
　
資料　１

平成27年度業務実績報告書に関する
各委員ご意見・法人回答





（１）法人の自己評価にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

全体

平成２７年度は中期計画の４年目にあたるが、多くの項目
について概ね着実な成果が挙がっていると見受けられた。
法人のご努力に敬意を表したい。
また、これと関連して、法人の自己評価は全体として慎まし
いものになっているように思われた。評価Ⅲとされているも
ので、評価Ⅳとしてもよいと思われるものがいくつかあると
考える。例えば、項目１，３，６などは達成水準100％をかな
り上回っているものがある。

・各学部での取組み実績と評価を集約し、学内委員
会で検討した結果、Ⅲの自己評価とした。
・項目１，３，６の評価については、個別回答欄に記載
した。



（１）法人の自己評価にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

【入試広報】
優秀な学生を確保するため、オー
プンキャンパスや進学ガイダンス
等の高校生への広報活動を実施
するとともに、戦略的入試広報体
制を構築し、受験者の志望動機等
の分析に基づいた効果的な広報
活動の充実を図る。

・オープンキャンパスについて、来
場者のアンケート結果を参考にし
て改善を図る。
・進学ガイダンスについて、効果・
効率を踏まえた参加会場・高校等
の見直しを図る。
・大学案内冊子作成、及び受験生
応援サイト運営にあたって全学の
作成体制の再構築に向けた検討
を開始し、新実施体制を明確化す
る。

[年度計画の達成水準]
・オープンキャンパス参加者数
（16,000人）
・オープンキャンパスのアンケート
満足度（90％）
・進学ガイダンス実施回数（45回）
・大学案内冊子・受験生応援サイト
の責任体制の再検討を行い新実
施体制の明確化。

・入試広報については、大学および各学部が様々な
取組みを継続的におこなっている。平成27年度もこれ
までの取組みの延長であると自己評価した結果、Ⅲ
の自己評価とした。
・各企画は各学部や各部署で立案、運営を行ってお
り、入試室が企画全体の取りまとめや使用教室、他
部署からの応援人員の調整を行っている。また、各
企画内容や実施時間、受付方法、告知方法等につい
ては、入試実施委員会、入試推進本部会議にて審議
を行っている。
・参加者が2万人を超えており、受験希望者や保護者
等への広報活動としては有効と考える。また、参加者
へのアンケートにおいても満足度が88.4％であり、本
学への志望意欲が高まった等の感想も多く、本学の
受験に繋がっているものと考える。

（工）平成28年度版工学部案内を作成し、全国650の高校に配布するとともに、オープンキャンパス
や高校訪問の際に内容説明を実施。
・学部・大学院のホームページを全面改訂し入学試験案内関連の充実。
・スーパーサイエンスハイスクール（SSH）事業の一環として研究室体験事業に協力し、大阪市立
高等学校からの生徒45名を受入れ。
（生科）オープンキャンパスのアンケート結果に基づく改善、オープンキャンパス用パンフレットの作
成（就職先・カリキュラム等掲載）。
（医）オープンキャンパスを開催し、在学生による質疑応答、医学部教員による体験講義、スキルス
シミュレーションセンターの体験会等をプログラムに取り入れ、参加者の満足度を高めることができ
た。
・朝日新聞社主催「全国国公立・有名私大相談会2015」、株式会社さんぽう主催「医学系大学フェ
ア2015」、駿台予備校主催「全国国公立大学医学部医学科説明会」、河合塾主催「医進フェスタ
2015医学部医学科相談会」に参加し、進学相談等広報活動を実施した。
（看）前年度の参加者アンケートを分析し、改善策を講じて、今年度オープンキャンパスを実施し
た。
・大学院は前期博士課程入学者用に、入試説明会を7月に行った。
（創都）入試説明会を夏季入試に際して2回（約70名）、冬季入試に際して3回（約100名）実施した。
また、入学案内を兼ねた連続シンポジウムを各分野の主催で夏季7回（約300名）、冬季9回（約350
名）実施した。
・Ｗｅｂ媒体（リクルート社と朝日新聞社の社会人大学院案内サイトに登録）から研究科ホームペー
ジにリンク、新聞広告も実施した。

＜オープンキャンパス参加者数＞
H22：　14,091人　　H23：　16,608人　　H24：　17,699人
H25：　19,883人　　H26：　10,026人　　H27：　23,010人
(H26：台風のため1日中止)

＜進学ガイダンス実施回数＞
H22：　31回　　H23：　42回　　H24：　47回
H25：　54回　　H26：　54回　　H27：　57回
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・オープンキャンパスについては、来場者アンケート等を参考に「総合受付のレイアウトを改善」「学
生イベントの対応改善」「自販機の飲料の補充強化」等を行った。また、アンケートによる参加者の
満足度は、88.4％であり、来場者数は、23,010人と過去最高の来場者数となった。
・進学ガイダンスについては、地方広報戦略として新規に参加した北陸・四国地方を含め、効果・効
率の観点から参加校・参加会場の選択を行い57回実施し、参加者は4,906人（昨年4,330人）。ま
た、受験実績の多い、京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山の重点38校へ高校訪問を実施し、本学入試
の説明、高校現場からの声を調査した。
・オープンキャンパスの満足度を高めるため取材を行い、ＨＰ（『受験生応援サイト』を含む）、
FaceBook、YouTubeへの掲載発信を行った。
・受験生広報戦略を改善させるため、他大学調査、入学説明会への参加、入試室との打合せ等行
い、次年度に向けて具体的に大学案内冊子の編集体制や分業体制等を見直した。
・大学見学はスケジュール上可能な限り受入れ、参加者アンケート等で参加者の満足度を確認し、
次年度から申し込み団体の要望に合わせ柔軟に対応することに決めた。
・入試広報活動の一環として、説明会・相談会の実施や参加、案内冊子の改訂作業、ＨＰの更新、
各種高大連携事業、入試案内を兼ねたシンポジウムなどを実施した。
・各学部研究科は、オープンキャンパスにおいて参加者と直接交流を図るようなプログラム、体験
できるプログラムなど学部研究科の特性に沿って創意工夫を行い実施した。

（商）学部学生が主体的に企画・運営する形でのオープンキャンパスは、アンケート結果（「満足し
た」の割合が回答数の94.8％）から好評であった。
・今年度のオープンキャンパスのアンケート分析等を踏まえ、来年度の準備も開始。
（経）教員による学部紹介、入試説明、学生生活の紹介を行なうとともに、学生企画による学部紹
介を実施。
（法）広報委員会の組織を研究科長が広報委員長としてリーダーシップをとる方式に変更。
・大学院法曹養成専攻の入学志望者向けの説明会を、学内では杉本キャンパス・梅田キャンパス
にて実施。ＬＳ進学希望者向けイベントも同時開催し内容も充実させた。また、学外（読売新聞社主
催、法科大学院協会主催）説明会にも参画。
（文）文学部のオープン・キャンパス参加者は過去最高の人数。
・午前の部は、事前予約制を導入することで定員管理をおこない、午後の部は追加の学部説明会
の実施と説明会場を増やすことで対応。
・教員と学生による企画は、文学部教育促進支援機構の協力を得て実施。
・大学院入試説明会を2回開催し、80名弱の参加者を得た。説明会では全体説明会のあと、全専
攻に参加者が分かれて個別ガイダンスを実施。
・平成28年度秋に文学研究科・文学部独自のオープンキャンパスを開催する準備を開始。
（理）理学部説明会では在校生との交流会、体験入学16コースを実施し、アンケートを約1,100回収
し、その92％が「良かった」または「まあまあ良かった」と好評。
・大阪高等学校数学教育会大学入試連絡協議会で数学入試動向説明、高校生向け公開講座など
を実施。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・オープンキャンパス参加者数:143％(23,010人)
・オープンキャンパスのアンケート満足度:98.2％(88.4％)
・進学ガイダンス実施回数:126％(57回）
・大学案内冊子・受験生応援サイトの責任体制の再検討を
行い新実施体制の明確化：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・達成水準が100％をかなり上回っているので、評価Ⅳにし
てもいいのではないか。
・非常に活発な活動が行われている。オープンキャンパス
来場者のアンケートの実施と解析、改善への取り組みが充
実しており、参加者の満足度が高い。全体としてはⅢ評価
よりは上のように見受けられる.
・オープンキャンパスでは、各部局で様々な企画があるよう
だが運営主体はどのようなものなのか。大学全体としての
調整は行われているのか。
・それぞれの取組が受験生の増加につながっているのか。



（１）法人の自己評価にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

【留学生の確保と教育・支援】
国際化戦略本部において本学が
求める留学生像を調査分析し、留
学生受入計画を策定するととも
に、海外向け広報活動を充実する
ことにより、より多くの優秀な留学
生を獲得し、適切な教育及び支援
を行う。

・優秀な留学生の受入促進のため
に海外向け広報活動に取り組むと
ともに、海外からの出願がしやす
い環境づくりや、英語による授業
の拡大、非漢字圏の学生向け日
本語教育の充実など、留学生に対
する適切な教育及び支援を行う。

[年度計画の達成水準]
・留学生数（383人）（交換留学、短
期受入等を含む年間総受入数）
・柔軟な入試対応についての検討
・英語による授業数の拡大
・日本語教育の充実

【キャリア支援】
学生の自立的、自律的なキャリア
デザイン力の育成を支援するとと
もに、各学部・研究科はインターン
シップの効果的な活用や実務経験
者による講義、フィールドワーク等
によりキャリア支援を図る。

・各学部研究科はインターンシップ
の効果的な活用、実務経験者によ
る講義、フィールドワーク等によ
り、キャリア支援を図る。
・大学教育研究センターは、全学
共通科目や大学院共通教育試行
科目として、キャリアデザイン力育
成を目的とする授業科目を提供す
る。

[年度計画の達成水準]
（主なもの）
（商）「インタラクティブ型キャリア教
育」関連科目（キャリアデザイン
論、プロジェクトゼミ）開講数（4科
目以上）
（経）企業等の外部講師による科
目の開講
（工）技術者倫理、技術経営論（学
部）、技術経営特論（大学院）を提
供
（生科）キャリアデザイン系科目の
新設
（大学教育研究センター）キャリア
デザイン力育成科目(学士課程3科
目、大学院1科目)

・年度計画の達成水準に対してはご意見のとおりで
あるが、前年比では102%増であることも踏まえ、総合
的に判断し、Ⅲの自己評価とした。
・留学生の増加に対する対応として国際交流宿舎に
併設する教職員公舎の一部を留学生用に転用（シン
グル6室・ファミリー（兼研究者用）2室追加し合計29室
+2室ある）するとともに、並行して周辺の公的宿舎と
の協力関係を構築してきた（（財）大阪府国際交流財
団、（財）大阪国際交流センターなど）。また、外国人
研究者等向けのゲストハウスについても交換留学生
による使用を可能としているが、まだ不足している状
況である。
宿舎を補完する施策の一つとして、平成28年3月から
登録制ホストファミリー制度を開始し、現在8家族に登
録いただいており、順次拡大を図っていく予定であ
る。
生活面のサポート等については、平成27年度に係長
を配置、平成28年度は国際交流室として事務組織を
独立させるとともに、英語、スペイン語、ポルトガル
語、中国語を話せるスタッフを１名増員し、対応にあ
たっている。
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現代社会におけるキャリアデザイン」、「大阪市大でどう学ぶか」)開講。
・大学院生のキャリアデザイン力育成のための大学院共通教育試行科目「学問･大学と社会―大
学院キャリア形成論」を開講。
・大学院共通教育試行科目の来年度継続開講に伴う、大学生への配布周知のための別刷シラバ
ス2科目分（「技術経営者特論」および上記「学問・大学と社会」）を作成配布するとともに、学部･大
学院教務委員会で周知。

・各学部研究科では次のような取組を実施した。
（商）ビジネスの現場(経営者等)との交流を重視した「インタラクティブ型キャリア教育」としてキャリ
アデザイン論（2科目）、プロジェクトゼミナール（4科目）を開講。
・専門ゼミナールでは実務関係者の講演・会社訪問等を行うなど活発に実施。
・商学部OBを中心とした経営者による商経講座を実施。
（経）企業等から招聘した外部講師による講義科目を複数提供。
（法）学部では、実務家による講義を複数を提供している。
・法曹養成専攻では、実務家教員による授業を多数開講している他、理論と実務を架橋する「ブ
リッジ企画」を、実務家教員と研究者教員が共同で行っている。また、法曹養成研修生の制度を整
備し、法曹養成専攻の修了生の司法試験受験の制度的なバックアップをはかった。
（文）進路支援メールマガジンを配信。進路支援セミナー「就活セミナー（2回）」、「市大文学部生の
ための就活ガイダンス」に加え、今年度から「インターンシップを考える」を開催し合計61名が参加。
また、就活生交流会は随時開催。
（理）各学科主任ならびに就職担当教員を中心に、就職情報やインターンシップ情報を就職希望学
生に提供、また企業説明会なども実施。
（工）工学研究科科目「技術経営特論」を本年度より大学院全学共通教育科目として提供。
・工学部共通科目の「技術経営論」、「技術者倫理」では、実務経験者による講義を実施。
・都市学科、都市系専攻においては、学外実習・インターンシップがカリキュラムに組み込まれてい
る。
（生科）大学院：・キャリアデザイン力育成の特別ゲスト講義、公務員、民間企業、転職経験者、組
織管理職として働くことについて講義（3回）、フィールドワークセミナーを定例プログラム化し実施。
卒業生を招いてのキャリア支援のための相談会を実施。また、居住環境学科では、従来のキャリ
アデザイン科目である「居住環境デザインフォーラム」「インターンシップI(共通)・II(計画)・III(環境)」
に加えて「インターンシップIV・V」を新設した。
（医）医師としてのキャリア形成の一環として、1～3回生に対し、早期臨床実習の受講を義務化して
おり、前期に実施した。
・3年次学生を対象とした修業実習（基礎研究室での実験等）を開講した。8名の学生が、海外での
修業実習に参加した。
・5年次学生に対し、本学附属病院にてBSL（臨床実習）、大阪市内24区の保健福祉センターでの
実習、6年次学生に対し、本学医学部と教育協力関係にある国内外施設、あるいは本学附属病院
での選択BSLを実施した。
（看）保健師カリキュラム変更に伴う時間割変更は適切に行われている。
（創都）本研究科では、実務経験者によるワークショップ、フィールドワークを用いた課題研究を定
常的に行っている。

