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用語・名称 説　明

２１世紀ＣＯＥプログラム

Center of Excellenceの略。日本の大学に世界最高水準の研究教育拠点を形成し、研究水準の
向上と世界をリードする創造的な人材育成を図るため、重点的な支援を行い、もって、国際競争
力のある個性輝く大学づくりを推進することを目的とする文部科学省のプログラム。
大阪市立大学ではこれまでに次の３つのプログラムが採択されている。

　・文学研究科(都市文化研究センター)：都市文化創造のための人文科学的研究
　・理学研究科(数学研究所)：結び目を焦点とする広角度の数学拠点の形成
　・医学研究科(疲労克服研究教育拠点)：疲労克服研究教育拠点の形成

ＣＮＳ
Certified　Nurse　Specialist　の略。専門看護師。日本看護協会の専門看護師認定試験に合格
し、特定の看護分野において卓越した看護の実践や、個人・家族へのコンサルテーション（相
談）、また他の看護職への教育等を担う看護のスペシャリスト。

ＤＭＡＴ
Disaster Medical Asistance Teamの略。災害派遣医療チーム。医師、看護師、救急救命士、事務
官などで構成され、大規模災害や事故などの現場に急性期（おおむね48時間以内）に活動でき
る機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チーム。

Face-To-Face の会
医療連携の強化を図ることを目的として、医学部医師会、市立大学医学部附属病院と近隣地域
の６つの医師会で組織された会の名称。

ＦＤ／ファカルティ・ディベロップメント Faculty Development の略。教員の能力や資質の開発。

Ｇ-ＣＯＥ

グローバルＣＯＥプログラム。平成14年度から開始された「21世紀COEプログラム」の評価・検証を
踏まえ、日本の大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、世界最高水準の研究基盤の下で世
界をリードする創造的な人材育成を図るため、国際的に卓越した教育研究拠点の形成を重点的
に支援し、国際競争力のある大学づくりを推進することを目的とする文部科学省による事業。
大阪市立大学ではこれまでに次のプログラムが採択されている。

　・都市研究プラザ：文化創造と社会的包摂に向けた都市の再構築

ＧＰ

Good Practiceの略。ここでは、文部科学省において、大学等が実施する教育改革の取組の中か
ら優れた取組を選び支援するためのプログラム全般を指す。
大阪市立大学では、これまでに次の７つのプログラムが採択されている。

・現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP）
　　商学部：インタラクティブ型キャリア教育方法の確立
　　生活科学部：QOLプロモーター育成による地域活性化
・大学院教育改革支援プログラム
　　文学研究科：国際発信力育成インターナショナルスクール
　　生活科学研究科：地域ケアを担うPh.D.臨床栄養師の養成
・地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム
　　医学研究科：子育てとキャリアアップの両立をめざして
　　医学部附属病院：市民病院と連携した全人的総合診療医の育成
・法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム
　　法学研究科：中小企業法臨床教育システム

ＧＰＡ制度
Grade Point Average の略。学生の評価方法として、授業科目ごとの成績評価を５段階（Ａ、Ｂ、
Ｃ、Ｄ、Ｅ）で評価し、それぞれに対して４、３、２、１、０のグレードポイントを付与し、この単位当たり
平均を出して、その一定水準を卒業等の要件とする制度。

ＨＣＵ
High Care Unit（ハイケアユニット）の略。重症患者病棟。高度で緊急を要する医療を行うための
病室。ICU よりは軽症な患者を収容する。

ＩＣＵ
Intensive Care Unitの略。集中治療室。高度な治療や容態管理を必要とする重病重態の患者を
引き受ける入院治療室。

ＩＲＢ
Institutinal Review Boardの略。治験審査委員会。医学・科学の専門家及び非専門家によって構
成される独立の（医療機関内・地域的・国立の）委員会。

ＪＡＢＥＥ
日本技術者教育認定機構（JABEE : Japan Accreditation Board for Engineering Education）。技
術者教育プログラムの審査・認定を行っている。

ＪＩＣＡ
独立行政法人国際協力機構。ここでいう「ＪＩＣA研修」とは、途上国の課題の解決に生かすことを
目的に、開発途上国の技術者等を研修員として受け入れるＪＩＣＡ事業への協力を指す。

ＪＳＴ
独立行政法人科学技術振興機構。科学技術基本計画の中核的実施機関として、我が国のイノ
ベーションの創出の源泉となる「知の創造」から「研究成果の社会・国民への還元」までを、総合的
に推進している。

