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埼玉医科大学

Ⅰ.建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色
１． 埼玉医科大学の建学の精神
埼玉医科大学（以下「本学」という。
）は、昭和 47 年に以下の建学の理念のもとに創設
された。
＜建学の理念＞
第 1.生命への深い愛情と理解と奉仕に生きるすぐれた実地臨床医家の育成
第 2.自らが考え、求め、努め、以て自らの生長を主体的に開展し得る人間の育成
第 3.師弟同行の学風の育成
この建学の理念は本学がすぐれた臨床医を育成するための指標であり、30 有余年を経た
今なお、普遍の精神としてそれぞれ次のような希いをこめて、その実現に努めている。
(1)「生命への深い愛情と理解と奉仕に生きるすぐれた実地臨床医家の育成」
生命への限りない愛情と深い理解は、医学を志すものにとって最も重要な基本的姿勢で
ある。医師を志すものは、この基本的姿勢を瞬時もゆるがせにせず絶えず精進し、生涯か
けてこれを深化させ自らのものとすることが必要である。この精神は、
「よろずの命貴ぶ
精神、医学の道に活かすべく、われら学びてここにあり」として校歌にも謳われている。
(2)「自らが考え、求め、努め、以て自らの生長を主体的に開展し得る人間の育成」
日進月歩する現代の医学および医療の進展の中にあって、その先端的知識と技術を絶え
ず吸収体得して、広く医療の向上と健康・福祉の増進に活用し得る医師となるためには、
何よりも自らが、主体的かつ自発的に、目的に向かって積極的かつ旺盛な知的活動を展開
し得ることが極めて重要である。
自らの旺盛な知的活動が産み出す知的充足感と達成感、そしてこれらがもたらす歓喜こ
そが学問をさらに深める駆動力となり、人間生長への原点となるのである。
「自らが考え、
自らが求め、自らが努める」は全ての大学人にとっての基本的な義務である。
(3)「師弟同行の学風の育成」
「師」は医師の先達として、また人生の導師として先行し、
「弟」はそのうしろ姿をみ
て後ろをたどる。教育における「師弟」関係は、肉親をも超えるほどの深い結びつきの上
に形成され、苦楽と共にしつつ、
「師」は「かつ教え、かつ究め、かつ学ぶ」のであり、
「弟」
また「かつ学び、かつ究め、かつ学ぶ」のである。
(4)理念の具現化
この「建学の理念」は今なおその新鮮さを失うものではなく、数多くの卒業生や教職員
が国内のそれぞれの領域で、また世界各国においても活動の場をもって、理念の具現化を
はかっている。
しかしこの間、医学・医療の分野は過去に例を見ない急激な進歩を遂げ、また、社会情
勢も大きく変化した。ことに医学・医療においては、十分な説明と患者の意思尊重の重要
性が一層認識されるなど、情報公開時代における新しい医師‐患者関係の構築が求められ
るようになった。このような時代に相応しいすぐれた医師・医療人を育成するにあたり、
本学では平成 11 年に次項のような 21 世紀における「埼玉医科大学の期待する医師像」を
示し、我々の達成すべき目標を具体的に掲げた。
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埼玉医科大学の期待する医師像
高い倫理観と人間性
■医師は、人間の生命に対して深い愛情と畏敬の念を持ち、患者の心を理解し、患者の立
場に立って、十分な説明と相互理解のもとに診療を行わなければならない。
■医師は、暖かい人間性豊かな人柄に自らを育成すべく、常に倫理観を磨き、教養を積む
ことに努力しなければならない。
国際水準の医学と医療
■医師は、常に最新の知識･技術を学び、自信をもって国際的に最も質の高い医療を提供す
るよう心掛けなければならない。
■医師は、自らの能力の限界を自覚し、謙虚に他者と協力し、患者のために最善の医療を
実践しなければならない。
■医師は、医療現場における未知の課題を自ら解決する意欲と探求心を持ち、医学･医療の
進歩に貢献することを心掛けなければならない。
社会的視点に立った調和と協力
■医師は、医療に従事する様々な職種の人々と協力し、その良き指導者としての役割を果
たすよう、統合力を磨かなければならない。
■医師は、社会的視野を持ち、地域の保健･医療に関心を抱いて、健康の保持･増進、疾病
の予防から社会復帰、さらに社会福祉に至る保健･医療全般に責任を有することを自覚し
なければならない。
この期待する医師像は、医師に限らず、医学にたずさわるもの全てに共通するものであ
「医師」とあるところを「医
る。そこで平成 18 年 4 月に開設した保健医療学部においては、
療人」として読ませ、保健医療学部が育成する人材の目標としている。これら共通理念の
下に、保健医療学部は以下の 3 点の柱を教育目的として掲げている。
①人間の生命に対する深い愛情と畏敬の念を基盤として高い倫理観と豊かな人間性を
涵養すること。
②保健医療に関する国際水準の知識と技術の修得を基本とし、未知の課題を自ら解決す
る意欲と探求心をもつとともに、自らの能力の限界を知り、生涯にわたり自己の資質
の向上に努めること。
③協調性に富んだ社会人として様々な職種の人々と協力し、また、社会的視点に立って
地域の保健医療に積極的に関わることができること、である。
看護学科では、深い人間理解に基づき、看護に求められる社会的使命を遂行し、生涯に
わたり自らの人間性と看護実践の能力の研鑽に努めることができる人材を育成する
健康医療科学科においては、少子高齢化が急速に進む中で益々高まりつつある国民の健
康維持に対する関心や医療への期待に応え、保健と医療の分野で貢献できる専門的な高い
知識と技術を備え、科学的思考力、創造力を磨き、使命感をもって行動し、生涯にわたり
自己の資質向上に努めることができる人材を育成する。
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医用生体工学科は、最先端技術を活用する先進医療機器や生命維持管理装置の専門家と
して、工学領域の専門知識と安全性の高い医療技術を備え、医療の現場でチームの一員と
して高い倫理観と深い教養に裏づけられた豊かな人間性をもって行動する臨床工学技士、
そして生涯にわたり自己の資質向上に努める人材を育成する。
保健医療学部を卒業すると得られる取得可能な資格一覧(表Ⅰ-1-1)を下に示す。
表Ⅰ-1-1 取得可能な資格の一覧
学 科
看護学科