Ⅲ

（主なもの）
（商）「インタラクティブ型キャリア教育」関連科目（キャリアデ
ザイン論、プロジェクトゼミ）開講数：150％（6科目）
（経）企業等の外部講師による科目の開講：実施済
（工）技術者倫理、技術経営論（学部）、技術経営特論（大
学院）を提供：実施済
（生科）キャリアデザイン系科目の新設：実施済
（大学教育研究センター）キャリアデザイン力育成科目：実
施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・達成水準が100％をかなり上回っているので、評価Ⅳにし
てもいいのではないか。

・各学部・研究科で様々な取組みがおこなわれている
が、まだ初期導入の段階であり、Ⅲの自己評価とし
た。

3
【重点】

日本語学校やJASSO主催の留学生向け入試説明会に参加し、留学生向け広報活動を行った。
・11月にインドネシア、12月にタイ、3月に上海で開催された留学生向け入試説明会に参加し、留学
生向け広報活動を行った。
・留学生外国政府推薦入試の実施に協力し、関係総領事館等への案内、問い合わせ対応等を
行った。＜H28入試3名受験、2名合格(経済学部）＞
・平成27年5月に米国ウィーバー州立大学から10名の学生を受入れ短期日本語研修プログラムを
実施した。
・「国際化グランドデザインの実現に向けたワーキング」において、優秀な留学生の大幅増を図るた
めの方策を検討するため、各学部・研究科に対するアンケートの調査結果を参考とするとともに、
柔軟な入試対応も含めて、検討した結果が「第一次提言」として戦略機構会議に具申された。
・「第一次提言」を受け、国際化戦略本部会議のもとプロジェクトチームを設置し、具体策を来年度
上半期に提案するための検討を開始した。
・日本語教育の充実については、「日本語補講（初級、中級（前半・後半）」（非正規科目）及び「日
本語（1A・1B～5A・5B）」（正規科目）を実施するとともに、「ICTの教育等への活用に関するWG」に
おいてパイロット的に実施する場合はＩＣＴの活用が可能であるとの考え方が示され、引き続き方策
の１つとして議論を進めることとした。

＜留学生数（10/1現在在籍者数）＞
H22：　324人　　H23：　316人　　H24：　318人
H25：　316人　　H26：　341人　　H27：　346人

＜年間留学生総数（交換留学、短期受入等を含む年間総受入数）＞
H23：　348人　　H24：　343人　　H25：　359人
H26：　425人　　H27：　434人
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＜達成水準に対する実績＞
・年間留学生総数（交換留学、短期受入等を含む年間総受
入数）：113％(434人)
・柔軟な入試対応についての検討：実施済
・英語による授業数の拡大：実施済
・日本語教育の充実：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・達成水準が100％をかなり上回っているので、評価Ⅳにし
てもいいのではないか。
・留学生が年々増加しているが、寮やホームステイ先など
の宿泊場所や、生活面をサポートする日本人スタッフなど、
受け入れ態勢は万全になっているのか。



（１）法人の自己評価にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

【大学院教育】
大学院教育においては、理学研究
科における「科学のプロの育成」
等、専門性の高い研究者等を養成
する。また、大学院のあり方を全学
的に検討し、全学的共通教育の実
施や他研究科との相互単位取得
の促進など、柔軟なカリキュラム編
成をはじめとする、大学院課程に
おける教育・研究支援等の充実策
を検討、実施する。

・大学院のあり方について、大学
院共通教育科目の設置と試行とと
もに、博士課程教育リーディングプ
ログラムの実施など教育・研究支
援等の充実策を検討継続し、専門
性の高い研究者等の養成を行う。
・大学院生および修了生向け質問
紙調査の分析を行う。

[年度計画の達成水準]
･大学院共通教育科目の設置と試
行（2科目）
・大学院生および修了生向け質問
紙調査の分析の実施
・博士課程教育リーディングプログ
ラムの実施
（文）IS集中科目、AC演習などの
実施
（理）
・科学のプロ育成プロジェクトの実
施
・化学人材育成プログラムの実施

【若手研究者養成等】
大学院教育の環境整備として、学
位取得後のキャリアパス形成支援
のため外部資金を活用した若手研
究者の育成支援などの具体的支
援を図る。

・文科省補助事業「ポストドクター・
キャリア開発事業」の実施により、
6名雇用し、インターンシップに派
遣する。
・同事業に関連して、工学部で実
施されている従来の「技術経営論」
に加え、大学院向け「技術経営特
論」と「学問・大学と社会―大学院
キャリア形成論」を新たに開講す
る。
・大阪府立大学、兵庫県立大学と
共同で3回、インタラクティブ・マッ
チングを開催する。
・インターンシップ報告会を、大阪
府立大学、兵庫県立大学と共同で
1回、単独で1回開催する。

[年度計画の達成水準]
・「技術経営特論」「学問･大学と社
会―大学院キャリア形成論」（大学
院向け）の開講
・インターンシップ派遣数（6名）
・インタラクティブ・マッチング（3回）
およびインターンシップ報告会の
実施（2回）

＜達成水準に対する実績＞
・「技術経営特論」「学問･大学と社会―大学院キャリア形成
論」（大学院向け）の開講：100％(大学院共通教育科目とし
て2科目を開講)
・インターンシップ派遣数：117％(7名)
・インタラクティブ・マッチングの実施：100％(三大学合同で3
回実施)
・およびインターンシップ報告会の実施：150％(単独で2回、
三大学合同で1回実施)

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

【科目立ち上げの背景と理由】
・中期計画と年度計画の｢大学院のあり方を全学的に
検討する｣課題につき､学部･大学院教務委員会にて
H25年度末から検討を始め、大学院をめぐる環境変
化(求められる人間像･能力･資質の変化や大学院の
社会的評価の低迷､大学の変化と将来の大学教員へ
の準備の必要性等)や大学院修了者の就職状況の
低迷と博士課程進学者減少などの背景に鑑みて、専
門性を超えた普遍的で公正な視点を持ち、大学院修
了後の多様なキャリアに対応できる学生の育成のた
めに、大学院共通教育の枠組みをH27年度から創設
した。順次、キャリア形成､グローバルコミュニケーショ
ン､研究者倫理などについて、総合大学としてのメリッ
トを生かした共通教育を展開していくことを展望して
いるが、ポストドクターキャリア開発事業の産業牽引
型博士人材育成のために開講していた技術経営特
論授業、また個別研究で実施されていたプレFD(大学
院生やポスドク生向けの大学教員となる準備教育)の
取組が、当時すでにあり、それらで開発され蓄積され
たコンテンツや教育ノウハウを活かした形で、まずは
キャリア形成系科目群から立ち上げ、本学の大学院
生の多様なキャリア形成を促す2科目(講義科目と演
習科目)を試行科目として提供することとした。加え
て、上記の大学院をめぐる環境変化や就職・進路状
況などの状況からも、これらの教育が、全学の院生に
とって重要あると判断したことにもよるものである。(そ
の後、院生意識調査で院生ニーズも確認済。別紙参
考欄参照。)

【受講状況と評価】
受講者数と内訳および学生からの評価は別紙参照。

8
【重点】

大学院共通教育科目として「技術経営特論」と「学問・大学と社会―大学院キャリア形成論」を新た
に開講し、全学展開することによりポストドクターのみならず大学院学生にも重点を広げて博士/修
士人材のキャリア教育体系として制度化した。
・「ポストドクター・キャリア開発事業」において、特別養成研究員としてポストドクター8名を雇用して
養成し、7名を企業および公益法人へ長期インターンシップ研修に派遣し、全員がが修了した。イン
ターンシップ修了者は事業全体で累計して16名となり、うち14名が企業に就職した。
・大阪府立大学、兵庫県立大学と共同でグランフロント大阪のカンファレンスルームにてインタラク
ティブ・マッチング(企業と博士人材との交流会)を3回開催した。回を追うごとに企業からの参加者
が増加している。
・インターンシップ報告会を、単独で2回、大阪府立大学、兵庫県立大学と共同で1回開催した。

（経）
経済学研究科付属経済学研究教育センターを設け、特別研究員制度を設けている。
（文）
・文学研究科都市文化研究センターにおいて、多くのポスト・ドクターを研究員として受け入れ、研
究員プロジェクトなどを通じて育成支援をおこなっている。
・博士学位取得者の研究業績の公表を支援するため、出版助成制度を創設し、公募を実施した。
応募があり、厳正な査読の上、1件を採択し、出版にいたった。
・釜山大学校韓国民族文化研究所との共同研究プロジェクトに若手研究者（UCRC研究員）3名を
採用、研究費を交付し、共同研究活動に参加させるとともに、研究員本人の研究推進もサポートし
た。採用された研究員は、学内研究会（3回）と11月、1月、2月に開催された共同研究会に参加し、
2名は2月の国際シンポジウム形式の研究会で研究発表を行った。
・博士学位取得者の研究業績の公表を支援するための出版助成制度について。採択されれば出
版に向けての作業を行う（平成28年度）準備を進めた。
（理）
・研究科独自の博士奨励研究員制度により、学位取得後の研究環境を提供している。
・日本学術振興会の二国間交流事業「結び目不変量と幾何多様体」を通して、若手研究者を育成
している。
・日本学術振興会の頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム「対称性、ト
ポロジーとモジュライの数理、数学研究所の国際研究ネットワーク展開」を通して、若手研究者を
育成している。

Ⅲ

7
【重点】

大学院共通教育科目を設置し、2科目を開講した。

・各研究科においては、次のような取組を通して、教育・研究支援等の充実を図った。
（商）カリキュラム検討委員会を設置し、必要に応じて改善を図ってきた。すでに他研究科との相互
単位取得の促進を図っている。
・学部3年・大学院2年教育プログラム(飛び級による大学院進学制度)の改訂を行った。
（経）大阪府立大学大学院経済学研究科との単位互換について協定を結ぶ。
（法）少人数のため質問用紙は用いず、大学院生により組織される院生協議会と直接、定期的に
研究科長が会見し、研究環境や提供科目等に関する要望を聞き、実施可能なものについて改善し
た。
・法曹養成専攻では、法科大学院認証評価基準の変化に即して、特に法学未修者の学力を向上さ
せるためのカリキュラムを検討し、科目等に関する改善を決定した（平成30年度入学生より適用）。
（文）大学院生の英語による国際発信能力を高めるため、インターナショナルスクール集中講義と
アカデミック・コミュニケーション演習Ⅰ・Ⅱを開講した。
・インターナショナルスクール集中講義については全学部・研究科対象講義として試行実施
（理）「科学のプロ育成プロジェクト」講演会を開催。
・大学院の「化学人材育成プログラム」として、「学術交流研究」、「学際的プランナー養成特別プロ
グラム」、「特別指導論」の科目を提供。
・「物質分子系の組織的な大学院教育改革の推進と化学人材育成」事業の一環として“Graduate-
School Attractive Education Seminar”を開催。
・企業研究者を招へいし、研究者としてのキャリアプランを早期に意識させるセミナーを開催。
（工）博士課程教育リーディングプログラム（システム発想型物質科学リーダー養成学位プログラ
ム）が本年度は第2期となり、引き続きグローバルに産業界を牽引できる博士人材の育成を目指し
た教育を推進している。
・リーディングプログラム履修希望者向けの説明会（参加者85名）、シンポジウム（参加者75名）を
開催。
・今年度は4名がリーディングプログラム履修生選考試験に合格し、合計履修者は6名となった。
（生科）大学生による国際学会発表について、外部のネイティブスピーカー、研究科の外国人講師
等によるプレゼンテーションスキルの公開指導、を行った(4回）。
（医）大学院博士課程にて、「7大学連携先端的がん教育基盤創造プラン（第二期がんプロコース）」
（※文科省採択事業）を従前より開講し、がん医療人の育成に取り組んでいる。
・大学院博士課程にて、「重症児の在宅医療を担う医師等養成事業に関する大学院コース」（※文
科省採択事業）の開設を決定した。（※学生募集は平成28年度から実施する予定である。）
・MD-PhDコース（※基礎医学研究者養成コース）を大学院博士課程のコースとして開設した。（た
だし、このコースの入学者は、平成30年度からとなる予定である。）
（看）大学院生に実施した授業評価アンケート結果をもとに、前期博士課程に新たな科目「保健統
計学」を追加するなど、大学院生のニーズも反映して柔軟に対応している。
・前期博士課程の専門領域に新たに１領域追加することを決定した。
（創都）「３セクター協働の地域活性化人材育成プログラム」を中心に、キャリアアップ支援を果たす
ための各セクターとの協議による資格づくりの構想を継続的に検討中である。
（大学教育研究センター）昨年度に実施された、大学院生および大学院修了生の意識調査の分析
を実施し、報告書を作成した。

Ⅲ

･大学院共通教育科目の設置と試行：100％（2科目）
・大学院生および修了生向け質問紙調査の分析の実施：実
施済
・博士課程教育リーディングプログラムの実施：実施済
（文）IS集中科目、AC演習などの実施：実施済
（理）
・科学のプロ育成プロジェクトの実施：実施済
・化学人材育成プログラムの実施：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・大学院共通科目として「技術経営特論」と「学問・大学と社
会」を選んだ理由はなにか。全学の大学院生にとって、重
要と考えられた理由はなにか。
　受講者数はどの程度だったか。（研究科別および学年）
　受講生からの評価



（１）法人の自己評価にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

【グローバル人材の育成】
全学共通教育、専門教育、大学院
教育の各分野において英語等を
使用した授業を拡充するとともに、
外国語によるコミュニケーション能
力、異文化理解・活用力を持った
グローバル人材を育成するコース
等を実施する。

【学生の留学支援】
国際センターにおいて留学相談窓
口の設置や留学情報の提供、留
学ガイダンス、留学の手引きの作
成等により、学生の海外留学を支
援する。

・引続き各種短期留学プログラム
を実施する。あわせて学生の海外
留学意欲を向上させるために、「夢
基金海外留学奨学金」による経済
的支援や、留学フェアなどに取り
組む。
・グローバル感覚を醸成するため
に、OGMと連携したグローバル関
連のセミナー等を開催する。

[年度計画の達成水準]
・短期海外研修プログラム参加者
数（150人）
・留学フェアの開催
・セミナーの開催

・GC副専攻（平成27年度入学生対
象）を設置し、開始する。
・GCCおよびGC副専攻対象者向
け、Comparative Cultureと
TOEFL80+の2つのACE科目を開
講し、受講者の増加を図る。
・各学部研究科は、外国語・外国
人教員による授業、語学研修・外
国語による論文指導・国際学術交
流支援の充実等により、グローバ
ル人材の育成を図る。

