
　
資料　１

平成28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指摘・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 委員からのご指摘 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。

入試広報に積極的に取り組み、様々な工夫をこらして
いること、その結果、オープンキャンパス参加者数、
参加者満足度などが上がっていることは評価できる。
他方、このような努力が志願者数や志願者倍率の増
加、上昇につながっているかどうか？「データで見る
公立大学法人大阪市立大学」P29（以下、「データ集」
と略記）でみると志願者倍率は上昇していないように
見受けられる。この理由についてどのように考えてい
るか？
オープンキャンパス参加者と実際の志願者との関係な
どの調査は行っているか？
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・オープンキャンパスについて、来
場者数増加に伴うプログラム内容
等の改善を図る。
・進学ガイダンスについて、効果・
効率を踏まえた戦略的な参加会
場・高校等の見直しを図る。
・大学見学受け入れ高校数をさら
に増やす努力を行う。また、大学
見学において、施設見学に加え、
入試情報や進路情報などのサー
ビスの提供を実施内容に含める。
・改定した受験生応援サイトのアク
セス分析を行い、その結果を関係
部門で共有、対策を検討する月次
ミーティングを実施する。頻繁な情
報掲載を行う。

[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）
・大学見学受け入れ高校数（15校）
・受験生応援サイトにコーナーを新
設
・上記のコーナーに週1回新情報を
掲載

・オープンキャンパスについては、プログラム内容の見直しによる開始時刻の分散化、総合受付の
設置場所変更による誘導ルートの複線化を図り、杉本町駅からの混雑改善に繋げた。また、新た
なプログラムとして、副専攻の取り組みや保護者からのニーズが高い経済的支援（奨学金等）相談
窓口を設けた。その結果、アンケートによる参加者の満足度は、90.7%と高く、来場者数も、22,021
人と2万人を超える来場者数となった。
・オープンキャンパスにおける本学の「ファンづくり活動」の一環として、有名洋菓子店による本学ロ
ゴ入りサブレを製作、両キャンパスで販売し、予定数を完売した。
・来年度の来場者数増加を狙って、両ｷｬﾝﾊﾟｽのｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ取材を行い、さまざまな取り組みを
紹介した。（本学公式Webサイト、FaceBookへの当日速報および後日詳細版の掲載、YouTube動
画掲載）
・進学ガイダンスについては、高校・保護者等からの要請を踏まえ、参加校・参加会場の選択を行
い58回実施、5,392人（昨年4,906人）の参加者があり、昨年度の高校訪問を通して高校との連携を
図った志願者が多い兵庫県の２校への入試説明も新たに行った。また、東京大学主催の会場ガイ
ダンスにも新規参加し、進学意識の高い高校生へ大学・入試説明を行った。
更に、重点地区である兵庫県の志願者上位校7校と志願者が安定している大阪・奈良地区では、
平成28年度入試において20名以上と大きく志願者が減少した5校へ高校訪問を実施し、高大接続
改革にともなう今後の対応や進路指導方針、本学への志願状況等の確認を行った。
・受験生広報および本学のファンづくり戦略の一環として、大学見学の門戸をひろげ、受入れ可能
な範囲であった47校(前年比235%)の大学見学を実施した。また、学年に応じたコース提案やアレン
ジ、情報提供も行った。
・４月にリニューアルした受験生応援サイトに入試関連ニュースを年間224件、Facebookの受験生
向けニュースを週2件程度掲載した。また、ページへのアクセス数を月次で計測し、入試室との月
次ミーティングにおいて検証および対策の検討を行った。

・各学部研究科は、オープンキャンパスにおいて来場者増加と参加者ニーズに対応したプログラム
等を各学部研究科の特性に応じて創意工夫し、実施した。また、次年度に向けて更なる改善を目
指し、関係者間で情報を共有し検討を開始した。
【主な取組み実績】
（商）
・オープンキャンパスでのアンケート結果（「満足した」の割合が回答数の91.5％）から、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今年度も好評であったことが確認できた。
・商学部紹介冊子の改訂版を作成し、オープンキャンパスで配布した。入試情報については、迅速
に商学部ホームページに掲載している。
（経）
・これまでの会場収容定員超過による受講環境の劣悪状態など諸問題を鑑み、１日３回開催する
経済学部説明会の内、第１回において事前予約制を試行した。教室収容定員数による受講環境
は好評であった。
・事前予約システム導入の有効性について検証する。
（法）
・広報委員会の機動性を高め、全学広報室、入試室と連携しながら、オープンキャンパス、進学ガ
イダンス等の情報提供を、昨年度に刷新した学部ウェブサイトで適時に行っている。
・オープンキャンパスを実施し、例年以上の参加者が来場し、アンケートでも好評が得られた。
・大学院法曹養成専攻においては、入学志望者向けの本学主催の説明会を、杉本キャンパスで1
回、梅田（文交センター）で1回の計2回行ったほか、新聞社主催の説明会に１回参加している。ま
た、平成28年10月に実施された法科大学院協会主催の法科大学院のPRイベント（大阪会場）の実
施に携わり、本法科大学院出身の実務家および教員が参加して説明等を行った。
（文）
・1日目、2日目の午前は事前予約制、午後は整理券の配布によって、一定の参加者数を確保しな
がら、混乱無く実施することが出来た。今年も全体説明会は、１日目３回、２日目２回で対応した。
・文学部オープンキャンパス運営委員会の責任のもとに、準備・開催した。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した。
・平成28年度大学院入試説明会を6月に実施した。参加者は59名であった。全体説明会のあと、各
専修に参加者が分かれて個別ガイダンスを受けた。
・文学部・文学研究科の研究やその存在意義を広く社会に発信する「オープンファカルティ2016文
学部の逆襲」を11月に実施した。このイベントの中で「個別相談会」として大学院入試説明会を実
施した。
（理）
・学部説明会では約１４００名からアンケートを回収した。９５％の人が「良かった」または「まあまあ
良かった」を選んでいた。
・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「数
学や理科の好きな高校生のための市大授業」5講義、高校生向け公開講座「大阪市立大学化学セ
ミナー」で３講義を実施し、理学部での教育内容の紹介と広報を行った。

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・オープンキャンパス参加者数：138％（22,021人）
・オープンキャンパスのアンケート満足度：101％（90.7％）
・進学ガイダンス実施回数：129％（58回）
・大学見学受け入れ高校数：313％（47校）
・受験生応援サイトにコーナーを新設：実施済
・上記のコーナーに週1回新情報を掲載：実施中

（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

・国公立大学の出願は、大学入試センター試験受
験後に、その結果に基づき行われるため、志願者
数や倍率は、センター試験の難易度等に大きく寄
与されます。したがって、入試広報は、志願数と
直接結びつきにくい環境であり、むしろ入学後の
ミスマッチングを防ぐ志望者への本学理解が目的
ともなっています。
・また、新入生進路調査から、平成29年度入学者
のオープンキャンパス参加率は、46.2％と前年度
の41.3％から上昇しました。
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 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。

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・留学生数（400人）（交換留学、短期受入等を含む年間総受入
数）：109%(437人)
・留学生の大幅増の実現に向けての具体案の策定：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。

　優秀な留学生の受入促進のため
に、引き続き海外向け広報活動に
取り組むとともに、国際化グランド
デザイン具体化ＰＴの議論を踏ま
えて、留学生の大幅増の実現に向
けての具体案を策定する。

[年度計画の達成水準]
・留学生数（400人）（交換留学、短
期受入等を含む年間総受入数）
・留学生の大幅増の実現に向けて
の具体案の策定

・本学では留学生計画（平成24年度から平成29年
度の6ケ年計画）を策定し、豊富な人材を擁する
アジア地域、特に東アジア・東南アジアの積極的
な獲得をめざし、タイ・バンコク拠点の設置や東
南アジアでの留学フェアに参加するなどの取り組
みを行い、特に東南アジア、南アジアの正規の学
部・大学院留学生が増加しており、成果と言え
る。
・また、将来に大学院への留学につながる可能性
もある交換留学などの短期留学生についても、語
学研修の受入や協定に基づく学生交流の拡大など
の取り組みを行い、成果につながっている。
・本学の状況については、留学生の大半を占める
中国人留学生の推移が、大学全体に影響を与えて
いる。中国人留学生について注目すると、６年前
の平成23年度は学部生全体の約80％を占めていた
同留学生が平成28年度には30％減少した。また、
大学院生は約20％増加している。本学の取り組み
としては、留学生計画（平成24年度から平成29年
度の6ケ年計画）を策定し、特に東アジア・東南
アジアなど豊富な人材を擁するアジア地域を重点
に積極的な獲得をめざし、各種取り組みを行って
きた。その結果、東南アジアを初め多くの地域か
ら留学生を拡大してきているが、学部学生につい
ては、中国人留学生については減少し、その構成
比が高いため、他の地域・国の留学生で減少を埋
めることはできていない状況である。
　なお、日本の高等教育機関全体を俯瞰した場
合、中国人留学生は平成23年度にピークアウト
し、その後減少傾向にある。上記と同一の期間で
は約14％減少しており、本学は学部生について、
より顕著にその影響を受けたものとなっている。

ここ数年の留学生総数はほぼコンスタントになってい
るように見受けられる。どこかの国に対して力を入れ
て勧誘した分、応募者が増えているか？

留学生受入数が増加しているが、交換・短期受け入れ
が増加しているものの、在籍留学生は必ずしもそうで
はない。また、大学院留学生は増加しているが、学部
生はむしろ減少している（以上「データ集」）。2008
年に発表された政府の「2020年留学生30万人計画」以
後、多くの大学で留学生が増加している。同等クラス
の大学と比べて、大阪市立大学のこの状況はどう考え
ればよいか？
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【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。
・タイ（バンコク）でJASSO主催の留学生向け入試説明会に参加し、また、上海において大阪市上
海事務所の協力を得て、「日本留学試験第三版」出版記念に参加した。
・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。
・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。
・米国イリノイ工科大学の10名の学生を今年度初めて受入れを行い、学生間交流を行った。
・留学生の大幅拡大を図るため、国際化戦略本部下に設置したＰＴにおいて各種具体策の案を作
成した。
・CARE’S　OSAKA（住環境・就職支援等留学生の受入れ環境充実事業。大阪大学、関西大学と
産官金のコンソーシアム）に大阪府立大学とともに参加し、取り組みに加わった。
・インドネシアで実施する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
実施した。
・留学生大幅増に向けた大学院募集要項の抜粋の英語化やサマープログラムの準備など各種具
体策の着手を開始した。

＜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
H28：　325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
H28：　437人

（工）
・入試検討委員会・広報チームによって、高等学校からの出前講義・見学などに対応する仕組みを
継続運用した。
・平成29年度版工学部案内を作成し、全国666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した。
・オープンキャンパスでは、別会場を設け遠隔講義システムによりその会場でも聴講できるようにし
た。昨年並みの多くの参加者があった。また、女子受験生のためのパンフレットを配布した。
・オープンキャンパス参加者へのアンケート調査により、内容に対する満足度も確認できた。
・工学部同窓会による入学生への奨学生（事前予約制）の選考を行った。11名の応募があり、入学
試験に合格した3名に対して奨学金を貸与した。
（生）
・オープンキャンパス参加者の増加に対応するため、午前及び午後のプログラム見直しを行った。
（医）
・今年度もオープンキャンパスの許容量を超える来場者数となった。また、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。
・オープンキャンパスの来場者数が許容量を超えている現状を受け、医学科入試委員会にて来年
度の実施方法について検討を実施し、来年度からの集客方法、及びプログラムの見直しを実施し
た。
・外部で実施されている「全国国公立・有名私大相談会2016」、「医学系大学フェア2016」、「主要大
学説明会2016」「全国国公立大学医学部医学科説明会」「医進フェスタ2016医学部医学科相談会」
等にも参加し、進学相談等広報活動を実施した。
（看）
・昨年度よりオープンキャンパスの参加者は増加した。オープンキャンパスは、参加者が多く収容
人数を超えていることから、時間や場所を含む実施体制の検討を継続的に行なった。
・大学院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）
・創造都市研究科は梅田サテライトが授業提供に特化した施設にあるためオープンキャンパスに
ついては実施していない。それに代わり、独自で広告出稿、入試説明会、入試案内を兼ねた連続
シンポジウムを各分野の主催で計14回行った。

＜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
H28：　22,021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
H28：  58回

Ⅲ
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

【学士課程教育】
教育推進本部及び各学部は、策
定されたカリキュラムポリシーに基
づき初年次から卒業年次にかけて
の効果的な教育を実施する。

取り組み実績の内容が分かりにくいが、なぜ評価Ⅲな
のか。

GC副専攻の登録者は２７年度２１名、平成２８年度１
８名ということだが、期待値はどの程度だったか？

・初年次教育教材「新入生のための授業選び案内」を作成し、新入生に配布した。
・全学共通教育では、「初年次セミナー」と「大阪市大でどう学ぶか」を引き続き開講した。
・平成29年度パイロット授業実施の準備を完了した。

・平成27年度GC副専攻第一期成果報告会兼GC副専攻第二期正式登録希望者向け説明会を実
施した（参加者、教職員学生合計48名）。
・平成28年度のGC副専攻第二期正式登録者(現１回生)数は18名である。なお、現２回生である第
一期正式登録者は21名である(平成28年8月時点)。
・GC副専攻第一期生自身が企画した報告会「次世代への種を蒔く」が開催された(学術情報総合セ
ンター１F　文化交流室、参加者、教職員学生合計36名)。この報告会は、GC副専攻に対する学生
による評価の一環として位置付けることができる。
・GC副専攻の修了科目(必修)である「GC総合演習２」および「GC総合演習３」の２科目を新設し、
それぞれ２コマずつ計４コマ開講した。
・GC副専攻第二期生を対象に、GC副専攻専用カナダ・ビクトリア大学海外研修(GC_Int)参加者の
選抜を行い、参加者11名を選抜した。あわせて、この11名の参加者を対象とする事前研修を行っ
た。

・CR副専攻およびGC副専攻については、平成27年度に副専攻運営委員会による全学的総括体
制が整えられ、継続的に運営がなされている。
・現2回生以上を対象として、引き続き平成28年度CR副専攻を継続運営している（登録者：現3回生
11名　現2回生8名）。
・全学共通科目のうち、地域志向系科目29科目を継続して開講した。
・平成28年度「地域実践演習」5講座を開講した（履修者29名）。
・初年次教育運営委員会において、全学的な質保証枠組みでの初年次教育の試行実施について
検討し、平成29年度に開始することとした。
・大学教育研究センターは、初年次教育科目におけるレポートの評価に活用できるルーブリックの
活用に関するWSを行った（2月に第18回FDワークショップとして開催した）。

・英語教育改革については、外部業務委託について法的な側面から慎重な取り扱いが必要である
ため、平成28年7月25日の教育研究評議会で平成29年度からの実施を見送ることが決定された。
なお、クォーター制についても、英語教育改革とあわせて再検討することになった。
・英語教育改革については、全学教育改革ワーキンググループの「英語教育改革チーム」にて検
討を行ない、修正案を策定し、３月の教育研究評議会で審議承認された。
・全学教育改革ワーキンググループの「理系教育あり方検討チーム」、「文系教育あり方検討チー
ム」並びに「初年次教育検討チーム」において検討を行い、各チームで検討した内容を踏まえた、
全学共通教育改革プラン（第二次報告）を策定し、教育研究評議会に報告を行った。

