
参考資料２－４

第二期中期計画期間の主な実績について
平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）

Ⅰ　教育研究等の質の向上を達成するための措置
１ 教育に関する措置
(1) 人材育成方針及び学生受入方針
ア 広い視野と高い専門性を兼ね備えた人材の育成
○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を実施している。
○全学及び各学部研究科で、3ポリシー(ディプロマ／カリキュラム／アドミッション)を示すとともに、学生に対して学習
マップを示すことでカリキュラムの全体像をわかりやすく発信した。(Ｈ26）
○受験生向けサイト、大学冊子等について、デザイン・掲載内容を毎回更新し、受験生のニーズに応えつつ本学の魅力
を強力にアピールしている。
○オープンキャンパスの広報（Ｈ26～）、大学見学の受入れ（Ｈ26～）を強化した。
＜オープンキャンパス参加者数＞
Ｈ24：17,699人　　Ｈ25：19,883人　　Ｈ26：10,026人（台風のため1日中止）　　Ｈ27：23,010人　　Ｈ28：22,021人
○各学部研究科で、アドミッションポリシーに基づいた入学者選抜が有効に機能しているかを点検し、必要に応じて選抜
方法を変更した。
＜主な変更＞
・（医）医学部医学科の第1段階選抜実施方法の変更（Ｈ25～）※Ｈ26年度入学生対象～
・（医）大阪府指定医療枠を3人増加し、入学定員を95人とした。（Ｈ26～）※Ｈ27年度入学生対象～
・（文）国際バカロレア入試の実施（Ｈ27）※Ｈ28年度入学生対象～
○入試推進本部と入試センターを設置した。（Ｈ28）
○留学生に向けた教育において、日本語教育を充実させ、「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）を実施している。

・受験生応援サイトへのアクセス数（月
間訪問数）の向上（前年比10%増）
・入試データベースおよび成績データ
ベースのシステムの更新
・留学生400人の受入（交換留学、短期
受入等を含む年間総受入数）
・英語に翻訳した大学院募集要項の抜
粋版の作成

(2) 教育の内容
ア 一貫した教育の推進
○副専攻制度を導入し、グローバルコミュニケーション副専攻、コミュニティ再生副専攻を設置した。（Ｈ27）

・ＯＣＵ指標の経済学部での試行開始
・大学院共通教育科目の増設
・大学院共通教育科目のあり方と体制・
カリキュラムの検討継続
・「ポストドクター・キャリア開発事業」を
補助期間終了後も継続実施
・学部・大学院を横断した共同開設科
目の新規開講

1



平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
イ 高度専門職の育成及び若手研究者の養成
○理学研究科「科学のプロ育成プロジェクト」講演会の開催をしている。(H24～)
○大学院共通教育科目を新規開講した。（「学問・大学と社会-大学院キャリア形成論」（H27～）　等）
○文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」事業に採択され、「システム発想型物質科学リーダー養成学位プ
ログラム」を大阪府立大学と共同実施している。（H25～)
○文部科学省 科学技術人材育成費補助金による「ポストドクター・キャリア開発事業」に採択され、大阪市立大学、兵庫
県立大学、大阪府立大学の公立三大学で実施した。（Ｈ24～Ｈ28）
○文部科学省科学技術人材育成補助事業「テニュアトラック普及・定着事業」に採択され、若手研究者を養成している。
（Ｈ25～）
○女性研究者支援室を設置（Ｈ24）し、文部科学省人材育成費補助事業「女性研究者研究活動支援事業（一般型）」に
採択され、女性研究者の研究活動への支援を積極的に実施した。（Ｈ25～Ｈ27）
○優れた若手研究人材を戦略的に確保する為に、文部科学省の卓越研究員制度へ複数のポスト提示を行い、卓越研
究員として採用した（H28）　※採用活動はＨ28で採用日はＨ29.4.1

・テニュアトラックは本学独自のテニュ
アトラックへと継続
・女性研究者支援を継続実施
・卓越研究員制度を活用した採用活動
の実施
・若手研究者の表彰制度（南部陽一郎
記念若手奨励賞）の創設

ウ 社会人教育の強化
○各学部・研究科の特性に応じて社会人教育を実施している。
・長期履修制度の導入（全研究科）
・科目等履修生の受入（医（医・看））を除く７学部、医・看・創を除く７研究科）
・社会人入試の実施（経・医（看）の２学部、商・医を除く８研究科）
○社会人を対象とした履修証明制度を導入し、地域文化を担う人材を養成する「大阪文化ガイド+（プラス）講座」を開設
した。（Ｈ27）
○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している。
＜主な資格試験合格率＞
司法試験　　　　    　Ｈ24： 17.6％　　Ｈ25：  33.0％　　Ｈ26： 17.4％　　Ｈ27：  18.6％　　Ｈ28：  13.1％
医師国家試験　      Ｈ24： 97.0％　　Ｈ25：  92.0％　　Ｈ26： 96.5％　　Ｈ27：  95.8％　　Ｈ28：  88.0％
看護師国家試験　  Ｈ24：100.0％　　Ｈ25：100.0％　　Ｈ26： 97.7％　　Ｈ27：100.0％　　Ｈ28：100.0％
保健師国家試験　  Ｈ24：100.0％　　Ｈ25：  96.0％　　Ｈ26： 97.7％　　Ｈ27：100.0％　　Ｈ28：100.0％
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
エ 中等教育機関との連携
○咲くやこの花中学・高校の学校評価への参画、大阪ビジネスフロンティア高校で使用するテキスト執筆・編集、スー
パーサイエンスハイスクール指定校の研究指導等、中学・高校との教育面での連携を強化した。