[年度計画の達成水準]
・平成27年度GC_Int(カナダ・ビクト
リア大学研修)参加者(16～20名)
・平成27年度GC副専攻正式登録
者（30名）
・ACE科目（Comparative Cultureと
TOEFL80+）の実施

（主なもの）
（経）英語をメディアにした講義科
目を3科目開講する。
（文）IS集中科目の受講者（20名）
（理）日本学生支援機構（JASSO）
海外留学支援制度（短期派遣 短
期研修・研究型）へ申請
（医）
・国際学術交流協定締結数（3施
設）
・留学生数（派遣30名、受入40名）
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【重点】

・GCCとGC副専攻については、項目No.5参照

・各学部研究科は、次のような取組を通してグローバル人材の育成を図っている。
（商）メルボルンホーソン語学学校に24名(内他学部学生10名)の学生を派遣。
・プロジェクトゼミナールで、ベトナムでの現地企業との学生の共同研究活動を実施し、45名(うち他
学部生1名)が参加。
（経）学部専門教育において、英語による専門科目を7科目提供。
・フィリピンのデラサール大学との間で、英語によるインターラクティブ教育を実施。
・国際研修旅行の実施。
（法）外国語演習（英語、独語、仏語、中国語）の開講数を増やした。
・外国語文献の講読を中心として、諸外国の法学・政治学の状況を内在的に理解することをねらい
とした科目を開講している。
（文）今年度から「インターナショナルスクール（IS）集中科目」、「英語論文ライティングセミナー実践
編」を文学研究科以外の学生にも開放した。
・今後さらに英語等を使用した国際的アカデミックスキルの養成を拡充するため、他部局との連携
や教育プログラムの全学的展開に向けた取り組みを進めた。
（理）前期博士課程、後期博士課程共に海外特別研究という科目を設け、学生が海外派遣先の大
学・研究機関で研究課題の設定、研究発表、実験などを英語で行っている。さらに，派遣後，効果
の検証，評価，単位付与を行っている。
・日本学生支援機構（JASSO）平成27年度海外留学支援制度（協定派遣）短期研究・研修型に採
択（3年度連続4回目）されたプログラム「数学研究所がリードする理学の院生短期海外研究推進プ
ログラム」を実施し，理学の大学院学生の短期海外派遣を推進し成果を積み上げるとともに，一層
の効果を上げるための改善・検討に取り組んだ。また、平成28年度も同制度へ申請した。
（工）国際会議における学生による英語での研究発表、ならびに英語の学術論文を用いた授業を
実施。
・海外学生派遣(受入)事業の募集を行い、8名の学生を海外に派遣。
（生科）英語のプレゼンテーション指導などを実施。
（医）4施設（メルボルン大学医学・歯学・ヘルスサイエンス、香港中文大学、スリーチトラティルナル
医科学研究所、アイオワ大学）と国際学術交流協定（学部間協定）を締結した。
・留学生派遣合計37名（海外病院実習10名、Thomas Jefferson University短期留学5名、・学生留
学支援サークルISAOの活動13名、アイオワ大学基礎系実習1名、基礎研究実習8名）
・留学生受入れ合計60名。（短期BSL受入れ60名）
・留学生宿舎の整備を行い、宿舎の定員をこれまでの4名から8名に増加させた。
（看）「看護英語」で外国人講師による授業を実施した。
（創都）4名の外国人教員が在籍しており、英語による講義「ワールドビジネス」を開講、英語による
論文執筆、論文指導を行った。

Ⅳ

・数値目標を大きく上回った結果、ＩＶの自己評価であるが、
判断根拠としてその努力内容や意義について教えてほし
い。
・今後についても、このレベルの活動が維持できるか、ある
いはもっと取り組みを進めることが可能と考えておられるか
をお聞きしたい。

・各学部での取組み実績と評価を集約し、学内委員
会で検討した結果、Ⅳの自己評価とした。
・特に全学レベルでは、グローバルコミュニケーション
副専攻を新たに開設し国際化に向けた教育プログラ
ムを充実させたことに大きな意義があると考える。国
際化の推進は重点課題と位置付けており、今後も継
続的に取組みを進めていきたい。

平成27年度GC_Int(カナダ・ビクトリア大学研修)参加者：
120％（24名）
・平成27年度GC副専攻正式登録者：117％（35名）
・ACE科目（Comparative CultureとTOEFL80+）の実施：実
施済
（主なもの）
（経）
・英語をメディアにした講義科目を3科目開講する：175％（７
科目）実施済
（文）ＩＳプログラムの受講者数：100％（21名）
（理）・日本学生支援機構（JASSO）平成27年度海外留学支
援制度（協定派遣）派遣者数実績：23名
平成28年度分：申請済
（医）
・国際学術交流協定締結数：133％（4施設）
・留学生派遣数：123％（37名）
・留学生受入数：150％（60名）

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、達成度が
年度計画を大幅に上回っている。

・年度計画の達成水準に対してはご意見のとおりで
あるが、前年比では105%増であることも踏まえ、総合
的に判断し、Ⅲの自己評価とした。
・外国語でのコミュニケーション能力、異文化理解・活
用力を持つグローバル人材の育成の観点からする
と、海外留学・研修、留学生等との交流などの経験を
することも重要な要素となる。そういった面からする
と、現在の短期留学の学生数は満足できるものでな
く、本学としては拡大期にあるものと考えている。
そのため、適当な学生数の水準を設定する段階では
なく、経済的な支援の拡大を図りつつ、短期留学生数
を増加させていく段階と考えている。
経済的支援については、平成27年度は大阪市立大
学夢基金1,500万円（152名）、各種外部資金等約
1,280万円（128名）（ＪＡＳＳ０、阪和育英会など）など
による支援や、各種奨学金・給付金の情報提供など
を行っている（短期・長期を含む）。
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【重点】

学生の留学意欲を向上させるために、これまでwebに掲載していた「留学の手引き」について、より
学生の目に留まるように、冊子体にして1,2年生全員に配布した。
・4月に「留学フェア」を開催し、夏期語学研修や認定留学等の説明会を実施した。
・「夢基金海外留学奨学金」事業により、152名の海外留学を支援した。
・夏期短期プログラム（ビクトリア大、シェフィールド大、上海就業体験）、春期短期プログラム（オッ
クスフォード大、チェンマイ大、ビクトリア大）を実施した。
・学生国際交流団体OGMとも連携し、グローバル感覚を醸成するためのセミナー「グローバル塾」
を計7回開催した。
・来年度より全学共通教育棟1階にグローバルビレッジを開設するべく準備をすすめた。
・学生のグローバル感覚を醸成するため、6月に「チャイナフェスティバル」、7月に「独仏語圏文化
セミナー」、8月に「インドネシア王宮舞踊とガムラン公演」といった国際的なイベントを開催した。
・学生の海外留学を支援するために、ＪＡＳＳＯ等の海外留学奨学金の申請や受給支援を行った。
　
＜短期海外研修プログラム参加者数＞
＊1年以内のプログラム
＊ゼミ旅行・研修は含まず
H22：　　88人　H23：　103人　　H24：　158人
H25：　204人　H26：　272人　　 H27：  288人

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・短期海外研修プログラム参加者数：192％(288人)
・留学フェアの開催：実施
・セミナーの開催：実施

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・学生の留学支援についてはかなり成果が挙がっているよ
うに見受けられるので、評価はⅣでもよいのではないか。
・短期留学生の数は年々増加しているようだが、どのあたり
を適当な水準と考えているのか。経済的な裏付けについて
もお聞きしたい。



（１）法人の自己評価にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

【都市研究プラザ】
市研究プラザはＧ－ＣＯＥ終了後
も本学の中心的課題である都市研
究の拠点として外部資金を積極的
に獲得し、現場プラザを中心とした
都市の政策課題への参画や、海
外サブセンターを活用した都市研
究国際ネットワークの推進ととも
に、国内外の優れた若手研究者の
養成を図る。

･都市研究プラザは、文部科学省
「共同利用･共同研究拠点」補助金
事業を活用し若手研究者による研
究活動の展開し、海外拠点と連携
した国際シンポジウム等に取り組
む。

[年度計画の達成水準]
・特別研究員（若手）採用者数（15
名以上）
・国際ジャーナルCCSの継続発行
・海外センター・オフィスとの協働に
よる海外都市での国際シンポジウ
ム開催

【理学府附属植物園】
理学部附属植物園は、学部領域を
超えた全学的視点による研究会や
公開講座、市民や学外有識者も交
えた公開イベント等を実施する。あ
わせて、関係機関や関連施設(市
立自然史博物館等)とも連携し、都
市の環境・緑化政策に貢献する。

理学部附属植物園は、大阪市・大
阪府の行政機関・関連施設と連携
した研究会や市民参加イベントを
企画・実施する。また、他研究科と
連携した市民講座等を企画・実施
する。
・植物園改革検討委員会の報告に
基づき改革を推進する。

[年度計画の達成水準]
・研究会、市民参加イベントの実施
・市民講座数／受講者数（2件／60
人）
・観察会数／参加人数（5件／200
人）
・共催イベント数／参加者数（10件
／200人）
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【重点】

従来から取り組んできた若手研究者育成事業を「共同利用・共同研究拠点形成事業」と融合させ
たかたちで、国際公募により、先端的都市研究に取り組む若手研究者4名を特別研究員（若手）ま
たは特別研究員（先端都市）として採用した。
・5月14日から16 日にソウル市で開催された国際シンポジウム「居住福祉に関する東アジア会議―
―都市貧困層の居住問題解決に向けて」への参加を、「共同利用・共同研究拠点形成事業」の推
進に資するものと捉え、同国際シンポジウムに、都市研究プラザ所長をはじめとする学内外の研
究者および実務家計9名を派遣した。
・9月23日から25日の3日間にわたり、東アジア包摂都市ネットワークの第５回ワークショップを台北
市において開催した。
・国際ジャーナルCity, Culture and Societyの６巻２号を６月に、６巻３号を9月に刊行した。
・2月に、来年度に「共同利用・共同研究拠点事業」の一環として実施する共同研究プロジェクトの
全国公募し、10件を採択した。また、来年度に採用する特別研究員の国際公募を実施し、特別研
究員（若手）として6名を採用した。
・国際ジャーナルCity, Culture and Societyの６巻４号を12月に、７巻１号を来年3月に刊行した。
・「日韓住民運動30周年記念シンポジウム」を11月に、「国際比較居住福祉シンポジウム」を12月に
開催した。

＜特別研究員（若手）の応募者数（採用者数）＞
H22：　計29名（計20名）　　H23：　計23名 (計16名）　　H24：　計24名（計13名）
H25：　計11名（計11名）　　H26：　計22名（計16名）　　H27：　計12名（計10名）

＜国際シンポ・イベント開催回数＞
H22：　16回　　H23：　11回　　H24：　10回
H25：　　7回　　H26： 　8回　　H27：　19回
＜研究成果物発行数＞
（B＝書籍、D＝ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ、R=ﾚﾎﾟｰﾄ、N＝ﾆｭｰｽﾚﾀｰ）
H22：　D1+R4+N4　　H23：　D6+R4+N4　　　　 H24：　B3+R3+N4
H25：　B1+R2+N4　　H26：　B5+D1+R2+N4　　H27：　B4+R1+N4

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・特別研究員（若手）採用者数：67％（10名）
・国際ジャーナルCCSの継続発行：実施済
・海外センター・オフィスとの協働による海外都市での国際
シンポジウム開催：実施済

（補足）
・一部未達成があるものの、取組実績及び達成水準に対す
る実績のとおり、年度計画が進捗している。
・特別研究員（若手）の採用については、予算の確保が出
来ず目標の採用枠の確保が出来なかったが、国際ジャー
ナルの継続的な発行や国際シンポジウムの開催などを勘案
し、順調に進捗しているとした。

・予算の確保ができなかったため、特別研究員の採用が達
成水準に達しなかったとのことだが、応募者数も平成22年
以来、減少傾向にある。これは、採用枠が減ったことで応
募者数が減少したということか。

・平成22年度以前はG-COEの補助金が潤沢にあり、
募集人数も多く、また採用された場合の給与や研究
費等の待遇も現在よりも良かったため、応募者も多
かった。G-COEのプロジェクトが終了した平成22年度
以降は、都市研究プラザの固有の財源だけでは特別
研究員の雇用が困難なため、外部資金の確保などに
努めているが、それでもなお以前ほど多くの予算を特
別研究員の雇用に用いることはできないため、募集
人数を減らすとともに、採用された場合の待遇も見直
さざるを得なくなり、それに伴い応募者も減少したも
のと考えている。

・理学部附属植物園は、大学の教育・研究施設であ
ることはいうまでもなく第一義であるが、その成果を
社会に還元することにより、大阪市および近隣地域
の住民に貢献していくことも、また公立大学として重
要な役割であると考えている。

・植物園改革検討委員会でまとめた改革の方向性
（『森の植物園』に特化する。情報発信を徹底する。業
務運営体制の抜本的な見直しを行う。等）の実現に
向けて「理学部付属植物園運営会議の設置」、「熱帯
植物管理用温室の廃止決定」、「業務運営体制の見
直し」を行った。

・理学部附属植物園では主に下記の研究を行なって
いる。
　・植物の環境応答、光応答、成長制御
　・花の色と形の分子生動学
　・植物の多様性と適応進化

・具体的な教育・研究の成果発表としては下記の活
動を実施した。
　・本学の都市研究プラザが主催した講演会「「生き
ている化石　メタセコイアの系譜」～中国植物学界の
創始者・胡先骕をとりまく国際ネットワーク～」に協賛
し、植物園で実施した。
　・「都市と森の共生をめざす研究会」（市大教員が主
要メンバー）による植物園を利用した環境問題研究の
成果が「都市・森・人をつなぐ　森の植物園からの提
言」(植松千代美編)として2014年12月に京都大学学
術出版会より刊行された。編者は植物園教員であ
る。
　・来年度は都市緑化を主要テーマにした大阪市立
大学国際学術シンポジウム（園長が代表者）を開催
する。
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【重点】