資

格

（1）看護師

根

保健師助産師看護師法第 21 条（受験資格）

（2）保健師
健康医療科学科

（1）臨床検査技師

拠

同

法

第 19 条（受験資格）

臨床検査技師、衛生検査技師に関する法律
第 15 条 (受験資格)

医用生体工学科

（2）食品衛生管理者

食品衛生法第 48 条（資格取得可能）

（3）第一種衛生管理者

労働安全衛生規則第 62 条（資格取得可能）

（4）甲種危険物取扱者

消防法第 13 条の 3 (受験資格)

（5）診療情報管理士*

日本病院会の資格 (民間・受験資格)

（1）臨床工学技士

臨床工学技士法第 14 条 (受験資格)

*診療情報管理士については、健康医療科学科で開講している診療情報関連の講義・演習 10 単位
および病院実習２単位を選択する必要がある。

２．埼玉医科大学が目指す大学像
本学は昭和 47 年開学以来、社会に役立つすぐれた臨床医家の育成と共に、学校法人と
して埼玉医科大学短期大学ならびに埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校を
有し、医療に携わる多くの人材の育成を行ってきた。さらに、平成 18 年 4 月には、社会
の要請に応えて保健医療学部を開設し、医療系の総合大学を目指し新たな一歩を踏み出し
ている。
これら本法人が設置する各教育機関が有機的に連携を保ち、埼玉医科大学全体として医
療人の教育・研究・診療のために各組織の充実をはかり、教育課程の改革と教育研究環境
の整備に努め、最善の医療を提供し、活動成果の全てを社会に還元することにより、大学
としての責務を果たしてゆくことを目指している。
本学はこれらを実現するために、学内の教育・研究環境の整備とともに、同窓会や保護
者会、埼玉医科大学家主会などの関連各機関・団体等にも理解と協力を求める。特に、本
学が私学である特性を活かし、理事会と教授会（医学部においては教員代表者会議と称す
る。以下「教授会」という。
）との関係を良好に保ち、円滑な意見交換を行える組織・管
理体制を構築し、健全な財政基盤のもとで活動を展開してゆく努力を行っている。
本学に蓄積される情報・知識等は教職員と学生だけのものではなく、広く社会に向けて
開示され発信されている。これらの情報・知識は、自らにとっては不断不休の自己点検・
評価の資料として大学機能の維持向上に努めるためのものであり、他方では大学の社会的
責務としての地域社会の健康・福祉の増進並びに文化の向上に資するものである。
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３．具現化するための取り組み
本学が目指す大学像の具現化のため以下のような取り組みを行っている。
医科大学の基本は教育、研究、診療である。本学ではこの 3 つの基本的組織がそれぞれ
自立的に活動し、将来目標を設定してその達成に取り組んでいる。
１）教育：平成 15 年度に教育にかかわる全てを統括し、効率的に教育をおこなうことを目
的として「医学教育センター」を開設した。主に、教育組織や教育課程の検証をはじめ、
卒前・卒後教育、学生の受入れ、在学中の学生支援、大学院教育などに関わる企画、立
案、実行と、そのための研究をおこなっている。
２）研究：平成 17 年度に「医学研究センター」を開設した。産学連携、研究成果（知的財
産）の保護・活用、学内研究の活性化と研究環境の確保、若手研究者の支援、研究評価
などに関わる企画、立案、実行ならびに研究をおこなっている。
３）診療：医療系大学は、教育･研究はもちろんのこと診療（臨床）という他の大学とは異
なる特性を持っており、診療の統括組織として、患者の権利保護と最善の医療の提供、
教育･研修病院としての役割を果たすため「病院経営センター(仮称)」の設立を目指し
ている。主に、毛呂山キャンパスの埼玉医科大学病院、川越キャンパスの総合医療セン
ター、日高キャンパスの国際医療センター（平成 19 年開設予定）と川越市内のかわご
えクリニックの管理運営にあたる。これらの病院群は、単に研修・実習施設となるばか
りではなく、本学の確固たる財政基盤としての大きな役割を果たしている。
４）国際交流：国際性を養うため、医学部学生の海外提携校との交換留学の支援と教職員
の国際交流活動の支援を行うために、平成 17 年度に「国際交流センター」を開設した。
５）地域社会との連携：毛呂山キャンパスの埼玉医科大学医学部は、広く医学全体の進歩
への貢献を目指すと共に、地域・医療との関わりを重視し、平成 18 年 8 月に地域医学・
医療センターを設置し、地域住民の健康と福祉の向上に努力していく予定である。
これらの各センターの活動に対する公正な評価についてはまだ数年を要するが、本学
