
 

 

平成29年度第５回大阪市公立大学法人評価委員会会議録 

 

○委員会の概要 

日 時：平成30年１月11日（木）午後２時～午後３時44分 

場 所：大阪市役所地下１階 第10共通会議室 

出席者： 

【委 員】馬場委員長、桑原委員、竹村委員、田辺委員、戸部委員、眞下委員、

宮本委員 

【大 学】井上理事兼副学長、櫻木理事兼副学長、宮野学長補佐、 

赤井大学戦略室長兼法人運営本部長、 

今村法人運営本部事務部長兼総務課長、 

柏村医学部・附属病院運営本部事務部長、 

川上法人運営本部新法人設立準備室長 

柴山大学戦略室大学戦略課長、 

浅井医学部・附属病院運営本部庶務課長、 

肥田新法人設立準備室総務担当課長代理 ほか 

【大阪市】小西大学支援担当部長、森山大学支援担当課長、 

     牛尾大学支援担当課長代理 ほか 

 

 

（小西大学支援担当部長） 

 それでは定刻がまいりましたので、始めさせていただきます。本日は年明けか

ら、またお忙しい中、お集まりいただきましてまことにありがとうございます。

ただいまから、平成30年度第５回大阪市公立大学法人評価委員会を開催いたした

いと存じます。なお、本委員会は原則公開の取り扱いとなっており、報道機関の

方も本日は取材にこられています。 

 本日、まず委員の交代がございましたのでご報告をさせていただきます。先日、

楠本委員より一身上のご都合によりまして委員を退任したいとのお申し出がござ

いました。事務局におきまして、これをお受けしまして解嘱の手続をとらせてい

ただきました。楠本前委員長におかれましては、平成21年21月に当評価委員会の
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委員に就任いただきまして、平成25年７月からは委員長として幅広いご見識とソ

フトなお人柄で委員会をリードしていただいてきたところでございました。当委

員会へのご貢献に事務局といたしまして感謝の念にたえないところでございます。

楠本委員のご勇退に伴いまして、ご後任といたしまして、大阪大学産業科学研究

所招へい教授の戸部委員に新たにご就任をいただきました。戸部委員をご紹介い

たしますとともに一言ご挨拶を頂戴いたしたいと存じます。戸部委員よろしくお

願いいたします。 

（戸部委員） 

 ご紹介いただきました、大阪大学産業科学研究所で招へい教授を務めておりま

す。戸部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私は昨年の３月に定年退職いたしまして、名誉教授の称号をいただいておりま

す。それまで基礎工学研究科、基礎工学部の研究課長、学部長、それから様々な

学内のセンターのセンター長等を務めてまいりましたので、そのような経験を少

しでも生かしまして、この評価委員会の役に立てればと思っております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

（小西大学支援担当部長） 

 ありがとうございました。続きまして、楠本委員におかれましては、委員長職

をお願いしておりましたので、その後をお引き受けいただきます委員長につきま

して、本日委員の皆様方にご選任いただきたいと考えております。大阪市公立大

学法人評価委員会条例第４条の規定によりまして、委員長は委員の互選により定

めることとなってございます。どなたか立候補、またはご推薦いただけますでし

ょうか。 

（桑原委員） 

 これまで委員長の職務代理者を務めていただいております、馬場委員が適任だ

と存じます。 

（小西大学支援担当部長） 

 ありがとうございます。ただいま桑原委員から馬場委員をご推薦いただきまし

たが、いかがでしょうか。各委員からもご異議なしということでございますので、

馬場委員、委員長職をお願いできますでしょうか。 

（馬場委員） 
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 はい。 

（小西大学支援担当部長） 

 よろしくお願いします。 

（馬場委員長） 

 ご推薦いただきました。少し代理で務めさせていただいたこともございますの

で、お引き受けさせていただいと思います。どこまでできるか分かりませんけれ

ども、よろしくご協力いただきますようにお願い申し上げます。 

（小西大学支援担当部長） 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

（馬場委員長） 

 それでは、早速進めさせていただきたいと思いますが。法人評価委員会の第４

条３項に「委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその

職務を代理する」という規定がございます。職務代理者を指名する必要がござい

ますので、私のほうから僭越ですが、指名をさせていただきたく思います。宮本

委員を委員長職務代理者として指名させていただきたいと思います。申し訳あり

ませんが宮本先生よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、本日の議題に入ります前に事務局から報告事項がある

とのことですので、森山課長からお願いいたします。 

（森山大学支援担当課長） 

 昨年９月のことになるのですが、市立大学医学部附属病院におきまして単回使

用禁止の医療機器の不適正な使用が発覚いたしました。この件につきましては、

発覚いたしました当時にひとまず委員の先生方に概略をご報告申し上げたところ

ではございますけれども、来年度に実施いたします今年度の業務実績評価、ある

いはただ今からご審議いただきます第三期中期計画にも影響を与える可能性のあ

る内容でございますことから、この場をお借りいたしまして、改めて法人からご

報告させていただきたいと存じます。 

（浅井庶務課長） 

 医学部・附属病院運営本部庶務課長の浅井でございます。私から報告させてい

ただきたいと思います。今、お手元のほうにお配りさせていただきましたのは、

昨年の10月20日付で調査結果と再発防止について公表させていただいた資料でご
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ざいます。こちらに基づきまして、説明をさせていただきたいと思います。この

たびは関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけし、また市民の皆様の信

頼を損ねることになりましたことにつきまして深くおわび申し上げます。 

 まず、１ページ目から２ページ目にあります事実経過と調査方法についてです

けれども、昨年の８月29日に兵庫医科大学病院におきまして単回使用機器の不適

正使用についての報道がございました。その翌日から自主的に動力計医療機器の

デバイスを中心とした院内調査を開始いたしました。８月31日に単回使用医療機

器（骨切削ドリルバー・ブレード）を再滅菌して再利用していたことが判明しま

して、近畿厚生局及び保健所に報告を行うとともに院内に医療安全の担当であり

ます副院長をトップとします対策チームを立ち上げまして詳細調査を開始いたし

ました。 

 調査につきましては、「２．調査方法」の１つ目のところですけれども、厚生

労働省通知にありました平成27年８月以降で該当機器を使用する術式から患者リ

ストを作成いたしまして、その機器の点検リストと突合させ、当該機器を使用し

た可能性のある患者について絞り込みを行いまして、それらについて担当医に１

例ずつ手術記録の確認を行ったところでございます。 

 また１ページ目の下のほうになりますが、９月21日に患者様への説明とおわび

について当院ホームページに掲載をするとともに、翌日にお問い合わせ対応窓口

を設置いたしまして、骨切削ドリルバー・ブレードの使用が確定した患者様に対

しまして文書で説明とおわびの送付させていただいたところでございます。 

 ２ページ目を見ていただきまして、「２．調査方法」の２つ目ですけれども、

引き続き平成27年度の厚生労働省通知以前から再使用している医療機器も多くあ

るということで、中央手術部で再滅菌を実施している手術用医療機器全てにつき

まして、単回使用医療機器でなかったか、他職種にて目視による確認を行いまし

て、疑義のあるものについては、当院スタッフに加えまして納入業者・メーカー

の協力も得て確認調査を行いました。その結果10月５日に単回使用医療機器「チ

タン脳動脈瘤クリップ」の再使用があった患者が３名追加で判明いたしまして説

明とおわびの連絡をいたしました。そして10月17日に近畿厚生局及び保健所に書

面での最終報告書を提出したというのが経過でございます。 

 次に調査結果でありますけれども、２ページの下のほうになりますが、再使用
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がありました単回使用医療機器は、そこにありますカッティングアクセサリード