・平成28年度GC_Int(GC副専攻専用カナダ・ビクトリア大学研修を実施した。（参加者数11人）

5

・全学共通教育では、初年次教育
の実施継続、GC副専攻の運営継
続(含、GC副専攻修了科目「GC総
合演習２・３」の新設開講）、CR副
専攻の運営継続を行う。
・英語教育改革について、外部委
託業者を選定するとともに、平成
29年度用シラバス、時間割を完成
させる。
・クォーター制について、学年暦・
教務スケジュールなどを作成す
る。
・カリキュラムポリシーを基に全学
共通科目のあり方、初年次教育の
あり方について議論をおこなう。
・初年次教育について、学部での
専門教育と初年次教育の連続性
を高めるため、各学部と教育内容
を調整し、平成２９年度にパイロッ
ト授業が実施できるように準備す
る。
・各学部は、次のような初年次から
卒業年次にかけての効果的な教
育を実施する。
（主なもの）
（経済）約15のイノベーティブ・ワー
クショップのなかに「グローバル教
育志向」のものを新たに3つ設け英
語による専門科目（現在7科目）を
さらに増やす。
（文）初年次教育としてのライティン
グ教育を確立し、学部専門科目と
して提供する。また、文学部の学
びについて考えさせたり、振り返ら
せたりする機会をもうける。
（医）臨床実習の質も更に高められ
るよう、新形態の実習を考案し実
施する。
（看）科目すべての授業概要を英
語表記し、教育要項へ掲載する。
また、学科ＨＰにも掲載する。

・自己評価については、計画変更の２項目を除
き、年度計画の達成水準を満たしていると判断し
ていることにより、Ⅲとしています。
・個別の年度計画（実績）に多くの取組み内容を
記載していることが、分り難さにつながっている
と思われます。第3期以降については、改めま
す。

・GC副専攻の定員は40名で、平成２７、２８年度
とも登録者としては半数程度の数値であるが、本
副専攻は充実したカリキュラム（＝学生にとって
ハードな内容）であり、希望者は多いものの実際
の登録者は前述程度の数値となっている。学生の
成果としても海外研修派遣者の語学力はVersant
テスト（共通テスト）の結果からも期待どおり向
上している。また、今後の登録者増加に向けて
は、これまでに引き続き全学ポータルサイトへの
掲載や周知ビラの配布を行いながら新たな方法を
検討していく予定である。

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
（全学共通教育）
・初年次教育教材の作成・配布：実施済
・初年次セミナーの継続開講：実施済
・平成28年度GC副専攻の実施およびGC副専攻プログラム評価
実施：実施済
・GC副専攻修了科目「GC総合演習２・３」の新設開講：実施済
・平成28年度GC_Int(GC副専攻専用カナダ・ビクトリア大学研修
の実施：実施済
・平成28年度CR副専攻の実施：実施済
・全学共通科目地域志向系科目の継続開講：実施済
・平成28年度「地域実践演習」の継続開講：実施済
≪英語教育改革≫
・外部委託の選定：計画変更
・平成29年度用シラバス、時間割の完成：実施済
≪クォーター制≫
・学年暦・教務スケジュールの作成：計画変更
≪初年次教育≫
・全学共通科目のあり方・初年次教育のあり方の議論の実施：実
施済
・平成29年度パイロット授業実施の準備：実施済
（経）
・「グローバル教育志向」イノべーティブ・ワークショップを新設（3
ワークショップ）：200％（6ワークショップ）
・英語による専門科目の提供（7科目）：114％（８科目）
（文）
・文学部基礎演習のリニューアル
（医）
・カリキュラム再編部会開催数（8回）：100％（８回）
（看）
・科目すべての授業概要を英語表記化：実施済
・「チーム医療Ⅰ」、「チーム医療Ⅱ」を新設した。

（補足）
・英語教育改革については、外部業務委託について法的な側面
から慎重な取り扱いが必要であるため、平成29年度からの実施
を見送ることとし、修正案を策定した。

・一部計画の変更があるものの、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。

Ⅲ
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

5

[年度計画の達成水準]
（全学共通教育）
・初年次教育教材の作成・配布
・初年次セミナーの継続開講
・平成28年度GC副専攻の実施お
よびGC副専攻プログラム評価実
施
・GC副専攻修了科目「GC総合演
習２・３」の新設開講
・平成28年度GC_Int(GC副専攻専
用カナダ・ビクトリア大学研修の実
施
・平成28年度CR副専攻の実施
・全学共通科目地域志向系科目の
継続開講
・平成28年度「地域実践演習」の継
続開講
≪英語教育改革≫
・外部委託の選定
・平成29年度用シラバス、時間割
の完成
≪クォーター制≫
・学年暦・教務スケジュールの作成
≪初年次教育≫
・全学共通科目のあり方・初年次
教育のあり方の議論の実施
・平成29年度パイロット授業実施
の準備
（経）
・「グローバル教育志向」イノベー
ティブ・ワークショップを新設（3
ワークショップ）
・英語による専門科目の提供（7科
目）
（文）
・文学部基礎演習のリニューアル
（医）
・カリキュラム再編部会開催数（8
回）
（看）
・科目すべての授業概要を英語表
記化

各学部は、改訂されたカリキュラムポリシーに基づき初年次から卒業年次かけての効果的な教育
を実施した。
【主な取組み実績】
（商）
・1回生向けの「プロゼミナール」の「初年次ゼミナール」への改組の検討を行った。
・平成30年度から新学科「公共経営学科」を新設することとし、文部科学省に届出を行った。
（経）
・初年次教育として実施している基礎演習約12ゼミ、イノベーティブ・ワークショップ（１年後期ある
いは２年前期履修）15演習のなかに「グローバル教育志向」のものを新たにそれぞれ3つ設けた。
英語による専門科目を８科目とした。
（法）
・初年次教育を抜本的に見直し、平成27年度に新設した「法学入門」では、法社会学、民事訴訟法
及び憲法の担当者が、裁判制度をテーマとする講義を行った。多数の学生が受講し、アンケートに
おいても高い評価を得た。
・1回生を対象とする少人数の「基礎演習」では、共通の教材を独自に作成、随時改訂して利用し
た。
（文）
・文学部の学びについて考えさせる機会は、「新入生歓迎キャンプ」「履修相談会」「先輩学生によ
るコースガイダンス」（いずれも教育促進支援機構主催、および、「教員によるコースガイダンス」に
おいて1回生むけに提供した。
・「新入生歓迎キャンプ」「履修相談会」「市大授業におけるフリートーク」「先輩学生によるコースガ
イダンス」「オープンキャンパス学生企画」「文学部案内冊子作成企画」（いずれも教育促進支援機
構主担）において、プレゼンテーションや説明、編集などにたずさわることで、企画スタッフ学生およ
び当日スタッフ学生が文学部での学びについて振り返る機会を得た。
（理）
・理学部各学科および理科選択コースの学生に対して、専門科目として初年次教育（必修）科目を
提供している。
（工）
・全学で提供されている初年次教育と工学部各学科の初年次教育との関係について検討した。
・修正された各学科の学修マップ、カリキュラムポリシー・ディプロマポリシーに基づき教育を行うた
め、3月28日の学科ガイダンスにおいて説明を行った。
・GC副専攻とCR副専攻の履修状況調査を元に、工学部教務委員会にて時間割編成等を協議し
た。
（生）
・初年次教育について、来年度のパイロット授業に向けてカリキュラム等を作成した。
・次年度導入のため、到達目標などを明示した学生向けポートフォリオを整備し作成した。
・クォータ制に向けた学年暦・教務スケジュールを学部教務で検討した。
（医）
・平成29年度に予定している医学教育分野別認証評価に備え、教務委員会、及びカリキュラム再
編部会が中心となり、効果的な医学教育カリキュラムの改変を検討し、以下のプログラムにおける
実施内容、及び導入を確定した。
①臨床スターター実習（4年次対象、医療シミュレーターを用いた臨床手技実習）において、e-
learning教材を活用した事前学習を義務化し、このシステムを今年度より導入した。
②早期臨床実習（2年次対象）について、臨床実習の1週カウント化を目的に、平成29年度から現
行の1日から5日間に増加させることとした。
③平成29年度より導入する臨床実習評価表について概要を纏めた。平成29年度については紙
ベースの評価表として運用することとし、平成30年度からはICT化を図ることとした。
④平成29年度からの新臨床実習（臓器別ユニット制を導入した形態）の内容について、ユニットご
とに協議を実施し、実施概要を纏めた。
（看）
・科目すべての授業概要を英語表記し、教育要項へ掲載した。また、学科ＨＰにも掲載した。
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 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。

大学院教育において、博士課程教
育リーディングプログラム、科学の
プロ育成プロジェクト、化学人材育
成プログラム、インターナショナル
スクールプログラム、ROV後継海
外派遣事業などを実施し、専門性
の高い研究者等を養成する。
　また、大阪府立大学との単位互
換の実施、大学院共通教育試行
科目の開講など大学院課程にお
ける充実を図る。

[年度計画の達成水準]
（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
（工）リーディングプログラム履修
数（8名）
（文）IS集中科目・AC演習・ISセミ
ナーなどの実施、学振申請対策講
座の開催、研究・調査国内旅費の
支援、後期博士課程院生のＴＡ任
用の充実、都市文化研究センター
研究員への採用、博論作成のた
めのガイドブックの作成（改訂）
（経）大阪府立大学との単位互換
の実施
（大学教育研究センター）大学院共
通教育試行科目の継続開講

≪項目8（若手研究者養成等）につ
いては記載を省略≫

・大学院共通教育の試行科目2科目（「技術経営者特論」および「学問・大学と社会」）を昨年度に引
き続き開講した。
・大学院生及び修了生の意識調査の分析結果を大学教育研究セミナーと教育研究評議会で報告
した。
・全学評価委員会において大学院課程の入学定員充足率改善に係るアンケートを実施し、意見交
換を行った。
・大学院共通教育試行科目の来年度以降の開講のあり方について、全学教育改革WG大学院共
通教育検討チームで検討した。

・各学部研究科は次のような取組みを通じて、大学院生の教育・研究支援等の充実を図り、専門
性の高い研究者を養成した。
【主な取組み実績】
（商）
・大学院生協議会と協力して、博士論文執筆を控えた大学院生に研究報告を行ってもらい、教員も
参加して議論することで、若い大学院生に自らの成長の姿をイメージしてもらっている。
（経）
・平成28年度から、大阪府立大学大学院経済学研究科との単位互換を実施した。
（法）
・院生協議会との会見を行い、要望事項の実施の可否を検討し、年度内に解決できるものはすべ
て実施した。
（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（9月）
とアカデミック・コミュニケーション（AC）演習Ⅰを開講した（いずれも前期）。両科目は各専門を越え
た分野横断型の授業として機能している。
・前期博士課程の授業科目として生活科学研究科と共同で「アカデミックコミュニケーション演習IIa,
IIb」（英語による初級ライティングの訓練）を実施し、同科目の大学院共通科目化への試行とした。
・ＩＳ集中講義は、GC副専攻を受講する他学部生にも開放し、大学院全学共通教育への展開に向
けて試行を図った。
・大学院生等の若手研究者の海外での学会発表・調査等への渡航費支援制度、および、国内の
学会への参加や調査等に対する旅費支援制度、博士学位取得者の研究業績の公表を支援する
出版助成制度、TA雇用のコマ数増を実現し継続している。
・IS日常化プログラムにより海外の研究者（ドイツ、イギリス、アメリカ、フランス）を招いて講演会を4
回開催し、外国語による学術コミュニケーションの機会を提供した。
・学振申請対策講座については、今年度は開催を見送った。
・都市文化研究センター研究員を今年度も３４名採用し、若手研究者の育成支援を継続的に実施
した。
・博論ハンドブック（本編）、同（教員用）を平成27年度に作成。平成28年度にその改訂版を作成し
た。本編についてはＨＰで公開している。
（理）
・後期博士課程3名をフランス、ロシアで開催の国際会議に派遣した。また、学内で第19回大阪市
立大学国際会議を実施し、大学院生の英語による研究発表を推進した。
・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」の科目を選択必修科目として提供している。
・来日中の外国人研究者を招聘し、6件の「国際ゼミナール」を実施した。
・「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 Global Step Seminar”を開催した。
・人材育成プログラムの一環として、「産学官の交流深耕」と「化学の社会への発信」を目的とした
日本化学会のＣＳＪ化学フェスタに参加し、２名の博士課程在籍者が研究発表を行った。国際ゼミ
ナールについても引き続き実施した。
・「科学のプロ育成プロジェクト」講演会を開催した。
（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3期目となり、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標とした
教育を推進している。
・在籍期間中のバランスのとれた科目配分を推進するために、大学院共通教育科目の受講手続き
を簡素化した（大学院工学研究科履修規程を改訂した）。
・リーディングプログラムの平成27年10月から平成28年9月までのカリキュラム自己評価を行った。
・リーディングプログラムが推奨するビジネスアイデアコンテストに市大・府大合同チームが参画し､
最優秀賞を受賞した。
・第3回産業牽引人材育成フォーラムを実施した（参加企業15社、参加者45名）．
・リーディングプログラム選抜試験を行った（市大志願者2名）。
・リーディングプログラムの中間評価結果としてA評価（計画どおりの取組であり、現行の努力を継
続することによって本事業の目的を達成することが期待できる）を得た。
（生）
・「アカデミック・コミュニケーション演習Ｉ・Ⅱ」を文学研究科と共同で実施し、これまでの成果が認め
られ、次年度からは大学院全学共通科目として実施されることになった。
・実践的論文発表支援のための独自科目「国際科学コミュニケーション」を次年度開講決定した。

7・8
【重点】

・平成28年7月の法人評価委員会でご指摘をいた
だき、対応を直ぐに検討しましたが、平成28年10
月から開始される後期授業で新しい科目を増やす
ことはできませんでした。
・平成28年度は「全学教育改革ＷＧ大学院共通教
育検討チーム」で科目について検討し、平成29年
度より、「技術経営者特論」については「グロー
バル経営特論－あなたの志は何ですか」への科目
名変更をはじめ、新たに大学院生共通で身に着け
させることを目的とした「研究倫理」など新たに
５科目を開講し、７科目を実施することとした。
平成28年度の受講者とその研究科及び学年別数は
別紙の通り。
・（経）2016年度も、2017年度の前期も、単位互
換制度を活用した大学院生は、大阪市立大学と大
阪府立大学のいずれにもまだ１名もいない。その
ため、この制度を大学院生がより利用しやすくす
る方策について、両大学の経済学研究科で話し合
う予定である。
・（法）具体的には、共用コンピュータ室の複合
機へのＵＳＢ端子設置、教員貸出中研究用図書の
大学院生への一時貸出手続の簡略化、老朽化した
大学院生研究室の机･椅子等の備品更新になる。

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
（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
（工）
・リーディングプログラム履修者数（８名）： 112％（9名）
（文）
・IS集中科目・AC演習・ISセミナーなどの実施、（学振申請対策講
座の開催）、研究・調査国内旅費の支援、後期博士課程院生のＴ
Ａ任用の充実、都市文化研究センター研究員への採用、博論作
成のためのガイドブックの作成（改訂）：実施済
（経）
・大阪府立大学との単位互換の実施：実施済
(大学教育研究センター）
・大学院共通教育試行科目の継続開講：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。