が掲げる理念や目的･目標をひとつひとつ着実に現実のものとするために活動している。
以上の活動を支える教員組織について、本学では平成 18 年 4 月に新しい教員組織を導
入し、従来の講座にかわる基本学科を導入するなど、社会情勢の変化に伴う大学の進化
への対応を可能とした。教員組織の詳細は「Ⅳ.特記事項」に記す。
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Ⅱ. 埼玉医科大学の沿革と現況
１． 本学の沿革
埼玉医科大学の歴史は、母体となった毛呂病院の歴史をさかのぼることとなる。
（１）毛呂病院
毛呂病院は、明治 25 年に 丸木 清太郎院長の下に創立された。その後、大正 8 年に第
二代院長 丸木 清に引き継がれ、さらに、昭和 25 年には、第三代目の丸木 清美に代わっ
た。その後に財団法人に組織変更し、昭和 27 年には、社会福祉法人に組織変更を行い、昭
和 39 年からは、総合病院として、診療の形態が発展、整備された。埼玉医科大学は、昭和
47 年に、一部施設を毛呂病院から移管した形で設立されたのである。
（２)埼玉医科大学
埼玉医科大学は、昭和 47 年 2 月に学校法人埼玉医科大学寄附行為認可並びに埼玉医科
大学設置認可を受け、理事長 栗原 浩、専務理事 丸木 清美、常務理事 丸木 清浩の
陣容で設立された。
設立後の沿革ならびに主な出来事を記すと以下の通りである。
昭和 47 年 4 月 埼玉医科大学医学部開学(入学定員 80 名)
学長
落合 京一郎
昭和 47 年 8 月 埼玉医科大学附属病院開設 病院長 大島 良雄
昭和 51 年 1 月 神経精神科センター開設
昭和 51 年 4 月 入学定員 80 名より 100 名に変更
昭和 53 年 4 月 埼玉医科大学大学院医学研究科開設(入学定員 50 名)
昭和 53 年 8 月 理事長 丸木 清美
昭和 58 年 6 月 病院長 宮川 正
昭和 60 年 3 月 埼玉医科大学総合医療センターを川越市鴨田地区に開設
所 長 坂元 正一
平成元年 5 月 病院長 東 博彦
平成元年 10 月 学長代行 宮川 正
平成 2 年 8 月 学 長 石田 正統
平成 6 年 4 月 理事長 丸木 清浩
埼玉医科大学総合医療センター 所長 遠山 博
平成 9 年 8 月 名誉学長 石田 正統、学 長 東 博彦、病院長 尾本 良三
平成 11 年 4 月 総合医療センター所長 安倍 達
平成 12 年 4 月 キャンパス呼称変更(毛呂山キャンパス、川角キャンパス)
平成 13 年 1 月 総合医療センターセンター長 濱口 勝彦(専務理事)
平成 13 年 6 月 埼玉医科大学ゲノム医学研究センターを日高市山根地区に開設
所 長 村松 正實
平成 14 年 1 月 総合医療センターセンター長 小川 雄之亮
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平成 14 年 6 月 埼玉医科大学創立 30 周年記念式典・祝賀会
平成 14 年 9 月 総合医療センターセンター長 飯沼 壽孝
平成 15 年 8 月 医学教育センター設立 センター長 山内 俊雄
平成 16 年 7 月 埼玉医科大学かわごえクリニック開設 院長 川添 太郎
平成 16 年 8 月 埼玉医科大学附属病院を埼玉医科大学病院と改称
平成 16 年 8 月 名誉学長 東 博彦、学長 山内 俊雄、大学病院長 横手 祐二
平成 16 年 9 月 総合医療センターセンター長 吉本 信雄
平成 17 年 2 月 日高キャンパス地鎮祭
平成 17 年 8 月 総合医療センターセンター長を病院長と改称
平成 17 年 12 月 保健医療学部 認可
平成 18 年 3 月 埼玉医科大学 創立 30 周年記念講堂 竣工
平成 18 年 4 月 保健医療学部 開設
以上のような沿革を経て、本学は創立後、34 年を経て今日に至っているのである。
２．本学の現況
(2006 年５月１日現在)
●大学名
埼玉医科大学
●所在地
毛呂山キャンパス
埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38 番地
川角キャンパス
埼玉県入間郡毛呂山町川角 981 番地
川越キャンパス
埼玉県川越市鴨田辻道町 1981 番地
日高キャンパス
埼玉県日高市山根 1397−1
●学部等の構成
埼玉医科大学大学院 医学研究科
生物・医学研究系専攻
社会医学研究系専攻
臨床医学研究系専攻
埼玉医科大学
医学部
医学科
保健医療学部 看護学科
健康医療科学科
医用生体工学科
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● 学部及び学生数
学