リルバー、チュークソーシステムブレード、オシレーターブレード、チタン脳動

脈瘤クリップ、歯科研磨・充填器材でありまして、骨切削ドリルバー・ブレード

とチタン脳動脈瘤クリップを使用した患者数は整形外科をはじめ７診療科で84名

となっております。 

 ３ページ目になりますけれども、ここには件数を書いておりませんが歯科研

磨・充填器材につきましては、歯科口腔外科で1,531名ございました。双方重複

している患者さんはおられますので、総患者数としましては1,599となりました。

なお、どの患者様も健康被害は認められなかったところでございます。 

 ５．の発生原因ですけれども、平成27年８月の厚労省通知に従いまして、単回

使用医療機器について通知文章の記載を遵守するよう院内周知を行いまして、そ

の時点で再使用の実態があった中央手術部門において通知文書のとおりの運用転

換を進めておりましたが、迅速な対応を怠りまして一部の医療機器については、

再使用が継続していたということと、それから単回使用医療機器の再使用が全て

中止されたのかどうかについて適切なタイミングで管理部門による、これは医療

安全の部門ですけれども、確認を行わなかったことに加えまして、以前は再使用

を禁止していなかった医療機器が、その後仕様変更されているという場合もござ

いまして、こういった情報の収集確認が不足していたことが、今回の事案につな

がったと考えております。再発防止に向けた取組につきましては、単回使用医療

機器の再使用が行われる危険性を排除するために医療機器の使用に関する情報に

ついて収集及び更新を行い一括管理しております。また、医療機器の新規登録時

の申請書類には、医療機器の添付文書を提出させまして、使用者と管理部門の看

護師、臨床工学技士等で再使用の可否を確認するとともに、提出された添付文書

につきましては関係部署で保管しましてメーカーから添付文書の更新通知があれ

ば、随時更新して保管しているという状況でございます。また添付文書を電子カ

ルテから閲覧できるようなシステムの導入というのも、現在検討しているところ

でございます。 

 あともう一点の医療安全に関する通知事項につきましては、全体周知だけでな

く医療安全管理部で各部門における対応状況を定期的に確認しまして、確実に進

捗管理を行うことにより適切な執行を徹底してまいりたいというふうに考えてお
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ります。 

 一例としましては、この11月10日付で画像診断報告等の確認不足に関する医療

安全対策についてという通知が厚労省のほうから出ておりますけれども、こちら

の対応につきましては、院内の医療安全協議会で全部門に周知をするとともに、

電子カルテの画像診断結果を医師が確認しやすくするために緊急の放射線科読影

レポート通知機能を新たに追加しまして確認していただくようにすることについ

て、院内の情報誌で再度周知を行ったところでございます。 

 報告については以上でございまして、今後このようなことを繰り返さないよう

に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようよろし

くお願いいたしたいと思います。以上でございます。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございます。報告以外のこともまとめて、お話をいただいたように

思いますけれども、今後ともよろしくお願いしたいと思います。何か、今のご説

明についてご質問等ございますでしょうか。 

（眞下委員） 

 １点だけよろしいですか。厚労省の通知は、特段の理由がない限り再使用をし

ないとなっておりまして、特段の理由というのはいろいろな解釈をされるわけで

すけれども、一番大きなところは医療安全に支障がないかどうかということだと

思います。こういった医療機器は非常に高価ですし、最近は抗がん剤の再使用も

社会的に問題になってきているような状況でして、この医療機器の再利用そのも

のが全て悪いということにはならないという方向で動いております。アメリカで

は実際にこういった再利用をする会社があって、再処理して、それを安価でまた

病院に卸しているような状況で、日本もそういう方向で導入されようとしつつあ

ります。特段の理由というものが各病院によってあると思います。ですから特段

の理由があれば再処理して、洗浄、滅菌して再使用できるものも、その中にもあ

るはずだと思うのですけれども、そこらあたりについては病院としてはどういう

ご見解なのでしょうか。 

（浅井庶務課長） 

 洗浄、滅菌をしてということが、特段の理由には当たらないという見解につい

て確認させていただいております。 
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（眞下委員） 

厚労省がそういう見解なのですか。 

（浅井庶務課長） 

 はい。ということですので、今は全て単回使用に切り替えて行っております。

確かに委員がおっしゃるように１本３万円ぐらいするようなボディーの先もあり

まして、非常に高価なものですので、いろいろ病院経営にも影響を与えるわけで

すけれども。 

（眞下委員） 

 我々の病院が厚労省に問い合わせたところでは、ちょっと違った返事ではあり

ましたですけれども、厚労省もはっきりしないところがあるように思います。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございました。今のコメントは非常に大事なことで、もしそういう

回答が返ってきたときに対処できるような体制は整えておいたほうがいいように

思います。門外漢ですから言いにくいのですが、安易に全部廃棄してしまうとい

うものもいかがなものかと思いますので、もし再使用が可能になったときに効率

的に動き出せるような手配りは考えておいていただいてもよいかと思います。少

し勝手な言い分ですけれども。 

（浅井庶務課長） 

 ありがとうございます。 

（馬場委員長） 

 そのほか何かございますでしょうか。ただいまご説明があった件は、先ほど事

務局からも説明がございましたけども、今年度平成29年度の業務実績評価のとき

に、またご議論いただくことになると思いますので、今からご検討いただきます。

第三期中期計画に関わってくることもありますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の議題に入らせていただきたいと思います。公立大学法人大阪

市立大学の第三期中期計画の素案についてご議論いただきたいと思います。この

中期計画の内容の説明に入ります前に、昨年の９月に行われました評価委員会以

降の経過について事務局からご説明をお願いいたします。 

（森山大学支援担当課長） 

 それでは、このただ今から中期計画についてご審議たまわるのですが、その中
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期計画の前提となります中期目標の状況について、ご報告、ご説明申し上げたい

と存じます。 

 中期目標につきましては、昨年の３月からこの評価委員会でご審議をいただき

まして８月に意見具申をいただきました。その後９月に意見具申をいただいた際

にご提案させていただいた内容をもちまして議会に提出いたしております。現在

の状況を申し上げますと、議会においては会期を越えまして継続審査になってお

ります。背景を具体的に申し上げますと、本日参考資料１として議会に諮ってお

ります中期目標の案をお付けしておりますけれども、全部で６ページございまし

て、１番最後のページに「第７大阪府立大学との統合等に関する目標」というの

がございます。中期目標の案は前文に始まりまして、第１の章から第７の章まで

ございますが、この最後の第７の章のうち１つ目の項につきまして、一部の表現

について議論になっている状況でございます。 

 本日ご審議をお願いしている中期計画は中期目標に基づきまして作成するもの

ではございます。ただ、一方で中期計画は、あらかじめ評価委員会におけるご意

見をお聞きした上で最初の事業年度の開始の日、つまり今年の４月１日までに市

長が認可するということが地方独立行政法人法で定められております。中期計画

は中期目標の達成のための具体的な計画として法人が自ら定めまして、それに従

って法人が業務運営を実施していくという性質のものでありまして、大学法人に

とっては中期目標期間６カ年間の事業運営にあたっての幹となるものでございま

す。そのため中期計画につきましては、評価委員会においても十分なチェックと

議論を尽くしていただくべきものだと考えておりますし、それにあたりましては

評価委員会におきましても相当の時間も必要だと存じております。 

 本日は素案ではございますものの、現時点から中期計画の内容についてご審議

を始めていただくということが、今年度中に評価委員会で議論を尽くしていただ

き意見具申を行っていただくという上では肝要になるのではないかと考えており

ます。 

 なお、先ほど申し上げましたとおり中期目標案について議会で議論になってお

りますのは、この統合にかかわる第７の章の第１の項の表現でございまして、そ

れ以外の教育研究などの第６までの章につきましては、議会でも異論はないとい

う旨を言われております。そのため中期計画につきましては、素案ではございま
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すものの内容としては今後変わることはないものと見込んでおります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございました。ただいまご説明ありましたように、本来であれば、