My Library

インターネットを介して貸出や予約状況の照会、各種申込（貸出期間の延長、購入希望図書申
込、研究図書購入依頼、他大学への文献複写や図書借用申込）を行うことができるとともに、セン
ターからは、新着図書や雑誌のお知らせをメールで通知することができる新図書業務システムの
サービス機能。
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用語・名称 説　明

ＮＥＤＯフェロー
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）において、優れた若手人材を公
募し、採用者をNEDOが雇用したうえで受入機関に派遣することで産学連携を担うために必要な
能力を備えた人材を養成する制度。

NGO
Nongovernmental Organization の略。非政府組織。平和・人権問題などで国際的な活動を行って
いる非営利の民間協力組織。

NPO
Nonprofit Organization の略。非営利組織。政府や私企業とは独立した存在として、市民・民間の
支援のもとで社会的な公益活動を行う組織・団体。

ＯＣＵＮＥＴ 大阪市立大学の学内情報ネットワークの名称。

ＯＣＵprospectus 英語版の大阪市立大学案内冊子の名称。

ＰＤＣＡサイクル 「Plan（計画）」「Do（実行）」「Check（点検）」「Action（改良）」を繰り返し、継続的に改善する手法。

ＱＣ

Quality Controlの略。品質管理。顧客に提供する商品およびサービスの品質を向上するための
一連の活動。
QCサークルとは、同じ職場内で品質管理活動を自主的に行う小グループのことで、全社的品質
管理活動の一環として自己啓発、相互啓発を行い、QC手法を活用して職場の管理、改善を継続
的に全員参加で行うものである。

ＱＯＬプロモーター
ＱＯＬはＱuality of life の略。生活の質。全体的視点を持ち、各生活要素を統合・再構成する能力
を有する専門職。

ＲＩ施設 RIはRadioisotope の略。放射性同位元素等取扱施設。

ＲＰＤ
日本学術振興会による特別研究員制度。優れた若手研究者が、出産・育児による研究中断後に
円滑に研究現場に復帰できるように支援することを目的としている。

ＳDV
Sourse Data VerificationまたはSourse Document Verificationの略。原資料を直接閲覧により照合
し、症例報告書との一致性を確認し、治療の適切な実施及びデータの信頼性等を検証すること。

ＳＰＡＭメール
迷惑メール。大量の広告メール等が無差別に送信されるため、メール サーバーの負荷が増大し、
本来のメールのやりとりに障害を与えることもある。

ＴＯＥＦＬ
Test of English as a Foreign Language の略。米国やカナダへ留学を希望する外国人のための英
語の学力テスト。

ＴＯＥＦＬ-ＩＴＰテスト ＩＴＰ＝Institutional Testing Programの略。TOEFLテストの団体向けテストプログラム。

ＴＯＥＩＣ
Test of English for International Communication の略。英語を母国語としない人々を対象に、英
語を使った意思伝達の能力を測定する試験。

アウトソーシング コスト削減やコアビジネスに集中する為に専門的能力・ノウハウを持った業者に外注すること。

アメニティ 環境などの快適さ。

医療機関情報院内配信システム

大阪府下の病院、診療所、訪問看護ステーションを医療機能や地域などから検索できるデータ
ベースを独自に制作し、外来や患者からの要望に応じて情報提供を行っている。病院（553）、診
療所（3607）、訪問看護（336）を登録。そのデータベースを電子カルテの共有フォルダに置くこと
で、院内各所での利用が可能となるが、Microsoft Accessｇａ必要なため利用端末が限定されてい
る。

インキュベータ

大阪市立大学キャンパス内に設置された起業支援のための施設。24時間利用可能な専用オフィ
スを12室設け、研究成果等を活用してベンチャー企業の創出や新製品の開発に取り組む企業や
個人を対象に、産学連携コーディネータにより教員とのマッチングや経営・資金調達等の支援・助
言を行っている。

インセンティブ ある目標を達成するため、職員などの動機や意欲を喚起すること。

インターンシップ制度 学生が在学中に、企業等において自らの専攻やキャリアに関連した就業体験を行う制度。

エクステンションプログラム
主に市民等を対象に一般の公開講座より高い専門性を有する公開講座や主に学生を対象に提
供する正課外の講座。

エマルゴ
スウェーデンで開発された災害机上訓練システム。大事故や災害への対応をシミュレーションす
るキットで、災害を想定し、医療従事者および被災者にみたてたマグネット人形を用いてホワイト
ボード上などで災害現場・救命センター・手術室・ICU・病室などを再現して訓練を行う。

