行う必要がある。
（１５）情報公開・説明責任について
大学組織・運営・諸活動の状況について積極的に情報公開を行い、社会に対
する説明責任を果たすよう努め、また、情報公開を行うための規定と組織を整
える。学園の財務状況は職員に広報誌により公開しており、在校生等からの公
開請求にも規定にそって応じている。情報公開の請求として一般入試の成績開
示があり、過去の開示請求件数は１～３件／年で、科目別の得点のみを開示し
ている。これまでに外部評価を受けていないので、結果の公表はされていなか
ったが、今後の点検・評価の結果は社会一般への公表を予定している。
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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2016（平成28）年３月31日までとする。

Ⅱ
一

総

評

理念・目的・教育目標の達成への全学的な姿勢
貴大学は、1970（昭和 45）年に「人間をつくる。体をつくる。医学をきわめる。」
の３つを建学の精神として学校法人川崎学園のもとに、医学部医学科の単科大学とし
て岡山県倉敷市に発足した。貴大学は、
「人間性豊かで、博愛の精神に基づき病者の心
身を癒し、自分自身の体を鍛え、さらに社会の健康増進を一層図るために良医を育成・
錬磨し、かつ高度の研究を維持、発展して社会に還元すること」を使命としている。
1976（昭和 51）年度には、形態系、生理系、生化学系、組織培養・免疫系、環境生態
系の専攻分野を持つ大学院医学研究科博士課程を開設し、学士課程から博士課程に至
る一貫した教育研究が行われる医師養成機関となり現在に至っている。
教育においては、学生教育の基本方針として学部１年生は全寮制からはじまり、大
学の使命でもある「良医を育成」するためのきめ細かい指導が行き届く教育システム
を確立している。研究に関しては、大学創設時より高度な研究機器を大学共有の設備
として有効利用できるように、８つの研究センターを設立し、専門の技術者を配備し
ていることが特徴である。
貴大学の学則第１条（目的）には、「教育基本法及び学校教育法に基づき、有能に
して社会の要請にこたえ得る医師を養成する」と大学の目的についての定めがあり、
大学院学則には「医学に関する理論及び応用を教授研究して、その深奥を究め」と大
学院の目的を定めている。しかしながら、人材養成に関する目的と教育研究上の目的
としては、各学則には定められていない。この人材養成に関する目的と学生に修得さ
せるべき能力などの教育目標に即して体系的な教育課程が編成されることに鑑み、各
学則にこれらの目的を定めることが望まれる。特に大学院にあっては、医学系大学院
においても「高度な職業人」を養成するとの観点から、
「医師の資質」の教育に目が向
けられるようにもなってきた。近年、このような大学院の在り方そのものに重大な変
化もあり、新たな理念・目的を考慮すべき時期であると思料する。今後は、貴大学の
人材養成に関する目的や教育・研究上の目的も、理念と教育方針などと併せて、ホー
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ムページや大学案内などの表現・内容の統一を図りながら、一層の周知に努められた
い。

二

自己点検・評価の体制
1993（平成５）年に「自己点検・評価委員会規程」が制定され、その後 2001（平成
13）年、2004（平成 16）年、2006（平成 18）年と数次にわたり報告書がまとめられて
いる。
第三者評価については、2006（平成 18）年度に「第三者評価実務者ワーキンググル
ープ（作業部会）」を立ち上げ、自己点検・評価の実効性を高め、学内組織の点検、
整備に向けた活動を始めた。しかしながら、準備に要する時間が短期間であったこと
もあり、評価の対象や項目、点検の度合いについても未だ焦点が絞られているとは言
えず、今回の報告書も分担した執筆者の視点で書かれており、大学としての統一した
見解ではない部分も数多く散見された。したがって、今後、自己点検・評価の結果を、
今後の改善・改革に結びつけ、かつ教育研究を適切な水準に維持・向上させるという
自己点検・評価の目的を達成するためには、
「自己点検・評価委員会」と各種委員会活
動との関係について、これまで以上に点検・評価を組織的に行う観点を確立し、情報
収集の方法、点検・評価項目との整合性を整える必要がある。中・長期的に実現可能
な目標を設定し、自己点検・評価の結果を将来の改善に結びつけるために専門部会を
立ち上げるなど、組織としての一層の努力が必要である。

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
「人間性豊かで、博愛の精神に基づき病者の心身を癒し、自分自身の体を鍛え、さ