オ 広い視野を持つ人材の育成
○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、各学部研究科で他学部研
究科の履修を促進するため履修規程等を定めている。
・≪再掲≫副専攻制度の導入（Ｈ27）
・科目ナンバリング制の導入（Ｈ28）

(3) 教育の国際化
ア グローバル人材の育成
○ＴＯＥＦＬの全学実施、短期海外研修プログラムの増加、グローバルコミュニケーション副専攻（Ｈ27）、認定留学制度
の導入（Ｈ26）等の取組みにより、グローバル人材の育成を図り、またその支援を強化した。
○グローバルビレッジを開設（Ｈ28）し、留学生と日本人学生による様々な国際交流イベントを開催した。
○国際センター内に国際交流の為の学生組織OGM(Osaka city university Global Members)をつくり、留学生と日本人
学生の交流イベント・異分野理解の企画や、留学情報の提供を行っている。（H28～）

・文学・経営・経済学研究科の3研究科
合同インターナショナル・スクール事業
の実施
・商学部において、海外研修プログラ
ムを通じた経営教育の国際化の促進
・経済学部において、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の実施
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
(4) 教育の推進体制
ア 学位の質の保証
○全学的な授業評価アンケートを実施（Ｈ26～）し、各学部・研究科の教務担当者や授業担当教員へフィードバックする
ことにより、学位の質、教育の質を高める改善の取組みを継続している。
○学生の多様な学習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日
本学術振興会の大学教育再生加速プログラム(ＡＰ)事業に採択された。（Ｈ28）

・全学の学修成果の評価ポリシーの策
定と評価の実施検討
・OCU指標の開発
・教学IRに資する各種調査（間接評価
指標）の計画・実施・分析
・学術情報センターの利用者アンケー
トの企画、実施、分析及びサービス向
上の改善案策定

イ 教育の成果及び効果の検証及び改善
○教員は「大阪市立大学教育改善・ＦＤ宣言」に基づき、教員は常に自己研鑽に努め、学部研究科は教育の成果及び
効果を検証し、改善を実施している。
・ＦＤ研究会（Ｈ24～）
・教育改革シンポジウム（Ｈ24～）
○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
助言及び支援をしている。
・学部卒業生・大学院修了生を対象としたアンケートの実施（Ｈ26）
・学部上級生を対象としたアンケートの実施（Ｈ27）
○全学及び各学部・研究科における特色ある教育の充実を図るため、財政的支援を継続した。
＜教育推進本部経費（兼旧戦略的教育経費）＞
H24：3,000万円　H25：3,000万円H26：3,000万円　Ｈ27：3,000万円　　Ｈ28：3,000万円

ウ 柔軟な教育体制の構築
○社会が求める人材育成に対し、本学の教育が常に効果的に実施されるよう、高等教育に関わる情報の収集・分析に
努め、柔軟な教育組織を構築した。
○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を高めた。
・定例休館日廃止（Ｈ24）　・日曜日開館（10：00～17：00）（Ｈ25）　・土曜日の時間延長（19：00閉館）（Ｈ25）　・授業期間
中の早朝開館（8：30開館）（Ｈ26）　・新図書館システムの導入（Ｈ26）　・他キャンパスからの図書取り寄せサービス（Ｈ
26）　・電子リソース検索システムを導入し検索機能の強化（Ｈ26）　・新入退館システムの導入（Ｈ26）　・ラーニングコモ
ンズの設置（Ｈ24杉本地区、Ｈ26医学分館）

・教員への意識調査の実施
・学士課程上級生調査結果の分析
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
(5) 学生への支援
ア 学生サポートセンター等による学生支援
○学生サポートセンターは、各種学生サービスを効果的に実施している。
＜学生なんでも相談窓口（Ｈ26～）相談件数＞
Ｈ26：73件　　Ｈ27：201件　　Ｈ28：410件
○障がい学生支援室において、障がい学生からの相談窓口を一元化して支援のためのコーディネイトを実施している。
○全学的な留学についての募集や受付・相談窓口を国際センター（Ｈ24～）に一元化した。
○経済的困窮者を主とした支援制度に加え、本学のアドミッションポリシー、設立理念及び人材育成の目標に即した支
援となるように授業料減免の審査基準を見直した。（Ｈ28）
○就職活動のための単なる技術指導ではなく、就職後のキャリア形成において有意義となりうる能力や考え方等を醸成
することを目的とし、「論理コミニュケーション講座」「労働法制セミナー」「各種業界研究セミナー」や個別相談等の「職業
指導」を実施している。
○カウンセリングルームでは、心の悩みを抱える学生等の増加に対応するため、学生への相談対応や、教員の対応方
法等への支援など、メンタルヘルスに関する相談支援機能を充実した。
・臨床心理士をインテーカーとして配置(Ｈ25）
・学内外の関係組織・機関との連携を強化（Ｈ25）
・神経精神科の特別診療の回数を増加（Ｈ25）
＜カウンセリングルーム利用状況＞
Ｈ24：587回（85人）　　Ｈ25：821回（82人）　　Ｈ26：826回（95人）　　Ｈ27：992回（92人）　　Ｈ28：1,198回（115人）