当然中期目標が議会で承認された後に中期計画に移るというのが正論ではござい

ますけれども、今ご説明いただきましたように、第７の統合に関する文章以外は

了解が得られているという見通しで議論を進めさせていただきたいということで

ございますので、この素案について議論をしてまいりたいと思います。 

 資料１－１の素案と、資料１―２として中期計画の概要をまとめた資料につき

まして、まず法人からご説明をいただいて、そのあとある程度項目区切った形で

議論をしてまいりたいと思います。 それでは、まず資料の説明をお願いいたし

ます。 

（柴山大学戦略課長） 

 それでは大学戦略課長柴山が説明させていただきます。 

 まず第三期の中期計画についてでございますが、資料１が本体資料になります。

そして資料２として概要版Ａ３横の１枚ものがありますが、資料２に沿って説明

させていただきます。 

 まず中期計画の説明に入る前に、これまでの経過を振り返り説明させていただ

きたいと思います。中期計画の第一期ですが、こちらにつきましては2006年の独

立行政法人化からスタートしておりまして、まさに法人としての体裁を整えて自

立した運営体制をつくり推進本部体制のもと教育・研究を特徴づけてきた基盤整

備の時期でございました。大阪市からはその間、期間中の運営費交付金の20％削

減と、教員も２割削減ということを求められ、その対応に苦労しつつも何とか基

盤をつくり上げてきたのが第一期でございます。 

 続く第二期ですが、これまでの本学に求められる使命を歴史と伝統を踏まえ整

理し、その使命を実現するため本学の特徴である人的・物的リソースをいかに効

率的に活用していくべきかということをまとめて中期計画を策定しました。そこ

で３つの重点戦略というものを打ち立てて精力的に戦略を進めるためのガバナン

ス改革と運営改革を進めてきたところでございます。それが第二期の重点三戦略

というもので、重点三戦略はそこから始まっております。 
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 これから迎える第三期につきましては、基本的にはこれまでの取組を踏襲し、

特に重点的に進めるべき内容を中心に推進していく必要があると考えております。

具体的にはグローバル人材の育成など国際力強化、世界に通じる先端的研究の推

進、シンクタンク機能強化による社会連携の充実などに積極的に取り組み、精力

的かつ戦略的に内外に情報を発信し大学世界ランキングを初めとした各種ランキ

ングのアップを図り、プレゼンスの向上を目指していきたいと考えております。 

 そこで第三期中期計画につきましては、第二期中期計画を継承し、そのテーマ

を資料の上段部分にありますように「高度研究型の総合大学として、都市大阪の

シンクタンク機能を担う役割を果たし、大阪の発展を牽引する『知の拠点』めざ

す」としました。 

 その実現のため、新たに重要三戦略を設定し取り組みを進めてまいります。

新・重点三戦略は下の黒く反転している３つの部分になりまして、「社会の発展

を牽引する先端的研究・異分野融合研究の推進」、「国際力豊かな高度人材の育

成」、さらに「都市大阪における健康等の諸課題解決力の強化」としております。 

 ここから新・重点三戦略に沿って第三期中期計画を説明したいと思います。 

 まず１つ目「社会の発展を牽引する先端的研究・異分野融合研究の推進」でご

ざいますが、こちらにつきましては、第二期で進めてまいりました本学の強みで

ある人工光合成研究や都市防災、健康科学といった都市科学の分野を中心に、さ

らに重点的に支援し伸ばしてまいります。また第二期中期計画におきましては、

理系と文系の垣根を越えた研究を進めるとしていたところにつきまして、さらに

発展させまして、異なる研究科・部局横断的な異分野融合研究を支援するとしま

した。さらにグローバル化の推進に向け国際共同研究推進体制を構築することを

新たに加えております。 

 続きまして、新・重点三戦略の２つ目、「国際力豊かな高度人材の育成」に移

ります。最初の項目「３ポリシーに基づく学士課程教育改革」につきましては第

二期中期計画においては、大学院教育の充実に重点的に取り組んでまいりました

が、第三期におきましては、大学院教育の充実を継続するとともに、それに加え

学士課程教育の改革を進めるとしております。具体的には初年時導入科目や総合

教育科目について改革案を策定し実施していきたいと思います。学生アンケート

等結果による学修効果の検討につきましても引き続き進めてまいります。２つ目



 

－11－ 

の項目「グローバル教育の改善」につきましては、英語教育についてさらに充実

を図るため英語の効果的学習実現策を策定し実施してまいります。３つ目のとこ

ろになりますが「国際連携活動の充実」、さらに４つ目の「学生の国際交流の拡

充」につきましては、海外からの留学生の獲得、海外への留学の促進といったテ

ーマになりますが、こちらにつきましても第二期に引き続き、外国人留学生の獲

得及び本学学生の海外派遣について重点的に取り組んでまいります。そのための

企画や計画の策定・実施という計画になっております。 

 続きまして、新・重点三戦略の３つ目「都市大阪における健康等の諸課題解決

力の強化」についてでございますが、まず「大阪市のシンクタンク拠点」として

第二期から取り組んできた政策課題への対応をさらに進めるため、今年２月に締

結しました大阪市との基本協定をベースに大阪市のシンクタンク拠点としての取

り組みを強化いたします。 

 また、次の「先端的研究分野の産学官連携」の項目においては、14社の企業の

出資による合同会社ウェルネスオープンリビングラボというものが設立されまし

て、そちらとの連携による健康科学分野での先端技術の開発や、その実用化に取

り組むなど産学連携を強力に推進してまいります。このウェルネスオープンリビ

ングラボにつきましては、昨年度末の時点で16社の出資となっております。 

 以上が新・重点三戦略に沿った項目になりますが、その重点三戦略を支える戦

略を推進する運営体制という部分について資料の右側の部分に記載してございま

す。そちらの説明に移ります。 

 上から２つ目の項目｢人事給与制度｣についてでございますが、こちらにつきま

しては、クロスアポイントメント制度を策定いたしました。この制度を活用し優

秀な人材を確保していきたいと考えております。 

 続きまして、３つ目の項目の自己収入の確保につきましては、数値目標として

外部資金獲得額について第三期末年度に42億円以上としております。この数値目

標につきましては、科研費の上位種目へのシフトやＵＲＡセンターを中心とした

取組の強化により数値の上積みを目指してまいります。なお真ん中あたりになり

ます寄附等の収入総額についても第三期年度末に２億8,000万という数値目標を

設定しております。 

 次に１番下の項目になりますが、「コンプライアンスの徹底」という項目がご
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ざいます。こちらにつきましては、最初に説明いたしました医学部附属病院にお

ける単回使用医療機器の不適切な使用について反省しまして、今後このような問

題が起こらないよう「適正な業務の確保に関する規程」を策定いたしました。こ

ちらについては１月から施行しております。 

 第三期におきましては、この規定に基づきモニタリングを徹底しコンプライア

ンス違反をなくしてまいりたいと考えております。 

 最後に統合についての話ですが、資料１－１を最後から１枚めくっていただき

まして、用語集の前の部分になるのですが、まさに今、議会で争点になっている

ところでございますが、統合に関するところでして、先に中期計画を策定しまし

た大阪府立大学と共通した項目を記載しております。 

 概要版についての説明は以上ですが、資料の本体に戻りまして説明させてもら

います。 

 資料の１番左側の列が中期目標で、２列目からが中期計画になっております。

重点戦略にかかる項目につきましては、２列目のところに、例えば上から２つ目

の「教育の内容」のところにありますように『重点』と記載させてもらっており

ます。 

 まず、１枚目の上から２つ目の項目「教育の内容」と１番下の項目６の「グロ

ーバル人材の育成」、こちらについてが人材育成に関する重点戦略ということに

なります。 

 続きまして、３ページ項目17「研究水準の向上」という部分が先端的研究の分

野の重点戦略になります。さらに、そのページの１番下項目20、21の「社会連携

に関する措置」のところですが、こちらについては重点戦略のシンクタンクの項

目に対応しております。 

次に４ページになりますが、上から２つ目「産学官連携」のところで先端的研

究分野の部分が、シンクタンクの項目になっておりまして、さらに下から２つ目

及び３つ目の部分、「グローバル化に関する措置」の部分が重点戦略の人材育成

の項目となっております。 

 第三期の中期計画につきましては、第二期からの取組を継続的に発展させ、そ

の達成水準においてはポイントとなるところに数値目標も取り入れて進捗を図っ

ていくようにしております。全体の説明は以上になります。よろしくお願いしま
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す。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございます。ただいま概略を中心にご説明いただきました。この資