らに社会の健康増進を一層図るために良医を育成」という大学の理念・目的および使
命を実現するため、教育研究組織は救急医学、総合臨床医学、リハビリテーション医
学教室を含め、医師養成大学の医学部および医学研究科として適切な構成となってい
る。その上で、近年の医療環境を考慮して小児科学の３教室制、また総合的統合的教
育を可能にするべく脳卒中医学教室や臨床腫瘍学教室などを整備し、十全な教育研究
組織を有している。さらに教育活動を支援する組織として副学長が統括する「教材教
育センター」「学習啓発センター」「総合医学医療教育センター」が設置されている。
その他、現代医学教育博物館、附属図書館、附属病院を擁しており、単科医科大学と
して、教育・研究・診療活動・社会貢献活動を適切に行っている。
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２

教育内容・方法

（１） 教育課程等
医学部
大学の理念・目的に合致する教育を実現するため、数年おきに教育課程の見直しを
行っている。教育課程の特色としては、①臨床実習を１～５年次までとおして実施、
②医学概論としての「医の原則」を１～４年次までとおして実施、③英語の少人数に
よる能力別教育の実施、などが挙げられる。2008（平成 20）年度にカリキュラム改正
が行われ、高等学校レベルの内容から開講していた生物学、物理学、化学の講義はな
くなり、医用統計学、医用物理学、医用化学、医用生物学に改められたが、習熟度別
リメディアル教育は導入されていない。また 2008（平成 20）年度のカリキュラム改訂
で、病理学、薬理学など基礎医学の一部が臨床系ブロック講義に集約されるなど基礎・
臨床医学の統合化は推進されている。一方、「人間性豊かな」という観点に照らすと、
一般教養科目の選択幅が十分とはいえない点や、症例ベースの課題を基にしたチュー
トリアル教育の基礎総合演習が 1.5 週間と短いこと、また５年の臨床実習では臨床全
科をローテートするが、クリニカルクラークシップは内科など主たる学科に限られて
いる点、さらに６年次に臨床実習はなく、医師国家試験対策としての集中講義のみで
あり国家試験の合格率の維持向上など、教育課程に関し継続的な改善が迫られている
課題を抱えている。

医学研究科
医学部の延長上にあり、従来型の教育課程を医学研究科では編成している。研究の
基盤は８つの研究センターであるが、研究テーマが研究センターを基盤とした意図と
一致しなくなってきており、教育・研究上の目的と照合するなどの見直しが必要であ
る。カリキュラム内容は、研究の個別指導と共通講義、研修センターの講習会からな
る。大学院細則で、学生は専攻授業科目（必修）として実習20単位、講義４単位以上、
選択授業科目６単位以上、共通授業科目して１単位以上修得しなければならないと規
定しているが、単位の認定方法が明確に示されていない。
2006（平成 18）年度までは学位申請後にのみ「臨床兼務」を認めていたが、2007
（平成 19） 年度から授業の一環として大学院１年次より週１日を限度に「臨床研修」
を許可している。社会人対象の入学者選抜制度は設定しておらず、外国人留学生の数
は少ない。現在のところ、他大学院との間に単位互換制度はない。
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（２） 教育方法等
医学部
各学年とも始業時のオリエンテーションやガイダンスにて履修指導が行われてい
る。校舎展示ウインドウの設置は各教室の活動を学部学生に紹介し、学修のモチベー
ションを高めるのに役立っている。
『講義概要』には、講義や実習の場所、日付、講義内容、担当科、担当者名、肩書
き、グループ分けなどについての記載がなく、シラバスの要件項目を満たしていない。
また、成績評価基準や授業計画など大学設置基準で規定している項目についての記載
がなく、あらかじめ学生に明示しているとは言えない。
オフィスアワーは制度化されていないものの、小グループ制による学生への教員指
導体制が設定されている。学生による授業評価は全学年で組織的に行われ、その結果
は『学報』に掲載され、学生、教員、保護者に対して公表されている。ファカルティ・
ディベロップメント（ＦＤ）会は年４～６回開催されているが、講演形式が多く組織
的なＦＤ活動とは言えず、また授業評価の結果を活用しているとはいえないので、授
業内容や研究指導の教育方法の実質的な改善につながるものとは言えない。２年次、
６年次で留年生が多いことは、教育課程、教育手法、成績評価基準の妥当性について
検討する必要がある。