市民講座（3件）を実施した。
　ナラ枯れ研究会（一般公開研究会）を実施した。
　観察会（11件、下記の開園60周年記念観察会およびかたの環境フェスタ協賛観察会を含む）を
実施した。
　開園60周年記念事業（前年度から継続実施）として、2回の観察会（「植物園でタンポポを調べよ
う」および「化石研究者の視点で見る植物園」）を実施した。
　植物園絵画展および植物園写真展を実施した。
　小学4～6年生対象の「森のサマースクール」(13名参加)、親子向け植物教室「熱帯植物を知ろう」
（26名参加）、高校生向け「ひらめき☆ときめきサイエンス・森の植物園で森を知ろう」（日本学術振
興会補助事業、12名参加）を実施した。
　早朝・夜間特別開園（3件、計5日）を実施した。
　みどりの日に日本植物園協会協賛事業として入園料無料サービスを実施した。また、同日には、
京阪電鉄のイベント「親子で楽しむハイキング・きかんしゃトーマス号2015で行く」に協賛し、イベン
ト参加者（747名）を受け入れた。みどりの日の入園者数は京阪電鉄のイベント参加者数を含めて
978名。
　関西文化の日（11月14・15日）に関西元気文化圏推進協議会協賛事業として入園無料サービス
を実施した。
　交野市「天の川七夕祭り」（織姫の里まつり協議会）を協賛して夜間開園・入園無料サービスを2
日間実施した（夜間入園者約1600名）。
　環境フェスタin交野（3月13日、かたの環境フェスタ市民会議主催）に協賛し、特別展示「私たちが
住んでいる地域の絶滅危惧植物」とその観察会を実施した（特別展示は2016年5月22日まで継続
予定）。
　交野市などとの共催市民講座・観察会を11件実施した。
　植物園改革検討委員会でまとめた改革の方向性（『森の植物園』に特化する。情報発信を徹底す
る。業務運営体制の抜本的な見直しを行う。等）の実現に向けて「理学部付属植物園運営会議の
設置」、「熱帯植物管理用温室の廃止決定」、「業務運営体制の見直し」を行った。

園主催の市民講座・観察会・研究会
　・市民講座数／受講者数：3件／45人
　・観察会数／参加者数：11件／303人
　・公開研究会数/参加者数：1件／52（園教職員を除く）
　・講習・研修会数(小中学生対象を含む)/受講者数：8件／103人
　
共催・協賛イベント
　・講座数／受講者数：5件／78人（関係者を含まない）
　・観察会数／参加者数：6件／116人（関係者を含まない）
　・研究会数/参加者数：3件／95
　・その他のイベント数/参加者数：1件/747人
早朝・夜間特別開園
　・件数／入園者数：5件(16日)／1238人
入園無料の主催・共催・協賛イベント
　・件数／入園者数：2件(3日)／1230人

Ⅳ

研究会、市民参加イベントの実施：実施済
・市民講座・公開講演会数／参加者数：200％（4件）／
162％（97人）
・観察会数／参加人数：220％（11件）／152％（303人）
・共催・協賛イベント数／参加者数（入園無料イベントの入
園者数を含めない）：130％（13件）／498％（995人）

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、達成度が
年度計画を大幅に上回っている。
・市民講座・公開講演会数に公開研究会を加え、参加者数
に公開研究会の一般参加者数を加えた。

・数値目標を大きく上回った結果、ＩＶの自己評価であるが、
判断根拠としてその努力内容や意義について教えてほし
い。
・理学部附属植物園の役割について、大阪府市との連携、
市民参加イベントなどが中期計画に織り込まれ、それにつ
いて相応の成果が挙がっていることは評価できる。しかし、
この植物園は観光施設ではなく、市大の教育・研究施設と
して設置されているものであろうから、教育・研究上どのよ
うな成果を挙げているのかお聞きしたい。



（１）法人の自己評価にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

【知的財産の充実と活用】
効果的な特許管理体制を構築し、
経費補助等の充実により特許の年
間出願件数を８０件～１２０件維持
する。また権利化が必要な特許の
登録を促進し、特許のマーケティン
グなどを通じて特許の活用を図
る。

・知的財産の外部講師によるセミ
ナー開催を行い、研究者への発明
意欲向上に努める。
・知財契約担当のＣＤにより契約書
のチェック体制を整え、企業との共
同出願契約及び実施許諾契約を
進めて知財活用を促進する。
・実用化に即した出願基準への見
直しを図り、出願の質の向上（実用
化）して、法人承継件数を絞り込
む。

[年度計画の達成水準]
・国内特許出願大学承継件数（60
件）
・特許活用件数（45件）

【専門医療】
地域がん診療連携拠点病院として
体制強化を図るとともに、がんの
新たな診断法、治療法の開発を推
進し、診断及び治療効果の向上を
図る。

・がん拠点病院としての機能充実
のため、緩和ケア病床の設置に向
けた検討を継続して行う。
・「がん研修プログラム」を作成し、
地域の病院医師・看護師・薬剤師
への研修を実施する。
・造血幹細胞移植推進拠点病院と
しての機能の充実を図る。

[年度計画の達成水準]
･緩和ケア病床ワーキングの開催
（年4回以上）
･緩和ケア病床設置済み病院の視
察（2施設）
・「がん研修プログラム」への地域
医療関係者の研修参加（2名）
・造血幹細胞移植セミナーの開催
（開催2回／のべ50名以上）
・造血幹細胞移植件数（35件以上）
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国内特許出願大学承継件数：46件
　発明届56件に対して、法人承継件数46件、出願の質の向上を図った結果、法人承継件数は抑え
られている。
・特許活用件数：21件
・未利用特許活用に向けた承認ＴＬＯへの活用の検討を行った。

＜国内特許出願大学承継件数・登録件数＞
Ｈ22：　37件／  3件　　Ｈ23：　61件／2件　　Ｈ24：　64件／9件
Ｈ25：　62件／11件　　H26：　42件／22件　　H27：　46件／33件

Ⅱ

＜達成水準に対する実績＞
・国内特許出願大学承継件数：80.7％(46件）
・特許活用件数：46.6％(21件）

（補足）
・国内特許出願大学承継件数は、実用化を見据えた質の
高い特許出願を重視したため増加しなかった。
・産学官連携推進本部会議にて国内特許出願大学承継件
数の目標値の修正を決議した。

・原因はシーズがないことなのか。それともシーズはあるが
掘り起こしができていないのか。
　そもそもの分母になるシーズを増やす努力が必要であ
る。
・大学のスケールや研究者の数にもよると思われるが、大
阪府立大学や同規模の他大学の状況はどうなっているの
か。

・シーズは論文の数だけあると認識しているが、特許
としての進歩性・新規性を有し、実用化できる研究成
果かどうかの判断を法人承継の段階で評価してい
る。本学の研究は基礎研究が多く、実用化して特許
出願に適していない研究成果が多いことも要因と分
析している。
・中期計画作成時にはH23年度特許出願件数が府大
128件、山口大学97件、三重大学77件と本学規模で
あれば80～120件の出願は可能と判断していた。H26
年度府大は94件と減少させており、単なる出願件数
の増強は予算的にも無理であり、質の重視に方針転
換を図っている。本学も同様の考え方であり、H27年
度より特許件数での競争を図るよりも、出願の質を重
視した戦略に転換した。

・がん対策推進基本計画に則り、安心かつ安全で質
の高いがん医療を提供できるよう、各職種の専門性
を活かした連携と補完、いわゆるチーム医療の推進
を行い、各分野での達成が顕著であった。
・「緩和ケア研修会」は、平成27年度自院主催が1回
に留まったところだが、府下受講率向上を目指し、次
年度以降に主催回数及び受講者枠数を大幅に増加
する計画である。また、「がん診療連携ネットワーク協
議会」については、がん拠点病院の過密地域（指定
22機関）である市域医療圏の特性上、国拠点5機関で
構成する全体組織以外に運営組織を東西南北の4区
に分けたブロック会議を編成している。当院は南ブ
ロックを主幹し、がん拠点事業の啓発と推進に努めて
いる。
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・既設置施設のヒアリングを実施し、ワーキング内で設置案を策定。設置案については9月のがん
診療委員会での承認後、10月の病院戦略会議にて承認を得て、平成28年1月1日試行、同年4月1
日施行することが確定した。
＜がんプロ＞
・「がん研修プログラム」が平成26年度内に作成されたため、平成27年4月より1年間、地域中核病
院の専門医療職(看護師1名、薬剤師3名)に対し、隔週土曜日に共通特論講義（臨床腫瘍学総論、
臨床腫瘍学各論）を実施している。
・実習では看護師1名は1週間がん専門看護師について緩和ケアチームにおいてカンファレンスや
チームでのラウンドについて学び、薬剤師2名は第1回目の実習で１週間外来化学療法センターに
おいて調剤や病棟・外来におけるがん化学療法のプロトコールの実施や管理について学び、2回
目の実習で病棟実習を行った(2回目については1名のみ)。
＜造血幹細胞移植推進拠点病院＞
・平成28年3月末までに造血幹細胞移植セミナーを6回開催（参加者合計388名）した。
・造血幹細胞移植件数は28年3月末までに47件実施した。
・研修では医師5名、HCTC3名、管理栄養士1名を長期研修で受け入れ、医師1名、看護師8名、
HCTC11名を短期研修で受け入れた。

＜化学療法センター年間治療件数＞
H22：　5,288　　　H23：　5,385　　H24：　5,913
H25：　7,097　　　H26：　8,480　　H27：  8,767

Ⅳ

＜達成水準に対する実績＞
･緩和ケア病床ワーキングの開催：150％（6回）
･緩和ケア病床設置済み病院の視察：150％（3施設）
・「がん研修プログラム」への地域医療関係者の研修参加：
200％（4名（看護師1名、薬剤師3名）受講
・造血幹細胞移植セミナーの開催：200％（6回）776％（388
名）
・造血幹細胞移植件数：134％（47件）

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、達成度が
年度計画を大幅に上回っている。

・数値目標を大きく上回った結果、ＩＶの自己評価であるが、
判断根拠としてその努力内容や意義などを教えてほしい。
・「国指定地域がん診療連携拠点病院として体制強化を図
る」ための年度計画に緩和ケア病床の設置に向けた検討
やがん研修プログラムが入っていて、その取組が進捗して
いることは大いに評価できる。また、造血幹細胞移植推進
拠点病院として幹細胞移植を47件実施されたことは大学病
院としてがん医療への大きな貢献であると評価する。一
方、拠点病院として毎年開催が義務化されている「緩和ケ
ア研修会」についての記述も必要であると考える。また、大
阪市立大学医学部附属病院は大阪市域で唯一の大学病
院でかつ国指定地域がん診療連携拠点病院であり、大阪
市域の「がん医療ネットワーク協議会」を主宰・主導する立
場にあると考えるが、これについての取組の記述が必要で
はないか。



（１）法人の自己評価にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

【危機対応能力を備えた医師の育
成】
専門領域にとらわれず、患者の予
期しない病態の悪化や状態の急
変に主体的に対応できる危機対応
能力を備えた医師を育成する。
　災害拠点病院としての機能を高
めるため、災害時の初期救急医療
に対応できる能力を備えた医師を
育成する。

・災害時の初期救急医療に対応で
きる医療従事者を育成するため
に、救急初期診療を習得できるoff
the job トレーニングコース等を充
実するとともに、救命救急センター
が提供する「危機対応能力育成プ
ログラム」を活用し、危機対応能力
を備えた医師を育成する。

[年度計画の達成水準]
・ATOM(Advanced Trauma
Operative Management)コース（1
回開催）
・災害対応講習会に参加
（MIMMS、HMIMMSそれぞれ1回、
のべ4名）
・気道管理、呼吸管理、循環管理
の講習会（5回実施）
・災害対応セミナーの開催（3回実
施）
・危機対応育成プログラムに参加
（1名あたり3～4カ月の修練期間で
5名以上の医師が参加）
・院内災害訓練への医師の参加
（50名以上）

【市民の健康支援】
市民の健康づくりに積極的に寄与
していくため、大学病院の人的・技
術的資源を活かし、健診や健康相
談など多角的なヘルスケアサービ
スを実施する。

・平成26年4月に開設した
MedCity21の安定的な運営を行
う。

[年度計画の達成水準]
・年間健診受診者数（14,000名）
・年間保険診療等受診者数（7,000
名）
・医学講座を年間で5回以上開催
する。
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9月27日にATOMコースを開催し、3名の受講生が参加した。
・6月26-28日のMIMMSを看護師1名が、11月14-15日のHMIMMSに2名の看護師が、1月23-24日
のHMIMMSに1名の看護師が受講した。
・4月、7月、8月、10月、12月、1月に気道管理、呼吸管理、循環管理の講習会を開催した（6回）。
・災害対応セミナーを１月から3月にかけて3回実施した。
・危機対応能力育成プログラムに5名（4月−6月、7月−9月、8月-3月、10月-12月、1月-3月）が参
加した。
・院内災害訓練を3月8日、11日、18日に実施した（いずれも部分訓練のため、のべ9名の医師が参
加）

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・ATOM(Advanced Trauma Operative Management)コース：
100％（1回開催）
・災害対応講習会に参加（MIMMS、HMIMMS）：100％（4名
受講）
・気道管理、呼吸管理、循環管理の講習会：120％（6回開
催）
・災害対応セミナーの開催：100％（3回）
・危機対応育成プログラムに参加：100％（5名参加）
・院内災害訓練への医師の参加：20％（9名参加）

（補足）
・一部未達成があるものの、取組実績及び達成水準に対す
る実績のとおり、年度計画が進捗している。

・「危機対応能力を備えた医師の育成」は災害拠点病院で
ある大学病院にとってきわめて重要なことで、年度計画にト
レーニングコースや講習会・セミナーの開催を入れているこ
とは大いに評価できる。しかし、さまざまなトレーニングコー
スへの参加者が1～3名や危機対応能力育成プログラム参
加者が5名と極めて少ないことは、今後改善の努力が必要
ではないかと考える。また、病院の危機対応能力には専門
家の育成とともに、全職員の危機対応訓練（大規模災害訓
練など）が必要と考えらるが、院内災害訓練への医師の参
加は9名（達成率20％）と極めて少なく今後の改善が必要と
考える。

・ATOMコースは豚を用いた外傷外科トレーニング
コースであるため、1回の受講生枠が3名と限られて
いる。今後はコース開催回数を増やすことで受講生
の増加を図りたい。災害訓練については平成27年度
は総合訓練から本部機能の強化を目的とした部分訓
練に変更したため医師の参加は9名であった。平成
28年度は総合訓練を計画しており、医師の参加者は
増加する予定である。危機対応能力育成プログラム
は院内各科から希望制で参加しているものである
が、平成28年1月、プログラム責任者が各診療科部
長に面談し参加を呼びかけた。

別紙参照
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【重点】

診受診者数　　　　       7,134/14,000人 （  51％）
保険診療等受診者数　　10,247/  7,000人 （146％）
（合計　　　　　　　　　 　　17,381/21,000人  （　83％））
医学講座開催数　　　　　　　　7/5回 　（140％）

Ⅱ

＜達成水準に対する実績＞
・年間健診受診者数：51％（7,134/14,000人）
・年間保険診療等受診者数：146％（10,247/7,000人）
※合計83％（17,381/21,000人）
・医学講座を年間で5回以上開催する：　140％（7/5回）