料１－１を見ていただくとわかりますが、全体で50項目ございます。議論するポ

イントとしては、全体を通しましては、中期目標を達成するための計画として内

容項目が十分であるか。計画の達成状況を示す指標として設定されているものが

十分であるかどうかということを中心とさせていただきます。全部で50項目あり

まして、まず教育と研究が１から19まで、地域貢献・産学連携・附属病院が20か

ら31、法人運営関係が32から50となっておりますので、この３つのカテゴリーに

区切って順次議論をさせていただきたいと思います。なお、この資料につきまし

ては、委員の皆様に事前にお示しをして、ご意見、ご質問等をいただき、事務局

で資料１－３の形で質問内容を示させていただいておりますので、そのカテゴリ

ーごとで関連する項目を順に法人から回答していただくような形を中心として、

今から議論をさせていただきたいと思います。 

 それでは、まず番号１から19に当たります教育研究に関する計画から始めさせ

ていただきます。繰り返しになりますが、各委員からいただいているご質問、ご

指摘に対してご回答いただくという形で進めさせていただきたいと思います。ま

ず、法人から回答についての説明をお願いいたします。 

（井上理事兼副学長）   

それでは、最初に教育についてご回答申し上げたいと思います。理事兼副学長

の井上と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、項目１「大学および学部研究科の理念・目的の設定と公表」に関連して

でございます。ご質問は、この項目につきまして３つございます。１つ目が３ポ

リシーにつきまして、「３ポリシーの点検と改定」と記載しておるわけですけど

も、改定そのものが恒常的かつ環境変化に合わせて行うもので６年間の内でやれ

ばよいというものではないと考えられるため、年度ごとに点検範囲を決め、その

改定要否を検討することが望ましいと考えるけれどもいかがでしょうかという質

問でございます。これはご指摘のとおりでございまして、現在本学におきまして

は、全学の３ポリシーがほぼ固まった段階にきておりまして、今後社会の環境で

あるとか認証・評価の方向性であるとか、あるいは国、自治体の施策など周囲の
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状況も鑑みながら、随時改定する予定でございます。そして、また各学部研究科

の３ポリシーにつきましては、全学の３ポリシーと照合させつつ検討、策定する

作業を進めているところでございます。こちらも全学の３ポリシーの改定に合わ

せて、随時改定する予定としているところでございます。 

 ２つ目が他の項目でポリシーに基づく改革等を計画しているけれども、ポリシ

ーの点検により改定された場合、改定後のポリシーに基づく改革等を達成水準と

すると理解してよいかという御質問でございます。これにつきましては、改定さ

れた内容について年度計画において進捗状況を図っていくこととしております。

これに伴いまして、新たに設定された改善、改革が達成水準となると考えており

ます。 

 関連して３つ目でございますけれども、項目のところで「設定と公表」とある

けれども、「公表」部分の計画や達成水準をどのように考えているかというご質

問でございます。これにつきましては、３ポリシーを随時見直して改定すると同

時に、その作業が進みましたら速やかにホームページで公表するということを自

明のこととしておりますので、ここでは公表のみで計画、達成水準を作成すると

いうことはしておりません。 

 それから２つ目のご質問が項目４でございますが、社会人教育の充実について

でございます。「社会人大学院として設置した都市経営研究科において」という

文章につきまして対応する達成水準は何かというご質問でございます。達成水準

につきましては、これまでの研究者養成とは異なった幅広い知識と専門性を備え

た社会人を育成するため、講義だけではなく演習であるとか、あるいはワークシ

ョップなど多様な授業形態を提供するといったことが達成水準として計画してい

るところでございます。年度計画によって進捗を図ることとしております。 

 そして項目６「グローバル教育の改善」についてでございます。中期目標には

「異文化理解・活用力を備えた」とあるが、国際社会で活躍するには他国の文

化・習慣の理解が重要と考えると。この異文化理解の部分で考えているカリキュ

ラム等は何かという質問でございます。異文化・多様性を理解できる力と、そし

てより高度に外国語を活用できる力を統合して学ぶことができるプログラムとし

てグローバルコミュニケーション副専攻というプログラムを提供しております。

具体的には、このグローバルコミュニケーション副専攻におきまして、コア科目
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と修了科目を設けておりますけれども、そのうちコア科目で外国語を活用できる

力、自己、他者、多様性を理解できる力を培い、修了科目では学んだ内容を実践

に結びつけるために総合演習、海外研修を必須としております。これらの科目を

履修することにより語学のみではなく海外の社会、文化、習慣を学習し体験する

ことができるという仕組みにしてございます。 

 続きまして、項目10「教育への支援」に関連してでございます。この内容につ

いて詳しい説明をということでございますが、特に「修学」と「学修」が混在し

ているけれども、前者は経済的要因を含むということかというご質問でございま

す。確かにご指摘のように用語として「修学」と「学修」が同時に使われている

形になっております。辞書的には「修学」と「学修」は同じ意味でございますが、

ただ教育ジャンルの中で使う場合には「修学」のほうが学生生活全般を含んだや

や広い範疇で捉えることが多いと思います。そのあたりを検討していく中でご指

摘、ご意見の中にありますが、例えば授業料免除であるとか奨学金とかいった経

済的なことも念頭に置きつつ、当初「修学」という用語を使っておりました。右

側に達成水準がございますが、この修学支援のところに直接対応するのは学籍移

動の統計の整備ということになっております。学修上いろいろ問題があって休学

せざるを得ないとか、あるいは退学といったことについても数値で測れる、要す

るに見える化ですけれども、そういう体系の整備を整えておりますので、ここの

ところであえて「修学」という用語を使わなくても、やはり「学修」が中心にな

りますので、ここは同じ項目でもあり、「学修」という用語で統一させていただ

きたいと考えております。 

続いて項目15「学生支援の充実」でございます。学生支援の充実につきまして、

多様性は明確で評価できると。それで細分化に伴う抜けがないかどうか再確認が

必要だということで、特に「学生の命を守る相談体制」という理解でよいかとい

うご質問でございますが、この点につきましては、今年度から保健管理センター

と共に学生の命を守るための体制を構築しておりますので、部局横断的に学生を

守る体制を構築していくということでご理解いただければと思います。 

（馬場委員長） 

続いて研究について、お願いいたします。 

（櫻木理事兼副学長） 
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 それでは、研究の部分につきまして、研究担当の理事兼副学長をしております。

櫻木からご説明させていただきます。 

 項目17「研究水準の向上」というところで、達成水準のところに「本学に強み

のある研究領域への重点的支援」、それから「異分野融合研究への重点的支援」

とあるが、具体的にどのような支援を想定しているかというご質問でございます。

これにつきましては、達成水準のところにもございます、次世代エネルギー、防

災、健康科学、都市問題等の本学の強みのある研究、あるいは、異分野の融合を

している異分野融合で取り組んでいる研究がございます。これらにつきましては、

学長による戦略的研究経費の中に重点的研究という項目がございますが、強みの

ある研究あるいは異分野融合へ支援をするという形を、既に第二期の最終年度で

あります今年度から進めておりますので、それをさらに第三期に向けてしっかり

と取り組んでまいりたいと考えております。 

 それから、続きまして項目18「研究推進体制」のところで、第三期では項目立

てされていた「研究活動の公表」がなくなっている理由は何であるかというご質

問でございます。中期目標の中にも公表の促進という項目がございますが、この

研究活動の公表につきましては、ご指摘のとおり第二期の中期計画期間から重点

的に取り組んでいる項目でございまして、一定の成果が既に得られているところ

でございます。もちろん研究活動の公表につきましては、非常に重要な部分でご

ざいますけれども、第三期の中期計画におきましては、この計画の中にもござい

ます研究ＩＲという中の項目として取り組んでまいりたいということで、その中

に活動の公表ということが含まれているというふうにご理解いただければと存じ

ます。 

（馬場委員長） 

 今３つに区切った中の１つ目の教育研究について委員の方々からの質問に対す

る回答をいただきましたけれども、ただいまご回答のあった内容について、特に

意見を出された方に関してご質問、ご指摘等ありましたらお願いいたします。 

（田辺委員） 

 専門ではないので、基本的なことを確認させていただきたいのですが、本当は

市に確認しておかないといけないのですけれども、計画に対する達成水準は行動

指標を指すのですか。達成水準というのが、この中期計画で、例えば質の保証を
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図るというときに、それが図れたかどうかを見るのか、図るための手段を提供す