（文）学振申請対策講座については、今年度は開催を見送った。

≪項目8（若手研究者養成等）については記載を省略≫

大学院共通科目の試行２科目（「技術経営者特論」
（昨年は「技術経営特論」となっていたが）と「学
問・大学と社会」）を昨年度に引き続き開講したとの
ことだが、昨年度において、科目の内容、受講者の
数、偏りなどからして、大学院共通科目としては「不
適切」だったのではないかとコメントした。それに対
して、「試行で、今後再検討する」との趣旨の回答
だったと記憶しているが、にもかかわらず２８年度も
同じ科目を開講したのはなぜか。
　２８年度の受講者数とその研究科および学年別数字
を示してほしい。
　また、「全学教育改革WG大学院共通科目教育検討
チームで検討した」とあるが、その検討内容を明らか
にしてほしい。さらにその検討にもかかわらず、新し
い共通科目を開講しなかったのはなぜか？
　
　経済学研究科で府大との単位互換を開始したとのこ
とだが、実績は？（単位互換制度を利用した学生数
は？）
　法学研究科で院生協議会の要望事項のうち年度内に
解決できるものはすべて実施した、とあるが、具体的
にはどのような事項か？

Ⅲ
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

（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）」及
び「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」（※共に文科省採択事業）を
開講し、専門医療人の育成に取り組んでいる。
・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、初期プ
ログラムである大学院準備コースを開講している。（MD-PhDコースの入学者は、平成30年度から
となる予定である。）
・前述の第二期がんプロコースは今年度末で終了となるため、第三期がんプロコース（多様な新
ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン）受託に向け、がんプ
ロ運営委員会にて申請内容に関する協議を実施した。
（看）
・平成30年度入試より、前期博士課程の「本学部特別選抜」制度を導入し、優秀な本学部学生の
入学料免除制度を導入することとした。
（創）
・創造都市研究科では、社会実践活動を展開している院生のスキルアップに貢献してきたが、修了
後の現場復帰時点でのキャリアップにつながる試みが不十分である。このため「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。

≪項目8（若手研究者養成等）については記載を省略≫
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

【高度専門社会人の育成】
創造都市研究科における「創造経
済と都市地域再生」の国際的研究
展開と結合した「公共・民間・市民
の3つのセクター協働による地域
活性化人材の育成」、経営学研究
科における社会人プロジェクトや、
法曹養成、医療人育成など、各研
究科において都市や地域の活性
化を担う高度専門社会人を育成す
る。

新社会人大学院「都市経営研究科」は、実質的には
「創造都市研究科」の改組と思われるが、改組の理由
は？両者のミッションの違いは？

新社会人大学院都市経営研究科の開設年度や規模・内
容などはどうなっているか。

・創造都市研究科のミッションは新しい都市モデ
ルである創造都市（都市の究極の機能が「産業や
文化を創出する創造機能」で、そのような機能を
活発化させることが都市再生・活性化につながる
というモデル）であり、それらを担う指導的人材
を養成することであった。その概念は浸透してお
り、一般化しているが都市の問題は複雑化、深刻
化している。その解決のためにイノベーションと
サスティナビリティを２つのキーコンセプトとし
た都市の創造と経営をめざすことが必要となって
きている。そこで主として社会人を対象としてき
た創造都市研究科を基盤としつつ、前述の２つの
キーコンセプトより都市経営の諸課題について、
都市をささえる主要なセクターの現場で問題解決
できる、クリエイティブで高い倫理的識見を備え
たグローバルな指導的人材を養成することをミッ
ションとする都市経営研究科を設立することとし
た。

開設年度：平成30年度（平成29年６月文科省届出
受理済）
規模・内容：１専攻４コース（修士課程のみ）
入学定員56名
　　　　専攻名＝「都市経営専攻」
　　　　コース名＝「都市政策・地域経済コー
ス」・「都市行政コース」・「都市ビジネスコー
ス」・「医療・福祉イノベーション経営コース」

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
（創）
・学内、学外の研究助成の獲得（各1件）：実施済
・「３セクター協働プロジェクト」の研究会またはシンポジウムの開
催（4回）：実施済
・ニューズレターの発行（2号）：実施済
（法）
・中小企業向け法律相談及びエクスターンシップ：実施済
・平成29年度実施に向けた法曹養成専攻学生の経済的負担軽
減の準備：実施済
（理）
・科学のプロ育成プロジェクト：実施済
（医）
・平成29年度がんプロコース入学者：250％（5名）
・平成29年度小児医療コース：1名：100％（1名）
（生）
・ＱＯＬプロモーター育成（35名）：106％（37名）
（他）新社会人大学院の開設へ向けた整理
：実施済
・資格職合格率
　各達成率：一部未達成
・司法試験合格率　　     13.1％
・管理栄養士合格率　    94.4％
・社会福祉士合格率 　   70.0％
・医師国家試験合格率　 88.0％
・看護師国家試験合格率100％
・保健師国家試験合格率100％

(補足)
（医）がんプロコースの募集対象となる教室数は、5教室（血液腫
瘍制御学、呼吸器内科学、腫瘍外科学、放射線腫瘍学、女性病
態医学）と限られており、医学研究科内にて実施しているがんプ
ロ運営委員会にて協議の元、達成水準（2名）を設定しています。
尚、平成29年度の入学者数増加については、平成29年度より第
3期がんプロコースが始まる予定であることから、委員会内にて
大きな実績を出す必要があるとの認識を共有したことが要因と
なっています。
 
・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】

Ⅲ

・新社会人大学院開設準備検討プロジェクトチームにおける検討の内容をふまえて、文部科学省
への設置認可に係る申請書に関する事項等について、具体的に検討を進めるために、「大阪市立
大学大学院都市経営研究科開設準備委員会」を設置した。また、文部科学省との協議の結果、届
出による開設か可能であるとの判断が得られ、届出書類の作成に向け、学生の確保の見通しに関
する調査・分析や研究科の運営体制、カリキュラム、その他学内の情報収集等の準備に取組ん
だ。

・各学部研究科は、次のような取組みを実施した。
【主な取組み実績】
（商）
・社会人プロジェクト研究「医療福祉マネジメント」において、平成28年度も12名の社会人を受け入
れている。この分野においては、先駆的な取り組みでもあり、継続的に社会的評価を得ている。
（法）
・大学院法曹養成専攻では、臨床教育の科目として「中小企業向け法律相談」を設けている。この
科目では、梅田サテライトにおいて本学出身の弁護士と実務家教員が中心となって中小企業に関
する法律相談に応じ、受講者はこれに同席して、大阪という都市・地域ならではの中小企業の法律
問題について実践的に学んでいる。
・大学院法曹養成専攻においては、上記「中小企業向け法律相談」のほか「エクスターンシップ」の
科目も、受け入れ先は大阪市および近郊の弁護士事務所であるため、この科目を通じて大阪とい
う都市・地域ならではの法律問題につき臨床教育を行っている。本年度も２月から３月にかけて行
われ、該当学年のほぼ全員が履修した。
（文）
・専門社会調査士資格取得のためのカリキュラムを提供し、社会学専修並びに心理学専修の複数
の院生が本資格を取得するようつとめている。取得には、ふつう３−５年の期間を必要とする。
・博物館学芸員養成のための課程を維持している。大阪市博物館協会との包括連携協定にもとづ
いて講師の派遣をうけた。博物館実習科目を実施した。
（理）
・日本化学工業協会「化学人材育成プログラム」に採択された事業を実施し、深い専門知識に加え
て広い視野をもったπ型人材を育成するためのプログラムを展開している。
・大学後援による国際会議を学内で実施し、博士課程学生に国際会議での情報発信力向上の機
会を提供した。
・産業牽引型ドクター育成プログラムの平成28年度三大学共催インタラクティブ・マッチングにおい
て理学研究科よりポストドクターが発表を行った。同プログラムの長期インターンシップに理学研究
科よりポストドクター1名が参加した。
・「科学のプロ育成プロジェクト」講演会を開催した。
（工）
・多くの社会人後期博士課程学生を受け入れ、高度な専門社会人の育成を行っている。
・4月入学に加えて10月入学制度や長期履修制度等の社会人が利用しやすい制度整備を行って
いる。
（生科）
・ＱＯＬプロモータ育成プロジェクトを実施した。履修者37名。
（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）」及
び「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」（※共に文科省採択事業）を
開講し、専門医療人の育成に取り組んでいる。
・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、初期プ
ログラムである大学院準備コースを開講している。（MD-PhDコースの入学者は、平成30年度から
となる予定である。）
・前述の第二期がんプロコースは今年度末で終了となるため、第三期がんプロコース（多様な新
ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）」養成プラン）受託に向け、がんプ
ロ運営委員会にて申請内容に関する協議を実施した。
（看）
学士教育ではより優秀な看護職育成のために、カリキュラムに新たな科目（チーム医療）の追加を
検討した。
（創）
・創造都市研究科は「重点研究・創造経済と都市地域再生プロジェクト」「３セクター協働プロジェク
ト」をはじめ正規の履修モデル以外の教育研究を多数実施してきた。28年度は、（１）重点研究「創
造経済と都市地域再生」については、引き続き①学術雑誌『創造都市研究』に成果を公開し、②プ
ロジェクト系ウェブサイトは、http://www.gscc-chiiki3s.jp/　において継続的に成果発表を行った。
（２）教育プログラム「３セクター協働（＝公共・市民・民間部門）の地域活性化」のプロジェクトのウェ
ブサイトについても、同様にhttp://www.gscc-chiiki3s.jp/　において、継続的に成果発表を行った。
その成果として、教員の研究活動と院生のフィールド研究をニューズレター11・12号まで刊行した。
併せてシンポジウム・研究会を行い、特に大学院生の研究・教育を深めた。

<平成28年度　各種資格試験合格率＞
・司法試験合格率　　　　　    13.1％
・管理栄養士合格率　　　     94.4％
・社会福祉士合格率　　　     70.0％
・医師国家試験合格率　　　  88.0％
・看護師国家試験合格率　　100％
・保健師国家試験合格率　　100％

・創造都市研究科における『教育
プログラム「３セクター協働（＝公
共・市民・民間部門）の地域活性
化」プロジェクト』、法曹養成専攻に
おける「中小企業向け法律相談」
を通じた臨床教育、「専門社会調
査士」の資格取得のためのカリ
キュラムの充実、科学のプロ育成
プロジェクトの実施、PhD管理栄養
師とQOLプロモーターの養成、専
門医及び基礎医学研修者の育成
など、各研究科において都市や地
域の活性化を担う高度専門社会人
を育成する。
・新しい時代の要請に応える新社
会人大学院都市経営研究科（仮
称）の開設へ向けてプロジェクト
チームにおいて整理を進める。
・法曹養成専攻について、社会情
勢を踏まえ、学生負担の軽減など
の取り組みを実施して、よりアド
ミッションポリシーに沿った学生の
確保を図る。

[年度計画の達成水準]
（創）学内、学外の研究助成の獲
得（各1件）
・「３セクター協働プロジェクト」の研
究会またはシンポジウムの開催（4
回）
・ニューズレターの発行（2号）
（法）中小企業向け法律相談実施
・平成29年度実施に向けた学生負
担の軽減の準備
（理）科学のプロ育成プロジェクト
の実施
（医）がんプロコース入学者数（2
名）
・小児科コース入学者数（1名）
（生科）ＱＯＬプロモーター育成（35
名）
（他）新社会人大学院の開設へ向
けた整理
・資格職合格率（90％、社会福祉
士、看護師　等)
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

【学位の質保証】
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
ング制度の実施をふまえて、学修
マップの導入・改訂に向けた具体
的検討を進めるなど、学位の質を
保証する仕組みの一層の充実を
図る。

[年度計画の達成水準]
（法）
・学位の評価基準を統一
（理）
・学部専門科目の成績評価方法の
点検と見直しの実施
（工）
・科目ナンバリング制の実施と活
用に関して整理
・研究科学位評価基準の履修規
定・ホームページへの掲載
（生科）
・ナンバリングに対応した学修マッ
プの作成
（看）
・看護学士の質保証のための履修
体制工夫について整理

科目ナンバリング制は、科目間の関係を示し、学生に
科目履修順序をガイドするなどの役割を果たすことが
期待される制度と思われるが、実際に学生はどの程度
これを活用しているか？
また、学生を望ましい順序にしたがって、科目履修さ
せるためには、プレ・レキジット制（ある科目を履修
するためには、その前提となる別の科目の単位修得を
済ませておかなければならない制度）などを導入する
のが望ましいと思われるが、それはどの程度行われて
いるか？

・ご指摘いただきました通り、科目ナンバリング
は科目履修順序ガイドの役割もありますが、本学
における科目ナンバリング導入の主目的は、カリ
キュラムマップを作成しカリキュラムの点検を行
うこと、および平成31年度より全学的に導入する
予定のOCU指標（学修成果を可視化するツール）
の指標値を算出する際に使用することの2点と
なっています（OCU指標については添付資料をご
参照ください）。
・なお、本学では科目ナンバリング導入以前に、
各学部の専門科目において、プレレキジットは導
入されています。

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
（法）
・学位の評価基準を統一:実施済
（理）
・学部専門科目の成績評価方法の点検と見直しの実施：実施済
（工）
・科目ナンバリング制の実施と活用に関して整理：実施済
・研究科学位評価基準の履修規定・ホームページへの掲載：実
施済
（生）
・ナンバリングに対応した学修マップの作成：実施済
（看）
・看護学士の質保証のための履修体制工夫について整理：実施
済

（補足）
・各学生の多様な学修成果を総合的に評価しうるOCU指標の開
発とその活用スキームの構築を柱とするプログラムが、文部科
学省のAP事業に採択された。

・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。

・各学生の多様な学修成果を総合的に評価しうるOCU指標の開発とその活用スキームの構築を柱
とするプログラムが、文部科学省のAP事業に採択された。
・平成２８年度に文部科学省から３ポリシーのガイドラインが通知され、そのガイドラインに沿った改
訂を実施し、公開した。
・平成28年度から全学的に科目ナンバリング制度や学修マップを導入し、学位の質を保証する仕
組みを充実させた。

・各学部研究科の特性に応じた制度を導入し、学位の質を高めるた具体的な取組みを実施した。
【主な取組み実績】
（商）
・卒業要件としてGPA1.0以上の条件を課している。これにより、学位について厳正な評価が導入さ
れている。
・また、各科目ごとに成績分布表を作成しており、教員自らが評価に偏りがないかについて自己評
価をおこない、公平性・公正性の確保に努めている。
（経）
・論文採点基準を設け、シラバスに掲載している。
（法）
・学位質保証に関する諸制度については、学部・大学院における教育の重要課題を審議する研究
教育体制検討委員会で検討し、たとえば、現行の学部の学位授与指針・入学者受入指針・教育課
程編成方針の点検をおこない改訂した。
・大学院法曹養成専攻では、学生の学力を向上させ、法務博士の質を確保するため、2017年度か
ら１年次の必修科目を３単位分増やすことにした。
（文）
・科目ナンバリング活用した履修登録、科目指導に取り組んだ。
（理）
・学部専門科目（特別研究）の履修要件等の見直しと修正を行った。
・全専攻の学位審査基準を明確化し、研究科ホームページで公表している。
・学部専門科目の成績評価方法の点検と見直しを実施し、必要に応じてシラバスに反映した。
（工）
・成績評価の判断基準を明示したシラバスを作成した。
・研究科の学位評価基準を明記した履修規程をWeb上で公開した。
（生科）
・ナンバリングに対応した学修マップを作成した。
（医）
・平成29年度に予定している医学教育分野別認証評価に備え、教務委員会及びカリキュラム委員
会（旧カリキュラム再編部会）が中心となり、効果的な医学教育カリキュラムの改変内容を決定し、
平成29年度から新プログラムを実施することとした。また、カリキュラムマップ、及び3ポリシーの見
直しについても着手し、新カリキュラムマップ、及び新3ポリシーを策定することが出来た。
（看）
・GPAは成績優秀者、授業料減免者の選考に用いた。
・修士論文ガイドライン、博士論文ガイドラインをシラバスに提示している。
・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った（大学院）。