イ 学習支援の充実
○ＩＣＴ（情報コミュニケーション技術）を活用した学習指導等を行うことにより、学生が明確な目的を持って学習できるよう
支援している。
・教育活動の改善に活用できる情報を集約した「教育実践事例ＷＥＢデータベース」システムを開発、学内に公開（Ｈ25
～）

・ボランティアセンターのあり方の見直
し
・ボランティア活動の拡充
・短期海外研修プログラムに200人受
入
・海外研修必須化試行プログラムの検
証
・就職ガイダンスやセミナーなど就職イ
ベントに関する時間設定、目的別内容
の見直し
・学生のメンタルヘルスに関する学内
関係組織の担当者間での定期的な情
報交換会の実施
・学習支援推進室を本格稼動
・各学部研究科での組織的な学習相
談や学習支援等
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
２ 研究に関する措置
(1) 研究の内容
ア 「都市科学」研究等の充実
○次世代エネルギー、健康科学、都市防災を重点三研究と定め、体制の充実を図るとともに、「人工光合成研究セン
ター（Ｈ25）」「健康科学イノベーションセンター（Ｈ25）」「都市防災教育研究センター（Ｈ27.3（Ｈ26年度））」といった拠点
施設を整備し、都市科学分野の研究に積極的に取組み、産学官連携活動を推進した。
・文部科学省ＣＯＩ-Ｔ拠点に採択（H25）
・ＪＳＴ科学技術コミュニケーション推進事業に採択（Ｈ27）され、公立大学防災センター連携協議会を組織
○都市研究プラザでは、文部科学省「共同利用・共同研究拠点」（Ｈ26～）として認定を受け、現場プラザや海外オフィ
ス等の資源を活用した共同研究を実施している。
・先端的都市研究拠点事業の推進
○複合先端研究機構では、研究科の枠を超えた5プロジェクト（①先端マテリアル、②都市エネルギー・防災、③先端バ
イオ、④バイオメディカル先端医療工学、⑤光合成・人工光合成）・11グループが研究活動を推進している。

・海外センター・オフィスを活用した都
市研究国際ネットワークの拡張

(2) 研究の国際化
ア 国際交流の活性化
○外国の大学との大学間協定を大幅に増やし、国際学術交流を促進した。
○「大阪市立大学国際学術シンポジウム」を毎年開催した（H24～）
○大阪市立大学在外研究員制度により、本学教員を海外へ派遣した（H24～）
○外国人研究者招聘事業（Ｈ24～）・外国人研究員事業（Ｈ25～）により、海外の研究者を多数招聘し研究交流を実施
した。
○日本学術振興会の「 頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」事業等（都市研究プラザ：H22～
H24,文学研究科：H23～H25, H24～H26, 理学研究科：H23～H25）および「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」事業（理学研究科：H26～H28)に採択され、多数の若手研究者・ポスドク・大学院生等の海外派
遣を実施した。
○日本学術振興会の各種国際交流事業（二国間交流事業（5件）、外国人特別研究員事業（9名）、外国人招聘研究者
事業（4名））に採択され交流事業を実施した。（H24～）
○日本学術振興会・研究拠点形成事業（アジア・アフリカ学術基盤形成型）に採択された。（医学研究科：H25～）

・海外大学等との学術交流協定数150
協定を大学間協定（30協定）に拡大
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
(3) 研究の推進体制
ア 戦略的研究の展開
○戦略的研究経費について、中期的研究推進戦略を策定し、本学を特徴付ける研究の創出に予算配分した。
○学内予算の予算配分の変更や「ポストドクター・キャリア開発事業」（Ｈ24～Ｈ28）、「テニュアトラック普及・定着事業」
（Ｈ25～）、「女性研究者研究活動支援事業（一般型）」（Ｈ25～Ｈ27）等の採択を受け、若手や女性を含む研究者の活
動の支援を充実させた。

イ 研究活動の公表
○研究者データベースの運用改善を図り、研究者の情報を日本語・英語で広く発信した。
○戦略的研究経費の成果を新しい評価方法で検証し、外部資金獲得や研究の高度化につながる仕組みを構築した。