（補足）
・健診については達成率51％だが、保険診療を含めた全体
の受診者数としては83％である。

・第二期中期計画に「市民の健康支援」の事項を挙げて
MedCity21を平成26年に開設し、市民への健診や医学啓
発の活動を進めていることは予防医学の観点から、また大
阪府の健診率が全国平均に比べて低いことから大いに評
価できる。しかし、健診受診者数が目標の半分程度にしか
達していないことについては今後改善努力が必要と考え
る。
・MedCityの受診者数は昨年よりかなり改善したとのことで
あるが、達成水準はまだかなり下回っている。競争相手も
あり、急激には達成水準のクリアが難しいことは理解できる
が、普及のためにどのような宣伝・広報、営業活動を行って
いるのか。



（２）法人の自己評価以外にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

【若手研究者養成等】
大学院教育の環境整備として、学
位取得後のキャリアパス形成支援
のため外部資金を活用した若手研
究者の育成支援などの具体的支
援を図る。

・文科省補助事業「ポストドクター・
キャリア開発事業」の実施により、
6名雇用し、インターンシップに派
遣する。
・同事業に関連して、工学部で実
施されている従来の「技術経営論」
に加え、大学院向け「技術経営特
論」と「学問・大学と社会―大学院
キャリア形成論」を新たに開講す
る。
・大阪府立大学、兵庫県立大学と
共同で3回、インタラクティブ・マッ
チングを開催する。
・インターンシップ報告会を、大阪
府立大学、兵庫県立大学と共同で
1回、単独で1回開催する。

年度計画の達成水準]
・「技術経営特論」「学問･大学と社
会―大学院キャリア形成論」（大学
院向け）の開講
・インターンシップ派遣数（6名）
・インタラクティブ・マッチング（3回）
およびインターンシップ報告会の
実施（2回）

【他学部履修等の促進】
総合大学としてのメリットを活か
し、広い視野と専門性を兼ね備え
た人材を育成するため、教育推進
本部と各学部は、他学部履修等を
促進するための効果的な仕組みを
設ける。

・総合大学としてのメリットを活か
し、広い視野と専門性を兼ね備え
た人材を育成するため、GC副専
攻、CR副専攻を設置し、開始す
る。

[年度計画の達成水準]
・平成27年度GC_Int（カナダ・ビクト
リア大学研修）参加者（16～20名）
・平成27年度GC副専攻正式登録
者（30名）
・平成27年度より、CR副専攻登録
者（15名）
・CR副専攻認定専門科目開講数
（20科目）

8
【重点】

大学院共通教育科目として「技術経営特論」と「学問・大学と社会―大学院キャリア形成論」を新た
に開講し、全学展開することによりポストドクターのみならず大学院学生にも重点を広げて博士/修
士人材のキャリア教育体系として制度化した。
・「ポストドクター・キャリア開発事業」において、特別養成研究員としてポストドクター8名を雇用して
養成し、7名を企業および公益法人へ長期インターンシップ研修に派遣し、全員がが修了した。イン
ターンシップ修了者は事業全体で累計して16名となり、うち14名が企業に就職した。
・大阪府立大学、兵庫県立大学と共同でグランフロント大阪のカンファレンスルームにてインタラク
ティブ・マッチング(企業と博士人材との交流会)を3回開催した。回を追うごとに企業からの参加者
が増加している。
・インターンシップ報告会を、単独で2回、大阪府立大学、兵庫県立大学と共同で1回開催した。

（経）
経済学研究科付属経済学研究教育センターを設け、特別研究員制度を設けている。
（文）
・文学研究科都市文化研究センターにおいて、多くのポスト・ドクターを研究員として受け入れ、研
究員プロジェクトなどを通じて育成支援をおこなっている。
・博士学位取得者の研究業績の公表を支援するため、出版助成制度を創設し、公募を実施した。
応募があり、厳正な査読の上、1件を採択し、出版にいたった。
・釜山大学校韓国民族文化研究所との共同研究プロジェクトに若手研究者（UCRC研究員）3名を
採用、研究費を交付し、共同研究活動に参加させるとともに、研究員本人の研究推進もサポートし
た。採用された研究員は、学内研究会（3回）と11月、1月、2月に開催された共同研究会に参加し、
2名は2月の国際シンポジウム形式の研究会で研究発表を行った。
・博士学位取得者の研究業績の公表を支援するための出版助成制度について。採択されれば出
版に向けての作業を行う（平成28年度）準備を進めた。
（理）
・研究科独自の博士奨励研究員制度により、学位取得後の研究環境を提供している。
・日本学術振興会の二国間交流事業「結び目不変量と幾何多様体」を通して、若手研究者を育成
している。
・日本学術振興会の頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム「対称性、ト
ポロジーとモジュライの数理、数学研究所の国際研究ネットワーク展開」を通して、若手研究者を
育成している。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・「技術経営特論」「学問･大学と社会―大学院キャリア形成
論」（大学院向け）の開講：100％(大学院共通教育科目とし
て2科目を開講)
・インターンシップ派遣数：117％(7名)
・インタラクティブ・マッチングの実施：100％(三大学合同で3
回実施)
・およびインターンシップ報告会の実施：150％(単独で2回、
三大学合同で1回実施)

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・ポストドクター・キャリア開発事業の「特別養成研究員」の
候補者はどのように選んだのか、そしてこのポスドクは研
究をする普通のポスドクとは異なって、就職するための訓
練を特別に受けたのか、などについて説明をお願いした
い。

・これまでも他学部履修の促進については取組んで
きており、一定の成果を上げていると考える。
　平成27年度
前期　他学部履修者数（延べ人数）　3,170名
（他学部履修率　6.7％）
後期　他学部履修者数（延べ人数）　2,657名
（他学部履修率　8.4％）
合計　他学部履修者数（延べ人数）　5,827名
（他学部履修率　8.0％）
・平成27年度は、これまでの取組みを発展させＣＲ副
専攻・ＧＣ副専攻の開設を計画し実施した。
・CR副専攻では、関係する学部専門科目を他学部履
修可能とし、コア科目として認定している。
・CR副専攻認定専門科目および履修者数（CR副専
攻履修者のみ抽出）については別紙のとおり。
・CR副専攻が平成27年度から開始された副専攻であ
り他学部履修者数は少なく、開講時間等について今
後検討し改善していく。（別紙参照）

・選考については、プログラム運営委員からなる選考
委員会により書類選考、面接選考を実施し、イノベー
ション創出の可能性、キャリアパス開拓への意識、研
究展開力、異分野理解力、グローバル性、派遣先企
業とのマッチング等の判断基準により採点、一定の
評価を得たものを本年度の養成対象者として認定し
特別養成研究員に任命した。
・養成については、自分自身の研究能力、基礎知識、
人柄などの保有する潜在能力を含む能力を棚卸し
し、自己の強みおよび努力を要するポイントを認識す
ることにより、自分自身のあるべき姿、なりたい姿を
具体化し、社会人として自己を最大限に活かす進路
をデザインするキャリアデザインの訓練を特別に実施
している。
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・GC副専攻、CR副専攻について項目NO.5参照
・平成27年度GC副専攻登録者（35名）：文系4学部、理系4学部の学生で構成されている
・平成27年度CR副専攻登録者（12名）：文系3学部、理系1学部の学生で構成されている
・CR副専攻認定専門科目開講数は20科目であり、すべて他学部履修を可としている。文系3学部
と理系1学部が認定科目を提供。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・平成27年度GC_Int（カナダ・ビクトリア大学研修）参加者：
120％（24名）
・平成27年度GC副専攻正式登録者：117％（35名）
・平成27年度より、CR副専攻登録者：80％（12名）
・CR副専攻認定専門科目開講数：100％（20科目開講）

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・他学部履修が可能になったとのことだが、その実態はど
のようなものか。
（科目や履修人数など）



（２）法人の自己評価以外にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

【学位の質保障】
各学部・研究科は、それぞれが授
与する学位の質を保証するため、
学生が的確に学習・研究できる履
修体制を整備するとともに、成績
評価の判断基準や方法をシラバス
へ明示し成績評価や学位審査を
厳正に実施する制度を構築する。

・各学部研究科は、科目ナンバリ
ング制導入、学修マップの作成等
の学位質保証に係る諸制度を学
部の特性に応じ、導入や改善を検
討する。

[年度計画の達成水準]
（主なもの）
（経）
・レポートや卒業論文の評価基準
を統一
・卒業論文審査委員会を組織する
（理）
・学位審査基準を明確化
・成績評価の判断基準や方法を明
示
（生科）カリキュラムポリシーに合
致した学修マップ草案作成に着手

【教育改善・ＦＤ活動】
各学部・研究科等及び教員は、大
阪市立大学教育改善・ＦＤ宣言に
基づき、幅広く多様な教育改善･Ｆ
Ｄの自律的活動を進め、教育推進
本部及び大学教育研究センター
は、それらの活動を基盤としつつ
それらの取り組みが本学の教育活
動全体の質の向上に真に結びつく
ものとなるよう、部局を超えた全学
的な教育改善･支援を組織的に行
う。

教育の改善に対する取り組みは非常に優れていると感じ
る。種々の新しい試みも見られるが、中でも理学研究科の
「大学院公開授業」とはどのような取組か。他の研究科へ
の波及もありうるのか。これらの取組は各研究科、学部に
任せられているのか。

・教育の改善に対する取り組みは、全学的な取組み
とともに各研究科・学部単位でも実施している。
・理学研究科で取組んでいる大学院公開授業とは、
大学院の授業を学内の教職員や大学院生に公開す
る取組みで、数物系専攻「数学概論Ⅰ」（数学科教員
によるオムニバス形式講義）でおこなわれている。
・全学的な取り組みについては大学教育研究セン
ターが中心になり検討する。
・また、研究科・学部単位での取組みについては「教
育実践事例ＷＥＢデータベース」に登録され、他研究
科とも情報共有できる環境を整えている。

・各学部研究科等及び教員は、教
育改善・ＦＤの効率的かつ自律的
な活動を進める。この活動につい
て教育推進本部・大学教育研究セ
ンターとも綿密な連携を図る。
・大学教育研究センターは、引き続
き幅広く多様な教育改善･ＦＤの自
律的活動の状況について把握・分
析し、全学の教育・ＦＤニーズを把
握しつつ、効果的なＦＤ事業を工夫
する。

[年度計画の達成水準]
・各学部・研究科におけるＦＤ研究
会、研修会、セミナー等の開催（全
学10回）
（大学教育研究センター）
・効果的なＦＤの実施を目的とした
研究会・シンポジウム等（全学ＦＤ
事業）の開催
・同ワークショップ・セミナー・研修
会等（全学FD事業）の開催
・教育改善・ＦＤに関して実施した
調査等の分析結果等の報告(共
有)（1回）
・優秀教育賞・優秀テキスト賞の受
賞者による内容紹介記事をセン
ター紀要に掲載し学内共有を図る
（紀要年1回以上発行）
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・大学教育開発センターによる全学的な教育改善・ＦＤが実施された。
・研究会・シンポジウム等を4回実施。（FD研究会「学士課程の学修成果の検証結果と今後の評価
方法の可能性」、教育改革シンポジウム「高大接続の観点からの入試・教育改革について」、教育
支援のためのFDワークショップ「授業応答システム（クリッカー）の活用方法を考える」、教育支援
のためのFDワークショップ「多人数授業でのアクティブラーニング実践：双方向型の講義運営事例
(専門教育科目)の紹介」）
・教育実践事例WEBデータベースを継続公開した。
・学生・卒業生調査および副専攻の学修成果に関する調査について報告を行った。
・優秀教育賞・優秀テキスト賞の受賞者による内容紹介記事、各研究科等のFD取組の内容を大学
教育研究センター紀要に掲載し学内共有を図った。

・各学部研究科等及び教員は、次のとおり特性に応じて多様な研修会を実践し、教育改善・ＦＤの
活動を進めた。
（商）授業に関して教員全体で振り返るためのFD研究会を実施した。
（経）学部・研究科教育のあり方について、FD研究会を開催した。
（法）学生から本学部の教育面での具体的要望を聴取し、教育改善に活用している。
・大学院法曹養成専攻では、独自内容のアンケートを行っている。こちらもアンケート結果を踏まえ
半期ごとにＦＤ集会を開催するとともに、各授業のアンケートの集計結果を示しながら担当教員が
付したコメント集を専攻用の電子掲示板に掲示して所属学生の閲覧に供している。
（文）FD研修会を2回実施。（「大学院教育の現状と展望についての情報共有」、「大学論の講演」）
（理）大学院公開授業の実施。
（工）工学部FD集会では「教育におけるＩＴ利用の可能性」をテーマとして講演を実施し、また工学部
教員2名が利用例を紹介した。
（生科）研究科全体で、研究倫理に関する講習会を実施した。
（医）医学教育分野FD講習会（3回）、Post CC-OSCE(臨床実習後OSCE）にて評価者FD講習会、
共用試験OSCE内部評価者対象FD講習会、臨床研修指導医養成のためのワークショップを開催し
た。
（看）前期には「病院と大学で協働する看護基礎教育・現任教育：キャリアシステム神戸REEDプラ
ンの取り組みから」をテーマとして，本学医学部附属病院看護部職員にも講演会に参加してもら
い、本学おける教育と実践の協働についてＦＤ活動を実施し、後期は演習，実習の公開参観を行
い，その結果をもとに「学生の看護の実践力向上をめざした演習・実習のあり方」についてFD研修
会を実施。
（創都）・研究科内ＦＤ研修では「事業計画に関する独自の指導法」「留学生指導のノウハウ」につ
いて全体でディスカッションした。28名（82.4％）の出席であった。

＜FD研究会参加者数＞
H22：　60人　　H23：　62人　　H24：　63人
H25：　52人　　H26：　50人　　H27：　5１人

＜教育改革シンポジウム参加者数＞
H22：　72人　　H23：　　61人　　H24：　69人
H25：　86人　　H26：　136人　　H27：　55人

 