れば達成したと見るのかというので、すごく変わってくると思います。私が質問

させていただいた中の回答で、例えば都市経営研究科において指導的人材や高度

なプロフェッショナルを養成するといった場合、養成された結果ではなくて、養

成するためのプログラムを出しますということが達成水準になっているとか、重

点的支援であれば経費を重点配分しますということが達成水準になっていて、計

画の目的が達成されたかというのが私は分かりにくいと思ったのですが、ここは

そもそもそういう行動目標のようなものを書くものなのでしょうか。 

（赤井大学戦略室長） 

 大学戦略室長の赤井でございます。もともと、この達成水準という考え方を導

入したのは第二期の中期計画からになります。中期計画だけですと何々を実施す

るとか、そういった記載だけで、実際に何をするのかよくわからないという意見

が当時の評価委員や大学の会議等でもありまして、明確にどういうことを行って

この中期計画を実現させるのかということを書くのが達成水準というイメージで

書いております。第二期中期計画期間ではその中にその手段として使うツールも

入れるということも数多くございました。その中で第二期のときは、これを年度

計画に落とし込むときにできるだけ数値化を図ろうという経緯がございまして、

実にその全計画のうち７割ぐらいに何らかの数値目標を設定したというのが過去

の経過です。ただ、今回あまりにも定量化すると、どうしても数値のところにば

かり目がいって、焦点化されてしまうという傾向もありますので、第三期におい

ては、数値化は必要なものについてポイントになる部分では記載しておりますけ

れども、その他については手段を中心に記載した内容とさせていただいておりま

す。そういう意味では何をするかという観点で達成水準を見ていただきたいと考

えております。以上です。 

（馬場委員長） 

 ここでは、そういうふうに書かれているけども、年度計画にはもう少し具体的

に数値目標もできるだけ記載するということですね。 

（赤井大学戦略室長） 

そうですね。ただ、年度計画におきましても第二期のときは各年度の計画の中

に、例えばどういう委員会をつくって会議を何回以上行うなどといった記載も第
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一期や第二期の初めのころはあったのですが、それは会議を何回行うという達成

水準がを達成しても、年度計画の水準が達成できたかどうかわかりませんので、

そういった内容は今回年度計画の作成段階では記載しない考えで、今は作業を進

めているという状況でございます。 

（馬場委員長） 

 今のご回答でよろしいですか。逆に言うと年度評価の時点で評価委員がしっか

りと見てくださいということになるかもしれませんが。 

（田辺委員） 

 数値的な目標が必要かどうかということではなくて、私たちがここで議論すべ

きことは、この達成水準に書かれている取組をすると、中期計画に記載された目

標が達成できるかどうかということを議論するという理解で合っていますか。 

 ですから、例えば、先ほどの重点的支援というのは経費を重点的に配分します

と、そのことをもって重点的支援をやった結果の高度化、国際化が図れるかどう

かというのを、その手段で結果が得られるかどうかを議論するという理解でよい

ですか。 

（馬場委員長） 

 おそらくこれは、最低限度これをやっていなければもちろん問題外であって、

あとはどの辺まで達成しているかといったことが、委員会での評価になるのかも

しれないと思います。例えば、どういう会議を開きなさいという水準について、

スペースを確保したらそれで達成というわけではなくて、どれぐらいの内容のも

のを確保しているかどうかは、また別途評価していく必要があるという理解でよ

ろしいですか。実施していなければ、当然水準には端から達していないという判

断をします。次に、確保したという事実の中身を精査して評価するのが委員会の

仕事になるといご理解でよろしいですか。 

（赤井大学戦略室長） 

中期計画を立てる段階では、６年後に実際どこまでできるかというのは全てを明

確にはできませんので、あくまでこういったことを計画して実施していこうとい

うコンテンツとして、現時点で記載しております。実際には、中期計画を踏まえ

て、この達成水準のために、各年度はこういうことをするということが書かれる

とイメージでご覧いただいて、それが実際に達成できたら、その年度の実績とし
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て評価いただきたいと思います。 

（馬場委員長） 

 企業と違って、なかなか定量的に物事が図りにくいので、予算もどこかにだけ

集中させるというのが教育・研究の場合は難しいので、こういう形でやむを得な

いかなと思います。 田辺委員よろしいですか。 

（田辺委員） 

 この達成水準は何を実施しますという内容なので、それを年度計画に落とし込

んで実施してもとしても、あくまで手段なので結果として目指すべき方向の効果

が上がったがどうかというのが分からない。それを年度計画では効果も計画に上

げていかれると理解すればよいですか。 

（赤井大学戦略室長） 

 年度計画で書いた内容でこういうことを行って、こういう成果が得られたとい

う内容の業務実績報告を作成すべく努めていきたいと考えます。 

（田辺委員） 

 ということは、今もここで出ている達成水準は効果ではなくて、ここまで行っ

たら計画は達成したという考え方ですか。 

（赤井大学戦略室長） 

 こういうことを行って効果が表れたら達成できたと評価していただきたいとい

うことです。 

（馬場委員長） 

 評価する側としては、その効果を見て評価をするという考え方ですね。 

（赤井大学戦略室長） 

 そうです、効果を評価するということです。 

（田辺委員） 

 年度評価でも効果を見るのですね。 

（赤井大学戦略室長） 

 年度計画を積み上げて６年間の評価をいただくということになるかと思います。 

（宮本委員） 

 田辺委員がおっしゃったことは、例えば重点的に研究にお金を配分したとして、

配分しただけで達成といえるのか、そのお金を配分しただけでなくしっかりと研
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究成果が出ているかどうかまでを評価すべきかという質問ですか。 

（田辺委員） 

 その項目で言えば、そういうことですね。 

（宮本委員） 

 けれどもそれは効果まで分かりますか。 

（田辺委員） 

 それは項目にもよると思います。ですから、今議論するのは、目指すべきゴー

ルがこれでよいのかどうかではなく、この手段をとれば効果が表れる手段かどう

かということを議論するということですか。 

（馬場委員長） 

 今の段階ではそうなりますね。目標に向かって効果的な手段がとられているか

どうか、あるいは、抜けていることがないかということになるかと思います。 

（田辺委員） 

 はい、わかりました。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございます。そのほかございますか。これは質問ではないかもしれ

ませんが、私は「学生の命を守る体制」という言葉が、逆に気になりました。現

状がこう書かなければならないような色々な事例が起こっているからわざわざこ

う書かれたのかなと気になったものですから。 

（井上理事兼副学長） 

 １例とか２例なのですけれども、やはり学修上や生活上の問題で自殺する学生

はおります。そういう学生を見落とすことなく、なんとか大学としてフォローし

ていきたいということで、学内横断型の体制を構築しているところなのです。そ

のためには各学部・研究科の教務だけでなく、保健管理センターであるとか、学

生なんでも相談窓口であるとか、色々なところが連携しないと、そういう一人の

学生の命や安全というものを守れないだろうということで記載しております。 

（馬場委員長） 

 分かりました。その命というのは、今端的に言われましたけど、いわゆる自殺

とか、うつ病とか、病気になっていて命にかかわるというところに焦点を当てて

いると理解してよろしいですね。 
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（井上理事兼副学長） 

 はい、そうです。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございます。その他はよろしいですか。そうしましたら、次へ移ら

せていただきます。またご質問があれば最後にまとめてでも結構ですので、時間

の都合で次の課題に移らせいただきます。 

 次が、先ほどの資料でいきますと、３ページから５ページの中ほどまで項目番

号20番から31番までについて、地域貢献、産学官連携と附属病院に関する計画に

ついてお願いしたいと思います。先ほどと同様に資料１―３であらかじめいただ

いた質問がありますので、それに対する回答という形で、法人からご説明をお願

いいたします。 

（宮野学長補佐） 

 それでは、項目番号24番の地域産業との連携につきまして、産学官連系担当の

学長補佐をしております宮野からお答え申し上げたいと思います。ご質問では、

「未利用特許の地域社会への還元など知的財産の活用による産学連携の一層の推

進も望まれる」と書いてあるが、この点について何か具体的に計画をしているの

かというご質問でございます。これにつきましては、現在本学では、経済産業省

の知的財産活動に関する補助金をいただいておりまして、テーマは「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」というものでございます。これ