３ 社会貢献に関する措置
(1) 地域貢献
○地域連携センターを設置（Ｈ25）し、地域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
支援した。
・文部科学省ＣＯＣ事業採択（Ｈ25～）
・ＣＯＣ+事業に参画（Ｈ27～）
○大学のシンクタンク機能の強化を図るために大阪市と基本協定を締結した。（Ｈ28）
○大阪市職員の能力向上を支援した。
・工学部での相互の専門技術力向上のための大阪市職員との技術交流（人材交流）
○大阪市住之江区、住吉区、西成区と連携協定を締結した。（Ｈ25）
○大阪市阿倍野区、東住吉区、平野区との地域防災に関する連携協定を締結した。（Ｈ28）

イ 大阪市の研究機関等との連携
○大阪市博物館協会との連携協定に基づき、包括連携協定企画「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－」記念講演会、共同開催シンポジウム「『真田丸』の歴史学」、共同研究「地中探査による豊臣期大
坂城本丸地区の研究」等、専門性を活かした教員・学芸員の共同研究、共同の市民向け講座の開設等の取り組みを実
施した。
○大阪市博物館協会との包括連携協定のもと、平成23年度からキャンパスメンバーズ制度等（大阪市博物館協会が運
営する6施設の学生の無料利用及び一部割引になる制度）学生支援の取り組みを継続している。
＜キャンパスメンバーズによる入館者数＞
H24：2,501人　　H25：2,122人　　H26：2,253人　　H27：2,531人　　H28：2,741名
○各学部研究科において、大阪市立工業研究所、大阪市環境科学研究所、大阪市文化協会等との共同研究や講師
派遣等の取組みを推進した。

 ・研究者データベースシステムの更新
・知と健康のグローカル拠点事業にか
かる異分野融合研究計画を学内公募
し、採択課題へ研究支援予算を配分
・学内に分散している先端的研究設備
の学内共用化に向けた基盤整備を開
始

・大阪市との基本協定に基づき、市政
課題の解決に向けて連携事業の創出
・日本植物園協会（総裁：秋篠宮文仁）
の大会を杉本キャンパスで実施
・大阪市立大学国際学術シンポジウム
（人と植物の共生 −都市の未来を考え
る−）を杉本キャンパスおよび大阪市立
自然史博物館で実施
・災害時の学生ボランティアの活用に
ついて、社会福祉協議会との連携体制
の構築に向けた取り組みを開始
・JMOOKを利用した市大の講座の発
信
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
ウ 市民への研究成果の発信
○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
ベント等を実施した。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
した。
＜市民講座・公開講演会・公開研究会数／参加者数＞
H24： 1回／52人　　H25： 3回／93人　　H26： 6回／261人　　H27： 4回／97人　　H28 ： 5回／219人
※講習会・研修会は除く
※Ｈ26年とＨ28年の参加者数が多いのは、それぞれ開園60周年記念講演会、メタセコイア記念講演会を実施したことに
よる
＜観察会数／参加人数＞
H24： 3回／496人　　H25： 5回／251人　　H26： 9回／360人　　H27： 11回／303人　　H28： 7回／435人
○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学官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した。
・大阪市経済戦略局との包括連携協定の締結（Ｈ28）
・タイ王国チュラロンコン大学スポーツ科学部との部局間協定（Ｈ28）
○区民セミナーや地域住民等を対象とした相談事業などの既存事業に加え、地域拠点としてより身近に市民生活に貢
献するため、災害時における本学の役割強化やボランティア支援など連携を強化した。
・地域住民用の備蓄品に関して住吉区から預かり保管を開始した。（Ｈ24）
・地域住民の避難所開設や運営、ボランティアの組織化についてのマニュアルを作成し、シミュレーション訓練、地域住
民・自治会代表者との合同訓練を実施した。（Ｈ24～）
○公開講座を「大阪市立大学公開講座-Ｏｐｅｎ　lectures」として、全学ＨＰで告知した。
＜公開講座開催状況＞
Ｈ24：9,862人（147回）　　Ｈ25：8,067人（150回）　　Ｈ26：8,260人（135回）
Ｈ27：9,303人（162回）　　Ｈ28：9,999人（189回）

・大阪市との基本協定に基づき、市政
課題の解決に向けて連携事業の創出
・日本植物園協会（総裁：秋篠宮文仁）
の大会を杉本キャンパスで実施
・大阪市立大学国際学術シンポジウム
（人と植物の共生 −都市の未来を考え
る−）を杉本キャンパスおよび大阪市立
自然史博物館で実施
・災害時の学生ボランティアの活用に
ついて、社会福祉協議会との連携体制
の構築に向けた取り組みを開始
・JMOOKを利用した市大の講座の発
信
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
エ 地域における人材育成への支援
○商学部では、市内の商業高校に対して、毎年、商学部の講義の受講と商業高校出身の在学生との交流の機会を提
供したり、医学部では、高校や予備校等の教育施設で教員による出張講義（医学部入学前教育）を実施する等、各学
部・研究科では、地域貢献の一環として、出張講義、模擬授業、公開授業等を実施することにより、初等・中等教育機関
と連携し、地域における人材育成を支援している。