部

学

医学部

医学科
計
看護学科

保健医療学部

収 容 在籍学生 編入学
生数
総数
定 員
（内数）

入 学 編入学
定 員 定 員

科

100

‐

600

643

‐

109

5

100

2

112

8

106

6

94

4

122

18

100

‐

600
340

643

‐

109

5

100

2

112

8

106

6

94

4

122

18

88

‐

68

‐

43

‐

94

4

122

18

10

80

(80)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

68

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

43

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

88

320

健康医療科学科

80

‐

40

‐

(80)

医用生体工学科

160

計
合

在 籍 学 生 数
第１年次
第２年次
第３年次
第４年次
第５年次
第６年次
留年者数
留年者数
留年者数
留年者数
留年者数
留年者数
学生数
学生数
学生数
学生数
学生数
学生数
(内数)
(内数)
(内数)
(内数)
(内数)
(内数)

計

(40)

200

10

820

199

‐

199

‐

300

10

1,420

842

‐

308

5

入学定員
研

究

科

専

医学研究科

攻

修士
課程

‐

‐

100

2

‐

‐

112

8

‐

6

在籍学生数

収容定員

博士
課程

修士
課程

‐

106

修士課程

博士
課程

博士課程

一般 社会人 留学生

計

一般 社会人 留学生

計

生物・医学研究系専攻

‐

10

‐

40

‐

‐

‐

‐

8

0

0

8

社会医学研究系専攻

‐

4

‐

16

‐

‐

‐

‐

0

0

0

0

臨床医学研究系専攻

‐

36

‐

144

‐

‐

‐

‐

31

0

0

31

計

‐

50

‐

200

‐

‐

‐

‐

39

0

0

39

‐

50

‐

200

‐

‐

‐

‐

39

0

0

39

合

計

●教員
専 任 教 員 数

学部・学科、研究科・
専攻、研究所等

助手

教授

助教授

講 師

108

114

170

392

512

140

109

424

看護学科

7

5

2

14

9

12

5

15

健康医療科学科

7

3

1

11

4

8

3

18

医用生体工学科

5

2

2

9

2

8

2

6

127

124

175

426

527

168

119

463

生物・医学研究系専攻

0

0

0

0

0

51

0

社会医学研究系専攻

0

0

0

0

0

7

0

臨床医学研究系専攻

0

0

0

0

0

330

0

0

0

0

0

0

388

0

ゲノム医学研究センター

3

3

3

9

4

0

2

(その他の組織)