16

Ⅲ

8



（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

【大学教育研究センター】
大学教育研究センターは、本学の
大学憲章及び人材育成目標に基
づき社会が求める人材育成を図る
ために、学士課程教育・大学院課
程教育に資する各種取り組みの企
画やその基礎となる調査・研究とと
もに、各学部の教育について助言
及び支援を行う。

各学部、研究家の教育の質向上のために様々な活動を
しておられることは高く評価できる。このセンターの
サイズ（専任？教員の数など）はどの程度のものか。
またFD活動などが全学的に定着して来た場合に、この
センターの意義はあり続けるのか？　今後の見通しな
どはどうなっているか。

・大学教育研究センターはFDを主目的として設立
された組織ではありません。そのことは以下にお
示しします当センタ規程に明記されております。
(1)　大学教育に関する研究、調査、企画、提案
及び提言に関すること
(2)　大学教育に係る点検、評価及び改善に関す
ること
(3)　各部局のFD活動の状況把握及び全学的な活
動の各部局への周知等に関すること
(4)　その他前条の目的を達するために必要な事
項
このうち、（１）から（３）のミッションを調査
研究部門、評価部門、教学・FD部門の3部門に分
けて
現在4名の専任教員のうち1名が副所長（全体統括
する所長の補佐）、残りの3名が各部門長とな
り、各研究科からの兼任教員がこれらに加わる形
で運営しております。
また近年は、（４）のその他に関わる業務量が飛
躍的に増えており、例えば①各種外部資金の申
請、また交付決定後の事業運営への参画（ポスト
ドクター・キャリア開発事業、COC地（知）拠点
整備事業、大学教育再生加速プログラム（AP）高
大接続改革推進事業など）、②機関別認証評価に
伴う各種業務（認証評価に必要な各種調査と分
析、報告書作成業務等）への参画、③府立大学と
の大学統合に関する各種検討WGへの参画、④全学
の教育改革WGおよびその下にある各目的別検討
チームでの改革案策定への参画、⑤入学者追跡調
査の業務への参画など4名の教員がそれぞれ複数
の事業・業務を掛け持ちの形でその任にあたって
います。
このうち特に28年度より開始しましたAP事業は本
学における教育の内部質保証の確立に関するもの
であり、今日の大学教育に課された普遍的なテー
マでもあります。従いまして、教育の内部質保証
は当センターの今後の活動の核になるものとの見
通しを持っております。

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
点検・評価に関する全学的プロジェクトへ参画・支援として
・入学者追跡調査の実施：実施済
・本学の教育に関する各種調査などの実施継続：実施済
・効果的なＦＤの実施を目的とした多人数型全学FD事業（研究
会・シンポジウム等）の開催継続：実施済（シンポジウム1回、FD
研究会1回）
・同少人数型全学FD事業（ワークショップ・セミナー・研修会等）
の開催継続：実施済（セミナー3回、ワークショップ２回）
・各学部・研究科主催のＦＤ研究会への協力、その他各種委員
会・全学プロジェクト等への協力継続:実施済
・学内外に公開する印刷物・冊子の作成：実施済
・キャリアデザイン力育成を目指す科目の開講継続:実施済（3科
目）
・大学院共通教育科目の試行の継続：実施済（1科目）
・初年次セミナー開講の継続：実施済（4講座）
・副専攻関連事業（GC副専攻およびCR副専攻設置）への参画の
継続：継続中
・文科省補助事業「ポストドクター・キャリア開発事業」への参画
の継続: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。

・入学者追跡調査についてはNo.2参照。
・「教育に関する各種調査」を実施した（内容についてはNo.15参照）。
・多人数型FD事業として第14回FD研究会、第24回教育改革シンポジウムおよびAP事業キックオフ
シンポジウムを実施した。
・少人数型FD事業として、第17回FDWS(授業デザインWS⑨)「知識・スキル伝達修得型授業でのア
クティブラーニングのあり方を考える」、第18回FDワークショップ（授業デザインWS⑩）「評価・採点
基準表（ルーブリック）を用いたレポートの評価―初年次教育を中心にー」、および第18回-20回大
学教育研究セミナーを開催し、本学学生の学修成果の現状を共有するために、学士課程学生調
査と大学院生調査（卒業生・修了生調査を含む）、及び入学者追跡調査の結果をもとに協議した。
・障がい学生支援室主催の啓発研修会の企画助言と講師の派遣、生活科学研究科ＦＤ研修会へ
講師の派遣、商学部・経営学研究科FD研修会へ講師の派遣、文学研究科大学院教育授業実習
制度の事前研修･事後研修および大学論研修の各講師および実習指導3回分をそれぞれ実施し
た。
・各部局ＦＤへの支援として本学教員が相互に活用出来る教育実践事例WEBデータベースシステ
ムを継続公開した。
・全学教育改革WGおよび入試改革ＷＧに参画した。
・今年度も継続開設された全学共通教育科目の学長特命科目「大阪学」WG参画および同科目の
実施総括担当として運営を行っているとともに、来年度以降の後継科目「大阪の知」WGにも参画し
た。
・紀要14巻1号、大学教育だより14号・アンロゾ18号（総合教育科目ガイドブック）を発行した。
・キャリアデザイン力育成を目指す科目を開講した(内容等はNo.6を参照)
・大学院共通教育試行科目を開講した(内容等はNo.6を参照）
・初年次セミナーを開講した(内容等はNo.5を参照)
・副専攻（GC副専攻およびCR副専攻）に関して、副専攻運営委員会へ委員として引き続き参加し、
事業への参画継続を行った。
・文科省補助事業「ポストドクター・キャリア開発事業」へ継続して参画した（内容はNo.8参照）。
・文部科学省AP事業「OCU指標とその活用スキームによる学修成果の質保証」の申請に関わり、
採択されたことに伴い、AP事業の運営を開始し、関連するシンポジウム2件（上述）を開催するとと
もに、学習支援・推進室の開設準備作業に着手した。

　大学教育研究センターは引き続
き、本学の学生が真に学ぶための
学士課程教育・大学院課程教育に
資する各種取組の企画やその基
礎となる調査・研究を進め、各学
部・研究科等の教育への助言・支
援を行う。

[年度計画の達成水準]
点検・評価に関する全学的プロ
ジェクトへ参画・支援として
・入学者追跡調査の実施
・本学の教育に関する各種調査な
どの実施継続
・効果的なＦＤの実施を目的とした
多人数型全学FD事業（研究会・シ
ンポジウム等）の開催継続
・同少人数型全学FD事業（ワーク
ショップ・セミナー・研修会等）の開
催継続
・各学部・研究科主催のＦＤ研究会
への協力、その他各種委員会・全
学プロジェクト等への協力継続
・学内外に公開する印刷物・冊子
の作成継続
・キャリアデザイン力育成を目指す
科目の開講継続
・大学院共通教育科目の試行の継
続
・初年次セミナー開講の継続
・副専攻関連事業（GC副専攻およ
びCR副専攻設置）への参画の継
続
・文科省補助事業「ポストドクター・
キャリア開発事業」への参画の継
続

Ⅲ
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

【図書館機能の充実】
学術情報総合センターは、教育研
究に必要な資料の整備など学術
情報機能を充実させるとともに、総
合的な教育研究施設としての利便
性の向上を図る。

・電子ジャーナル経費高騰化の対
応策を具体化する。
・6階アカデミックコモンズの施設整
備を実施する。
・関西大学・大阪府立大学との三
大学相互連携事業を推進する。

[年度計画の達成水準]
・平成29年度全学共通電子ジャー
ナルの購入方針策定、論文単位
閲覧方式の試験運用及び検証に
基づく平成29年の導入方針決定
・6階アカデミックコモンズの施設整
備および運用ルールの策定を年
度内に実施
・関西大学、大阪府立大学図書館
と雑誌分担保存の協議を行い、年
度内に第一次候補を選定
・関西大学、大阪府立大学図書館
との間での文献複写サービス拡大
について、年度内に試行開始

WEBデータベース、電子ブックなどのウエイトが増すな
ど、「図書館」の内実は大きく変化しつつあり、今後
さらに変化すると思われる。それに対応する図書館の
あり方や予算編成を考えるときではないか？
ここ１０年ばかりの図書館予算の推移を示していただ
きたい。また、図書スペース節約のため、一部の本に
ついては電子ブック契約に切り替えている大学図書館
があると聞くとが、市大ではどうか？

・近年大学図書館では、ラーニングコモンズなど
に代表される学修や知的交流の「場」としての役
割が重視されてきており、本学においても従来か
ら提供してきたグループ学習室などに加え、ラー
ニングコモンズ・アカデミックコモンズなどの学
修環境の充実にも力を注いできました。今後は学
習支援推進室などとの連携を進め、学生の自律的
学習を促す空間として更なる機能強化を図りま
す。
・予算編成については、電子ジャーナルやデータ
ベースなどの継続購読が必要な電子資料の価格高
騰により、資料費全体を圧迫しているため、印刷
媒体も含め購読タイトルの精査に努めると同時
に、電子ジャーナルについては科研費等間接経費
を充てることにより、一定の予算の確保を図って
います。
・また、電子ブックへの切替に関しては、一部の
海外学術資料については導入が進んでいるもの
の、主に学生が利用する日本語資料においてはコ
ンテンツが少ないうえに、印刷媒体に比べ価格が
割高に設定されているなど、まだ課題が多く残っ
ております。
昨年度は、電子ブックのニーズ調査として、洋書
14万タイトル、和書9千タイトルに及ぶ電子ブッ
クコレクションの大型トライアルを全学的に実施
し利用分析を行いましたが、価格やラインナップ
に不満が残る上に、集中的に利用された資料や分
野が見当たらなかったこともあり、日本語資料に
おいては、本学での電子ブックへの切り替えは時
期尚早という判断をいたしました。これからも引
き続き大学向け電子ブック商品の動向と本学の
ニーズを見守っていきます。

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・平成29年度全学共通電子ジャーナルの購入方針策定：実施済
・論文単位閲覧方式の試験運用及び検証に基づく平成29年の導
入方針決定：実施済
・6階アカデミックコモンズの施設整備および運用ルールの策定
を年度内に実施：実施済
・関西大学、大阪府立大学図書館と雑誌分担保存の協議を行
い、年度内に第一次候補を選定：実施済
・関西大学、大阪府立大学図書館との間での文献複写サービス
拡大について、年度内に試行開始：実施済

(補足)
・学術情報のオープンアクセス化の本学の取り組みとして、機関
リポジトリの広報活動及びシステム更新と貴重書データベース、
古文書データベースのシステム更新を行った。

・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。

（電子ジャーナル）
・部局で購読しているエルゼビア社電子ジャーナルについて、前払いトランザクション（論文単位閲
覧方式）の導入により論文単位の利用への切り替えが可能かどうかを検証するため平成28年4月
より試験運用を開始した。
・前払いトランザクションについての試験結果を２回に分けて検証し、平成28年10月及び平成29年
3月の運営委員会図書部会に報告した結果、当面の間、追加購入はせず、来年度以降も現在のト
ランザクションの残りがなくなるまで今年度と同様の運用を継続する方針を決定した。
・全学共通電子ジャーナルについて、平成28年6月に研究担当副学長を委員長とする電子ジャー
ナル等検討委員会を開催し、運営委員会図書部会で検討した提案内容を基に審議を行ない平成
29年全学共通電子ジャーナルの導入方針を決定した。決定した方針は現在の購入パッケージの
枠組みは維持しつつ、購読料を抑制する案を採用した。また平成30年の方針策定に向けて、大学
図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）を通じて情報収集を行い、収集した情報を基に平成29年１
月の図書部会において平成30年の方針案を決定した。
・本学の教員及び研究者が発表した論文や研究成果をインターネット上に無料で公開する機関リ
ポジトリについて、研究支援課主催の若手研究者向け説明会において、活用を勧める広報活動等
を行なった。
・H29年1月の機関リポジトリサーバのリース期間終了後、次期システムをサーバ方式からクラウド
方式に切り替え、運用コストを1/3まで縮減した。また利用者への認知度向上のため、機関リポジト
リの通称やバナーを作成した。
・個別に構築していた貴重書データベースや古文書データベースを統合し、機関リポジトリと同一
の検索システムを採用することで、利用と管理の両面の利便性が大幅に向上した。
（６階アカデミックコモンズ）
・限られた予算内で利用者ニーズを踏まえた効率のよい施設整備を行なうため、教員を対象とした
コモンズスペースの利用に関するアンケートを5月から6月にかけて実施し、分析結果の報告を7月
の図書部会で行った。施設整備は既存の家具等の活用等で工夫しながら、コストの縮減を図っ
た。
・運用方法については、1階・10階の会議室、5階ラーニングコモンズ、その他学内の関連施設の利
用ルールも考慮しながら、できる限り管理コスト等のかからない方法で、適正な管理が可能となる
よう検討を行ない、平成28年7月開催の運営委員会において、運用方針を報告した。
（三大学相互連携事業）
・文献複写サービス拡大の試行開始に向けて、本学の複写料金を改定し、三大学連携事業に対応
する価格設定を行なった。
・関西大学、大阪府立大学図書館と雑誌分担保存の協議を進め、本学での保存タイトル第一次候
補を平成29年3月に選定した。
・関西大学、大阪府立大学図書館と手順等を確認調整のうえ、三大学連携事業対応複写料金で
のサービス試行を平成29年1月より開始した。

＜開館日＞
H22：　265日　　H23：　267日　　H24：　273日
H25：　314日　　H26：　319日　　H27：　319日
H28： 319日

＜入館者数＞
H22：　614,708人　　H23：　603,276人　　H24：　637,221人
H25：　639,048人　　H26：　646,583人　　H27：　552,015人
H28：　565,086人

＜図書市民利用制度の登録者数＞
H22：　2,536人　　H23：　2,496人　　H24：　2,432人
H25：　2,435人　　H26：　2,389人　　H27：　2,277人
H28：　2,193人

＜ラーニングコモンズ利用件数＞
H23：　-
H24： 45,750人
H25： 46,855人
H26： 56,146人
H27： 54,919人
H28： 66,637人

＜機関リポジトリ登録数＞
H23：  2,234件
H24：  4,627件
H25： 10,391件
H26： 13,215件
H27： 14,736件
H28： 15,852件

Ⅲ21

（単位：千円）
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

図書資料費 105,436 93,054 96,200 105,882 92,343 95,551 97,188 101,862 126,803 116,696 117,991
※電子ブック・電子ジャーナルを含む
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

【国際交流の促進】
実績のある部局間交流を全学的
視点で集約するとともに、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]
・海外大学等との学術交流協定数
全協定数（140協定）
うち大学間協定数（27協定）

【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。
・研究者データベースのシステム
更新についての仕様原案の作成
を行う。

[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％）
・システム更新の仕様原案の作成

・研究者データベースへの日本語・英語での入力率向上に向けて、未入力者への個別連絡や簡易
入力シートを用いた入力促進等の取組みを積極的におこなった。その結果、年度計画の達成水準
に迫ることができた。
　・日本語版入力者率（89.1％）
　・英語版入力者率（73.0％）

・次年度については、教員の入力負担を軽減できる新システムの導入とともに、年度活動報告書で
研究者データベースの入力実績を報告することとし、研究者情報を発信する環境整備と意識付け
を高めることで、さらなる入力率の向上に取り組む。
　・府大の研究者ＤＢシステムの確認と、今後のシステム運用に関する意見交換を実施した。
　・教員と職員で意見交換した。
　・複数の製品を確認し、下見積もり取得後、次年度予算に向け各種申請し、平成29年度の予算を
確保した。
　・仕様書原案を作成した。