○≪再掲≫咲くやこの花中学・高校の学校評価への参画、大阪ビジネスフロンティア高校で使用するテキスト執筆・編
集、スーパーサイエンスハイスクール指定校の研究指導等、中学・高校との教育面での連携を強化した。

オ 地域貢献情報の発信
○都市大阪のシンクタンクを目指して、公開講座の一元化や地域との連携事業を推進する拠点として地域連携センター
を開設（Ｈ24）し、行政・企業・高校とのつながりを強化した。

(2) 産学連携
ア 先端的研究分野での連携
○ＵＲＡセンターを設置（Ｈ27）し、各種公募案件の調査・説明会の実施、学内研究者とのマッチングを行い、産学官連
携活動の強化を図った。
○実用化を見据えた質の高い特許出願を重視し、知財の活用を図った。
○共同研究講座に関する制度を制定した。（Ｈ24）
○健康イノベーションセンター、人工光合成研究センターでの産学連携による共同研究を促進した。
○人工光合成研究センターが文部科学省の「共同利用・共同研究拠点」（H28～）に採択され、産学官連携を一層強化
する体制を整備した。

イ 地域産業との連携
○ホームドクター制度、技術相談等の活動を通じて、中小企業と連携し地域産業の活性化、発展に貢献した。
○包括提携している三井住友銀行を主体に関西アーバン銀行、南都銀行、池田泉州銀行、大阪市信金との連携によ
り、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を実施している。
・大阪市立大学発ベンチャーである株式会社SIRCが（設立　Ｈ27）約1億円の資金調達を実施（Ｈ28）

・大阪市との基本協定に基づき、市政
課題の解決に向けて連携事業の創出
・日本植物園協会（総裁：秋篠宮文仁）
の大会を杉本キャンパスで実施
・大阪市立大学国際学術シンポジウム
（人と植物の共生 −都市の未来を考え
る−）を杉本キャンパスおよび大阪市立
自然史博物館で実施
・災害時の学生ボランティアの活用に
ついて、社会福祉協議会との連携体制
の構築に向けた取り組みを開始
・JMOOKを利用した市大の講座の発
信

・新産業創生研究センターをURAセン
ターに統合し、研究戦略と産学連携・
知財戦略を一体的に推進する体制を
整備
・未利用特許の地域社会への還元
・民間企業との共同及び受託研究費獲
得（４億円）
・合同会社WOLLとの連携協定を締結
し、健康科学分野での産学連携を推
進する体制を整備
・地域産業や金融機関と連携して知財
の活用支援等（「関西公立３大学による
提案型オープンイノベーション戦略」）
を開始
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
４ 国際化に関する措置
(1) 教育の国際化（再掲）
ア グローバル人材の育成
○≪再掲≫ＴＯＥＦＬの全学実施、短期海外研修プログラムの増加、グローバルコミュニケーション副専攻（Ｈ27）、認定
留学制度の導入（Ｈ26）等の取組みにより、グローバル人材の育成を図り、またその支援を強化した。
○≪再掲≫グローバルビレッジを開設（Ｈ28）し、留学生と日本人学生による様々な国際交流イベントを開催した。
○≪再掲≫国際センター内に国際交流の為の学生組織OGM(Osaka city university Global Members)をつくり、留学生
と日本人学生の交流イベント・異分野理解の企画や、留学情報の提供を行っている。（H28～）

(2) 研究の国際化（再掲）
ア 国際交流の活性化
○≪再掲≫外国の大学との大学間協定を大幅に増やし、国際学術交流を促進した。
○≪再掲≫「大阪市立大学国際学術シンポジウム」を毎年開催した（H24～）
○≪再掲≫大阪市立大学在外研究員制度により、本学教員を海外へ派遣した（H24～）
○≪再掲≫外国人研究者招聘事業（Ｈ24～）・外国人研究員事業（Ｈ25～）により、海外の研究者を多数招聘し研究交
流を実施した。
○≪再掲≫日本学術振興会の「 頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」事業等（都市研究プラ
ザ：H22～H24,文学研究科：H23～H25, H24～H26, 理学研究科：H23～H25）および「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」事業（理学研究科：H26～H28)に採択され、多数の若手研究者・ポスドク・大学院生等
の海外派遣を実施した。
○≪再掲≫日本学術振興会の各種国際交流事業（二国間交流事業（2件）、外国人特別研究員事業（9名）、外国人招
聘研究者事業（4名）に採択され交流事業を実施した。（H26～）
○≪再掲≫日本学術振興会・研究拠点形成事業（アジア・アフリカ学術基盤形成型）に採択された。（医学研究科：H25
～）

(3) 国際化の推進体制
ア 国際力の強化
○国際センターの事務体制を整備し、国際化戦略本部のもと、「国際化アクションプラン（1ｓｔ：Ｈ23～Ｈ25、2nd：Ｈ26～
Ｈ28）」を実行・検証し、3ｒｄアクションプランを策定（Ｈ28）し全学的な国際力強化への取組みを推進している。