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・各学部・研究科におけるＦＤ研究会、研修会、セミナー等
の開催：実施済（全研究科合計43回以上）
（大学教育研究センター）
・効果的なＦＤの実施を目的とした研究会・シンポジウム等
（全学ＦＤ事業）の開催：実施済
・同ワークショップ・セミナー・研修会等（全学FD事業）の開
催：実施済
・教育改善・ＦＤに関して実施した調査等の分析結果等の
報告(共有)：実施済
・優秀教育賞・優秀テキスト賞の受賞者による内容紹介記事
をセンター紀要に掲載し学内共有を図る：実施済
・各研究科等のＦＤ取組の内容をセンター紀要に掲載し学
内共有を図る：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
（主なもの）
（経）
・レポートや卒業論文の評価基準を統一：実施済
・卒業論文審査委員会を組織する：実施済
（理）
・学位審査基準を明確化：実施済
・成績評価の判断基準や方法を明示：実施済（シラバスに
成績評価方法を記載）
（生科）カリキュラムポリシーに合致した学修マップ草案作成
に着手：着手済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・科目ナンバリングは、授業内容に適切な番号を付し
て分類することで学修の段階や順序等を表し、教育
課程の体系性を明示する仕組みである。
　このような可視化を行うことで，４年間（６年間）を通
して学生がどのような分野のどのような難易度の科
目をどのような順序で学んだか、学位の質を保証す
ることが出来る。
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・平成28年度から科目ナンバリングを導入することを決定し、各学部で準備作業を開始した。
・各学部研究科は学位質保証に係る諸制度を学部の特性に応じ、導入や改善の検討をしている。

（商）学部では卒業要件としてGPA1.0以上の条件を課し、学位について厳正な評価を導入。
・成績評価の方法はシラバスにすべての講義科目の評価方法を明示している。
・各科目の成績分布表を作成し、教員自らが評価に偏りがないか自己評価をおこない、公平性・公
正性の確保に努めている。
（経）インターゼミ及び国際学生討論会（三大学シンポジウム）を開催し、ゼミにおける教育水準の
向上を図った。
・旧三商大学生討論会を開催し、ゼミにおける教育水準の向上を図った。
・レポートや卒業論文の採点基準を統一し、シラバスに掲載している。
・卒業論文審査委員会を組織し、卒業論文の質を確保した。
（法）大学院法曹養成専攻では、各学生が志望に沿って科目の履修を進められるよう、履修モデル
を目安として設定している。
（文）「評価方法」を明示している。卒業論文の指導を行う卒論演習、修士論文のための研究指導
を必修単位として課し、少人数教育を基本とし、懇切丁寧な指導を行っている。
・各履修コース・専修では、丁寧な口頭試問を行うなど、評価も厳密になされている。
・カリキュラムは、卒業論文・修士論文に向けて積み上げる形で編成される一方で、他コース・専修
の科目も広く履修し、視野を広げるように組み立てられており、質を保障する体制が整備されてい
る。
（理）シラバスに成績評価方法を記載している。
・学位審査基準を研究科ホームページへ掲載した。
（工）学修マップを作成し、学生への指導を推進した。
・学位論文の評価基準を履修規定に記載し、ホームページで公開した。
・修士論文審査の厳格化及び主査・副査の決定手続きを整理し改善した。
（生科）修士課程において、中間発表会を実施し、評価シートにより評価基準を統一した。
・居住環境学科において、卒業論文の評価基準を統一。
（医）医学科教務委員会が主体となり学修マップの修正及び教育要項の改訂を実施した。
（看）学部・大学院ともシラバスには成績評価基準を明示。成績評価は試験、レポート等により適正
に評価されている。
・GPAは成績優秀者、授業料減免者の選考に用いている。
・修士論文、博士論文審査ともに複数審査員による学位審査を行うことを含め、ガイドラインをシラ
バスに提示している。
（創都）成績評価の基準や方法をシラバスで明示。

・科目ナンバリング制とはなにか。この制度と学位質保証と
の関係を説明してほしい。



（２）法人の自己評価以外にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

・各研究科等のＦＤ取組の内容を
センター紀要に掲載し学内共有を
図る（紀要年1回以上発行）

 

＜FDワークショップ参加者数＞
H22：　77人　　H23：　51人　　H24：　21人
H25：　28人　　H26：　96人　　H27：　46人

＜大学教育研究セミナー参加者数＞
H22：　98人　　H23：　132人　　H24：　25人
H25：　19人　　H26：　 32人　　H27は未実施



（２）法人の自己評価以外にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

【教育に関する学生支援等】
文学部における「教育促進支援機
構」による学生支援等、各学部・研
究科は、学習相談等の体制を整
備・維持し、組織的できめ細かな
学習相談や学習支援等を行う。ま
た大学教育研究センターは、各学
部・研究科の取り組みに対する支
援を行うため、教育に対する学生
支援のあり方に関する研究・助言
を行う。

【国際交流の促進】
とともに、都市研究プラザ、複合先
端研究機構、都市文化研究セン
ター、数学研究所などによる研究
活動及び日本学術振興会の助成
による「若手研究者海外派遣事
業」や「頭脳循環の活性化事業」な
どを活用して交流研究機関との連
携を強め、これらを国際研究交流
拠点として発展させ、研究者等の
交流を促進する。同時に、国際交
流を円滑に推進するための学内規
程の見直し等の環境整備を行う。

・引続き学術交流協定の締結の増
を推進するとともに、外部資金を活
用しつつ、海外の交流研究機関と
の連携を強め、研究者等の交流を
促進する。

[年度計画の達成水準]
・大学間交流協定数（23大学）
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各学部研究科は組織的な学習相談や学習支援等に取り組んだ。
（商）学部では学生の支援組織としてはプロゼミナールおよび専門ゼミナールを位置づけ、前者は
学生の学習態度やキャリアに関する支援も含め、学生の種々の支援を実施。また、取得単位数が
少なく進級や卒業が困難な学生に対して、学習相談会を開催し、個別に教員が対応して支援を実
施。
・上回生グループによる新入生ガイダンスを行い、学習や履修についての支援を行った。
・学生論文集『CORE』を刊行しており、多くの専門ゼミナールが研究論文を執筆し学生の研究促進
のインセンティブになっている。
（経）学習相談室を設置し、大学院生による学部生への学習相談を行っている。
・三大学ゼミの運営、オープンキャンパス・保護者懇談会における学生企画、ゼミ募集行事、卒業
パーティー等、多くの企画に学生と教員が協力して実施している。
（法）各教員、学習相談員、教務委員、学生サポートセンター法学部教務担当職員が相互に連携し
て、学修上の相談に応じる体制が整備されている。
・単位修得状況が芳しくない学生については、担当教員が個別を実施。
・大学院法曹養成専攻では教員2人1組で個別面談を実施している。また、学期中のオフィス・ア
ワー、春季・夏季休業期間および研修期間における学習相談を設定して学生からの質問等に応じ
る体制を整備している。教務全般に関するアンケートも行い、学生のニーズの把握に努めている。
（文）新入生歓迎オリエンテーション参加率：92.5％（148名）（1回生対象の履修相談会を兼ねる）、
履修相談会（個別）：参加者23名、Officeソフト講習会スタッフ5名：参加者7名、先輩学生によるコー
スガイダンススタッフ46名：参加者179名、文学部案内編集スタッフ21名、オープンキャンパス企画
スタッフ17名、当日スタッフ59名
・優秀卒論賞、優秀修論賞の授与。
（理）学部学生に対する複数担任制度を採っており、学生からの相談に助言・指導を実施。
・大学院生にも担任制を採用し研究指導教員を含めた複数指導体制を実施。
・履修や進路の相談に関しては、主任または副主任に加えて、学生サポートセンターの職員が連
携して助言・指導を実施。
（工）各学科の学生相談委員は各ガイダンス直後に個別面談を行い、問題や課題のある学生の事
情を把握の上、適切な指導を行った。
・各学科で学修マップを活用し、教員の指導の下で学生による学修到達度の自己点検を実施し
た。
・障がい学生に対して、障がいの種類に対応した支援を行った。
・教員及び大学院のティーチングアシスタントで、高校で「数学Ⅲ」および「（旧）数学Ｃ」を履修して
いない学生を対象に補講を実施。
（生科）すでに構築されている学生支援体制によって支援を実施している。
（医）学生が卒業するまで同じ教授が1回生～6回生の混在グループのチューターをすることで、教
員が学生個人の成長を把握でき、また、グループ間での情報交換や交流がしやすいよう配慮して
いる。
（看）履修が困難な学生、休学希望者等には各セメスターに１回、教務委員による面接を行い細や
かな履修指導を実施。学部学生にはアドバイザー制度を設置。
・各セメスターに教務面接を実施している。
（創都）7研究分野から院生会の構成員を選出し、院生同士の交流、研究科教員との意見交流を促
す体制をとっている。学生の学習面での疑問や困難に対応するために、各研究分野ならびに研究
科全体で窓口となる担当教員を学生に周知し、学生が意見を発信しやすいシステムの導入などを
実施。
（大学教育研究センター）発達障がいのある学生への支援に関わる研究情報を収集し、障がい学
生支援室に情報の提供、講師の紹介を行ったほか、研修会を共催した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
（主なもの）
（経）学部と学生が共同企画する事業を通し、教育する機会
を提供：実施済
（文）
・新入生歓迎行事の参加率：132％（92.5％）
・先輩学生によるコースガイダンスのべ参加者数：94％（131
名）
（理）学部、大学院での複数担任制度を維持する：実施済
（工）学生支援体制の維持と積極的な学習支援の実施：実
施済
（生科）学習相談体制・制度や各種企画などの支援の実
施、および周知方法、利用方法の改善：実施済
（大学教育研究センター）障がい学生支援室等が開催する
教育に関する学生支援のワークショップ・セミナー等への支
援：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

進級や卒業が困難な学生に対して常にきめ細かな支援が
行われているようだが、その効果はあがっているのか。

・実績は下記の通り。
学士課程退学率　Ｈ25：1.17％　Ｈ26：1.13％　Ｈ27：
0.94％
休学・留年率　　Ｈ25：5.46％　Ｈ26：5.28％　Ｈ27：
4.96％

・学生へのきめ細かな支援は、単純に退学率や休
学・留年率の減少を目的とはしていない。学生が不安
なく教育・研究できる支援を充実させることにより、教
育・研究の成果を高めることができていると考えてい
る。

・各学部研究科は、学生支援体制
を整備・維持し、組織的な学習相
談や学習支援等を行う。
・大学教育研究センターは、学生
支援に関わる情報を収集・提供す
ることを通じて障がい学生支援室
等の活動を支援する。

年度計画の達成水準]
（主なもの）
（経）学部と学生が共同企画する
事業を通し、教育する機会を提供
（文）
・新入生歓迎行事の参加率（70％）
・先輩学生によるコースガイダンス
のべ参加者数（140名）
（理）学部、大学院での複数担任
制度を維持する
（工）学生支援体制の維持と積極
的な学習支援の実施
（生科）学習相談体制・制度や各種
企画などの支援の実施、および周
知方法、利用方法の改善
（大学教育研究センター）障がい学
生支援室等が開催する教育に関
する学生支援のワークショップ・セ
ミナー等への支援（年1回以上）

・平成27年度は、学術交流協定（部局間を含む）に基
づく学生派遣数212名、受入交換留学生数19名、研
究者交流5名（派遣3名、受入2名）などの実績があ
り、海外との教育・研究上の重要な交流の機会となっ
ている。
また、学術交流協定に基づく交流の一例として、「東
アジア都市対話フォーラム」は平成25年度から上海
市と大阪市で毎年交互に開催し、大阪と上海という２
つの大都市に共通する社会的課題を両市の有識者
が議論することで、各有識者の研究を発展させる効
果はもとより、その捉え方や解決方法を様々な角度
から提示することができる効果、同時に、広く学内外
の研究者や市民の皆様にも参画していただき、実践
への知恵を共有できる効果などが期待される取り組
みとなっている。
平成27年度「大阪における単身高齢化問題と地域へ
の影響」他
平成26年度「地域課題解決への視点」他
平成25年度「上海都市発展と高齢化問題」他
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【重点】

かの調査を行った。
・新たに、デラサール大学（フィリピン）、香港中文大学（中国）、大連大学（中国）、ウィーバー州立
大学（米国）と大学間学術交流協定を締結した。
・在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館と連携協力に関する覚書を締結した。
・「一般財団法人海外産業人材育成協会（HIDA）」との業務協力・連携協定を締結し、同協会の関
西研修センターとの連携を開始した。
・HIDA関西研修センターが受託している「看護師候補者日本語研修事業」に協力し、10/15にフィリ
ピン、10/20にインドネシアからの研修生の病院研修を受入れた。
・「アジア・日本研究フェローシップ事業」と「大学院学生海外派遣事業」を見直し、新たに若手研究
者の海外派遣を支援する事業「若手研究者海外研究奨励事業」を開始した。
・国際化戦略本部会議で、教育を目的とした外国人教員の招へい事業や交換教授事業について
検討した。
・11月にタイ・チェンマイ大学のリエゾン活動を実施した。

＜大学間学術交流協定数＞
H22： 　9協定　　H23：　11協定　　H24：　14協定
H25：　19協定　　H26：　21協定　　H27：　26協定※
※ベトナム総領事館との協定を含む

＜達成水準に対する実績＞
・大学間交流協定数：113％(26協定)

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・学術交流協定については、協定数・提携数だけではなく、
教育・研究上どのような効果が挙がっているかが重要と思
われるが、その点はどうか。具体例を聞きたい。



（２）法人の自己評価以外にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

【研究者の支援・環境改善】
戦略的研究経費の再構築や大学
院教育の充実検討も踏まえ、長期
的展望に立って、若手研究者の確
保・育成のための制度について検
討し、実施する。さらに、女性研究
者を取り巻く環境整備などを中心
に、男女共同参画の視点を加えな
がら、より一層の取組強化を図る。

【研究成果の公表】
研究情報を集約し、学内データ
ベース化を推進するとともに、シス
テム充実を図り閲覧者との双方向
性を確保する。また、あわせて英
語等の外国語による広報や研究
者情報の発信等の充実を図る。

・研究者データベースシステムへ
の入力状況詳細の分析を継続し、
フィードバックを行うことで教員
データの入力率及び英語版への
入力率を改善させる。

[年度計画の達成水準]
・日本語版入力者率（90％）
・英語版入力者率（70％）

・研究者DBの英語版で、入力者率が50％台に留まってい
る。入力補助者（日本語入力を英語入力に変換）の導入な
どは検討できないか。

・入力補助者の導入、入力システムによるアシスト
（自動変換等）、外部ＤＢからの取り込みなどが考えら
れるが、雇用やシステムの構築、外部ＤＢ利用のい
ずれにしても相応の経費が必要となるため、現状で
は検討していない。
・入力率の向上については、周知と入力方法を簡素
化することで達成を目指したいと考えてる。