＜日本語版入力者率＞
H23：　87.2％　　H24：　89.4％　　H25：　86.4％　　　H26：　86.3％　　　H27：　85.9％
H28：　89.1％

＜のべ入力率＞
H23：　39.3％　　H24：　55.7％　　H25：　55.4％　　H26：　83.0％　　H27：　82.7％
H28：　84.5%

＜英語版入力者率＞
H24：　45.3％　　H25：　46.2％　　H26：　57.2％　　H27：　57.7％　　H28：73.0％

Ⅲ

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・日本語版入力者率：99.0%（89.1％）
・英語版入力者率：104.3%（73.0％）
・システム更新の仕様原案の作成：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。

留学先を探す外国の若者が外から見たときに、公表さ
れている研究業績は大きな参考になるように思うの
で、この活動に意義は大きいものと考えるが、この
データベースは学外からアクセスしやすいようになっ
ているか。

・研究業績については、研究者データベースに入
力された項目の中から公表すべき項目を定め、大
学のホームページで「研究者要覧（日本語版・英
語版）」として情報を公開しています。「研究者
要覧（日本語版・英語版）」は、検索機能もあ
り、一般の方からもアクセスしやすい環境となっ
ています。

31
【重点】

大学間学術交流協定の数はわかりやすい指標の一つで
すが、それだけでは十分とは言えないように感じる。
例えばより進んで、個々の研究者の海外との協同研
究、より明確には共著論文の数などを集計することは
難しいのか。学振や民間財団から受けた協同研究助成
の件数などを集計することも可能ではないか。

・在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館と意見交換等の実施や、新たにナムディン看護大学
（ベトナム）との学術交流協定を締結した。
・「一般財団法人海外産業人材育成協会（HIDA）」との業務協力・連携協定の締結に基づき、同協
会の関西研修センターとの相互連携（施設利用や、海外インターンシップなどの情報発信など）を
実施した。
・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」を継続実施した。
・JSPS外国人招聘事業（長期２件、短期１件、特別研究員１件）の採択を得た。
・「一般財団法人海外産業人材育成協会（HIDA）」の関西研修センターとの相互連携の一環として
「看護師候補者日本語研修事業」への協力(フィリピンからの研修生の病院研修受入）を実施した。
（都市研究プラザ）
・ソウル大学アジアセンターとの間に部局間協定を締結した。
・海外センター・オフィスの設置・運営で協力関係のある東アジア諸国の大学その他の研究機関と
連携して、第6回東アジア包摂都市ネットワーク・ワークショップを開催し、都市比較研究及び自治
体職員間の交流を推進、続けて第1回先端都市研究拠点夏季セミナーを開催した。東アジア包摂
都市ネットワーク・ワークショップには、報告者と参加者とを含めて100名程度の参加があり、先端
都市研究拠点夏季セミナー参加人数には、特別研究員（若手）4名が参加した。

＜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※
H28：　27協定
※ベトナム総領事館との協定を含む

Ⅲ

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・海外大学等との学術交流協定数
全協定数（140協定）：104％（146件）
うち大学間協定数：100％（27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。

第3期の中期計画においては、効果を的確に示せ
るように検討いたします。
ご指摘いただいた点についても検討し、より良い
の業務報告書の作成に努めます。

34
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

36・40・
43

【重点】

【４０公開講座】
各部局で実施されている公開講座
等の集約化を図り、重複した講座
の整理等を推進するとともに、全
学的な「(仮称)市民大学」として効
果的な情報発信を行う。

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・「大阪市立大学公開講座―Open Lectures―」による発信（公開
講座件数／受講者数：145％（189講座）／125％（9,999人）

（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。

≪項目36（シンクタンク拠点）・43（地域住民への貢献）について
は記載を省略≫

　全学HP上に設置している「大阪
市立大学公開講座システム―
Open Lectures―」により、全学的
な公開講座情報等を集約し発信す
るとともに、地域連携センターHP
等を利用し効果的に周知すること
で、受講者数を確保する。

[年度計画の達成水準]
・「大阪市立大学公開講座―Open
Lectures―」による発信（公開講座
件数／受講者数：130講座／8,000
人）

≪項目36（シンクタンク拠点）・43
（地域住民への貢献）については
記載を省略≫

【平成２８年度において、189公開講座を開設し、受講
者が9,999名のぼった点について。】
文科省委託調査「平成27年度開かれた大学づくりに関
する調査研究」によると、平成26年度の大学別公開講
座開設状況は、１大学平均で、国立大学50講座受講者
3173人、公立大学31講座1834人、私立大学53講座2178
人であった。
　一概にはいえないであろうが、この資料による限
り、大阪市立大学の開設数、受講者数はダントツに多
かったということになる。
教員の負担が懸念されるが、公開講座の講師を務めた
教員は延べ何人だったか？
公開講座の講師は業務命令で行われる職務か？ボラン
タリーベースか？
　教員の意見はどうか？

シンクタンク拠点として活発な活動が行われているこ
とは高く評価できるが、この種の活動に対応できる部
局、研究家は限られると考える。どの程度の教職員が
これにかかわっているのか、また活動状況はどのよう
に発信しているか。

・公開講座の講師には、のべ人数で教員231名
（うち、外部講師77名）が携わった。
・公開講座講師には、大阪市立大学の報酬及び謝
金に関する規程にもとづき、一般講演等謝金（教
授　3,700円、准教授、3,200円、講師2,700円、
助教2,200円／1時間）を支払っている。
・教員から、負担感についての意見は出されてい
るため、新規で公開講座を開設する場合、既存の
講座の整理・再編等もあわせて検討することで、
1年間あたりの講座開講数に大きく影響がでない
よう、バランスをとることに努めている。
また、今後は社会貢献活動を教員評価に繋げる仕
組みについて検討していきたい。

・大学組織（附置施設含む）として、全学委員を
選出・運営をしております。社会連携となると、
どうしても社会科学系へのニーズが中心で、かか
わる教員が限定的であることは否めない。
・文科省からの補助金による、大学COC事業にお
いて、地域での教育・研究を推進しており、研
究、社会連携にかかわった教員数は15-20%であ
る。
・活動状況は、大学（各附置施設）HPや広報誌等
により発信している。ただし、個別のプロジェク
トベースのものは、報告書などを公開可能な限り
発信している。

・今後、社会貢献活動を教員評価に繋げる仕組み
について検討していきたい

Ⅲ

・全学ホームページ上で情報を集約し「大阪市立大学公開講座-Open lectures-」で効果的に発
信・周知した。
　　・市民医学講座　10講座1,315人
　　・文化交流センター講座　66講座3,324人
　　・高校生を対象とした先端科学研修　3講座217人
　　・高校生を対象とした市大授業　9講座1,104人
　　・大阪落語への招待　14講座1,316人
　　・近鉄文化サロン共催講座　44講座700人
　　・朝日カルチャーセンター共催講座　12講座508人
　　・ナレッジキャピタル共催講座　4講座191人
　　・MedCity21医学講座　5講座388人
　　・第13回三大学連携事業　1講座110人
　　・大阪中学生サマー・セミナー　4講座94人
　　・第11回女子中高生のための関西科学塾　5講座56人
　　・共催シンポジウム「『真田丸』の歴史学」　1講座216人
　　・共催講座生きている化石「メタセコイア」　４講座２８０人
　　・ミュージアム連続講座　6講座116人
　　・地域連携発表会　1講座64人

公開講座数　189講座　9,999人

≪項目36（シンクタンク拠点）・43（地域住民への貢献）については記載を省略≫
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

【理学部附属植物園】
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。
　理学部附属植物園運営会議のも
と、植物園改革検討委員会の報告
に基づく改革を推進する

[年度計画の達成水準]
・市民講座・公開講演会数／参加
者数（2件／60人）
・観察会数／参加人数（5件／200
人）
・公開研究会数/参加者数（1件/50
人）
・共催・協賛イベント数／参加者数
（10件／400人）
・理学部附属植物園運営会議開催
（2回）

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・市民講座・公開講演会数／参加者数：200％（4件）／257％（154
人）
・観察会数／参加人数：140％（7件）／218％（435人）
・公開研究会数/参加者数100％（1件）／130％（65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）：220％（22件）／133％（531人）
・理学部附属植物園運営会議開催：50％（1件）

(補足)
・特別展示「私たちの住んでいる地域の絶滅危惧植物」は、数値
化されない事業であるが、新聞・テレビで報道されるなど、高い
評価を得た。
・生きている化石「メタセコイア」－化石発見75周年・生存発見70
周年記念イベント（大阪市博物館協会・大阪市立大学包括連携
協定事業）も新聞・テレビで報道されるなど、好評であった。

（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（3件）を実施した。
　観察会（7件、計10日）を実施した。
　ナラ枯れ研究会（一般公開研究会）を実施した。
　早朝・夜間特別開園（2件、計5日）を実施した。
　特別展示「私たちの住んでいる地域の絶滅危惧植物」（環境フェスタ市民会議協賛事業、日本植
物園協会後援）を開催した。
　生きている化石「メタセコイア」－化石発見75周年・生存発見70周年記念イベント（講演会、観察
会、展示会）を実施した（大阪市博物館協会・大阪市立大学包括連携協定による事業）。
　小学3～6年生対象の「森のサマースクール」（21名参加）、親子向け植物教室「植物をふやしてみ
よう！育ててみよう！」（2回、計16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、10名参加）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（入園者704名）。
関西文化の日に関西広域連合関西元気文化圏推進協議会に協賛して入園無料サービスを実施し
た（2日間で548名入園）。また、環境フェスタin交野 2017（かたの環境フェスタ市民会議主催）を後
援して、環境フェスタ参加者に入園割引券を配布した。
　交野市「天の川七夕祭り」（織姫の里まつり協議会）および同時開催の交野カンヴァス（交野おり
ひめ大学）に協賛して、夜間開園・入園無料（無料開放）を実施した（入園者約2700名）。
　交野市などとの共催・協賛イベント（市民講座、観察会、講習会、研究会）を25件実施した。
　「植物園基本構想への提言」をもとに情報発信の強化、業務運営体制の見直しを行った。また、
熱帯・亜熱帯植物管理温室の廃止の決定を受け、保有する熱帯・亜熱帯植物を咲くやこの花館お
よび京都府立植物園に譲渡した。植物園運営会議（議長：櫻木副学長）を、賃料交渉の経過報告
も含めて、3月に開催した。

実績の集計
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／35人
　・講演会数／参加者数： 1件／119人
　・公開研究会数／参加者数： 1件／65人
　・観察会数／参加者数： 7件／435人
　・講習・研修会数(小中学生対象を含む) ／受講者数： 6件／55人

共催・協賛イベント
　・講座数（授業・講義を含む）／受講者数： 9件／183人（関係者を含まない）
　・観察会・講習会／参加者数： 11件／223人（関係者を含まない）
　・研究会／参加者数： 1件／51
　・演奏会等の文化活動数： 1件／74

早朝・夜間特別開園
　・件数／入園者数： 2件(5日)／159人
入園無料イベント（主催・協力）
　・件数／入園者数： 3件(4日)／約4000人

・理学部付属植物園運営会議を開催した。
・賃料交渉の経過報告も含めて運営委員会を開催した。
・昨年まとめられた「植物園基本構想への提言」をもとに情報発信の強化、業務運営体制の見直し
を行った。

植物園の一般社会に対する活動は目覚ましいものがあ
ると考える。
この植物園の元来の設置目的はどのようなもので、そ
れは果たされているか。
昨年話題になった、絶滅危惧植物の保護活動はこの年
度はなかったのか。

・元来の設置目的：設立の目的が書かれた正式な
文書は残されていませんが、設立の指揮をとられ
た故吉良竜夫名誉教授（植物生態学）は、当初の
目標について「植物園の第一の任務は、その国や
地域に固有の植物を展示して入園者に見てもら
い、またその保存につとめて、自分たちの共有財
産としての自然への認識を深めてもらうこと」と
記載しています（「未来・輝き－植物園創立50周
年記念－」より）。また、同記念誌に、熱帯植物
の収集展示、メタセコイア植物群の展示、桜山の
創設など、園芸植物の収集展示も設立当初からの
目標であったことが記載されています。これらを
総括すると、「国内外の植物を遺伝子資源として
収集保全し、それを展示公開することにより市民
教育にも資する」ことが設立当初の設置目的で
あったと言え、この目的は現在まで引き継がれて
います。現行の中期計画の内容もこの目的に沿っ
たものです。

・絶滅危惧植物の保護というような活動：植物園
に関する業績報告は、中期計画の重点項目（No４
１「理学部附属植物園」）で設定した達成水準
（計画の具体的項目）に対してまとめられていま
すが、計画に含まれていない絶滅危惧植物の保全
（生息域外保全）も主要事業の一つとして進めて
います。2016年度には、採集地記録のある絶滅危
惧植物３種を新たに導入しました。
絶滅危惧植物保全は、公益社団法人日本植物園協
会への参画事業でもあり、実績は、植物園協会へ
も報告しています。また、植物園協会の植物多様
性保全事業の一環として、2014年に「西日本拠点
園交流会」を本植物園が中心になって発足しまし
た。その会議を2014年度から毎年開催しています
（本園園長が議長）。

41
【重点】
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

【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。

・セミナー等の開催数／参加者数　38回／2,288人
・技術相談件数　521件
・中小企業との共同・受託研究　58件
・民間企業との共同及び受託研究費受領額　3.7億円

・イノベーションジャパン、新技術説明会、ニューテクフェアなどの各種イベントにおいて地域中小
企業との技術相談も行い、知的財産の活用、共同研究の活性化等の連携を強化させた。
・ものづくり医療コンソーシアムとの連携により地域中小企業との交流を深化させた。

＜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
H28：  239人

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・セミナー等の開催数（25回）：152％（38回）／参加者数（2,000
人）：114％（2,288人）
・技術相談件数（370件）：141％（521件）
・中小企業との共同・受託研究（80件）：73％（58件）
・民間企業との共同及び受託研究費受領額（４億円）：92.5％（3.7
億円）

（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。

いずれも中小企業にかかわる事項が未達成であるが、
中小企業との連携に知財をどの程度絡めるかも検討す
る余地あるのではないか？

中小企業との共同・受託研究は、年度計画80件に対
し、実績58件となっているが、計画未達の要因はなに
か。

・医工連携、各種セミナーやイベン
トの開催の実施により地域中小企
業との交流を深化させ、中小企業
との共同研究・受託研究を活性化
させる。
・地域中小企業との連携により、外
部資金の獲得増加を図る。

[年度計画の達成水準]
・セミナー等の開催数／参加者数
（25回／2,000人）
・技術相談件数（370件）
・中小企業との共同・受託研究（80
件）
・民間企業との共同及び受託研究
費受領額（４億円）

【金融機関との連携】主取引金融
機関を含め、金融機関との連携を
強化し、主として中小企業の顧客
ニーズの把握、学内知的財産の
マーケティング、学内インキュベー
ター入居社も含めたベンチャー支
援や資金支援などの連携を推進
する。

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・未利用特許の中小企業への紹介活動件数（10件）：50％（5件）
・大学発ベンチャー支援、事業化支援策件数（3件）：200％（6件）

（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。

・包括提携金融機関の三井住友銀
行を主として、産学官金の連携活
動を実施する。
・地域金融機関との協働により未
利用特許の活用方法を検討する。
・大学発ベンチャー支援・事業化支
援策として、提携金融機関による
支援活動を実施する。