医学研究科
大学院の教育課程や規程に関する情報は『大学院マニュアル』として発行されてい
るが、大学院学生が行う研究は教室単位で教員の個人指導が主流であり、また、授業
計画を体系的にまとめたシラバスはなく、成績評価基準についても明記されていると
は言えない。共通講義は学内外の講師に依頼し、先端研究に関するトピックス、論文
の書き方など幅広い内容で、2006（平成 18）年度には 14 回開催された。研究の発表・
指導、評価は、大学院セミナー、学位審査会、最終報告会の３回行われている。大学
院セミナーでは、２年次の大学院学生に研究の中間発表をさせ、参加者が５段階で評
価して本人にフィードバックしている。
大学院のＦＤ活動は組織的に行われたことがない。また大学院学生の授業に関する
満足度調査は選択科目の「臨床研修」以外行われていない。大学院学生が大学院教育
に対してどのような要望を持っているのか、カリキュラムをどのように評価している
のかを調査し、授業や研究指導上の改善方策を恒常的に検討していくことでカリキュ
ラムの実質化を図る必要がある。
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（３） 教育研究交流
医学部
オックスフォード大学グリーンカレッジと教員の研究・教育の交流を継続的に行っ
ており、国際交流を推進しようとする姿勢は評価できるが、貴大学の基本方針に国際
交流に関する方針は明示されていない。
学生には日英医学教育振興財団による英国医科大学における臨床実習プログラムへ
の応募を推奨しており、英国大学医学校での臨床実習のための短期（約 1 ヶ月間）留
学については、2004（平成 16） 年度、2006（平成 18）年度に各 1 名の５年生が選抜
され、留学した。

医学研究科
国際交流についての貴大学院としての基本方針は明示されていないが、2003（平成
15）年度以降の６年間に８名の大学院学生が国外の研究機関に留学している。国内で
は、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科と大学院学生を特別研究学生として受け入れ
る協定を結んでいる他、2007（平成 19）年度より地域の複数の大学院、がんセンター
など診療施設と連携して、
「中国・四国がんコンソーシアム」を編成するなど研究交流
に積極的な姿勢が窺える。

（４） 学位授与・課程修了の認定
大学院設置基準で求めている学位論文評価基準、およびこれらを加味した学位授与
基準も明示されておらず、早急な対応が必要である。博士課程の修業年限内で学位を
授与された学生は過去 4 年間では高いとは言えない。博士後期課程において、課程の
修了に必要な単位を取得して退学した後、再入学などの手続きを経ず学位論文を提出
して、博士の学位を取得した者について、
「課程博士」として取扱っていることは適切
ではない。課程制大学院の趣旨に留意して、在籍関係を保持したまま論文指導を継続
して受けられる工夫や、その際の修学上の研究環境の整備などを併せて検討し、改善
が望まれる。
学位論文は単著が原則であるが、英文では共著も認められている。共著で認められ
る場合の条件としては、国際的に評価された英語雑誌に掲載されること（『Medline』に
掲載されている雑誌）を基準としており、一定の質が担保されている。論文が単著の
場合は、指導を担当した研究指導教員も審査員になれるが、公正な審査という観点か
ら問題がある。
「学位審査委員会」への陪席については、審査委員長が許可した場合は可能である
が、透明性・客観性の面から公開が望ましい。
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３

学生の受け入れ
学部においては、「患者およびその家族に信頼される臨床医（良医）」となる適性の

ある学生を選抜するため、独自の問題で入学者選抜試験を実施している。その中で特
別推薦入試（地域枠）、推薦入試（附属高校からの内部進学）、一般入試の三本立ての
入学者選抜が行われ、多様な人材が確保できている。しかし、留年生が多い原因を進
級判定が厳しいためと分析しているが、必ずしも原因は一元的とは言えず、留年生が
受験した入学選抜方法との相関関係など詳細な分析を行い、適性の高い学生が入学で
きるよう選抜内容や方法に工夫や検討を重ねる必要がある。
一方、大学院においては、収容定員に対する在籍学生数比率が低いので、カリキュラ
ムを充実させるなど何らかの方策を講じ、収容定員の充足に努める必要がある。

４

学生生活
１年生は全員が寮生活を義務づけられている。大学独自の奨学金制度はないが、日

本学生支援機構の奨学金制度による経済的支援制度があり、また、成績優秀者には特
待生制度がある。大学院学生には川崎育英会の奨学金制度、ティーチング・アシスタ
ント（ＴＡ）制度で経済的支援を行っている。
学生生活相談をうけつける部署は整備されているが、アカデミック・ハラスメント
やパワー・ハラスメントにも視野を広げた対応も早急に整備する必要がある。