・絶対数では、平成28年3月末現在の女性研究者数
（専任）は、103名（14．2％、総数727名）である。
本学の女性研究者比率は14.2％（平成27年度）で、全
国の大学等の研究機関（企業の研究所も含む）の平
均値14.7％（平成27年3月31日現在、男女共同参画
白書平成28年度版）とほぼ同じ比率となっている。
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・研究者データベースシステムへの入力状況を分析し、入力率向上のための方策を検討し、11月、
2月の全学評価委員会で議論し、入力率の達成水準向上に努めた。

＜日本語版入力者率＞
H23：　87.2％　　H24：　89.4％　　H25：　86.4％　　H26：　86.3％　　H27：　85.9％

＜のべ入力率＞
H23：　39.3％　　H24：　55.7％　　H25：　55.4％　　H26：　83.0％　　H27：　82.7％

＜英語版入力者率＞
H24：　45.3％　　H25：　46.2％　　H26：　57.2％　　H27：　57.7％

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・日本語版入力者率：95.4％（85.9％）
・英語版入力者率：82.4％（57.7％）

（補足）
・一部未達成があるものの、取組実績及び達成水準に対す
る実績のとおり、年度計画が進捗している。
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【重点】

＜テニュアトラック制度＞
・「学術戦略会議」において5名のテニュアトラック教員が研究内容を報告し、着任１年を経過した4
名のTT教員を対象に、学外評価委員による平成26年度の年次研究活動評価を実施し、フィード
バックを行った。
・また、テニュアトラック制度の普及・定着を目的とするOCUテニュアトラック制度シンポジウムを開
催した。

＜女性研究者支援＞
・相談窓口を設置、メンター制度、保育サポート制度を創設した。
・また女性研究者研究活動支援員制度により、出産育児・介護等のライフイベントを抱える女性研
究者10人に対して、研究支援員14人を配置した。
・セミナー及び交流会等を開催した。（24回）
‐光化学討論会男女共同参画・若手研究者交流ランチョンシンポジウム、ロール・モデル・セミナ
－、研究者交流会(2回)、相談員研修、メンター講習会、研究倫理・科研費獲得セミナー、創造都市
研究科タイアップセミナー（4回）ランチミーティング（13回）
・オープンキャンパス理系女子学生による進路相談会・理系教員による保護者相談会、理系女性
学生によるサイエンス教室を開催した。
・女性研究者表彰：１回
‐女性研究者表彰制度［岡村賞］顕彰式典（11/3）
　大学院生奨励賞・博士研究員奨励賞・特別賞を各1人に授与
・第１回外部評価委員会（11/19）
・総括シンポジウム（12/9）
・ロールモデル集の発行（12月）
・研究者の職場環境整備に向けた実態調査(2月)、報告書発行（3月）
・支援室だよりvol. 4の発行（3月）
・育児・介護リーフレットの発行（3月）
・女性研究者ネットワークシステムの共同運用（大阪府立大学、羽衣国際大学、関西大学）（3月）
・女性教員比率向上：14.2％（平成27年度）
・女性教員の採用に対し、5件の女性教員採用推進経費（インセンティブ経費）の付与

＜ダイバーシティ推進センター＞
平成28年3月に男女共同参画の推進はもとより、多様な教職員等が持てる技能を最大限に発揮さ
せ、法人の持続的発展に資することを目的として、全学的な組織であるダイバーシティ推進セン
ターを設置し、運営委員会を開催した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
＜テニュアトラック制度＞
・研究発表会の実施（1回）及び学術戦略会議における発表
機会（TT教員１人あたり1回）の提供：実施済
・平成28年度に本学の独自取組として実施するテニュアト
ラック教員採用及び受入の準備：実施済
・学内での制度の定着、学外との連携のため広報誌を発行
（2回） ：100％（2回）
＜女性研究者支援＞
・「女性研究者相談窓口」の設置：実施済
・研究支援員の配置：93％（14人）
・セミナー及び交流会等の開催：200％（24／12回）
・女性研究者表彰：100％（1回）
・女性教員比率向上：86％（14.2％　平成27年度）
・保育サポート事業による育児支援：保育サービス料補助件
数(累計）12件

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・女性研究者の割合について、比率だけでなく、絶対数で
はどうなっているのか。また他大学と比較してどうか。

【テニュアトラック制度】
・「学術戦略会議」や研究発表会等
での発表機会を提供することで、
既に雇用しているテニュアトラック
教員の研究支援を行う。
・平成28年度実施予定のテニュア
トラック教員（文系）採用に関する
検討と準備を進める。
・学内での制度定着を支援する。
【女性研究者支援】
・女性研究者のための相談窓口を
設置し、出産・育児・介護等の間接
的サポートを行うことで、研究及び
教育環境を整備し、女性教員比率
向上につなげる。
・学内の男女共同参画に対する意
識改革のための広報活動を行う。

年度計画の達成水準]
＜テニュアトラック制度＞
・研究発表会の実施（1回）及び学
術戦略会議における発表機会（TT
教員１人あたり1回）の提供
・平成28年度に本学の独自取組と
して実施するテニュアトラック教員
採用及び受入の準備
・学内での制度の定着、学外との
連携のため広報誌を発行（2回）
＜女性研究者支援＞
・「女性研究者相談窓口」の設置
・研究支援員の配置（15名）
・セミナー及び交流会等の開催（12
回）
・女性研究者表彰（1回）
・女性研究者比率向上(16.5％)
・ベビーシッター補助券の発行継
続等による育児支援



（２）法人の自己評価以外にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

【都市健康・スポーツ研究セン
ター】
都市健康･スポーツ研究センター
は、「健康･スポーツアカデミー」の
充実に努め、「健康･スポーツ」に
関連した国内・外における健康運
動科学を推進する研究および事業
展開を通じて産官学の諸機関と有
機的連携を図り、市民の健康保
持･増進とスポーツ振興を支援す
る。
・都市健康･スポーツ研究センター
は、「健康･スポーツアカデミー」の
充実に努め、「健康･スポーツ」に
関連した健康運動科学を推進する
研究および事業展開を通じて産官
学の諸機関と有機的連携を図り、
市民の健康保持･増進とスポーツ
振興を支援する。
・健康・スポーツ科学研究に関する
国際交流を推進するため、海外と
の協定について検討する。

[年度計画の達成水準]
・公開講座数／受講者数（6件／
250人）
・国際交流を推進し、部局間協定
について検討する

【地域産業との連携による地域の
活性化】
大阪に集積しているものづくり中小
企業や、飲食、小売、介護サービ
ス等の第三次産業をはじめとした
中小企業との連携を強化し地域の
活性化、産業の発展に貢献する。
その結果、先端的研究分野を含む
民間企業との共同及び受託研究
費受領額を、計画期間中に４億円
を超えることを目標にする。

・「ものづくり医療コンソーシアム」
との医工連携を中心に地域中小企
業との連携を図る。
・大阪府のものづくり中小企業支
援事業への参加を行い、中小企業
の人材育成支援を図るとともに、
技術相談件数の増加を図る。

[年度計画の達成水準]
・ホームドクター制度会員数（240
社）
・セミナー等の開催数／参加者数
（20回／1,500人）
・技術相談件数（350件）

・下記４点が主な理由だと考えている。
・平成26年度に比べ公開講座の開催回数を増した。
・テーマに沿った受講対象者に周知を行うなど、事前
の周知方法を改善した。
・公開講座の継続した開催によって、認知度が高まっ
た。
・都市防災教育研究センターとの連携により実施し
た、災害対策関連講座に多数の受講者が参集した。

50
【重点】

ホームドクター制度会員数：229社
・セミナー等の開催数／参加者数：29回・1,897人
・技術相談件数：368件

＜ホームドクター制度会員数＞
H22：　135人　　H23：　166人　　H24：　234人
H25：　227人　　H26：　240人　　H27：　229人

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・ホームドクター制度会員数：95％（229社）
・セミナー等の開催数／参加者数：145％（29回）／120％
(1,897人）
・技術相談件数：105％(368件）

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・民間企業との共同・受託研究の金額目標に対して、年度
計画には達成目標が無い。経過は年度ごとに確認している
とは思うが、年度目標も必要である。

・産学官連携推進本部においては、学内の目標数値
として民間企業との共同研究・受託研究の金額・件数
の目標を3億円/200件と定めていた。結果としては、
3.1億円/260件と目標を達成した。
・なお全体の外部資金獲得金額については、項目70
において40億円を目標としていた。
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【重点】

特別講演（参加者65名）
・H27.5.16 大阪市立大空小学校、特別授業「いのちを守る学習」で「災害時に必要な体力を考えよ
う」(参加者350名）
・H27.5.30, 7.12 健康・スポーツアカデミー企画「アーチェリー技術クリニック」開催（参加者14名）
・H27.8.5 JST「地区防災教室ネットワークの構築」, ワークショップⅡ災害対応において「避難行動
に必要な体力」担当（参加者24名）
・H27.9.24 にしなりプレーパーク、 基礎体力向上プロジェクト「芝生での運動’タグラグビー’体験＆
体力をはかってみよう！」（参加者：10名）
・H27.9.26 大阪市立天下茶屋小学校、土曜授業で「災害時に必要な体力を考えよう」講師（参加者
259名）
・H27.10.23 第10回大阪市立大学産学連携セミナー, 超高齢化社会における「健康」から診る新事
業展開で「ストレッチと筋トレでロコモを防げ」講師（参加者65名）
・H27.10.24 第41回すみよしまつりで「体力測定（下肢筋力・握力）」（参加者97名）
・H27.11.13 市大・朝日うめきたライフサイエンス塾で「健康寿命延伸を実現するための健康スポー
ツ実践法」 講師（参加者32名）
・H27.11.26 第5回サロン ド スポルト,トップアスリートのまなざし「”走る”を追求し、43歳で世界に挑
む」開催（参加者151名）
・H27.12.5 JST「地区防災教室ネットワークの構築」, ワークショップⅢ「災害対応1」において「避難
行動に必要な体力」担当（参加者43名）
・H28.2.1 文化交流センター専門家講座,スポーツコース「アスリートに学ぶ健康習慣　～アスリート
はどのような健康管理をしているのか？～」講師（参加者50名）
・H28.2.22 第14回健康・スポーツ科学セミナー「ロコモを予防して健康寿命の延伸を！」講演（参加
者50名）
・H28.3.4 咲くやこの花中学高等学校スポーツ科学実験講座（参加者20名）

＜公開講座　受講者数＞
H22：　6件（339人）　　H23：　5件（147人）　　　H24：　5件（406人）
H25：12件（803名）　　H26：12件　（842人）　　H27：14件（1,230名）

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・公開講座数／受講者数：233％（14件）／492％（1,230名）
・国際交流を推進し、部局間協定について検討する：実施
済（タイ王国のチュラロコン大学スポーツ科学部との部局間
協定に向けて交流を行った。）

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・平成27年度に公開講座の受講者数が大きく伸びている
が、その理由教えてほしい。



（２）法人の自己評価以外にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

【高度専門的な医療人の育成】
高い倫理観や豊かな感性を備える
とともに、高度な技術と専門性を習
得した国際性豊かな医療人を育成
する。

・卒後研修プログラムの過去のア
ンケート結果を参考にし、プログラ
ムの課題を抽出し、改定案を作成
する。
・医師（教員）を含めた病院職員の
人材育成プランを整備する。

[年度計画の達成水準]
・過去の卒後研修プログラムのア
ンケート分析およびプログラム改
定案の作成。
・病院職員人材育成プランの整備
（医師を含む）

【コンプライアンスの徹底、公益通
報】
社会的信頼性と業務遂行の公平
性を維持するため、継続的に厳格
な内部監査の実施や公益通報制
度の実施、国際安全保障輸出管
理を徹底する体制の整備・運用を
図る。

・法人のリスクマネジメントに資す
るため、リスクベースの監査を実
施する。また、外部資金について、
監査対象抽出にあたり、リスク
ベースの観点から大型プログラム
を対象とする。
・公立大学３大学での産学連携Ｗ
Ｇを活発化させ、コンプライアンス
部門の連携の情報共有を図る。ま
た、安全保障輸出貿易管理の各
部局でのチェック体制啓発を図り、
管理体制の徹底に努める。

年度計画の達成水準]
・リスクの識別及び評価に基づく効
率的かつ効果的な監査の実施
・フォローアップによる改善状況の
継続確認
・外部資金大型プログラムの監査
実施件数（1件以上）
・安全保障輸出貿易管理のセミ
ナー開催
・利益相反セミナーの開催

56

・過去4年間のプログラムに対するアンケートを集約し、課題や要望をまとめた。アンケート記載の
意見を基に、義務化講習会、セミナー、レポートの要件等について、研修医委員会にて検討するこ
ととした。また研修医委員会の委員から出た意見により、外科研修の必須化についても、合わせて
検討することとした。

・看護部門、中央部門及び事務部門の各所属長に対し、人材育成にかかるアンケートを実施して
病院全体で抱えている人材育成の課題を把握し、整理を行った。

・現研修医へのインタビューも実施。アンケートとインタビューの内容を基にプログラムの改定案を
研修医委員会に提示し、議論の末、改定案を定めた。

・医師へのヒアリング及び近隣大学病院（3病院）の状況確認を行い、次年度以降、段階的に医師
を含めた研修を拡充していくこととした。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・過去の卒後研修プログラムのアンケート分析およびプログ
ラム改定案の作成：実施済
・病院職員人材育成プランの整備（医師を含む）：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

内部監査の実施
・4～5月に監事監査の支援業務を行った。
・4～5月に監査計画書に基づき、監査対象部局向けチェックリスト作成等準備を行った。
・6～7月に科研費、JST委託研究費、テニュアトラック普及・定着事業の会計監査（科研費等監査）
を実施した。
・平成26年度までに実施した監査に関するフォローアップを実施した。
・11～12月に旅費制度についての業務監査及び会計監査を実施した。
・1月～3月に監事の業務監査の支援を行った。
コンプライアンス部門の連携、情報共有
・公立大学3大学での産学連携ＷＧは9月に横浜市大にて開催。
コンプライアンス部門での分科会を28年2月に大阪市大にて開催。
・安全保障輸出貿易管理については、6月・7月に経産省主催のセミナーに参加し、管理体制の法
令知識を得た。また12月には近畿経済産業局の協力を得、大阪大学・神戸大学等の管理体制と
本学の状況を比較・検討した。
啓発活動
・「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成26年2月18日文部
科学大臣決定）に基づき、競争的資金等の運営・管理に関わる教職員を対象にしたコンプライアン
ス教育・事務説明会を4回開催（平成27年4月）するとともに、同説明会の内容e-learningとして全学
ポータルサイトから受講できるよう環境整備を行った。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・リスクの識別及び評価に基づく効率的かつ効果的な監査
の実施：実施済（科研費等監査について実施）
・フォローアップによる改善状況の継続確認：26年度までに
実施した監査について実施済
・外部資金大型プログラムの監査実施件数：1件（テニュアト
ラック普及・定着事業）実施済
・安全保障輸出貿易管理のセミナー開催：未開催
・利益相反セミナーの開催：未開催