[年度計画の達成水準]
・未利用特許の中小企業への紹介
活動件数（10件）
・大学発ベンチャー支援、事業化
支援策件数（3件）

・未利用特許の中小企業への紹介活動件数（5件）
・大学発ベンチャー支援、事業化支援策件数（6件）

・三井住友銀行とは毎月のＣＤ会議に参加して、積極的な意見・情報交換を実施している。
・大学発ベンチャー支援は日本政策金融公庫との包括基本協定を見直しし、（株）ＳＩＲＣに対して
資本性ローンが適用された。５月実施
・（株）アガベ、ケイズ技研（株）を日本政策金融公庫に資本性ローン対象先として紹介、資金支援
活動を実施し、うちケイズ技研㈱に対して資本性ローンが適用された。
・10月大阪シティ信金とＡＴＣにて健康医療産業セミナー開催。
・地域金融機関との産学連携による共同研究先の新規開拓を行う。
　池田泉州銀行・関西アーバン銀行の共同研究助成金応募の際に地域中小企業との共同研究案
件を申請。池田泉州銀行助成金へ5件申請し、関西アーバン銀行の助成金へ7件申請を行った。
・大学発ベンチャー支援はケイズ技研㈱の大学発ベンチャーの認定、（株）細胞工学研究所に対し
て利益相反・知財等に関するアドバイスの提供、応用ナノ粒子研究所と近経局補助金（サポイン）
事業を実施した。

・平成29年度近畿経済産業局補助金・中小企業知
的財産活動支援事業に採択され、本学が主体と
なって府大・兵庫県大と共同で大学の知財の中小
企業への技術移転プログラムを実施する。
・関西の中小企業との連携に大学保有特許の活用
を中心にビジネスモデルの提供を行う事業であ
り、委員のご指摘事項が事業の主体となっていま
す。

・本学の研究者は先端研究ならびに基礎研究分野
の研究テーマが多いため、中小企業での共同研究
に結び付きにくいのが主たる要因の一つです。
・特に研究者数の多い医学部では臨床研究には研
究費の金額も大きく膨らむため、中小企業では研
究費の支出は困難です。
・産学連携を担当するコーディネーター（現・Ｕ
ＲＡ）のマンパワーに頼るところが大きく、中小
企業に関係する実績が未達成となりました。

Ⅲ

Ⅲ
51

【重点】
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

【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。

緊急緩和ケア病床の設置は実施済み、造血幹細胞移植
の実施は目標以上に達成、抗がん剤暴露対策マニュア
ルは策定済み、等の目標達成水準はかなり高く、また
化学療法センターの年間治療件数も着実に増加してい
ることなどから、自己評価はⅣでもおかしくないので
はないかと考える。

・造血幹細胞移植拠点病院事業については十分な
事業実績が得られたが、
緊急緩和ケア病床については受入推進過程のた
め、自己評価(Ⅲ)としました。

・緊急緩和ケア病床を設置し、円
滑な運用を実施する。
・造血幹細胞移植推進拠点病院と
しての機能の充実を図り、地域に
貢献する。
・「がん研修プログラム」を活用し、
地域の病院医師・看護師・薬剤師
への研修を実施する。
・抗がん剤曝露防止対策院内マ
ニュアルを関連職種と共働して作
成する。

[年度計画の達成水準]
・緊急緩和ケア病床の設置
・造血幹細胞移植セミナーの開催
（開催3回／のべ50名以上）
・造血幹細胞移植件数（35件以上）
・「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）
・抗がん剤曝露防止対策院内マ
ニュアルの作成

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・緊急緩和ケア病床の設置：実施済
・造血幹細胞移植セミナーの開催（開催3回／のべ50名以上）：
200％（6回）/782％（参加者391名）
・造血幹細胞移植の実施（35件以上）：126％　（44件）
・「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）：
200％（４名）
・院内抗がん剤曝露対策マニュアルの策定：実施済

（補足）
造血幹細胞移植推進拠点病院事業については十分な事業実績
が得られたが、緊急緩和ケア病床については受入推進過程のた
め（Ⅲ）評価とした。

・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

＜がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン＞
・地域の看護師2名が1年間のがん専門医療人養成インテンシブコースに参加し、7大学連携先端
的がん教育基盤創造プラン主催の共通特論Ⅰ,Ⅱを修了した。
・地域の看護師および薬剤師2名が1年間の地域中核病院専門医療人を対象としたインテンシブ
コースに参加し、大阪市大においての年間3回の実習および7大学連携先端的がん教育基盤創造
プラン主催の共通特論Ⅰ,Ⅱを修了した。

＜造血幹細胞移植推進拠点病院＞
・造血幹細胞移植セミナーを6回開催した（参加者391名）。
・造血幹細胞移植を44件実施した。
・長期研修では、医師5名、看護師1名、HCTC2名、管理栄養士1名の計9名、短期研修では、看護
師4名、HCTC6名の計10名の受け入れを実施した。

＜緊急緩和ケア病床＞
・緊急緩和ケア病床の設置及び継続的な運営を実施した。

＜抗がん剤曝露防止＞
・抗がん剤の調製・投与・搬送および抗がん剤による汚染時の対応等の手順について院内抗がん
剤曝露対策マニュアルを作成した。

＜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
H28：　8,902

54
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 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。

「人材育成プランの改定検討を行ったが、育成目標達
成の過程にあり、今年度の改定は適切でないと判断し
た」とあるが、人材育成プランは恒常的なものであ
り、育成目標達成の過程においてもプランの改定は必
要なものではないかと考える。

・今後も随時改定の検討を行い、改めるべき点は
改めて参ります。

【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の収支改善をはかり安
定的な運営を目指す。

[年度計画の達成水準]
年間受診者数　　25,000人
（健診受診者数 　　 17,000人）
（保険診療受診者数 8,000人）

Ⅱ

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・院内における各種研修の実施及び実施結果に基づいた病院職
員人材育成プランの改訂：検討中
・専門医制度整備指針に基づいた研修プログラムの策定：実施
済
・中核病院との連携や、専門医の研修プログラム遂行の体制整
備：実施済
・専門薬剤師、認定薬剤師育成にかかる関係部署及び他施設（5
施設以上）へのヒアリング：実施済
・国際交流委員会等の関係部署及び他施設（3施設以上）へのヒ
アリング：実施済

(補足)
・専門医機構が主導で行う新制度は来年度は延期となり、新制
度導入は学会の判断に預けられたため、日本専門医機構による
プログラム認定はなくなった。
・人材育成プランの改訂検討を行ったが、育成目標達成の過程
にあり、今年度の改訂は適切ではないと判断した。

・一部計画変更があるものの、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。

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・年間受診者数
　　　　 90.9％（22,722人）
　（健診受診者数
　　　　　　　 68.3％（11,605人））
　（保険診療受診者数
　　　　　　　　139％（11,117人））

(補足)
・健診受診者は昨年度に比べて、大幅に伸びており、年間で
11,605人（昨年度比約163％）となっているが、目標数を下回って
いる。外来受診者数については目標達成した。

Ⅲ

件数が設定目標に達成しないというだけで、この項目
が Ⅱ 評価であることは悩ましいところ。

Medcityの健診受診者が大幅に伸びたことは評価される
が、なお、目標値をかなり下回っている。指定契約の
健保組合の数を増やすことが重要と思われるが、現在
その数はどの位か。また目標値は？
　これに関連して大阪市職員共済組合とは指定契約が
ないと仄聞しているが、その理由は？大阪市大の教職
員は？

保険診療受診者数は昨年度比で139％であり、また、健
診受診者数も昨年度比で163％と大幅に増加している
が、達成水準には達していない。この健診受診者数は
数値的には達成水準にないとはいえ特記すべきほどに
意義ある増加率であり、自己評価は（Ⅱ）ではなく
（Ⅲ）でよいのではないかと考えます。本年度計画の
中身は、新たな学長スローガン「笑顔あふれる知と健
康のグローカル拠点（大阪市民の健康寿命の延伸）」
に沿った重要なもの。

１．指定契約している現在の健保組合数、目標値
　　平成29年3月末　：329件（直接契約101、代
行機関経由契約228）
　　平成29年6月末　：271件（直接契約108、代
行機関経由契約163）
　　平成30年3月目標：300件（直接契約120、代
行機関経由契約180）
　　（将来的にも概ね300件程度を目標としてい
る）
※H29.3からH29.6にかけて58件契約数が減ってお
りますが、これは代行機関　（健康管理業務の代
行業者（各都道府県国保連合会を含む））経由契
約で、金額が安い健診コース（定期検診、生活習
慣病健診等）やほとんど受診者が来られなかった
企業・団体の契約を大幅に見直したためです。
２．大阪市職員共済組合の指定契約有無及び理由
　　平成27年度に、かなり単価を落とし、「がん
検診」の入札に参加しましたが、落札には至りま
せんでした。
　　なお、1件当たりの平均単価は4,200円程度で
単価が低く採算が合わないと判断しており、以
降、入札への参加も見合わせています。
３．大阪市大教職員の受診状況
　　開設（H26.4）後、平成29年3月末までで約60
人受診いただいております。
　　ただ、今年度から、本学の正規職員の大部分
が加入している公立学校共済組合（公共済）との
契約締結ができ、公共済を通じて今年度には68名
が受診していただくこととなっています。

・平成26年4月の開設後、本クリニックも３年目が経過し、中期目標である「市民への健康支援事業
の企画と具体化」については、概ね達成できた。
・今年度については、より一層収支を改善するため、健診受診者の増に向け、健保組合の新規契
約の獲得に加えて被保険者の多い組合や昨年度に受診者が少なかった組合を中心に訪問し、受
診を促した。
　また、広報・宣伝についても、限られた予算内で、より効果的な宣伝媒体を探し、活動を強化して
いる。その結果として、健診受診者数は、目標には達しないものの、下記のとおり増加した。

 【H28年度現在の実績】
・健診受診者数        　　　　　　　 　H27年度：  7,134人→H28年度：11,605人
・保険診療（外来）受診者数         H27年度：10,247人→H28年度：11,117人

・本クリニック（先端予防医療部）では、新しい診断・治療・予防に役立てるための、健常人の診療
情報（生体試料・健診情報・遺伝情報等）を蓄積する「バイオリポジトリ（バイオバンク）」事業を行っ
ている。約7,000人分の情報が順調に蓄積できており、このデータを用いて研究も開始されている。

・病院職員人材育成プランに基づき、以下の研修を実施した。
　（新採職員研修、ハラスメント研修、病院職員スキルアップ研修、2～3年目職員棚卸し研修、接
遇研修、タイムマネジメント研修、クリティカルシンキング研修）
受講者アンケート及び講師評価等実施結果をもとに病院人材育成プランの改訂を検討した。
・専門医制度の基本領域である各科に担当教員を置き、連携施設（中核病院）と協議し、研修プロ
グラムを作成、専門医機構に提出した。特に内科と外科においては、教授と担当教員で月2回の
ペースで連絡会を開催し、プログラム案を作成した。なお専門医機構が主導で行う新制度は来年
度は延期となり、新制度導入は学会の判断に預けられたため、専門医機構によるプログラム認定
はなくなった。
・国際交流委員会へのヒアリング、近隣の国公立大学病院（6施設）へのヒアリングを実施し、人材
育成のための施策を検討した。
・薬剤部及び他施設（5施設）へのヒアリング結果を基に専門薬剤師、認定薬剤師育成支援策を策
定した。

58
【重点】

56

・平成27年度に整備した病院職員
人材育成プランに基づき、体系的
な研修を実施する。
・平成29年度からの新専門医制度
に対応する研修プログラムを作成
する。
・専門薬剤師、認定薬剤師を育成
するための環境や体制の構築に
ついて検討を開始する。
・国際性豊かな医療人を育成する
ための施策や体制の構築につい
て検討を開始する。

[年度計画の達成水準]
・院内における各種研修の実施及
び実施結果に基づいた病院職員
人材育成プランの改訂
・専門医制度整備指針に基づいた
研修プログラムの策定、日本専門
医機構からの認定
・中核病院との連携や、専門医の
研修プログラム遂行の体制整備
・専門薬剤師、認定薬剤師育成に
かかる関係部署及び他施設（5施
設以上）へのヒアリング
・国際交流委員会等の関係部署及
び他施設（3施設以上）へのヒアリ
ング
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（２）法人の自己評価以外にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

【学位の質保証】
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
リング制度の実施をふまえて、
学修マップの導入・改訂に向け
た具体的検討を進めるなど、学
位の質を保証する仕組みの一層
の充実を図る。

[年度計画の達成水準]
（法）
・学位の評価基準を統一
（理）
・学部専門科目の成績評価方法
の点検と見直しの実施
（工）
・科目ナンバリング制の実施と
活用に関して整理
・研究科学位評価基準の履修規
定・ホームページへの掲載
（生科）
・ナンバリングに対応した学修
マップの作成
（看）
・看護学士の質保証のための履
修体制工夫について整理

16

・各学生の多様な学修成果を総合的に評価しうるOCU指標の開発とその活用スキームの構築
を柱とするプログラムが、文部科学省のAP事業に採択された。
・平成２８年度に文部科学省から３ポリシーのガイドラインが通知され、そのガイドライ
ンに沿った改訂を実施し、公開した。
・平成28年度から全学的に科目ナンバリング制度や学修マップを導入し、学位の質を保証
する仕組みを充実させた。

・各学部研究科の特性に応じた制度を導入し、学位の質を高めるた具体的な取組みを実施
した。
【主な取組み実績】
（商）
・卒業要件としてGPA1.0以上の条件を課している。これにより、学位について厳正な評価
が導入されている。
・また、各科目ごとに成績分布表を作成しており、教員自らが評価に偏りがないかについ
て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）
・論文採点基準を設け、シラバスに掲載している。
（法）
・学位質保証に関する諸制度については、学部・大学院における教育の重要課題を審議す
る研究教育体制検討委員会で検討し、たとえば、現行の学部の学位授与指針・入学者受入
指針・教育課程編成方針の点検をおこない改訂した。
・大学院法曹養成専攻では、学生の学力を向上させ、法務博士の質を確保するため、2017
年度から１年次の必修科目を３単位分増やすことにした。
（文）
・科目ナンバリング活用した履修登録、科目指導に取り組んだ。
（理）
・学部専門科目（特別研究）の履修要件等の見直しと修正を行った。
・全専攻の学位審査基準を明確化し、研究科ホームページで公表している。
・学部専門科目の成績評価方法の点検と見直しを実施し、必要に応じてシラバスに反映し
た。
（工）
・成績評価の判断基準を明示したシラバスを作成した。
・研究科の学位評価基準を明記した履修規程をWeb上で公開した。
（生科）
・ナンバリングに対応した学修マップを作成した。
（医）
・平成29年度に予定している医学教育分野別認証評価に備え、教務委員会及びカリキュラ
ム委員会（旧カリキュラム再編部会）が中心となり、効果的な医学教育カリキュラムの改
変内容を決定し、平成29年度から新プログラムを実施することとした。また、カリキュラ
ムマップ、及び3ポリシーの見直しについても着手し、新カリキュラムマップ、及び新3ポ
リシーを策定することが出来た。
（看）
・GPAは成績優秀者、授業料減免者の選考に用いた。
・修士論文ガイドライン、博士論文ガイドラインをシラバスに提示している。
・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った（大学院）。

Ⅲ

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
（法）
・学位の評価基準を統一:実施済
（理）
・学部専門科目の成績評価方法の点検と見直しの実施：実施
済
（工）
・科目ナンバリング制の実施と活用に関して整理：実施済
・研究科学位評価基準の履修規定・ホームページへの掲載：
実施済
（生）
・ナンバリングに対応した学修マップの作成：実施済
（看）
・看護学士の質保証のための履修体制工夫について整理：実
施済