に採択されたのをきっかけとして、中小企業等との連携による知的財産活動の推

進に向けて取組みを行っております。具体的には、この関西公立三大学というの

は本学大阪市立大学と大阪府立大学と兵庫県立大学でございます。それぞれの大

学が提携銀行をもっておりまして、それぞれの提携銀行を通して中小企業に対し

て、大学が持っております未利用特許や研究シーズを企業などにビジネスプラン

として提供していくような仕組みの事業でございまして、これを現在進めている

ところが１つでございます。 

 それから、これは本学独自の取組みでございますけども、東京に本学のＯＢの

方の集まりがございます。会社の社長を経験された方や知財関係に詳しい方など

でアドバイザリーボードというものを設けております。こういった方に色々なア

ドバイスをいただく、あるいは東京圏になりますのでどちらかと言うと大企業が
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多いのですが、特許だけではなく具体的に本学の研究シーズをうまく共同研究な

どにつなげてもらえるような仕組みづくりをしております。こういったようなこ

とを、これまでやっておりますけども、それをさらに、今後第三期でも充実・拡

大をしていきたいと考えているところでございます。以上でございます。 

（櫻木理事兼副学長） 

 続きまして、先ほどの資料１－２の重点戦略等の概要につきましてのご質問で

ございます。新・重点三戦略の一つに「国際力豊かな高度人材育成」を挙げてお

りまして、ここで国際連携活動の充実において「海外の研究機関等との教育・研

究交流の拡大」と述べられておりますけれども、具体的に海外の研究機関等との

教育の拡大は何を指しているか、現在の推進先されているプロジェクトのどの部

分を重点的に発展させるのかというご質問でございます。これにつきましては、

海外との協定校が少ないという指摘もございましたので、研究交流、学生交流等

を増やすということを１つの目標としております。具体的には、現在も進めてお

りますけれども、上海のいくつかの大学と研究交流、あるいは学生交流に向けた

取組み等が進めておりますので、こういった取組みを第三期に向けて進めてまい

りたいと考えております。 

 それから２つ目に「国際交流企画の立案・実施」は具体的には重点戦略として、

第三期中期計画の中でどのようなＰＤＣＡサイクルを構想されているかというご

質問でございますけれども、この国際交流企画に関しましては、例えばグローバ

ルビレッジというものを本学では立ち上げております。そのグローバルビレッジ

での国際交流イベントの実施、あるいはＯＣＵグローバルメンバーズ、これは学

生の国際交流組織でございますが、そういうものの活動支援を企画しておりまし

て、こういったものの実施状況や評価を踏まえて改善策を講じていくことでＰＤ

ＣＡサイクルを実施してまいりたいと考えております。 

 それから３つ目に「学生の国際交流の拡充」の中で「海外大学への広報活動な

ど」と記されておりますけれども、既に展開されている広報活動と第三期中期計

画で進められるものとどのように異なるかというご質問でございます。国際交流

に関する広報につきましては、既に第二期で実施しております海外留学フェアの

実施、あるいは国際交流アドバイザーの設置等に取り組んでまいりましたけれど

も、これらについてさらに継続しつつ、場所が今は限られておりますけれども、
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対象地域の拡大、あるいはそれらとの連携のさらなる強化に取り組んでまいりた

いと考えております。国際の部分は以上でございます。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございます。続いて病院と医療についてお願いいたします。 

（柏村事務部長） 

 医学療法運営本部事務部長の柏村でございます。病院関係についてご説明させ

ていただきます。 

 まず28番の医療機能の充実のところでございますけれども、まず１点目に臨床

研究の重要性が非常に大きくなっており記載の中には「認定倫理委員会のほか臨

床研究法施行に伴う体制整備」と記載されているが「臨床研究部の整備・充実」

と明記するのはどうか。それとも大学病院には既に臨床研究部が設置されている

ということかというご質問でございます。医学部附属病院におきましては、昨年

８月に臨床研究・イノベーション推進センターを設置しておりまして、その際に、

これに伴います病院中央部門及び事務部門の組織改編を行っております。引き続

きこの臨床研究・イノベーションセンター充実に加えまして、適宜組織の充実に

取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 

 続きまして30番の達成水準に関する記載でございますけれども、「大規模災害

に備えたＢＣＰの策定や大規模災害訓練の実施」についても明記してはどうかと

いうご指摘をいただいております。ご指摘のとおりでございまして、既に当院で

は平成29年度の内閣府主催の大規模地震時医療活動訓練に参加するなど、災害拠

点病院としての体制強化を推進しているところでございます。ご指摘のとおりの

記載に変更させていただきたいと考えております。 

 病院の最後の項目、同じく30番の項目ですけれども、連携登録員の数について

の御質問を賜っております。連携登録員の達成水準として年15施設の増というの

を目標にしております。今、現在平成30年１月時点での連携登録員の数は215施

設となっております。 

（馬場委員長） 

 これは、年15施設ずつ増やしていくということですか。 

（柏村事務部長） 

そういうことです。 
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（馬場委員長） 

 話の腰を折ってしまいましたが15施設としか書かれていないので、書き方を明

確にお願いします。今のグループでは、社会連携、それから国際、それから医療

の３分野についてのご説明をいただきましたが、今のご説明につきまして何かご

質問や確認したいことがございましたらお願いいたします。 

 今のところはどうしても予算が減っていく中で、予算を獲得していくのに一番

大切なところになるかと思います。いわゆる社会に直接連結しているところ、期

待の大きいところではありますので、大学としても頑張っていただく必要のある

分野かと思います。 

それでは次へ移らせていただきたいと思います。次は５ページから８ページま

で、項目番号で言いますと32番から50番までについてでございます。内容は業務

運営、それから財務内容など法人の運営全般に関する計画でございますので、そ

れについてご議論をお願いしたいと思います。また、これにつきましても、先ほ

どと同じように、まず法人から項目番号で13番から17番についてのご回答につい

てよろしくお願いいたします。 

（柴山大学戦略課長） 

 大学戦略課柴山でございます。まず、33番の人事給与制度の項目につきまして

達成水準で対象が若手人材に絞った理由はなぜか、評価時に制限がかかるのでは

ないかというご質問でございます。達成水準において特に若手人材としている点

につきましては、大学においてより研究の活性化を図るため長期的視野に立って

人材育成をする必要があると考えております。特に海外では広く年俸制が導入さ

れておりまして、円滑に雇用を進めていくためにも年俸制を導入することが望ま

しいと考えております。また、国においても卓越研究員制度やテニュアトラック

など若手採用が重点戦略の１つと挙げられていることがございます。これらのこ

とから国内外から若手人材育成をはじめ広く人材を求めていくために年俸制の導

入を図るというところで、まず若手からとしているところでございます。評価に

つきましては、計画の趣旨も全体として見ていくことで制限がかからないように

していくつもりでございます。 

 続きまして、35番の職員の人材育成のところでございますが、こちらにつきま

しては、「教職員がともに経営参画する意識を醸成するための取組みを行う」と
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ありますが、研修や評価項目の中に含まれていると考えてよいかという問いでご