エルゼビア社
1880年創設の学術出版社（本社：アムステルダム）。世界中のネットワークを通じて学術出版事業
を行っている。1999年、世界に先駆けて電子ジャーナルの“サイエンス・ダイレクト”の本格的な提
供を開始し、現在では約2,500タイトルの学術雑誌の論文を提供している。

大阪ＴＬＯ

ＴＬＯはTechnology Licensing Organization（技術移転機関）の略。
大阪ＴＬＯは、大阪府内にある大学等の研究成果の活用について、特許を媒体とした技術移転を
はじめとして、技術に関するコンサルティングや、国などの研究開発助成金を積極的に活用した
共同研究の支援などを行う、産学官連携の総合拠点。

オープンラボラトリ
工学研究科で実施している事業の一つ。新しい産業の創生と育成、都市大阪の再生に積極的な
役割を果たすことをめざして、重点研究部門についての最新の研究成果、これまで培ってきた基
礎研究の成果を、“出前”研究室という形で広く社会に発信している。
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用語・名称 説　明

オフィスアワー
教員が研究室等において、学生からの授業についての質問や勉強の相談に応じるために、毎週
一定の時間帯に待機する制度。

オンコロジー 腫瘍学。癌などの腫瘍の原因・治療などについて研究する学問分野。

ガイダンス 進路や行動の方針の選択・決定にあたり、助言・援助すること。

学友会
市立大学の支援組織として設立。卒業生、現・旧教職員、学部学生・大学院生、それらの保護者
など、すべての大阪市立大学関係者が会員となって、大学の教育研究活動を側面から支援する
ことを目的としている。

カレッジＴＯＥＩＣ 生活協同組合で実施しているＴＯＥＩＣの団体受験テスト。

関西バイオメディカルクラスター
医薬品・医療機器及び健康科学をメインターゲットとするバイオメディカル分野で、産学官の協働
の場、ネットワークを形成し、世界のヘルスケアをリードする強固な産業基盤を確立し、安全・安心
で持続可能な低コスト健康社会の実現をめざすこととしている。

肝疾患診療連携拠点病院

厚生労働省の「都道府県における肝炎検査後肝疾患診療体制に関するガイドライン」に基づき各
都道府県が選定。大阪府下では、大阪医科大、大阪大、関西医科大、大阪市大、近畿大の５病
院が指定されている。肝疾患に関して一般的な相談や地域の専門医療機関の案内等を行なって
いる。

機関リポジトリシステム
研究機関がその知的生産物を電子的形態で集積し、保存・公開する為に設置する電子アーカイ
ブシステム。

キャリアデザイン 長期的視点で自らの職業生活について考え、将来像を主体的に描くこと。

教育研究奨励寄付金 教育研究を奨励するために寄附される寄附金。

教員免許更新講習
平成21年4月1日から導入された教員免許更新制に伴い、大学等が文部科学大臣の認定を受け
て行う教員免許更新のための講習。

共同研究
民間機関等から共同研究員及び研究経費又はそのいずれかを受け入れて、本学の教員が民間
機関等と共同して行う研究。

グランドデザイン 全体構想。

クリニカルクラークシップ
診療参加型実習。学生を病棟、外来における医療チームの一員と位置づけ、単なる見学や講義
だけでなく、高度なレベルの医療行為や病棟業務までを実体験させる教育形態。

クリニカルラダー
看護師の臨床実践能力の向上を目指し、看護実践能力・看護・教育などのカテゴリーに分け、能
力のレベルに応じてはしご（ラダー）のように等級を設定し行う教育プログラム。

グローバル産学官連携拠点事業

人材育成・基礎研究から実用化・事業化までの活動を産学官が有機的に連携して推進し、持続
的・発展的にイノベーションを創出する仕組みの構築を図るための取組を支援するために、文部
科学省と経済産業省が公募した「産学官連携拠点」のひとつ。世界トップクラスの質と規模の研究
者、研究インフラの集積等、国際的に優れた研究開発ポテンシャルを有し、地域の特長や強みを
活かしつつ、多様な分野や融合領域において産学官連携活動が行われる拠点事業。

研究医
２年間の初期臨床研修を終了後、より専門的な知識や技能の習得を目的とした診療業務に従事
する職種。

抗がん剤地域連携パス

抗がん剤治療を継続的に行うために複数の医療機関が役割や実施時期を決めて行う手順書のこ
と。平均在院日数の短縮やDPC（包括支払制度）の導入により、抗がん剤治療は外来通院にて行
われるようになった。患者の中には、遠方から通院される方もいるため体力的にもかなりきつい場
合もある。また、導入時に入院が必要な抗がん剤もあることから抗がん剤地域連携パスが必要と
なった。