・≪再掲≫文学・経営・経済学研究科
の3研究科合同インターナショナル・ス
クール事業の実施
・≪再掲≫商学部において、海外研修
プログラムを通じた経営教育の国際化
の促進
・≪再掲≫経済学部において、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の実施
≪再掲≫
・海外大学等との学術交流協定数150
協定を大学間協定（30協定）に拡大
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
５ 附属病院に関する措置
(1) 高度・先進医療の提供
○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実施、
医療機能の充実を図った。
・手術室増設整備（H24)　・ハイブリッドシステムの導入（H25)
・歯科・口腔外科の設置（H27) 　・病院機能評価の受診(H28)
○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、診断及び治療効果を高めるがんの新たな診断法、治療
法の開発に取り組んでいる。
・化学療法センターの病床数を拡充整備（H25）　・緩和ケア病床の設置（H26～H28）　・「がん研修プログラム」を作成、
地域の病院医師・看護師・薬剤師への研修を実施（H27～H28）
○患者アメニティの充実のため、トイレや浴室の改造など、療養環境の改善や患者サービスの強化を行った。
・無菌室療養環境の整備(H24)

・高度医療機器の増設
・造血幹細胞移植推進拠点事業の研
修および支援センター機能の充実
・全診療科を対象とした薬剤師サポー
ト外来の設置と運用

(2) 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した。
・専門医制度整備指針に基づいた研修プログラムの策定（H28）　・専門薬剤師、認定薬剤師育成支援策の策定（H28）
・病院職員人材育成プランに基づく体系的な研修の実施（H28～）
○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
医師を育成した。
○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した。
・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」による修練の実施（H24)
・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の充実（H24～）

・病院職員人材育成プランに基づく、
計画的な研修実施
・新専門医制度に対応する研修プログ
ラムの作成
・継続的に災害時の初期救急診療に
対応できる人材を育成
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
(3) 地域貢献の推進
○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、健診など多角的なヘルスケ
アサービスを実施した。
予防医療の実践及び未病データの集積・解析による新たな研究に取り組むべくMedCity21を開設（Ｈ26）
＜ＭｅｄＣｉｔｙ21年間受診者数＞
Ｈ26：8,380人　　Ｈ27：17,381人　　Ｈ28：22,722人
○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し、地域医療機関との連携を強化した。
・がん地域連携クリティカルパスの推進（H24～）　・WEB24時間照会申込システムの導入（H24～）
・入退院支援センター(仮称）の設置に向けた検討(H28～)

・超早期診断と発症前保因者診断のた
めのバイオマーカーの研究・開発の推
進
・年間27,000人の受診者数受入
・生活科学部との共同事業として、市
民の健康づくり貢献と食事実態調査を
実施
・医療連携システムの周知を図り、医療
連携登録医を拡充

(4) 安定的な病院の運営
○診療科別原価計算を実施し、経営に活用した。
○病床利用率80％以上を目指し、財政基盤の充実を図った。
・病院情報システムの更新（Ｈ26）
・管理会計システムの構築（Ｈ26）
・DPC（包括医療費支払い制度）分析の強化（H27～)

＜病床利用率（経常損益（単位：百万円））＞
H24：82.6％（2,411）　　H25：81.0％（1,939）　　Ｈ26：76.3％（▲386）
H27：81.5％（180）　　　Ｈ28：80.1％（27）

・管理会計システムの活用と診療科別
損益情報の院内共有を促進
・診療報酬W改定（診療報酬・介護報
酬）に向け、早期の情報収集と病院収
益確保に向けた体制構築を検討
・システム等を活用したＤＰＣ分析強化
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する措置
１ 組織運営
(1) 組織ガバナンスの向上
○大学改革プランを策定（Ｈ25）し、理事長兼学長のリーダーシップのもと、組織ガバナンスの向上のための経営組織を
構築した。
・人事委員会制度の発足（Ｈ24）・理事長及び研究科長の選考方法の見直し（Ｈ27）
・教育研究戦略機構会議の設置（Ｈ27）・人事計画策定会議の設置（Ｈ27）・研究院制度の発足（Ｈ27）

・「知と健康のグローカル拠点」事業の
推進
・大学戦略会議の設置

(2) 組織の一体的運営の推進
○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した。
・役員会の改組（Ｈ25）
・部局長等連絡会、教育研究評議会を隔週開催に変更（Ｈ25）
・理事長による研究院長ヒアリングの実施（Ｈ27）
・大学執行会議の設置（Ｈ28）

・教育研究戦略機構でのＩＲ機能の強
化

(3) 複合的かつ効果的な教育研究活動の推進体制
○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、都市研究プラザ、複合先端研究機構、健康科学イノベーションセンター（Ｈ25）、都市防災教育研究セン
ター（Ｈ27）等の活動を通して、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を構築した。
○戦略的研究経費のうちの重点研究について、異分野融合研究に重点を置いた審査・予算措置を行った。
○「知と健康のグローカル拠点事業」を開始し、健康科学を中心とした文理融合研究・異分野融合研究を推進する体制
を整え、学内共同研究支援や産学連携の体制を整備した（H28～）
○杉本・阿倍野ライフサイエンス談話会により、生命科学分野での異分野融合研究を促進する仕組みを開始した（H28
～)