ざいます。こちらにつきまして我々は部局長連絡会等の会議を開催しまして経営

側と職員側、さまざまな取り組みを通じて教職員の意見交換をするという場も設

けております。その中で教職員ともども経営参画する意識の醸成を図っていける

と考えております。 

 39番の戦略的広報につきましては中期計画の達成水準が他とのバランスを考え

ると細かい印象を受けるという点につきましては、中期計画というよりも達成水

準のところが多少細かい部分かなと考えております。ここは多少細かい内容には

なるのですが、余り大まかに書いてしまいますと中期計画と同じになるので、多

少細かくなっているという点はご理解いただきたいと思います。 

 次に41番のコンプライアンス等の徹底でございますが、こちらにつきましては

達成水準に「適正な業務の確保に関する規程」に基づくモニタリングの実施とあ

ります。これにより全教職員のコンプライアンス意識を向上すると考えてよいか

というご指摘に対しましては、これまでの取組みの徹底とモニタリングによりま

して、コンプライアンス意識の向上につながるものと考えております。 

（宮野学長補佐） 

 最後43番につきましては、私からお答え申し上げたいと思います。リスクマネ

ジメントの徹底に関する項目でございます。ご質問では利益相反マネジメントは

社会との幅広い連携にかかわるので、少なくとも中期計画のほうに書くべきでは

ないか、それと安全保障輸出管理は従来からある法令遵守の範疇で、当然守るべ

きものではないか、特筆する理由は何かあるのかというご質問でございます。お

っしゃるとおり、その利益相反マネジメントは非常に重要な項目と考えておりま

して、本学では杉本地区と、それから医学部があります阿倍野地区それぞれで利

益相反マネジメント委員会というものを設けております。そしてさらに、その両

者を合わせて、その上に全学的な利益相反マネジメント委員会を設けておりまし

て、この委員会で教職員等の産学官連携活動に伴う利益と、それから大学が本来

有しております教育研究という責任との相反についての管理を行っております。

これらはご承知のように、例えばＡＭＥＤあるいは厚生労働省への科研費の申請

などですね。それから人を対象とする、特に医学系への研究などを行うときには、

当然この利益相反マネジメント委員会へ申請する必要がございますので、必要性
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のある教員には幅広く周知しております。先ほど申しましたように毎年利益相反

マネジメント委員会で管理をして行っておりまして、こちらについては順調に行

っておりますので、特に中期計画に記載がなくても従来どおり進めていくべきも

のですし、進めていけると思っております。それに対しまして安全保障輸出管理

につきましては、本学は国際力強化の面からも留学生をもっと増やしていこうと

いう方向性でございますが、自分の研究に関するところの理解は教員の間でもそ

れなりに進んでいるのですが、自分の研究室で抱えている留学生に対する対応な

どにはやや不安なところもございます。そのあたりにつきまして学内で法令の範

囲の確認や徹底ということを、今後も進めていく必要があると思っておりまして、

これについては中期計画に掲げているということでございます。私からは以上で

ございます。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございます。今の運営その他のところは評価するにあたっては難し

い分野かもしれませんが、今のご説明についてのご意見、ご質問等がありました

らお願いいたします。 

（田辺委員） 

 14番でお聞きしたかったのは、中期目標では経営参画の意識を醸成するための

取組みを行うと書かれているのですけれども、これに対する計画がどれなのかと

いうことです。直接つながるような文言がなかったので、その研修や評価項目の

中に含まれているということなのかと思ったのですが、この経営参画の意識の醸

成というのにかかる計画はどの部分として読めばよろしいですか。 

（赤井大学戦略室長） 

 もともとこの教職共同という理念は教員だけではなく職員も一緒に大学を支え

運営していくという理念でございまして、本学でも特に評価制度の中で、この35

番の項目に教員活動点検・評価というのを記載しておりますけれども、その評価

項目として既に「業務運営」という項目がございます。教育・研究・社会貢献だ

けでなく業務運営についても一定の達成目標を定めて、それに対して自己評価し

たのちに研究課長が評価するという仕組みは、既に有しておりますので、それを

教員のインセンティブにつながるような活用も含めて、今後検討していくよう指

導しております。ということで、ここに含まれているとご理解いただければと思
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います。 

（田辺委員） 

 ありがとうございます。もう一点が「コンプライアンス等の徹底」のところな

のですが、どこの項目で書くかはあるにせよ、最初にご説明いただいた不適正な

事例があったということもそうなのですが、職員の意識というのがすごく重要だ

と思います。今企業でも社内で当たり前のことが、実は普通ではない、世の中か

ら見たら間違っているということが多くあって、社内の規程に基づいて運営され

ているかというモニタリングをしたとすると、形式はおそらく整っていると思い

ます、こういう規程に基づくチェックをするときには。やっぱり職員の方が、こ

れはおかしいのではないかという疑問を常に持っておられるかどうか。最初の事

例については情報が十分ではなかったということで悪意を持っておられたわけで

はないとは思いますけれども、コンプライアンスの意識というのは研究者だけに

必要なわけではないと思います。ここには規定に基づくモニタリングと研究者の

教育を徹底しますと書かれているので、全職員にコンプライアンス意識を持って

いただくという意味では何をされますかということをお聞きしたいのです。 

（赤井大学戦略室長） 

 達成水準に書いております「適正な業務の確保に関する規程」でございますけ

れども、地方独立行政法人法が改正されまして、今年の４月から適正な業務の確

保に関することについて法人が作成する業務方法書に記載することが義務づけら

れます。それを受けて本来でしたら４月からそれに基づく規程をつくるというこ

とになるのですが、本学でははじめにご説明させていただいた医学部における事

例もありましたので、そういった意味からこの１月１日付けで新たに整備したの

がこの規程です。その中には単に教員だけではなく職員についても業務が適正に

行われる。要は内部統制の組織を立ち上げて、そこでモニタリングをする、ある

いは研修を教員、職員それぞれに行いながら業務が適正に運営できるような仕組

みづくりをしていくということが規程の目標になっております。それを踏まえま

してモニタリングというのは１つの大きな手段ではあるのですが、それも含めて

意識の醸成、あるいは組織風土の改善につなげていくことが、第三期における大

きなミッションだと考えておりまして、こういう記載にしているという状況です。

今まで、こういった規程が本学にはありませんでしたし、今回法改正を踏まえて
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改めて取り組むということでございます。 

（田辺委員） 

 取組みとしては、モニタリングだけが取り上げられていますけれども、イメー

ジとしては、その規程に基づく運用とそれのモニタリングということでしょうか。 

（赤井大学戦略室長） 

 そうです。研修なども当然含まれてきます。 

（田辺委員） 

 規程を拝見してないのですが、書かれてあるのですね。わかりました。 

（馬場委員長） 

 よろしいですか。そのほかございませんか。先ほどのご説明の中で人事給与制

度のところで、若手人材に対象を絞ったというところが少し気になるのですが。

これは、やはり若手に絞る必要があるのでしょうか。何となくクロスアポイント

メント制度や年俸制というのは若手以外にも導入する可能性は十二分にあるよう

な気がするのですが。 

（宮本委員） 

 若手とはどの辺のことを指すのでしょうか。 

（馬場委員長） 

 普通で言えば、少なくとも教授は外されるという理解をしてよろしいですか。 

（赤井大学戦略室長） 

 国のほうでも元々ポスドクの問題等もありまして若手研究者の育成がずっと大

きな課題とされており卓越研究員制度など様々な制度が出てくる中で、特に若手

研究者を育成するということが大きな課題としてありますので、これを中心に書

いておりますけれども、当然全体的な人材育成の観点からも考えていく必要があ

るとは考えております。ただ一方で、今まで第二期の取組みとして、海外から優

秀な教員を招へいするような、今までの大学の基準にないような金額でスーパー

教員を呼び込むような仕組みづくりは既に行ってきておりますので、それに加え

て将来を担う若手の研究者の育成ということに軸足をおいた記載にしております。 

（馬場委員長） 

 若手人材に限るというようなイメージを持たれるのは望ましくないということ

ですね。元々のご質問もそういう観点だと思います。当然年齢に関わらず新たに
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人を雇用する場合は、当然クロスアポイントメント制度や年俸制で雇いたいとい