0

0

0

0

0

0

0

医学部

医学科

保健医療学部

計

医学研究科

計

計

設置基準
兼 任
兼担
上必要専
(非常勤)
教員数
任
教員数
教員数

大学全体の収容定員に応じ
定める専任教員数

合

計

19
130

127

●職員数
正職員
その他

536名
97名
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435

531

187

507

465
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Ⅲ.「基準」ごとの自己評価
基準１. 建学の精神・大学の基本理念及び使命・目的
１−１ 建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されていること。
（１）事実の説明（現状）
１−１−① 建学の精神・大学の基本理念が学内外に示されているか。
本学の 3 項より成る建学の理念(「Ⅰ−1」の埼玉医科大学の建学の精神の項を参照。)
は講義室、実習室等に掲示し、常に学生と教職員に明示している。またこの理念は「大学
案内」
「学生案内」をはじめとする学内のさまざまな印刷物によって教職員並びに学生に対
し発信している。受験生や本学の活動にかかわる諸団体を含む広く一般社会に対しても、
ホームページを通じ公表している。新入学生や新入職員に対してはオリエンテーション時
に学長および理事長等より説明がなされ、本学に関わる初期段階よりその理念が伝えられ
ている。
（２）１−１の自己評価
これらの公表方法については概ね適切であるものと判断しているが、その周知状況につ
いての調査は実施したことはない。しかし、この理念を根幹に置きながら本学が行ってき
た活動に学生および教職員が賛意を持って同調してきたことは、これらの理念が十分に周
知されていると判断している。
（３）１−１の改善・向上方策（将来計画）
今後は、この「建学の理念」をどの様に検証し、激動する社会とのかかわりの中でどの
様に見直し、機能させるかが課題である。具体的には、建学の理念そのものの文言をかえ
るのではなく、
「埼玉医科大学の期待する医師（医療人）像」の如く、その時々の時代に即
した解釈をもとに実現可能な範囲で具体的な活動目標を定めることであると考える。これ
らの活動目標とともに、理念の周知においては熱意を持って地道にこれまでの努力を継続
していきたい。
１−２ 大学の使命・目的が明確に定められ、かつ学内外に周知されていること。
（１）事実の説明（現状）
1−２−① 建学の精神・大学の基本理念を踏まえた、大学の使命・目的が明確に定めら
れているか。
本学の使命・目的は建学の理念をもとに以下の通り学則に定められている。
○ 本学学則第 1 条：埼玉医科大学は、教育基本法及び学校教育法の精神に則り、かつ、
私学の特性を生かして専門的な知識と技能及び高い倫理性を身につけたすぐれた実地臨
床医家並びに保健医療技術者を育成することを目的とし、さらに進んで新しい医学及び
関連諸科学の研究並びに保健医療技術の向上に寄与することによって、広く人類の健康
と福祉に貢献することを使命とする。
○ 大学院学則第 1 条：埼玉医科大学大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その
深奥をきわめて文化の進展に寄与することを目的とする。
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さらに、平成 11 年には建学の理念やこれらの使命・目的をより具体化した「埼玉医科
大学の期待する医師（医療人）像」を制定し、明確にしている。
これらの使命・目的は各学部・学科ごとにさらに詳細に定められる教育目標の中にもり
こまれている。
1−２−② 大学の使命・目的が学生及び教職員に周知されているか。
本学の使命・目的は学生並びに関係教職員に学生案内や学生便覧、大学院案内などに掲
載され広く配布されている。学内ホームページにおいても公表されており、教職員への周
知は十分に行っているものと判断している。また、単に紙面やデータとして掲載されるだ
けではなく、建学の理念と合わせ各種オリエンテーションにて解説されている。
1−２−③ 大学の使命・目的が学外に公表されているか。
学外に対しては、主にホームペ−ジを活用し公表に努めている。また、大学案内などは
特に学外を意識し作成されており、その第 1 ページに建学の理念並びにこの本学の期待す
る医師（医療人）像が掲載されている。
（２）１−２の自己評価
・大学の使命・目的については明確に定められており、その周知については概ね良好であ
ると判断している。特に「埼玉医科大学の期待する医師（医療人）像」については具体
的かつ理解しやすい言葉で表現されており、全教職員並びに学生に受け入れられている。
（３）１−２の改善・向上方策（将来計画）
・ 今後とも大学の使命・目的の周知に関して、熱意を持って地道にこれまでの努力を継続
していきたい。また、この本学の使命・目的を時代に即した形で具体的な活動につなげ
ていきたい。
[基準１の自己評価]
・建学の理念や使命・目的については明確に定められており、大学案内や学生案内等の印
刷物やホームページ上に記載し概ね適切な方法で周知されているものと判断している。
・保健医療学部の基本理念および使命・目的は、初年度より定員を上回る学生が応募して
きたことにより、必要な範囲での周知は行われていたと判断している。
[基準１の改善・向上方策(将来計画)]
本学の使命・目的の学内外周知のために下記のことが必須と考え、実現に努力していく。
１．人事考課システムの充実
２．教育・研究、診療成果のデータベースの構築とその公表
３．自己点検・評価報告書（大学年報）の充実
４．第 3 者を含めた評価委員会の設置

-9-

埼玉医科大学

基準２. 教育研究組織
２−１ 教育研究の基本的な組織(学部、学科、研究科、附属機関等)が全体として統合さ
れ、教育研究上の目的に照らして、それぞれ相互に適切に連携されていること。
（１）事実の説明（現状）
２−１−① 教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、附属機関等の教育研
究組織が、適切な規模、構成を有しており、適切に運営されているか。
学校教育法に定められている大学の目的である「大学は、学術の中心として、広く知識
を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開さ
せることを目的とする」を認識しつつ、すぐれた実地臨床医家並びに保健医療技術者の育
成を目指す本学では、医学部医学科、保健医療学部看護学科・健康医療科学科・医用生体
工学科の 2 学部 4 学科を設置している。両学部とも医学医療に携わる人材の育成であり、
学部ごとにキャンパスが異なるものの教育研究組織は共通する部分も多く、互いに補完し
合いながら機能的に運営している。各学部・学科にはそれぞれの特性にあったカリキュラ
ムと教育システムを用意し、その実施に見合う適切な数の教員を配置している。また、横
断的な組織として「医学教育センター」
、
「医学研究センター」
、
「国際交流センター」を置
き教育、研究、国際交流の活動をそれぞれの機能ごとに統括している（図 2-1-1）
。
実地臨床教育の場としては、大学病院、総合医療センター、かわごえクリニックの 3 病
院を有し、平成 19 年度には国際医療センターの開設を予定している。さらに両学部の学生
は必要に応じて社会医学の大きなテーマの 1 つである在宅医療について、大学病院および
総合医療センターに併設の訪問看護ステーションを通じて学ぶことができる。
研究施設としては、毛呂山キャンパスに中央研究施設、川越キャンパスに研究部を持ち、
平成 13 年には日高キャンパスにゲノム医学研究センターを開設し、
基礎研究のみならず臨
床研究へと発展させることのできる構成となっている。
また、博士課程、学士課程だけでなく、埼玉医科大学短期大学、埼玉医科大学附属総合
医療センター看護専門学校が併設されている。
医学教育センター
医学研究センター
国際交流センター