・学内の異分野研究交流を促進する目
的で「アカデミック・オープンカフェ」を
創設し月例で開催
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
(4) 施設の効率的な運営
○学生サービスの充実に向け、3つの推進チーム（教務事務組織検討推進、教育研修検討推進、学生サービス検討推
進）を設置し、教務事務の共通化・標準化、職員研修の実施、学生の声にこたえる仕組み作り等の取組みを推進した。
○新たな人事給与システムを導入（Ｈ26）し、システム上で就労管理や給与支給等の業務を行うことにより、業務の集約
化・効率化と人的資源の再配置を実現した。
○大学運営業務マニュアルを策定（Ｈ27～）し、業務の円滑化を図った。
○施設の効果的な活用を進めるため、施設利用検討委員会の最終報告に基づき、本館地区を中心に再編整備を進め
た。
・南部ストリートの新設（Ｈ24）・けや木通りの新設（Ｈ25）・さくら通りの新設（Ｈ25）・田中記念館の改修（Ｈ26）
・アステリア（学術情報総合センター屋上庭園）の整備（Ｈ26）・学内駐輪場の整備（Ｈ27）

・本館地区前庭の整備

２ 人材育成
(1) 人材育成制度の充実
○教員については、「特任教員制度」を活用し、若手教員の育成、女性研究者支援など個別施策を人材確保の視点か
ら支援した。
○事務職については、安定的な大学・病院の運営を実現するために、無期雇用契約となる「特定職員制度」（Ｈ27）を導
入した。
○年度毎に職員人材開発プランに沿った人材育成を実施し、また結果の検証、必要に応じプランの改訂を行い、事務
職員の資質の向上を図った。

・特定職制度の一部改正、拡充
・他の教育研究機関等との人事交流制
度の設計
・職員に対する業務提案制度「トライ制
度」を創設

３ 自律的な運営
（1）自律的な運営
○東京オフィス等を活用し公立大学法人の制約撤廃へ向け要望活動を積極的に展開した。
○第6次一括法が公布され、本学から要望した承認ＴＬＯへの出資、長期借入を認める内容を含む地独法が改正され
た。（Ｈ28）

・公立大学法人の制約撤廃の必要性
等について検討
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
Ⅲ 財務内容の改善に関する措置
１ 外部資金の確保
○研究系の外部資金の獲得を積極的に推進し、年間総額30億円以上の中期計画を達成した。（Ｈ24～Ｈ28）
○「はばたけ夢基金」（Ｈ21～Ｈ26）、「夢基金」（Ｈ26～）で寄附活動を積極的に実施した。
＜寄附金状況＞
Ｈ24： 327,002千円（ 31件）　　Ｈ25：161,665千円（45件）　　Ｈ26：121,428千円（345件）　　Ｈ27：48,512千円（252件）
Ｈ28：  33,387千円（317件）

・外部資金を年間40億円獲得
※補助事業・受託事業・治験等を含む
外部資金総額
・寄附募集活動の見直し

２ 効率的な大学運営の推進
○毎年１％以上のエネルギー削減を継続実施する。（Ｈ24～）
・新理系学舎を整備した。
・共通研究棟の新設（Ｈ24）　・理系共通実験棟の改修（Ｈ24）　・人工光合成センターを新設（Ｈ24）
・理学部棟の改修（Ｈ24～Ｈ26）

・毎年１％以上のエネルギー削減を継
続実施

15



平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
Ⅳ 自己点検及び評価並びに情報公開等に関する目標
１ 自己点検及び評価の実施
○教員活動点検評価を実施（第1期：Ｈ23～25、第2期：Ｈ26～Ｈ28）し、評価結果を教育研究活動の改善等に活用し
た。また、評価方法や活用方法の検証・分析等をおこなうとともに、外部評価委員の意見もふまえ、制度の改善を図っ
た。
○独立行政法人大学評価・学位授与機構（現：大学改革・学位授与機構）の認証評価を受審し、「大阪市立大学は、大
学設置基準をはじめ関係法令に適合し、大学評価・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしている。」と評価を受
けた。（Ｈ27）
○各学部研究科においては、自己点検評価を実施し、教育の改善に活用した。

・第２期教員活動点検・評価結果の外
部評価の実施
・教育・研究・社会貢献・大学運営等で
優れた実績をあげた教員に対する学
長顕彰制度を創設

２ 戦略的広報の展開
○大学の各種情報が効果的に発信できるように各種の取組みを実施した。
　　・学長による記者懇談会を実施した。（Ｈ24～）
　　・大学ＨＰをリニューアル（Ｈ24～）　・大学のＦａｃｅｂｏｏｋを開設（Ｈ26～）
　　　・ＹouＴｕｂｅで大阪市立大学公式チャンネルを開設（Ｈ27～）
○大学のＨＰ内（研究者要覧）で研究者情報（日本語・英語）を発信した。