（補足）
・各学生の多様な学修成果を総合的に評価しうるOCU指標の
開発とその活用スキームの構築を柱とするプログラムが、文
部科学省のAP事業に採択された。

・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。

商学部の卒業要件GPA1.0について。必要単位は修得し
たが、この要件を満たさなかった学生は何人いたの
か？

・過去4年間では、それに該当する学生はいませ
ん。
GPA1.0に満たない学生は、卒業に必要な単位数も
取得していません。
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（２）法人の自己評価以外にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 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。

・女性研究者ネットワークシステムは、ライフイ
ベントを抱える女性研究者の「研究支援員制度」
の人材データベースとSNS機能を有し、平成25年
度にシステム構築を行いました。SNSでの女性の
活躍・男女共同参画に関わる情報等（週１回程
度）の提供が、意識啓発につながっていると考え
られます。
・平成28年3月からは、大阪府立大学、羽衣国際
大学、平成28年4月から、大阪教育大学との共同
利用を開始しました。また、平成28年度には、大
阪府立大学、大阪教育大学からの研究支援員派遣
依頼件数は計7件でしたが、うち3件（大阪府立大
学2件、大阪教育大学1件）に本学の研究支援員を
派遣しました。このように、当システムは大学間
の連携ツールに発展しています。

・テニュアトラック制度の学内
への普及・定着を促進し、若手
研究者育成に向けた制度を実施
する。
・卓越研究員制度の活用を図
り、優秀な若手研究者の確保に
努める。
・男女共同参画推進宣言の定着
を図り、学内でより一層男女共
同参画を推進するべく取り組
む。
・平成27年度に設置したダイ
バーシティ推進センターについ
て、女性研究者支援室等学内の
関連組織と連携を図り、効果的
に事業の推進に取組む。

[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
・年次研究活動評価の実施
・中間評価の実施
・本学の独自取組として実施す
るテニュアトラック教員の公募
・学内での制度の定着促進

・学外との連携強化のための広
報誌発行（2回）

・男女共同参画に関わるセミ
ナーの開催
・女性研究者比率向上(16.5％)

・ダイバｰシティ推進センターの
効果的な事業の推進

33

＜テニュアトラック普及定着事業＞
・テニュアトラック制度の学内への普及・定着を促進し、若手研究者育成に向けた制度を
実施した。
・テニュアトラック（TT)教員4名の年次研究活動実績評価と中間評価を実施した。
・TT教員2名のテニュア資格審査を実施した。
・2016年度1名のTT教員公募について、卓越研究員事業での公募と本学独自公募を並行で実
施した。
・本学独自の2017年度TT教員採用（1名）の公募、および採用選考を実施し、1名を採用し
た。
・研究発表会を開催した。
・広報誌2回、およびTT事業中間報告書を発行した。

＜卓越研究員制度＞
・卓越研究員制度の活用を図り、優秀な若手研究者を確保した。
・本学より提示した4件の雇用ポストに対し、理学研究科の１ポストにおいて、雇用調整を
完了し、1人の教員を採用した。

＜女性研究者研究活動支援事業＞
・男女共同参画推進宣言の定着を図り、学内でより一層男女共同参画を推進した。
・相談窓口事業を実施した。
・メンター制度を実施した。
・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11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13回開催した。
・卒業生によるワーク・ライフ・バランスセミナー、若手研究者向け科研費公募説明会、
女性研究者国際懇談会、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、メンター講習会、オープンキャンパス理系女子学生による進路相談会、研究者交流
会、ダイバーシティ推進シンポジウム、英語プレゼンテーションセミナー、日本学術振興
会特別研究員公募説明会
・保育サポート制度を実施した。
・第１回外部評価委員会を開催した。
・女性研究者表彰制度【岡村賞】を実施した。
・研究者の職場環境整備に向けた実態調査報告書を発行した。
・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、大阪教育
大学）を実施した。
・支援室だよりVOL,5を発行した。

・ダイバーシティ推進センターが学内の関連組織や大阪市等と連携を図り、効果的な事業
の推進を図った。
・ダイバーシティ推進センターが大阪市との窓口となる形で、女性研究者支援室と連携
し、「卒業生によるワーク・ライフ・バランスセミナー」を女性研究者支援室主催・大阪
市共催で開催した。
・ダイバーシティ推進シンポジウムをダイバーシティ推進センター及び女性研究者支援室
主催・大阪市後援で開催した。

Ⅲ

＜年度計画の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：実施済
・年次研究活動評価の実施：実施済
・中間評価の実施：実施済
・本学の独自取組として実施するテニュアトラック教員の公
募：実施済
・学内での制度の定着促進：実施済
・学外との連携強化のための広報誌発行（2回）：100％（2
回）
・男女共同参画に関わるセミナーの開催：実施済
・女性研究者比率向上(16.5％)：97％（16.0％）
・ダイバｰシティ推進センターの効果的な事業の推進：実施
済

(補足)
＜卓越研究員制度＞
・１人の教員を採用した。
平成28年度文部科学省における卓越研究員事業において、８
７名の卓越研究員が決定した。公立大学では本学に決定した
1名が唯一の決定者である。

・女性研究者比率は１６．０％と当初目標の数値には達しな
かったが、前年度に比べ1%以上向上しているため、年度計画
全体としてはⅢと自己評価した。

・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。

女性研究者ネットワークシステムについて。具体的に
どのようなシステムを構築し、どんな成果があったの
か。
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（２）法人の自己評価以外にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

【シンクタンク拠点】
大阪市はもとより、広く社会と
市民のためのシンクタンクとし
ての機能をより効果的に発揮す
るため、シンクタンク拠点を形
成し、データ集積を図るととも
に、各種課題と教員の研究の
マッチングや関係教員による研
究プロジェクトの編成を支援す
る。

・シンクタンク拠点として、引
き続き、自治体との連携協定締
結などにより行政のシンクタン
ク機能を強化するとともに、CR
テーブル（対話の場）での地域
課題解決に向けての具体的なプ
ロジェクトを推進する。
・公共データ活用について、大
阪市とシステム構築の検討・審
議を行い追加調査・分析等を実
施する。

[年度計画の達成水準]
・連携協定の締結
・CRテーブルワーキングの開催
（20回）
・区役所との連携事業における
検討会議の開催（5回）
・COCフォーラム等の開催（2回
／200人）
・公共データ活用検討会議（10
回）
・地域連携センター年報2015発
行
・ForCニュース発行（3回）
・地域連携センター主催イベン
ト（１回／100人）

【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。

・病院の活動状況を評価する外部
評価として日本医療機能評価機構
が実施する病院機能評価を受審
する。
・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。

[年度計画の達成水準]
・病院機能評価の受審
・更新　39品目、新規・増設　30品
目

・医療職員の増員について
7：1看護の基準改定に対応するための看護師の

増員や、特定機能病院として医療拡充のため、集
中治療室（ＩＣＵ、ＥＣＵ、ＨＣＵ等）の増床等
による看護師・医療技術職員の増員、および診療
報酬の施設基準加算に対応するため、基準要員数
を満たす目的で医療技術職員の増員を実施したこ
とが主な要因です。
・入院患者・外来患者の減少について
入院患者数については、平成25年度までは病床

利用率を優先し患者数上昇を図れたことから順調
に上昇したが、平成26年以降は診療報酬請求制度
の改定等政策変更に対応するため、平均在院日
数、DPC入院期間の短縮を図り大学病院ですべき
診療に特化を図った一方、新規患者の受入が思う
ように伸びなかったことから、のべ患者数が減少
する結果となりました。
また、外来患者数についても、大学病院の外来

診療縮小の政策に対応し、段階的に外来受診時に
紹介状が必須となったことから、減少となりまし
た。
なお、１人当たり単価（医科）については、平

成22年度～27年度において入院、外来ともに20％
以上増加しており、それに伴い附属病院収益も平
成22年度の25,441百万円から平成27年度31,525百
万円へと増加しております。

36
【重点】

・大阪市と連携協力に関する基本協定を締結し、大阪市のシンクタンク機能を担うものと
しての位置付けを明確化した。（平成29年２月）
・大阪市との地域福祉等の向上のための有効性実証検証に関する連携協定を締結した。
・CRテーブルワーキングの開催（合計39回／533人）
【地域活性…1回／3人】【地域・文化資源…7回／48人】【地理・空間…5回／197人】【環
境・防災…14回／191人】【地域福利…10回／64人】【区役所…2回/30人】
・区役所との連携事業におけるCRテーブルワーキングの開催
【受託事業…西成情報アーカイブ事業13回／69人】
・公共データ活用プロジェクト
【検討会議13回／110人、研修会・報告会4回／97人】
・大阪市職員研修制度への協力…研修5回／40人
・大阪市職員研修1回/100人
・COCフォーラム等の開催3回／196人（オープンキャンパス内・CR副専攻紹介および学生の
成果報告会69人、CR副専攻報告会：70人、COCフォーラム：57人）
・活動の「見える化」の取り組みとして、昨年度の活動をまとめた「地域連携センター年
報2015」を発行した。
・ニュースレター「ForCニュース」を３回発行した。
・地域連携センター主催の「第4回地域連携発表会」を実施した。（64人）
・シンクタンク機能強化のための地域連携センターの在り方についてワーキングを設置し
た。　（検討ワーキング開催3回） Ⅲ

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・連携協定の締結：実施済
・CRテーブルワーキングの開催（20回）： 195% (39回)／
533人
・区役所との連携事業における検討会議の開催（５回）：
260% (13回)／69人
・COCフォーラム等の開催（２回/200人）： 150% (3回)／
98% (196人)
・公共データ活用検討会議（10回）： 170% (17回)／207人
・地域連携センター年報2015発行：実施済
・ForCニュース発行（３回）：100％（3回）
・地域連携センター主催イベント（１回/100人）：100％
（１回)／64%(64人）

（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。

公共データ活用とは、どのようなものを意図している
のか。
大学の独立性とのかねあいについて、どう考えればい
いのか。

・公共データの活用は、国や自治体が保有する
データを分析し、アカデミックなアプローチを政
策支援につなげることを目的としています。

53～60

・平成29年3月に公益財団法人日本医療機能評価機構が実施する病院機能評価を受審した。結
果については平成29年度に通知される。
・医療機器については、耐用年数及び医療安全面等を勘案し計画的に更新を実施したほか、脊
柱・頸椎疾患等の手術で術中に良質な三次元画像が確保できるCT撮像用移動型X線透視装置を
新たに導入し、手術時間の短縮、精度の向上及び患者負担の軽減につなげた。

＜年間手術件数＞
H22：　 8,678　　H23：　 9,186　　H24：　10,130
H25：　10,943　 H26：　11,395　　H27：　11,745
H28：　12,358

≪項目54（専門医療）～60（病院経営の改善）については記載を省略≫

Ⅲ（５
８は
Ⅱ）

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・国際センター体制の充実：実施済
・2ndアクションプランの評価・検証：実施済
・3rdアクションプランの策定：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。

≪項目54（専門医療）～60（病院経営の改善）については記載を
省略≫

「データ集」P４によると、法人化以後、常勤職員の総
数は微増（平成18年度の1381人→平成28年度1449人）
となっているが、内訳をみると教員は830人から711人
への減、事務職員も422人から274人への減となってい
るのに対し、医療職員は959人から1175人の増となって
おり、これが全体での微増要因となっている。
一方、「データ集」P７７によると、平成22～27年に

おいて、入院患者、外来患者ともに、４％強の減少と
なっている。
　この２つについて説明してもらいたい。
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（２）法人の自己評価以外にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

【６８職員の育成】
多彩なキャリアを持つ職員の多様
性に即した人事評価制度の導入
や、大学の各業務の特性に精通し
た、また研究内容を発信できる専
門性の高い人材育成のシステムを
構築するとともに、大阪市だけでな
く他大学等との人事交流の制度化
を図る。

・改訂した人材育成プランに基づき、職員研修を実施するとともに、検証を行った。
・文部科学省及び他病院へ人材派遣を行い、他の機関への人材交流制度を構築した。
・府立大学との人事交流案の策定について、検討・協議を行った。

≪項目62（大学と学部研究科の一体的運用）・63（効果的な教育研究基盤や支援体制の構築）・65
（業務・施設のあり方検討）・66（人事・給与制度）については記載を省略≫

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・改訂した人材育成プランの実施：実施済
・他の教育研究機関等との交流案の策定：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。

≪項目62（大学と学部研究科の一体的運用）・63（効果的な教育
研究基盤や支援体制の構築）・65（業務・施設のあり方検討）・66
（人事・給与制度）については記載を省略≫

法人化以後、常勤事務職員の数は顕著に減少している
（「データ集」P4によるとH18の422人からH28の274人
に）。
これは事務能率化が進んだということか？そうなら

ば、どういう点で改善があったのか？
あるいは、常勤職員減は、非常勤職員増でカバーさ

れたのか？

・教職協働の実現に向け、改訂し
た人材育成プランに基づき、職員
の能力向上を図る。
・大学職員としての視野を広げるた
め、他の教育研究機関等との交流
について案をまとめる。

[年度計画の達成水準]
・改訂した人材育成プランの実施
・他の教育研究機関等との交流案
の策定

≪項目62（大学と学部研究科の一
体的運用）・63（効果的な教育研究
基盤や支援体制の構築）・65（業
務・施設のあり方検討）・66（人事・
給与制度）については記載を省略
≫

62・63・65・
66・68

・本法人は、法人化以降、運営費交付金の削減に
対応するために、常勤職員が設立団体（大阪市）
へ復職した際に、法人独自で、特定有期雇用職員
(キャリアスタッフ)や有期の短時間勤務職員の制
度を作り本務職員と職責を分担して大学・病院の
運営を維持してきた。また、平成27年度からはこ
ういった有期雇用職員の無期化への制度充実を図
り、特定職制度を設置し有能な職員の無期雇用へ
の道を開いている。
(事務補助を除く事務の有期雇用職員・特定職職
員数　H18  105人→　H28  203人)
また、学部事務室の集約による学生サポートセン
ターの設置や管理職ポストの統廃合などの組織改
革により、職員数の削減とともに時代の要請に応
える効率的・効果的な業務執行体制の確保を行っ
てきた。
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（２）法人の自己評価以外にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

【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。

・国の方針や施策、他大学の先進事例等を積極的に情報を収集することで、教育研究戦略機構に
おけるＩＲ機能を強化した。
・大学教育研究センター・東京オフィスからの情報を教育研究戦略機構及び各学部研究科等に提
供することで、情報の共有化を図った。
・現データ集を拡充し、大学全体の情報を網羅したデータ集を作成した。
・学長、副学長が研究院長等とのヒアリングを実施し、大学の一体的運営に向けて有意義な情報
が共有された。その成果の一例としては、平成30年に設置する都市経営研究科、商学部再編に関
する教員配置等の情報が共有され、平成29年度教員人事方針と今後の教員体制に反映された。

教育・研究組織の改編などを検討する場合、府大との
統合問題を視野に入れて行われているのか、それとは
独立の問題として行われているのか？

・現時点では府大との統合を視野に入れてはいる
ものの、現在の市大にとって適切な組織の改編を
おこなっています。

・大学教育研究センター・東京オ
フィスとの連携を図ることで、教育
研究戦略機構におけるＩＲ機能を
強化し、提言内容を向上させる。
・学長による研究科院等ヒアリング
を実施し、各学部研究科等と情報
共有を図る。