教
育
・
研
究
組
織

埼
玉
医
科
大
学

大

学

院

医学研究科

医

学

部

医学科
看護学科

保健医療学部
経

管

営

理

組

組

織

織

診
療

織

医用生体工学科
ゲノム医学研
究センター

附
属
看総埼
護合玉
専医医
門療科
学セ大
校ン学
タ

附属図書館

ー

組

埼
短玉
期医
大科
学大
学

健康医療科学科

図 2−1−1 教育・研究、診療の組織図
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２−１−② 大学院を有する場合は、その教育研究上の目的を達成するために必要な研究
科等の教育研究組織の規模、構成を有しており、適切に運営されているか。
学校教育法に定められた大学院の目的である「大学院は、学術の理論及び応用を教授研
究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び
卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする」の精神を理解し、高度の
医学研究者並びに専門医療人を育成するために、大学院医学研究科を設置している。この
医学研究科には生物・医学研究系専攻、社会医学研究系専攻、臨床医学研究系専攻の 1 研
究科 3 専攻の博士課程を設置し、医学部教員がその教育にあたり、施設、附属機関におい
ても学士課程と共用する部分が多く、医学部と大学院医学研究科は連携を保ちつつ大学院
の教育環境を一貫して提供している。
２−１−③ 教育研究の基本的な組織(学部、学科、研究科、附属機関等)が全体として統
合され、教育研究上の目的に照らして、それぞれ相互に適切に連携されてい
るか。
本学では平成 11 年度を「改革元年」として組織改革に取り組み、その一環として理事
会機能の見直しと新しい教員組織の導入を行った。これは教育・研究組織の責任者である
学長がその責任と権限を明確にして、各学部に置かれている学部長を代表とする教授会や
大学院研究科委員会をその自立性を尊重しつつ統括するものである。特に医学教育センタ
ーと医学研究センターがその活動の中核を担う（図 2-1-2、3）
。両センターとも規定に従
い、学長もしくは副学長がセンター長となり、学部、学科、研究科の諸問題と具体的な実
施策を立案し、全体の統括を行っている。それぞれの検討課題は各センターに置かれてい
る部門に直接寄せられるものと、各種の委員会等から寄せられるものとがある。また、両
センターは学部およびキャンパスごとにブランチを設け、それぞれの問題点を検討できる
体制をとっている。これら両センターでの検討事項は両学部の教授会、さらには両学部お
よび診療組織の代表者および理事により構成される教育・研究・診療連携会議で討議され、
相互の連携が図られている。
教育主任部門