５

研究環境
医学研究に対しては、理念の１つである「医学をきわめる」として明確な姿勢を示

し、そのための医学研究支援が行われていると判断できる。研究活動は、大学創設以
来、学会発表数と論文数の統計をとり、
『学報』で公表している。学会発表、論文数と
も増加している点は評価できるが、論文など研究内容の質的評価はまだ行われていな
い。教室費、個人研究費、プロジェクト研究費、卓越した業績に対する奨学金、海外
での研究に対する特別奨学基金や海外出張助成金など、いろいろな方法で教員の教育
研究助成を行っており、教員研究費の総額は経年的に伸びている。
しかしチュートリアル教育の導入、クリニカルクラークシップなど、教員、特に研
究の中核となる若手教員層への教育負担が急増しているため、研究時間を減らさざる
を得ない状況にある。教員の研修および研究活動を行う時間を確保するためになんら
かの体制を整備する必要がある。
科学研究費補助金申請の新規採択率は過去３年で 16～25％へと年々増加傾向にある
のは好ましい。厚生労働省科学研究費補助金交付額も５年前と比較し倍増している。
しかしながら、今後もさらなる競争的外部資金の獲得に向けた努力の継続は必要であ
る。学内の研究助成制度であるプロジェクト研究に多くの大学院学生が研究代表者と
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して応募していることは特徴といえる。

６

社会貢献
附属病院の活動を通じて社会と連携し、交流し、貢献している。貴大学の附属病院

は良き臨床医の養成機関である大学附置機関であるとともに、
「患者様の医療」を理念
として地域医療を支えるばかりでなく、高度先進医療の推進、岡山県からの委託を受
けたドクターヘリの運用など救命救急医療の担い手となっている。また、医学・医療
に関する公開講座を開催するほか、現代医学教育博物館を開放して医学情報を分かり
やすく一般市民に提示するなどの啓蒙活動を行っている。さらに、企業との共同研究、
受託研究、留学生の交流、特許の出願なども行われており、今後これらの活動がさら
に充実するよう期待する。

７

教員組織
専任教員は、大学設置基準で定める必要な教員数を上回り、専任教員の年齢構成も

バランスがとれている。教授・准教授の選考については、
「川崎医科大学教員選考規程」
にもとづき全国公募によって行っている。
しかし、貴大学の目指す「良医の育成」という教育目的を念頭においてみたとき、
またクリニカルクラークシップの導入や診療参加型実習の充実の必然性を考えれば、
一般教養教育に関わる教員組織が脆弱である点、および「総合臨床医学教室（総合臨
床部）」において実践されると考えて設立した「総合臨床医学」に教授職が不在である
ことについては、早急に改善される必要がある。さらに、大学院の担当教員はすべて
学部の教員が兼ねているが、大学院固有の教育研究目的をさらに高い次元で達成する
ためにも、大学院の担当教員に対する何らかの配慮や措置を講じることが望まれる。

８

事務組織
事務組織は、「学校法人川崎学園組織規程」で明文化され、法人部門と教学部門が

明確に区分されたうえで、役割も分担されている。また指揮命令系統も決められ、必
要な職員および体制は整えられている。さらに企画立案には、教学の教員組織との連
携のもと適切な活動が行われている。事務組織は、教育研究活動を支援するよう運営
されており、全教員の秘書的業務を集中的に行う中央教員秘書室を設置していること
は特徴である。また、研修会を開催するなどして常に職員として要求される質の向上
を図ることに努めている。しかしながら、入学者選抜業務を執り行う独立した事務組
織や大学院を担当する事務組織がないので、今後整備する必要がある。
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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、学部および大学院の教育指導に供

される教材、ＡＶ機器や授業のＩＴ化に必要な機材なども十分に設置されている。ま
た施設・設備などの管理は、それぞれ管理責任者を定め、また「管理者会」を設けた
ことで適正に行われている。特に、高額な研究機器は研究センターに集約して利用者
の利便性を図りつつ有効に利用されている。
学部２年次以降の学生には、自習スペースが１人１人に対して提供され、施設面か
らは学修に専念できる環境が整備されていることは特記に値する。
学生の厚生施設としてラウンジ、部室、国家試験対策室、大学祭準備室、保健相談
室なども整備され、さらに憩い場となる「ふるさとの森」も整備されている。
しかし、禁煙に対する取り組みや受動喫煙防止に対する取り組みが十分ではない。