[年度計画の達成水準]
・大学教育研究センター等との連
携
・研究院長等ヒアリングの実施

【効果的な教育研究基盤や支援体
制の構築】
各学部・研究科における教育研究
基盤やその支援体制の確保はもと
より、複合的な教育研究活動を効
果的に推進する観点から、分野の
垣根を越えた横断的な教育研究
体制やその支援体制について検
討し構築する。

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・社会科学系教育組織の強化に向けた基本的な制度設計：実施
済
・全学共通教育実施体制の強化に向けた基本的な制度設計：実
施済
・情報系の教育研究体制の強化に関する制度設計に向けた考え
方の整理：実施済
・研究の可視化を促進する組織の制度設計：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。

・分野横断的な社会科学系教育組
織の強化、全学的な全学共通教
育実施体制の強化と情報系の教
育研究体制の強化に向けた準備
を進める。
・研究の可視化を促進する組織（リ
サーチ・イノベーション・プラット
フォーム（仮称））について、研究推
進本部の下で具体化に向けた準
備を進める。

[年度計画の達成水準]
・社会科学系教育組織の強化に向
けた基本的な制度設計
・全学共通教育実施体制の強化に
向けた基本的な制度設計
・情報系の教育研究体制の強化に
関する制度設計に向けた考え方の
整理
・研究の可視化を促進する組織の
制度設計

62 Ⅲ

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・大学教育研究センター等との連携：実施中
・研究院長等ヒアリングの実施：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。

63

・社会科学系の教育検討ワーキングにおいて商学部の新学科設置と経済学部の教育改革につい
ての検討並びに新社会人大学院開設についての検討を行ない、教育戦略会議に報告を行った。
・商学部公共経営学科並びに都市経営研究科の設置について、１２月の教育研究評議会で審議
承認された。
・全学共通教育改革ワーキンググループので検討した内容を踏まえた、全学共通教育改革プラン
（第二次報告）を策定し、教育研究評議会に報告を行った。

・都市情報学専攻の課題検討PTを開催した。（6回）
・関係する教員及び研究科にヒアリングを実施した。
・創造都市研究科都市情報学専攻教員が担う役割や、教育・研究に関するあり方の意見聴取・検
討を行い、教員の再配置案を含め、情報系の教育研究体制強化に係る報告書を完成させ、理事
長報告を行った。

・URAが主体となり研究の可視化に必要な手法検討に着手、世界的な情報サービス企業である
Thomson Reutersから、情報収集した。
・URA・産学官連携コーディネータ定例ミーティングを開催(22回)
・URA運営委員会を開催(1回)
・研究の可視化を促進する組織の制度検討に着手した。

Ⅲ
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（２）法人の自己評価以外にかかわるご指摘・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 委員からのご指摘 法人からの回答

【業務・施設のあり方検討】
大学運営の効率化を推進し、学
生や市民に効果的なサービスを
提供する視点から、全学的な業
務調査による業務改編や施設利
用実態調査に基づく有効活用を
進める。

・施設利用具体化委員会から平
成28年以降の施設利用計画につ
いて提言する。また提言した利
用計画について検証を行う。
・大学で保管しているポリ塩化
ビフェニル（PCB）使用安定器
（6,646台）の分別分析作業を行
い、高濃度PCB、低濃度PCB及び
非PCBに区分し、高濃度PCBは指
定容器収納のうえ荷姿登録し処
理準備を、低濃度PCBは容器収納
のうえ分析調査し処理準備を、
非PCBは既設容器収納し産廃処理
準備までを行う。

[年度計画の達成水準]
・提言した整備計画についての
検証報告の作成
・各PCBに応じた処理準備等の実
施

― ― ― ―

国際力の強化にあたり、留学生の確保（No.3）、学生
の留学支援（No.23）に注力されていると感じており、
グローバルビレッジの取組み等、素晴らしい。外国籍
の教員・研究員の割合増加も学生のグローバル感覚の
醸成・国際力の強化には必須と考えるので、こちらも
推移・他大学比較や具体的計画・取組が示されていれ
ばよいと思う。

・現在、データ集の作成に向け、掲載するデータ
の再整理を実施しています。
ご指摘いただいた点についても検討し、より良い
データ集の作成に努めます。

・環境問題に関わる事項ですが、対応する中期計
画がありませんので、No65の大学の施設管理に関
係する項目に記載しました。

65―1

・施設利用具体化委員会から提言され、平成28年度に改善した2件（学情6階スペースの整
備、グローバルビレッジの活用）について検証し、順調に活用されていることを確認し
た。
・業務委託契約により、大学で保管しているポリ塩化ビフェニル（PCB）使用安定器
（6,646台）の分別分析作業を行い、高濃度PCB、低濃度PCB及び非PCBに区分し、高濃度PCB
は指定容器収納し、処理準備のための荷姿登録を完了した。低濃度PCBは容器収納、非PCB
は既設容器収納し産廃処理準備を実施した。
・低濃度ＰＣＢの収集運搬・処理は、平成29年度～平成31年度で順次処理する計画を策定
した。

Ⅲ

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・提言した整備計画についての検証報告の作成：実施済
・各PCBに応じた処理準備等の実施：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。

PCB 保管についての記載は、この場所で適当か。むし
ろ環境問題にかかわる事項であるような気がするが。
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（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

48

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。

・弁理士による知財セミナー開催、理系学部教授会等
での特許出願要請などによる特許出願啓発活動を継
続する。
・未利用特許の地域社会への還元を図り、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。
・特許件数は企業との共同出願に重点を置くが、単独
出願も奨励、従来以上に実用化を意識して特許の質を
重視する。

Ⅲ

年度計画には、特許件数は企業との共同出願に重点、単独出願も奨励とあるので、実績にも対応して個別の数を示す方すほうが望ましい。次期中期計画か
らも同様に扱う場合には、対応願いたい。

60

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。
・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

「病床利用率については達成水準に満たないが、平成28年度決算において収入が支出を上回っているため、計画を達成しているものとして（Ⅲ）とする」
とありますが、そもそも病床利用率は目標となりにくい指標であり、病床利用率が達成水準に満たなくても決算が黒字であれば計画を達成しているとして
問題ないものと考えます。

78

広報戦略会議を中核として、より効果的に情
報発信するための仕組みを構築する。学長
記者懇談会をはじめ、様々な形でメディアへ
の情報発信を行う。

・新学長をはじめとする新執行部の学内外へ浸透させ
るべく広報活動を実施する。
・新執行部の戦略を前面に打ち出した広報展開を実施
する。

Ⅲ

またその右ページの三つ目の項目
「・大学案内冊子、リーフレット、・・・　」の記載内容は当たり前のことではないでしょうか。
書いてもよいとは思いますが、もう少し表現を変えてはどうでしょうか。
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≪参考≫自己評価ⅣおよびⅡの項目

自己評価Ⅳ

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績 自己評価の判断根拠

【理学部附属植物園】
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。
　理学部附属植物園運営会議のもと、植物園改革検討委員会の報告に基
づく改革を推進する

[年度計画の達成水準]
・市民講座・公開講演会数／参加者数（2件／60人）
・観察会数／参加人数（5件／200人）
・公開研究会数/参加者数（1件/50人）
・共催・協賛イベント数／参加者数（10件／400人）
・理学部附属植物園運営会議開催（2回）

【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し、部局間協定の締結
に向けた協議を進める。

[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、部局間協定の締結に向けた協議の実施

41
【重点】

・市民講座（3件）を実施した。
　観察会（7件、計10日）を実施した。
　ナラ枯れ研究会（一般公開研究会）を実施した。
　早朝・夜間特別開園（2件、計5日）を実施した。
　特別展示「私たちの住んでいる地域の絶滅危惧植物」（環境フェスタ市民会議協賛事業、日本植物園協会後援）を開催した。
　生きている化石「メタセコイア」－化石発見75周年・生存発見70周年記念イベント（講演会、観察会、展示会）を実施した（大阪市博物館協会・大阪市立大学包括連携協定に
よる事業）。
　小学3～6年生対象の「森のサマースクール」（21名参加）、親子向け植物教室「植物をふやしてみよう！育ててみよう！」（2回、計16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、10名参加）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（入園者704名）。関西文化の日に関西広域連合関西元気文化圏推進協議会に協賛して入園
無料サービスを実施した（2日間で548名入園）。また、環境フェスタin交野 2017（かたの環境フェスタ市民会議主催）を後援して、環境フェスタ参加者に入園割引券を配布した。
　交野市「天の川七夕祭り」（織姫の里まつり協議会）および同時開催の交野カンヴァス（交野おりひめ大学）に協賛して、夜間開園・入園無料（無料開放）を実施した（入園者
約2700名）。
　交野市などとの共催・協賛イベント（市民講座、観察会、講習会、研究会）を25件実施した。
　「植物園基本構想への提言」をもとに情報発信の強化、業務運営体制の見直しを行った。また、熱帯・亜熱帯植物管理温室の廃止の決定を受け、保有する熱帯・亜熱帯植
物を咲くやこの花館および京都府立植物園に譲渡した。植物園運営会議（議長：櫻木副学長）を、賃料交渉の経過報告も含めて、3月に開催した。

実績の集計
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／35人
　・講演会数／参加者数： 1件／119人
　・公開研究会数／参加者数： 1件／65人
　・観察会数／参加者数： 7件／435人
　・講習・研修会数(小中学生対象を含む) ／受講者数： 6件／55人

共催・協賛イベント
　・講座数（授業・講義を含む）／受講者数： 9件／183人（関係者を含まない）
　・観察会・講習会／参加者数： 11件／223人（関係者を含まない）
　・研究会／参加者数： 1件／51
　・演奏会等の文化活動数： 1件／74

早朝・夜間特別開園
　・件数／入園者数： 2件(5日)／159人
入園無料イベント（主催・協力）
　・件数／入園者数： 3件(4日)／約4000人

・理学部付属植物園運営会議を開催した。
・賃料交渉の経過報告も含めて運営委員会を開催した。
・昨年まとめられた「植物園基本構想への提言」をもとに情報発信の強化、業務運営体制の見直しを行った。

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・市民講座・公開講演会数／参加者数：200％（4件）／257％（154人）
・観察会数／参加人数：140％（7件）／218％（435人）
・公開研究会数/参加者数100％（1件）／130％（65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）：220％（22件）／133％（531人）
・理学部附属植物園運営会議開催：50％（1件）

(補足)
・特別展示「私たちの住んでいる地域の絶滅危惧植物」は、数値化されない
事業であるが、新聞・テレビで報道されるなど、高い評価を得た。
・生きている化石「メタセコイア」－化石発見75周年・生存発見70周年記念イ
ベント（大阪市博物館協会・大阪市立大学包括連携協定事業）も新聞・テレビ
で報道されるなど、好評であった。

（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。

42
【重点】

＜産学官との連携＞
・大阪市経済戦略局スポーツ部との包括連携協定を締結した。
＜市民を対象としたスポーツ振興事業＞
・大阪市経済戦略局連携事業（スポーツ庁「スポーツによる地域活性化推進事業（スポーツを通じた健康長寿社会等の創生）」）でワークショップ等を開催した。（開催４回/参
加者数624名）
・大阪市経済戦略局連携事業の一環として、企業および各種団体に対する活動量調査を実施した。（9回/152名）
・コミュニティ防災教室； ワークショップⅣ「災害対応」, 避難に必要な体力（参加者8名）
・あそびとまなびのキャンパス～夏休み防災こどもキャンプ；体力テスト（参加者31名）
・コミュニティ防災教室； ワークショップⅣ「災害対応」, 避難に必要な体力（参加者8名）
＜公開講座＞
・大阪市立大学都市防災教育研究センター, 第7回サイエンスカフェ「避難時必要な体力と避難所での健康対策を考える」講師（参加者10名）
・加古川・高砂・加古郡給食施設協議会講演会「水分補給と熱中症予防」講師（参加者66名）
・三大学（府大・関大・市大）連携シンポジウム;ウェルビーイング スポーツ文化と健幸（参加者118名）
・アーチェリー教室（10回）（参加者のべ109名）
・大阪糖尿病アカデミー特別講演「糖尿病マネジメントにおける運動の役割」講師（参加者15名）
・第11回大阪市立大学・大阪シティ信金　産学連携セミナー講師（参加者43名）
・大阪体育学会 健康領域研究会 講演会「防災における健康と体力について考える～大阪市立大学都市防災教育研究センターの活動を中心に～」　講師（参加者9名）
・市大・朝日ライフサイエンス塾 講師（参加者46名）
・シニア自然大学校（NPO) シニアCITYカレッジ第3回 健康講座, あなたの健康～豊かな生活のために～「健康寿命の延伸を実現するための！健康スポーツ実践法」　講師
（参加者46名）
・地域連携センター, 地域連携発表会（参加者64名）
・咲くやこの花高校スポーツ科学実習（参加者18名）
・健康・スポーツアカデミー特別講演「競技力向上と実力発揮のためのメンタルトレーニングの理論と実践」（参加者30名）
＜国際交流＞
・チュラロンコン大学との部局間連携協定を締結した。
＜課外活動支援＞
・第2回ボート部競技力向上セミナー「コンディショニング」講師（参加者54名）
・スポーツフェスタ（アーチェリー）「アーチェリークリニック」講師（参加者40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）
H28: 30件（1,491人）

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・公開講座数／受講者数（6件／250人）：達成率 500%（30件）／596%（1,491
人）
・国際交流を推進し、部局間協定の締結に向けた協議の実施：協議を実施・
部局間連携協定を締結

(補足)
・今期は大阪市経済戦略局との包括連携協定に基づいたスポーツ庁補助事
業としての予算措置がなされたため、公開講座に加え、実践的活動としての
事業を広く展開するに至った。

・国際交流については、学内国際交流予算および学内在外研究員予算が措
置されたため、当初予定としていた協議を大きく発展させることができ、部局
間連携協定の締結に至った。

・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。
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≪参考≫自己評価ⅣおよびⅡの項目

自己評価Ⅱ

項目
第二期中期計画／
年度計画[達成水準]

取組実績 自己評価の判断根拠

【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の収支改善をはかり安定的な運営を
目指す。

[年度計画の達成水準]
年間受診者数　　25,000人
（健診受診者数 　　 17,000人）
（保険診療受診者数 8,000人）

58
【重点】

・平成26年4月の開設後、本クリニックも３年目が経過し、中期目標である「市民への健康支援事業の企画と具体化」については、概ね達成できた。
・今年度については、より一層収支を改善するため、健診受診者の増に向け、健保組合の新規契約の獲得に加えて被保険者の多い組合や昨年度に受診者が少なかった組
合を中心に訪問し、受診を促した。
　また、広報・宣伝についても、限られた予算内で、より効果的な宣伝媒体を探し、活動を強化している。その結果として、健診受診者数は、目標には達しないものの、下記の
とおり増加した。

 【H28年度現在の実績】
・健診受診者数        　　　　　　　 　H27年度：  7,134人→H28年度：11,605人
・保険診療（外来）受診者数         H27年度：10,247人→H28年度：11,117人

・本クリニック（先端予防医療部）では、新しい診断・治療・予防に役立てるための、健常人の診療情報（生体試料・健診情報・遺伝情報等）を蓄積する「バイオリポジトリ（バイオ
バンク）」事業を行っている。約7,000人分の情報が順調に蓄積できており、このデータを用いて研究も開始されている。

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・年間受診者数
　　　　 90.9％（22,722人）
　（健診受診者数
　　　　　　　 68.3％（11,605人））
　（保険診療受診者数
　　　　　　　　139％（11,117人））

(補足)
・健診受診者は昨年度に比べて、大幅に伸びており、年間で11,605人（昨年
度比約163％）となっているが、目標数を下回っている。外来受診者数につい
ては目標達成した。
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