医学教育センター

入学試験部門
卒前医学教育部門
大学院教育部門

カリキュラム室
試験管理室
調査解析室

卒後医学教育部門
学生支援室
教育情報部門

学生保健管理室

Faculty Development 部門
大学評価部門
事務部門

図２−１−２医学教育センターの組織図
- 11 -

埼玉医科大学

研究主任部門

医学研究センター

共同研究推進部門
産学連携部門
学外グラント部門

毛呂山キャンパス
中央研究施設
川越キャンパス
研究部

学内グラント部門
知的財産管理運用部門
安全管理部門
フェローシップ部門
研究評価部門
事務部門

図２−１−３医学研究センターの組織図
（２）２−１の自己評価
・国立大学の法人化、私立学校法の改正をはじめとする高等教育環境の変化は、本学にと
っても多大なる影響と刺激となり、これに合わせた構造改革（教員組織改革、医学教育
センター、医学研究センターの設置など）を行ったことにより現在の社会要請にあった
組織体制が構築できていると判断している。
・学部課程は医学部を中核とした 2 学部 4 学科、大学院課程は 1 研究科 3 専攻で構成され
ており、医療系大学として適切な規模を有していると考える。
・附属機関等については、各キャンパスに図書館を配置するなどし、実習施設としての病
院群も充実しているものと判断している。
・医学教育センターと医学研究センターが中核となり、教育・研究方策が具現化されてゆ
くシステムは、単に上意下達ではなく現場の意見を反映できるシステムとなっている。
これらは、学部・学科間および研究科間との垣根を低くし、大学全体としての一貫性を
保つ上で有意義に機能しているものと考える。ただし、保健医療学部においては開設間
もないためその機能を評価できる段階ではない。
・理事会や教授会、大学院研究科委員会をはじめとする諸会議は、それぞれの機能と役割
が明確にされ、適切に連携して活動していると判断している。
（３）２−１の改善・向上方策（将来計画）
・変革の大きい社会動向に対応してゆくためには、教育研究を主導的に実施する教員を主
体とする学内関係者個々の意識改革が必要である。そのためには本学の研究組織の活動
目的とその実施方策の透明度を高め、教職員、学生の理解を深める努力が必要である。
・医学教育センター、医学研究センターの活動も医学部並びに大学院に対しては順調に稼
動してきていると考えるが、保健医療学部においての活動基盤の確立には時間を要する
と考える。各センターにおけるブランチ構想の実現をさらに推し進める予定である。
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・今後の最大の課題は、医学部と開設されたばかりの保健医療学部の活動基盤の融合であ
り、設置計画に従いつつ改善して行く方針である。
・平成 19 年度に保健医療学部に理学療法学科を設置する予定である。平成 22 年度には、
保健医療学部を母体とする大学院の設置も計画している。
２−２ 学士課程及び大学院課程において、教育機能を十分に発揮させるための取組みが
なされていること。
（１）事実の説明（現状）
２−２−① 学士課程及び大学院課程において、教育機能を十分に発揮させるための取り
組みがなされているか。
すぐれた実地臨床医家並びに保健医療技術者の育成を目指す本学では、教育の統括組織
として平成 15 年に医学教育センターを発足させた。同センターには卒前医学教育部門、
卒後医学教育部門、大学院教育部門などがあり、卒前医学教育部門内にはカリキュラム室、
試験管理室、調査解析室、学生支援室、学生保健管理室が設置されている（図 2-1-2）
。こ
れらの各部門、各室は各学部に設置されている学務委員会（医学部では卒前教育委員会）
と共同して教育に関する全ての課程を立案し、教授会に報告し承認を受けている。大学院
教育部門は同センターの卒後教育部門の協力のもと、大学院教育の一層の充実を目指し、
医学研究者並びに高度の専門医療人の育成に努めている。
○学部課程における教育機能を十分に発揮させる取り組み
＜医学部＞
医学教育センター卒前医学教育部門に設置されている卒前教育委員会を中心に、平成
12 年度より導入された 6 年一貫・統合教育の編成にあたっている。この編成にあたって
は、モデル・コア・カリキュラムに沿って、各学年の小委員会による学生意見の聴取、教
員からの要望、授業評価の結果も参考にし、カリキュラム室と共同してカリキュラム編成
を行っている。この 6 年一貫・統合教育とは、6 年間の学習を一つのものとして捉え、増
加の一途をたどる医学教育の知識を機能別・臓器別に効率よく学習していくものであり、
コース・ユニットによって編成されている。常に最新の医学情報を織り込みながら最善の
カリキュラム編成を心がけている。ここで検討された教育方針は、教授会の議を経て承認
された後、基本学科におかれている教育主任を中心に実施される。
学生教育の場は単にカリキュラム上の時間だけではなく、各学年を数グループに分けグ
ループごとに担任（専任教員）を置き、自己学習やグループ学習の支援に加え、私生活に
至るまで様々な相談にのっている。
＜保健医療学部＞
開設まもない保健医療学部は医学教育センターとの連携を開始したばかりである。電子
シラバスの導入が順調に機能し、学内 LAN を通じた学生と教員との交流がすでに実施さ
れており、今後更なる充実を図るべく設置計画書に則り取り組んでいる。
○大学院課程における教育機能を十分に発揮させる取り組み
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＜大学院課程＞
医学教育センターの大学院教育部門を中心にあり方そのものの検討が行われている。現
時点では博士課程のみの大学院であり研究活動に学習の多くの時間が費やされるが、カリ
キュラムの充実と定員の確保を急務と位置づけ、その対策に取り組んでいる。これらは大
学院委員会において基本方針が定められ、その後大学院教育部門で具体案が策定される。
これらの検討結果は大学院研究科委員会での議を経て実施に移される。
２−２−② 授業を行う学生数の現況が、教育研究活動を行うために適切に管理されてい
るか。
本学では各学科の入学定員が医学部医学科 100 名、保健医療学部看護学科 80 名、保健
医療学部健康医療科学科 80 名、保健医療学部医用生体工学科 40 名であり、どの学科にお
いても適切な学生数となっている。さらに、極力多人数での講義を少なくし、なるべく少