コンプライアンス
法令遵守。民法や商法等の法令の遵守だけでなく、主務官庁の基準・通達・指導、さらに社会模
範や倫理、監理団体内部の規定やルール、経営理念など、幅広く遵守を行うもの。

作業環境測定
作業環境の実態を把握するため、空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリン
グ及び分析（解析を含む。）有機溶媒、特定化学物質等を使用する場合、事業者が年に二回の
作業環境測定を行うことを、労働安全衛生法により義務づけられている。

サバティカル制度 専門分野に関する能力向上のため自主的調査研究に専念する期間を設ける制度。

サブセンター
学術情報総合センター設立時（H8.10)に図書や学術雑誌をセンタ－に集約して管理することとし
たが、教員・大学院生等へのサービス提供（文献及び文献複写の授受など）は各学部ごとでも行
うこととし、各学部に設置したサービス拠点。

サマリー 要約、概要。

産学官連携戦略展開事業

文部科学省において、大学等の知的財産戦略などが持続的に展開されるよう、主体的かつ多様
な特色ある取組を支援し、産学官連携活動全体の質の向上を図ることを目的として実施する事
業。「戦略展開プログラム」と「コーディネートプログラム」の2つのプログラムがあり、大阪市立大学
では両プログラム共に採択されている。

　・戦略展開プログラム：府大・市大地域産学官連携コンソーシアム事業
　・コーディネートプログラム：文部科学省から産学官連携コーディネーター（1名）を派遣
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用語・名称 説　明

自己点検・評価
学校教育法第109条において、「大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大
臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況
について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する」ことが義務付けられている。

施設マネージメント 施設の企画・計画、整備、管理を一体的に行い、長期的な視点から施設を確保・活用すること。

周術期栄養連携パス

手術の待機期間中や術後の栄養改善を目的とした複数医療機関による手順書のこと。手術待機
期間が数週間あることから、その間に経口摂取が困難で手術が延期や中止となることがある。ま
た、早期退院のために栄養管理の充実をはかっているが、長期化する場合もあり栄養改善を目
的とした転院先の確保の必要もある。

受託研究
企業等外部からの委託を受け、委託者の負担する経費で研究し、その成果を企業等に移転する
制度。

情報リテラシー コンピュータやネットワークを活用して情報やデータを扱うための知識や能力。

証明書自動発行機
杉本キャンパスに2台、阿倍野キャンパス及び梅田サテライトに各1台設置。在学生に対し各種証
明書（在学証明書、成績証明書、卒業見込証明書、修了見込証明書、健康診断証明書等）を有
料で発行。（学割証のみ無料）

初年次教育
大学新規入学者を対象に、大学での学問に必要なスキルや、人間関係を確立するためのコミュ
ニケーションなどを学ばせるもの。

シラバス 講義概要。授業・講義の計画や内容の概略を各科目ごとに記したもの。

シンクタンク
種々の分野の専門家を集め、政策決定や企業戦略の基礎研究、コンサルティングサービス、シス
テム開発などを行う組織。

スキルスシュミレーションセンター（ＳＳＣ）
平成19年３月に阿倍野キャンパスに開設された、各種シミュレーション器材を豊富に備え、医療現
場等で役立つ様々なトレーニング等の管理運営を行う施設。

専門職大学院
大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための
深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするもの。会計、ビジネス・MOT（技術経営）等の
分野のほか、法科大学院、教職大学院もこれに該当する。

戦略的大学連携支援事業

文部科学省において取組みの公募・選定を行っている事業。国公私立大学間の積極的な連携を
推進し、各大学における教育研究資源を有効活用することにより、当該地域の知の拠点として、
教育研究水準のさらなる高度化、個性・特色の明確化、大学運営基盤の強化等を図ることを目的
としている。

卒後臨床研修センター
　2004年開始の初期臨床研修制度に基づき開設された、医師養成のための研修プログラム等の
管理及び臨床研修医の支援を行う施設。

大学コンソーシアム大阪
大阪府内に設置する４年制大学を会員として、大学相互の協力によって、地域社会や産業界等
に積極的に貢献するとともに、各大学の発展に資することを目的として設置された組織。

大学知的財産アドバイザー制度
独立行政法人工業所有権情報・研修館から派遣される大学の知的財産管理部門の構築を支援
する専門家。大学自身が自立して知的財産管理部門を運営できるよう指導・教育する。