１０

図書・電子媒体等

図書館は独立した建物ではないがアクセスは良く、閲覧席座席数は収容定員に対し
て十分である。開館時間は最終授業終了後も学生が学修できるよう配慮されており、
図書館司書の資格を持つ専任の職員が配置されている。一方、国立情報学研究所や地
域の図書館とのネットワークが整備されてり、学術雑誌の電子ジャーナル化も導入さ
れて利用者の利便性は高くなっている。しかし、学生用図書・研究用図書を購入する
体制がなく、「日本医学図書館協会」平均値と比較しても図書の貸出冊数が少ない。
また、蔵書スペースと予算の制限から図書や雑誌の整備に支障が生じており、今後は、
より積極的な図書・学術雑誌の整備と電子ジャーナルへの移行について検討する必要
がある。
図書館は、学外の医療関係者には開放されているが、一般市民に対しては開放され
ていない。医学図書館という特殊性もあるが、一般市民の医学・医療への関心の高ま
りから、開放の方向で検討することが望まれる。

１１

管理運営

学長、副学長、副学長補佐の選任に関する事項および職務内容は「川崎医科大学職
務制度規程」に明文化されている。学則および教授会規程により教授会が教学に関す
る重要事項の最高審議機関として機能しており役割も明確にされている。また各種委
員会の役割分担と機能も適切であると判断される。一方、大学院医学研究科の運営に
関しては、大学院専任教員としての配置がなされてはいないものの、基礎となる医学
部の運営形態を基盤としており適切に運営されている。
一方、理事会、評議員会と川崎学園運営協議会（川崎学園学内理事会）の関係、ま
た、教授会のメンバーに各部署の責任者を加えた「大学管理者会」がある。これらの
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組織間の関係や責任の所在など実質的な役割分担が、さらに明確化されるよう期待す
る。

１２

財務

大学ベースでの財務状況をみた場合には、帰属収入はここ数年横ばいで推移してい
る一方、人件費負担などによって消費支出を賄うことができない結果、帰属収支で支
出超過の状態が続いている。
法人ベースでは、2006（平成 18）年度、2007（平成 19）年度と累積消費収入超過
の状態が続いている。また将来的な設備投資についても、第２号基本金により十分な
対応ができている。
監事および監査法人による監査は適切かつ客観的に行われており、監事による監査
報告書では、学校法人の財産および業務執行に関する監査の状況が適切に示されてい
る。

１３

情報公開・説明責任

大学の概要、教育研究関連情報、入試情報などは公開され、また一般入試の成績開
示なども行われている。しかしながら、大学関係者からの大学に関する情報公開請求
に対しては、対応のための制度導入などが遅れており、全般的な取扱要領の制定を含
め、積極的に情報を公開する必要がある。一方、自己点検・評価をこれまでに４回実
施しているが、報告書の送付先は限定的であり、必ずしも社会に公表したとは言いが
たいので、今後はより積極的に公表する必要がある。
財務情報の公開については、全教職員および学外関係者向けの広報誌『川崎学園だ
より』に解説を付して財務三表を掲載している。また、利害関係者からの開示請求に
対しては、財務三表に加え、
「事業報告書」
「財産目録」
「監査報告書」を加えて公開し
ている状況である。しかしながら、「広く周知させること」という情報公開の趣旨は、
社会に対する説明責任を果たすと同時に、大学に対する社会の的確な理解を促すとい
うことにあるので、今後は、広報誌のみならず、財務関係書類に具体的な解説を加え
た形でホームページにおいても公開するなどの改善が望まれる。

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

研究環境
１) 学内の研究助成制度であるプロジェクト研究に、大学院学生も研究代表者とし
て参加できる制度となっており、大学院学生の研究の活性化につながり評価で
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きる。

２

社会貢献
１) 現代医学教育博物館は、豊富な実物標本と視聴覚教材を備えた「第２の実物図
書館」
「動きを見る図書館」と言う点でユニークであり、医学知識や情報の啓蒙
活動を行い、教職員・学生以外にも多くの見学者が来館し、社会貢献および生
涯教育の場としての役割を果たしている。