うのは十二分にあり得ることなので、むしろ制限にならないようにお気をつけい

ただきたいと思います。 

 特にクロスアポイントメント制度はこれから企業との関係で要求されますので、

その場合にはむしろある程度年齢のいった方に適用されるケースの方が圧倒的に

多いのではないかと思います。 

（赤井大学戦略室長） 

 表現として誤解を招く形になってしまっていますが、「主として若手人材を対

象とした年俸制の導入」で一回切れます。クロスアポイントメント制度について

は、今おっしゃられたように、教授クラスにおいて企業あるいは他大学との交流

を目指して、規定等を整備しておりますので、それを円滑に運用していくのが第

三期になると思います。 

（馬場委員長） 

 ですから、制限にならないようにお願いいたします。評価する側としては記載

内容に応じて評価していかないといけませんので、評価が難しくなるようなこと

は避けていただきたいと思います。 

 そのほかございますか。あと、以前にも申し上げたので意見だけになるかもし

れませんが、35番の顕彰というのが、私は少し引っかかっていました。これは評

価制度だけではだめなのでしょうか。顕彰に対する反対の言葉というと懲戒にな

ってしまうような気がします。評価したうえで顕彰や懲戒をすることになると思

いますので、顕彰だけを記載すると何となく顕彰と評価が別ものとして扱われて

いる気がいたします。これはあくまで感想ですが、特にそれが項目の最初に「顕

彰」という言葉が出てくるのに少し違和感を覚えます。年度計画の中で記載があ

るのは全然問題ないのですが、評価をすると良い評価もあれば悪い評価もある中

で良い評価に基づいて顕彰するのはある意味で当たり前のように感じたので、も

し顕彰を入れるとすれば顕彰、評価、懲戒ということにならないか、評価制度だ

けではだめなのかというのが私の感想でございます。顕彰というのは最初に出て

くるのはやはり少し違和感を覚えます。もちろん学内で議論をされたうえで記載

していると思いますので、そのことは察したうえであえて申し上げているので、

意見ということにさせていただきますけれども、他の大学の記載と比べたときに
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少し違和感がありますし、こういう例はあまりないように私は思います。少しま

たご議論していただければと思います。 

 それと私が意見を言ったので申し上げますが、39番のこの達成水準について先

ほど田辺委員からも意見がありましたけれども、法人の方針として達成水準に細

かい数値は入れないということであればこの項目にも年間何件以上とか、年何回

以上というのを書かなくてもよいのではないかと思いました。ここだけが全体を

読んだときにトータルとしてのバランスを欠いているように思います。 

（赤井大学戦略室長） 

 今の点は持ち帰って検討させていただきます。 

（馬場委員長） 

 お願いいたします。その他、どこの大学、どの機関でも非常に苦労している、

人事制度、運営制度は苦労されている部分が多いと思いますので、よろしく検討

をお願いいたします。 

 そのほか何かございますか。 

（田辺委員） 

 もう一度お聞きしたいのですが、質問の２つ目のところで「社会人大学院とし

て設置した都市経営研究科において」のところで色々な授業形態をやりますとい

うことだったのですが、その項目に対する達成水準のようなものを掲げておかな

いと、また６年間の途中で達成済みになってしまうような気がするのですが、こ

の項目に対する達成水準のようなものは定めなくても別によろしいのでしょうか。

達成水準の２つの項目はおそらく計画でいう２つ目と３つ目に対応しているので

はと思いましたので、都市経営研究科でこういうプログラムを行うというのを達

成水準に書いておかないと、この計画を達成したということを６年間で評価しに

くいのではないかと思ったのですが。 

（井上理事兼副学長） 

なるほど、そうですね。それについては検討させていただきます。どうもありが

とうございます。 

（馬場委員長） 

 そのほか最初のところからで結構ですので、色々なところでお気づきの点があ

ればお願いいたします。今回この議題はタイムリミットというのはいつになりま
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すか。まだこの議論で良いわけで、今回は確定していなくてもいいわけですね。 

（森山大学支援担当課長） 

 そうですね。期限的には今年度中に確定させるというイメージです。流れで申

し上げますと、中期目標が議会で可決されていないということで確定ではないと

申し上げましたが、この先また２月議会で議論がなされます。そこで中期目標が

可決されましたら、それをもって法人に指示しいたします。それを受けた法人か

らは、本日のご議論、あるいはこの後委員の先生方からご意見をいただきました

ら、必要に応じて修正いたしまして、今度は中期計画の案という形でお諮りをさ

せていただきましてご意見をいただきたいと思っております。ですからタイミン

グといたしましては、少なくとももう一度ご議論いただくタイミングはあろうか

と思っております。 

（馬場委員長） 

 ただ、次回はほぼ確認になりますので、もしご意見等がさらにあるようでした

らできるだけ早いうちにメール等でお寄せいただきたいと思います。最初に事務

局から連絡がありましたように、普通は中期目標は定まっていなければならない

タイミングですが、そこが遅れているということです。当然ですが第三期は４月

からスタートするわけですから、中期計画が定まっていなければできるところか

ら進めるという手はあるとは思いますが、本来はそこで決まっていないといけな

いものですので、そのことを配慮いただきできるだけ早目にご意見をお寄せいた

だければと思います。 

 以上で本日の議論すべき項目については、よろしいでしょうか。それでは、こ

れで本日の議論を終了させていただきますが、事務局から連絡等がありましたら

お願いいたします。 

（森山大学支援担当課長） 

 中期目標の話になりますが、先ほど中期計画の議題の冒頭でご報告申し上げま

したとおり中期目標の案につきましては、市会において継続審査中でございます。

具体的には、最後の第７章の統合に関する目標の１つ目の項について、議会の側

から「法人統合・大学統合が決定したかのような表現になっていて誤解を与え

る」との指摘があり、事実誤認につながってしまうのではないかという指摘をさ

れており、そこの表現について議論になっております。議会からは表現について
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再考するように求められているという状況でございます。中期目標の案の修正に

つきましては、修正の有無を含めまして現時点では検討中ではございますけれど

も、もし修正することになりました場合は地方独立行政法人法の規定に基づきま

して、その内容について評価委員会でご意見をお聴きしなければならないことに

なります。日程的なことを申し上げますと、次の市会が２月初旬に開会いたしま

すのでそれまでに行うべき手続ということになってまいります。修正することと

なりました場合につきましては、改めましてこの委員会にお諮りすることをお願

いいたしたいと存じます。ただ、表現について議会での議論になっているという

状況からいたしますと、中期目標の該当項目を修正することになった場合であり

ましても、法人への指示内容自体に、実質的な変更はないという場合が想定され

ます。法人に与える影響は実質なく、限られた文言修正にとどまるような場合は

１つの手法といたしまして、その内容を委員長にご確認いただきまして委員長に

一任させていただくという手法もあり得るかと考えております。その点も含めま

して、本日あらかじめ委員の皆様方のご意見を賜れればと考えておりますので、

一度ご意見をお聞かせいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

（馬場委員長） 

 今、ご説明がありましたように、市会でまだ審議中であるということを受けて、

市から修正の方針が示されたときには、それが実質的な内容の変更を伴うものか

どうかの判断を申し訳ないですが私と事務局でさせていただきたいと思います。

もし変更について審議の必要があるとなった場合には、この委員会をもう一度開

く必要がございます。今のスケジュールで言いますと１月の末ぐらいに開く必要

があるということになってくると思います。そういう状況ですので、もし内容で

はなく文言だけの変更であると私のほうで判断をさせていただいた場合には、そ

の内容をもちろんお知らせいたしますのでそれをご承認いただくという形をとら

せていただきたい。そうでない場合はお手数ですけれども、事務局であらかじめ

スケジュールを調整していただいて候補日を決めてというところまで本日確認さ

せていただければと思います。 

まずは私のほうで確認するということと、もし開催しなければならない場合の

ことについて、このようにさせていただいきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 それでは、そのようにさせていただきますので、最後の手続等について
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少し事務局からまたご説明お願いいたします。 

（森山大学支援担当課長） 

 本日、あらかじめご意見、ご指摘を頂戴しておりますし、また何点か法人で持

ち帰らせていただく点もございます。本日のご議論を踏まえて委員のほうでも、

さらにご意見、ご質問があることかと存じます。そういう場合は、今月中を目途

にして事務局にお寄せいただければと考えております。それらの意見について再

度検討させていただきましうえで、本日素案という形でお示しさせていただきま

したが、次回は修正も盛り込んだものを案という形で再提示させていただきまし

て、この委員会での中期計画案に対する意見をいただくという形にしてまいりた

いと存じます。再度法人で検討するお時間も頂戴いたしまして３月になってから

の開催になるかと考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございます。先ほどの臨時の件は別として、この案の最終確認につ

いては３月になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。その際に市長

の承認に際しての意見具申も３月に行わせていただきます。この点について何か

ご意見等はございますか。 

本日の議題はこれまでとさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 