・研究広報強化のための戦略検討
・記者懇談会の効果検証
・Webサイトにおける外国語情報の定
期発信
・大学のinstagramを開設

３ 情報管理の強化
○情報セキュリティー委員会を設置し、情報のセキュリティーに関する管理を強化した。（Ｈ24～）
○ネットワークシステムの再構築をおこない、セキュリティの高い情報通信基盤を確立した。（Ｈ28）
○情報基盤センターの設置した。（Ｈ27）

・学内利用者への運用支援体制（サー
ビスデスク）の確立
・新ネットワークシステムの検証を行うと
ともに、情報資産共有化促進方法の検
討
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
Ⅴ その他業務運営に関する重要目標
１ 法令遵守等の徹底
○入学式後の新入生に対する人権問題ガイダンスや春・秋に開催される人権問題に関する講演、人権啓発誌（毎年
3,000部）の配布により人権問題の啓発に努めた。
○内部監査を継続的に実施している。
○安全保障輸出管理規程を制定・施行した。（Ｈ24）
○公益通報制度を導入した。（Ｈ25）

・外部資金大型プログラムの監査実施

２ 安全管理及び危機管理体制の構築
○安全な教育研究活動の維持や、地域施設としての役割を確保するために計画的に大学施設の耐震改修を実施して
いる。
・学舎として使用している施設の耐震化率は82.9%（Ｈ28）
○国際交流に係る危機管理対応マニュアルや、外国人研究者、留学生等向けの緊急時対応マニュアル等を活用し、国
際交流にかかる危機管理体制の充実を図った。
・学生海外留学規程（Ｈ26）の策定
○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、防災対策を充実させた。
・杉本地区防火総合訓練は毎年4,000人規模で実施
・安否確認システムの導入（Ｈ26）
・災害マニュアルを完成させ全教職員へ配付（Ｈ25～）　　※改訂版を作成し再配付（Ｈ27～）
○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った。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した。
・毒物・劇物の厳正な管理ルールを制定（Ｈ24）
・化学物質取扱い教職員・学生の年１回の教育訓練を義務化（Ｈ24～）
・感染症による出席停止制度を整備（Ｈ27）
・教職員対象のメンタルヘルス事業について「心の健康づくり計画」を策定し、相談事業研修等を開始（Ｈ24）

・学舎として使用している施設の改修
（耐震化率100％）
・化学物質等の災害対応方法に関す
る学内周知の実施
・教職員への保健指導に関する運用
方法の改善
・保健管理センターの役割の再整理
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平成24～28年度の主な実績 平成29年度の取組（予定）
３ 大学連携の強化
○三大学包括連携協定（府大・関大）、三市立大学包括連携協定（名古屋市大・横浜市大）においては、毎年協議会を
開催し、本学の大学運営方針を踏まえたうえで、幅広い分野での情報共有、協議、連携を行なっている。
・三大学：図書館相互利用、合同入試説明会、公開講座の共催
・三市大：地独法改正に向けた国への要望活動や教育改革フォーラムの共催
○公立大学協会、大学コンソーシアム大阪についても開催される会議へ積極的に参加し、情報収集や意見交換を行っ
ており、各種催事にも積極的に参加し連携を図っている。

・横浜市立大学、名古屋市立大学との
三市立大学包括連携協定に基づく交
流を活性化

４ 支援組織の構築
○保護者や卒業生、同窓会、寄附者等との関係性を高める活動を実施し、大学支援のネットワークを構築した。
・保護者懇談会(H26～）の実施
・ホームカミングデーの充実
・キャンパスツアーの実施
○教育後援会や全学同窓会と連携し、大学支援のネットワークを構築した。
○大阪市上海事務所に本学上海リエゾンを設置（Ｈ25～）し、上海友好会の新規同窓会員の開拓等同窓会活動の支援
や上海ホームカミングデーの実施など取り組みを強化した。
○「国際交流アドバイザー」制度を創設（Ｈ24～）し、上海、バンコク、ジャカルタ在住の本学卒業生を国際交流アドバイ
ザーに各地域ごとに選任し、協力体制の構築を図るとともに、各地域におけるホームカミングデー（同窓会）の開催など
協力体制の構築を図った。

・Ｆａｃｅｂｏｏｋ、メールマガジンを活用し
た双方向コミュニケーションの推進

５ 大阪府立大学との統合による新大学実現へ向けた取組の推進
○大阪府立大学と大学統合による新大学の実現へ向け検討を進め、「新・公立大学　大阪モデル」（基本構想）を取りま
とめた。 （H26）
○各部署が大阪府立大学の担当者と調整し、これまでの連携業務実績と今後の可能性について整理し、新大学実現に
向けて連携、共同化の具体化を進めた。（Ｈ27～）

・法人統合の実現に向けた関係業務の
推進
・連携共同化事業の推進
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