３

事務組織
１) 全教員の秘書的業務を集中的に行う中央教員秘書室は、教育・研究が円滑に行
われるよう、カンファレンスの準備、研究論文・抄録原稿の清書、スライドの
作成など教育研究支援事務に関する多くの事案を短期間で処理しており、その
設置と機能は評価できる。

二

助

言

１

理念・目的
１) 講義概要、パンフレット『川崎医科大学』や大学ホームページ上に記載されて
いる大学の理念・目的の表現・内容を統一するとともに、特に、大学院の養成
したい人材像に関する目的および教育研究上の目的を学則に明示し公表するこ
とが望まれる。

２

教育内容・方法

（１） 教育課程等
１) 医学部では、高校で生物学、物理学、化学を履修しなかった学生に対する習熟
度別リメディアル教育が実施されていないので改善が望まれる。
２) 医学部における一般教育科目は科目数が少なく、教養科目の選択幅は限定され
ており、「人間をつくる」という教育目標と照らし合わせ、改善が望まれる。
３) 医学研究科では、他大学院の授業科目の履修による単位認定制度がないので、
改善が望まれる。

（２） 教育方法等
１) 医学部では、ブロック講義以外の授業科目に関して、授業計画や成績評価基準
がシラバスには記載されていないため、あらかじめ学生に明示されているとは
いえず、改善に向けた努力が必要である。
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２) 医学部では、ＦＤ活動への参加も自由で、教室によってその熱意や積極性に差
があるので、組織的に取り組むことが必要である。
３) 医学研究科では、シラバスが作成されていないので、授業の目標、計画、成績
評価基準などを明記したシラバスを作成し、あらかじめ大学院学生に提示する
ことが求められる。
４) 医学研究科では、大学院としての組織的なＦＤ活動が行われていないので、改
善が望まれる。

（３） 学位授与・課程修了の認定
１) 医学研究科では、学位を授与する論文のレベルに関して一定の基準を加味した
学位授与基準を学生に明示する必要がある。
２) 医学研究科では、規定年限内で学位を授与された学生は過去 4 年間では 55～
77％と低いので、改善に向けた検討が望まれる。
３) 博士後期課程において、課程の修了に必要な単位を取得して退学した後、再入
学などの手続きを経ず学位論文を提出して、博士の学位を取得した者について、
「課程博士」として取扱っていることは適切ではないので、課程制大学院の趣
旨に留意して円滑な学位授与を行うよう、改善が望まれる。

３

学生生活
１) セクシュアル・ハラスメント防止に重点を置くだけではなく、広い視野にたっ
たハラスメント全般の防止に関する組織的に取り組むことが望まれる。

４

研究環境
１) 論文の質の指標と関連づけた研究業績のデータベースを構築していないとして
も、論文の質の評価が行われていないのは問題であり、改善が望まれる。

５

教員組織

１) クリニカルクラークシップの導入など診療参加型実習の充実の必要性から、臨
床医学における指導に必要な教員の充足率が 81％（300/370）であるので、教
員の定員を充足させることが望まれる。

６

施設・設備
１) 医師養成機関ということもあり、受動喫煙防止に対する配慮など、組織的な取
り組みを行うことが望まれる。
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７

図書・電子媒体等
１) 年次計画のもとに学生用図書・研究用図書を購入する体制がないので、改善が
望まれる。また年間の受け入れ図書冊数は 2006（平成 18）年度で 3,015 冊と少
なく、同時に「日本医学図書館協会」平均値と比較して図書の貸出冊数が少な
いので、改善が望まれる。

８

点検・評価
１）
『点検・評価報告書』が執筆者個人の視点で書かれており、大学としての改善
策があいまいで具体策に乏しい。従前の自己点検・評価システムとしては整備
されているものの、それが適切にフィードバックされ、実際の教育・研究・診
療の質の向上を達成するなど、将来の改善に有機的に結びつけるためにも、一
層実質化したシステムの確立が必要である。

９

情報公開・説明責任

１) 必ずしも情報の公開が十分になされているとはいえないので、今後ホームペー
ジなどを利用した積極的な情報開示が望まれる。
２) 財務情報についても財産目録、貸借対照表、収支計算書などがホームページな
どを利用して広く公開されていないので、改善が望まれる。

三

勧

告

１

学生の受け入れ
１) 医学部において収容定員に対する在籍者数比率が 1．11 と高いので、早急に是
正されたい。
以
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上