地域医療連携クリティカルパス
疾患又は診断・治療において主に二次医療圏内の複数の医療機関が、その役割に応じて計画
的かつ効率的に医療を提供する為の計画書とそれを実施する為の体制の事をいう。省略して「パ
ス」、「連携パス」ということもある。

治験コーディネーター（ＣＲＣ）
治験（新しい薬について、厚生労働省から承認を受けるために行う臨床試験）に参加する患者(被
験者)の人権や安全性を守り、科学性、信頼性の高い治験を円滑に進められるように管理・調整
する専門スタッフ。

チューター制度
外国人留学生に対して指導教員の助言のもと大学院生等（チューター）により教育研究について
個別指導を行い、外国人留学生の学習・研究効果の向上及び環境への適応を図る制度。

長期履修学生制度
学生が職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育
課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出た場合に、その計画的な履修を認めることがで
きる制度。

デジタルサイネージ 電子看板。ディスプレイやプロジェクタなどによって映像や情報を表示する広告媒体。

特定保健用食品
体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含み、特定の保健の用途に資する旨を
表示して販売される食品。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や
安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要がある。

特任教員 期間を定めて特定の研究又は教育に従事する専任以外の教員。

図書業務システム
学術情報総合センターの図書部門の受入、整理、雑誌、閲覧、相互利用などの全業務とオンライ
ン目録、Webサービスなどの利用者サービスを処理するためのシステム。

トランスレーショナルリサーチ
先端医療研究で得られた成果をすみやかに臨床応用に移し確認する基礎研究と応用研究の共
同作業。

トリアージ
人材・資源の制約の著しい災害医療において、最善の救命効果を得るために、多数の傷病者を
重症度と緊急性によって分別し、治療の優先度を決定すること。
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用語・名称 説　明

ニューテクガイド
大阪市立大学の研究・技術シーズを活用した中小企業事業者の新規事業立ち上げの支援や地
域産業の活性化を目的として、研究シーズの発表や特許等の紹介、研究者による個別説明や技
術相談等を大阪産業創造館と共催で実施。

任期制教員 大学の教員等の任期に関する法律に基づき任期を付した専任教員。

認証ゲートウェイサービス
学生や大学院学生が学術情報総合センターの３、４階北側の自由閲覧室で、自分のノートパソコ
ンを情報コンセントに接続してネットワークを利用するためのサービス。接続する際には、利用者
ID番号とパスワードにより個人を認証している。

認証評価（制度）
大学等がその教育研究などの状況について、定期的に、文部科学省の認証を受けた第三者評
価機関（大学評価・学位授与機構、大学基準協会等）から評価を受ける制度。

博士研究員 ポスドク参照

ピアレビュー 各専門分野の研究者による相互評価。

ファイアウォール 組織内のコンピュータネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐシステム。

ベンチャー
ここでは高度な知識や新技術を軸に、革新的、創造的な経営を展開している知識集約型の企業
を指す。

ポスドク（ＰＤ）／ポスドク制度
ポスドクはPost-doctoral Fellow の略。大学の博士課程終了の研究者、博士研究員。ＰＤとも言
う。ポスドク制度とはここでは博士研究員を活用する制度。

文部科学省科学研究費補助金（科研費）
人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆる学術研究を
格段に発展させることを目的とする競争的研究資金。

ユビキタス医療システム 先進的な情報通信資源の活用による家庭と医療機関における治療ネットワーク。

利益相反マネジメント

教職員等が産学連携活動をはじめ、その他社会貢献活動を行う際に生じるおそれがある利益相
反状態（産学連携活動等に伴い企業等から得る個人的な経済的利益や職務遂行責任と教育・研
究という本学における責任とが相反している状態）について、大学として公共性を確保しつつ、社
会的信頼を維持・向上していくために適正に管理すること。

リエゾン活動 大学と企業の橋渡しをして共同研究等のプロジェクトの構築を行い、事業に繋げること。

リカレント教育 社会人が学校を出てからも学校や教育機関に戻って再教育を受けること。

リサーチアシスタント（ＲＡ） 研究補助業務を行う大学院学生。

レフェリー制
提出された原稿を同じ専門分野の研究者（レフェリー）が読み、学術誌に掲載すべき水準の論文
であるか否かを審査する制度。

ロジスティックス
ＤＭＡＴの現場活動にかかわる通信、移動手段、医薬品支給、生活手段などを確保および現場
活動に必要な連絡、調整、情報収集の業務を行う事務員等のこと。

ワークショップ 参加者が専門家の助言を得ながら問題解決のために行う研究会。
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