（補足）
・一部未達成があるものの、取組実績及び達成水準に対す
る実績のとおり、年度計画が進捗している。
・安全保障輸出貿易管理のセミナー及び利益相反セミナー
については外部講師との日程調整がつかず、未開催。

・「リスクの識別及び評価に基づく効率的かつ効果的な監
査の実施」とあるが、前年度より「効率的効果的」であり、か
つ中期計画にある「厳格」である方法を例示してほしい。
・啓発活動として説明会などを開催しているが、参加率はど
うか。

・内部監査室では、平成２５年度より、リスクベースの
監査を導入しているが、平成２７年度監査において、
通常監査のほか、同年４月１日より導入された新旅
費制度に係る監査を実施し、「リスクの識別及び評
価」を行うため、新たに「リスク事象出現率」を算定し
ている。監査業務のアカウンタビリティーの確保及び
限られた監査資源の有効利用のためには何よりもま
ず業務の可視化が必須であると考え算定したもので
ある。その後の監査過程において、リスク事象ごとに
算定された出現率を監査業務執行の判断材料の一
つとして活用することにより、一定の選択と集中が図
られ、中期計画にある「継続的に厳格な内部監査」及
び「効率的かつ効果的な監査」の実施につながってい
ると考えている。
・コンプライアンス教育・事務説明会を４回開催し、参
加教員は合計333名で参加率は47％であった。参加
できなかった教員に向けては　e-learningを提供した。

・病院医療には「高度専門的な医療人の育成」は医師や看
護師だけでなくあらゆる職種においてきわめて重要となっ
てきている。そのような状況の下で、年度計画に「医師を含
む病院職員人材育成プランを整備」を取り組み事項に挙げ
ておられることは大いに評価できる。医師以外の看護師、
薬剤師、放射線技師、検査技師などの専門・認定取得につ
いての具体的な取組があれば、それについての記述が必
要と考える。特に、平成29年度から開始される医師専門医
制度は大学病院が主導的な役割を果たすことになるわけ
だが、すでに準備の段階にあると思われる取組内容につい
ての記述が必要と考える。

・看護師においては、専門・認定資格の取得を計画的
に行っており、取得にかかる費用を全額負担してい
る。
・医療技術職員に対しては、現時点では専門・認定資
格の取得にかかる取組みは行っていないが、次年度
から専門・認定薬剤師の育成に向けた取組みを開始
する予定であり、関係部署へヒアリングを実施する
等、取組み内容・体制を検討しているところである。
・新しい専門医制度への取り組みとしては、当院が基
幹施設となって専攻医を受け入れる研修プログラム
を専門医機構の指針に応じて作成し、機構に提出を
行った。内科においては、８つの科が集まり、定期的
に会合を持ち、研修プログラムをブラッシュアップさせ
た。プログラム内容で不可欠なJMECC(内科救急・
ICLS講習会)や倫理研修の開催も進めてきた。また
連携施設へも訪問や説明を行い、提携を深めてき
た。今後、専門医制度がいかなる方針になろうとも万
全の態勢を整えることができている。

82



（２）法人の自己評価以外にかかわるご意見・ご質問

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご意見 法人からの回答

【市大サポーター戦略】
保護者や卒業生、同窓会、寄附者
等の本学を取り巻くステークホル
ダーについて、継続的に支援を求
めていくため、その連携を強化した
「（仮称）市大サポーター制度」に
取り組む。

・市大サポーターの中心は卒業生と保護者。
・H24から収集した市大サポーターの獲得数の推移
は、下記の通り。（在学生の保護者と卒業生の合計
数）
H24：4,502名　/　H25： 6,770名　/　H26：9,709名　/
H27：10,435名

・イベント開催については、どの程度効果があったか
を数字的に示すのは難しいが、獲得したメールアドレ
ス等へ定期的に公開講座や大学のイベント等の案内
を送付しているため、大学への理解を得るための活
動としては一定の効果をあげていると考える。

88

同窓会・教育後援会組織との連携を強化し、ホームカミングデイ等イベント案内、寄附情報および
その他大学情報をホームページに掲載するとともに広報誌の郵送、保護者のメールアドレスへの
情報発信を行った。
・ホームカミングデ―を全学同窓会及び教育後援会と協力し大学主催で実施した。当日はオープ
ニングイベントでの学長挨拶、キャンパスツアー、各種講演会、ウエルカムパティ―等を開催し、
200人以上の同窓生が集まり盛況であった。
・在学生の保護者約6,000名に広報誌を年3回送付した。
・大学サポーターシステム登録者である卒業生（2,800名）・OB教職員・一般・企業法人（1,000名）に
広報誌・公開講座の案内メールを発信した（計３回以上）
・入学者の保護者の住所等情報を教育後援会へ、卒業生の住所等情報を全学同窓会へ提供し
た。（承諾を得た分）
・卒業生のためのキャンパスツアーの内容の充実と参加人数の増を図った。

＜保護者情報収集数＞
H23：　2,149名　　H24：　3,504名　　H25：　4,793名　　H26：　6,033名　　H27：　6,131名
＜卒業生情報収集数＞
H24：　998名　　H25：　1,977名　　H26：　 3,676名　　H27：　4,304名

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
【市大サポーター戦略】
・ホームカミングデー等のイベントを同窓会・教育後援会と
連携し開催する：実施済
・在学生約6,000名に広報誌等の送付：実施済（3回）
・大学サポーターシステム登録者である卒業生（2,800名）・
OB教職員・一般・企業法人（1,000名）に広報誌・公開講座
の案内メールを発信：実施済（3回）
・入学者の保護者の住所等情報を教育後援会へ、卒業生
の住所等情報を全学同窓会へ提供する。（承諾を得た分）：
実施済
・キャンパスツアーの内容の充実と参加人数の増を図る：
53％（8件）／132％
【寄附募集活動】
・広報誌、ホームカミングデー・銀杏祭のチラシ・同窓会報を
送付する際に夢基金・ふるさと納税用パンフレットを同封す
る：実施済
【再掲】

（補足）
・取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・市大サポーターの増加を目的としているが、サポーター数
の推移はどのようになっているのか。（情報発信やイベント
開催の達成水準は達しているが、目的達成のためにどの
程度効果があったのか。）

・市大を支援するサポーターの増
加を図るため、同窓会・教育後援
会組織との連携を強化し、イベント
開催内容および情報発信の充実
を図る。
・在学生の保護者および卒業生へ
の広報誌、公開講座の案内等を送
付、送信する。

[年度計画の達成水準]
【市大サポーター戦略】
・ホームカミングデー等のイベント
を同窓会・教育後援会と連携し開
催する。
・在学生約6,000名に広報誌等の
送付（年3回）
・大学サポーターシステム登録者
である卒業生（2,800名）・OB教職
員・一般・企業法人（1,000名）に広
報誌・公開講座の案内メールを発
信（年3回）
・入学者の保護者の住所等情報を
教育後援会へ、卒業生の住所等
情報を全学同窓会へ提供する。
（承諾を得た分）
・キャンパスツアーの内容の充実と
参加人数の増を図る（15回・100
人）
【寄附募集活動】
・広報誌、ホームカミングデー・銀
杏祭のチラシ・同窓会報を送付す
る際に夢基金・ふるさと納税用パン
フレットを同封する（総数25,000部）
【再掲】



（３）法人の自己評価以外にかかわるご意見

項目 第二期中期計画 年度計画
自己
評価

評価委員からのご意見

全体

【全体について】

Ⅲ

報告書の文章表現において、学外者には分かりにくい略語（とくにアルファベット表記の略語）が少なくなかった。少し説明を付け加えて欲しかった。

53

【医療機能の充実】
大学病院として、高度で先進的かつ良質の医
療を提供するために手術室の整備や医療機器
の計画的更新を行うなど、医療機能の充実を図
る。

・高度で先進的な医療機器の導入及び老朽化
した医療機器の更新を進める。
・平成27年度に「歯科・口腔外科」（仮称）を設置
する。 Ⅲ

「医療機能の充実」は、先端・先進医療を担っている特定機能病院である大学病院にとって欠かすことができないことと考えます。平成27年度年次計画
に挙げられていることで、老朽化した医療機器の更新や先進的医療機器の導入が実施されたことと共に、新しい診療科として歯科・口腔外科の設置が
達成されたこことは大いに評価できます。また、急性期医療の実績を表す年間手術数も経年的に大きく増加しており、大学病院の医療内容の充実ぶり
と経営改善への貢献をうかがわせるもので評価できます。

59

【医療連携】
地域における基幹病院として患者に対して最適
な医療を提供するため、他の医療機関との患
者の紹介・逆紹介がよりスムーズに行えるよう
システム化するとともに、地域医療機関との連
携を強化する。

・5大がんのうち、肝がんの地域連携パスの運
用が開始できるよう取り組みを進める。
・医療連携体制の強化と充実を図る。

Ⅲ

・大阪市立大学病院は特定機能病院やがん診療連携拠点病院などの指定を受けており、他の医療機関との連携はきわめて重要と考えます。年度計
画に挙げられている５大がんや脳卒中の地域連携パス運用の取り組みは医療連携体制の強化として評価できます。それに伴う医療スタッフの充実や
入退院支援センター設置の検討も評価できます。
平成27年度に大阪府の地域医療構想の策定が終了し、今後10年かけて新しい医療提供体制の構築を実現していく必要があります。大学病院も地域
医療構想に対して具体的な取り組みを図っていく必要がありますので、今後これに関する年度計画が必要になるものと考えます。

60

【病院経営の改善】
安定的かつ効率的な病院経営を行っていくため
に、経営状況の分析を行い、財政基盤の充実
を図るとともに、病床利用率８０％以上をめざ
す。

・診療報酬の審査減点対策を強化する
・DPC分析を強化する
・新しい管理会計システムを活用し、診療科別
損益を迅速に算出し、当該データを含む各種
データをもとに、各診療科の状況を分析し、病
床利用率の向上につなげる。

Ⅲ

・「病院経営の改善」は病院機能の維持向上を図るために大学病院にとってもきわめて重要な課題です。そのために、年度計画で挙げられているDPC
分析、DPCコーディング検証や診療報酬の審査減点対策強化は評価できます。一方、病床利用率81％以上を達成目標に挙げられていますが、病床利
用率はあくまでも結果であって病床利用率を故意に上げようとすれば在院日数の延長に安易につながることもあり、達成目標としては要注意かと考え
ます。達成目標としては在院日数の短縮と入院患者数の増加などに置くことが望ましいかと考えます。

62

【大学と学部研究科の一体的運営】
大学として一体感をもった運営を図るため、学
内における情報の集約と有効な活用のための
体制･システムを整備推進するとともに、教育研
究評議会や部局長等連絡会等を活用し、情報
の共有化や運営方針の共通理解を促進する。

・教育研究戦略機構の役割の一つであるＩＲ機
能の強化案を検討し、具体化を図るとともに、
学長と研究科長等が情報の共有を図る機会と
して研究科長等定例ヒアリングの実施を開始す
る。

Ⅲ

・学長と研究科長との個別ヒアリング、大学運営において重要なことであり評価できる。実利が出るように内容を工夫しながら継続すべき。

85

【防災対策の充実】
災害時に迅速・的確に対応し、学生、教職員の
安全を確保するため、自衛消防隊を再編し、各
部局の特性に応じた防災組織の構築や、効果
的な防災訓練の実施など、防災対策を充実す
る。

・引き続き杉本キャンパス全学の防災訓練を実
施する。
・災害対策マニュアルの深化を図るとともに、災
害対策本部訓練を充実する。
・安否確認システムの適正な運用を図る。
・大規模災害に備えた化学物質管理制度を検
討する。
・防災管理点検を実施し改善を図る。

Ⅲ

・防災対策、訓練などが着実にきめ細かく行われていることは評価できる。

86

【教職員・学生の安全衛生管理】
安全・安心な教育研究環境を確保するため、学
生及びその指導責任者である教職員を包括し
た総合的な安全衛生管理の体制を再構築し、
安全衛生管理に関わる啓発、職場巡視等によ
る指導の徹底などにより安全衛生意識の向上
を図る。また、健康診断、作業環境測定等を通
じ健康管理を一層推進する。

・学生教職員の安全安心な環境づくりを進める
ため、作業環境測定の実施、毒物・劇物の管理
の徹底などの取り組みを行う。
・学生教職員の心と体の健康管理推進のため、
アルコール被害や受動喫煙等の防止、長時間
労働対策、定期健康診断受診率向上を図る。
また、教職員には新たに胃がんリスク健診の実
施、VDT健康障害予防講習実施、非常勤教員
の結核健診実施、ストレスチェック実施方法の
検討を行う。

Ⅲ

・安全管理、危険物管理などの体制が着実に充実されている。



（３）法人の自己評価以外にかかわるご意見

項目 第二期中期計画 年度計画
自己
評価

評価委員からのご意見

87

【他大学等との連携の推進】
大阪府立大学との連携強化をはじめ国内外の
提携大学との提携事業の実施や、他の公立大
学法人との共同での法改正要望等により有機
的連携を強化するとともに、他大学や関係団体
との連携協定締結に係る基準やその内容を精
査する仕組みを整備する。

・大阪府立大学と教育・研究・社会貢献等の分
野において連携強化を進める。
・新大学の実現に向けて、基本構想をもとに新
大学の姿をより具体化するとともに、新大学の
発展のため、公立大学の制約の撤廃等に取組
む。

Ⅲ

・研究や教育に対する影響の大きな作業になると予想される。プロジェクトチームでの、目標に向かった柔軟かつ慎重な検討を進めてほしい。

38,39,4
0,41,42,
43

【地域連携、研究機関との連携】

Ⅲ

大阪市立工業研究所、環境科学研究所、市立科学館、病院、文化センターなど、他からみれば羨ましいほどの高レベル関連機関や施設を持っていると
感じている。個々で閉じることなく、広い視野に立ち、互いに支援しながら、連携や流動を深める工夫を、より一層活発化させていただきたい。

36,42,4
7,63

【都市科学】

Ⅲ

人工光合成、防災、健康のテーマは、夢や緊急性、必要性をうまく組み合わせており、学生の育成にも適した大学らしい企画であると評価できる。計画
に沿って進んでおり、一層の努力を期待する。