人数で考える学習態度を養えるよう工夫している。医学部における SGD（Small Group
Discussion）と問題基盤型学習である PBL（Problem Based Learning）などの授業は 6
年生までの全授業の 15％を占め、学生自身が自ら考え答えを導くプロセスを学べるよう
にしている。また実習・演習による教育も多く、必然的に少人数教育の実施が行なわれて
いる。このような授業形態では互いに意見を述べ合い、他者の意見を理解するというコミ
ュニケーション能力も同時に高められる。
（２）２−２の自己評価
・医学部においては医学教育センター、教授会、卒前教育委員会などの相互の連携が保た
れており適切であると判断できるが、保健医療学部では医学教育センターとの関わりが
まだ確立されておらず学部内の機構構築が優先されている。
・カリキュラム改革は、学生や教員の意見が反映できるシステムが構築されていると判断
している。
・カリキュラムの実施は多くの附属施設を利用しつつ実施されており、各附属施設との連
携も良好であると考える。
・少人数教育の形態を多く取り入れる努力がなされ、きめ細やかな指導が実現できている
と判断している。
・授業を行う学生数の現況は、良好である。
・それぞれの学部に特有の教育システムがあり、良いところは互いに取り入れる努力がな
されてはいるが、本学として統一のシステム構築に至っていない。
・体験型の学習実施後のアンケート調査によると、学生の満足度は高くその後の勉学に良
い刺激を与えている。
・課外におけるグループ学習のための自習室等を用意しており、勉学の機会を充分に与え
ていると評価している。
・担任制の導入により学習環境全般のバックアップ体制が構築されており、学習成果の判
定や師弟関係の確立に有意義と判断している。
（３）２−２の改善・向上方策（将来計画）
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・教育機能を十分に発揮させるためにシラバスの更なる充実に取り組みたい。
・カリキュラムの見直しと検討は学部・学科ごとに行われているが、これを統括してゆく
医学教育センターの機能と役割をさらに充実させてゆく。すなわち医師およびその他の
医療人の関係を一連の教育と捉えたカリキュラム編成が出来る機構を構築していく計
画である。
・大学院教育の実質化は大きな課題であるが、医学研究者の育成、社会が求める高度の専
門医療人を育成すべくあり方を検討してゆく。
２−３ 人間形成のための教養教育が十分できるような組織上の措置がとられているこ
と。
（１）事実の説明（現状）
２−３−① 教育研究目的に即した教養教育が適切になされているか。
本学卒業生の進路は病める人との接点が多い医療関係機関がほとんどのため、
人間教育、
教養教育を重視したカリキュラムを編成している。例えば、医学部の「良医への道」コー
スは一年次における哲学、文学、経済学など人文・社会系の基礎科目群による導入教育を
行うとともに、問題基盤型学習の中で外来患者付き添い実習や看護体験実習を通して病め
る人の立場に立った社会教育を実践している。また、
「細胞生物学」
、
「医学の基礎」コース
で自然科学系科目や英語を学習し、
「人体の構造と機能」コースを平行して学習することに
よって教養教育と専門教育の効果的な融合が図れるよう編成されている。保健医療学部に
おける年次を追った「医療の基本Ⅰ〜Ⅲ」も同じコンセプトで構成されている。以上のよ
うに、医師、医療人である前に社会人であることの重要性が認識できるよう編成されたこ
れらの科目群は、人間性・社会性・倫理観を養うことに主眼をおいており両学部において
開講されている。
２−３−② 教養教育が十分できるような組織上の措置がとられているか。
学務委員会（医学部では卒前教育委員会）で検討されている。各委員長は医学部では副
医学部長が保健医療学部では学部長がその任にあたり主導している。医学部においてはコ
ースディレクター、ユニットディレクターが常にカリキュラムの点検を行い問題点を抽出
し、委員会に報告・討議されている。
（２）２−３の自己評価
・平成 3 年の大学設置基準の大綱化以降、いわゆる一般教養教育時間数は減少していった
ものの、本学では医学医療倫理の重要性やコミュニケーション能力の向上などを認識し、
独自の教養科目を開設してきたことは適切であったと判断している。
・医学部の教養教育においては、単に一般教養教育のみならず倫理観の涵養、人間性・社
会性の涵養に重点を置き、1 年次から 4 年間連続して開講し重要な科目としての地位を
確保していることは評価できると考えている。しかし、医学・医療の学問分野が高度化・
専門化が進むにつれて専門教育科目増加の要望が強く、これ以上の多くの時間を費やす
ことは難しい状況にある。
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（３）２−３の改善・向上方策（将来計画）
・教養教育の重要性は言うまでもないが教育時間の増加は困難である。現状において今後
本学が目指す教養教育のあり方を再確認し、限られた時間の中でどのようなプログラム
を用意すべきか学務委員会等で検討してゆく。
・学生の人間性・社会性の向上には個々の学生の意識改革が必要であり、実社会の体験を
多く取り入れるなど、他者の意見に耳を傾け、理解できる能力と自らの意見を正確に伝
えることのできる能力の向上を目指す教養教育科目の開発を検討していきたい。その一
つとして、卒後教育委員会等が主催する全教職員対象の種々の講演会に積極的に参加さ
せ、大学外あるいは非医療系の識者の見識に触れ、自己の社会性を開花させる努力を行
う予定である。
２−４ 教育方針等を形成する組織と意思決定過程が、大学の使命・目的及び学習者の要
求に対応できるよう整備され、十分に機能していること。
（１）事実の説明（現状）
２−４−① 教育研究に関わる学内意思決定機関の組織が適切に整備されているか。
本学の教育研究に関わる重要事項の学内意思決定は各学部の教授会で行われている。そ
れぞれの教授会の下には各種委員会が置かれ、原案を作成する。医学部ではその際、医学
教育センター並びに医学研究センターに置かれる各部門と連携・協議している。これらは
各学部の教授会で議決され実施されるが、その過程において必要に応じ、常任理事会や理
事会へ報告される。
具体的には、法人の最高議決機関である理事会を主軸にした「経営組織」が法人全般の
経営を統轄し、部門別に分轄した「教育・研究組織」
「診療組織」
「管理組織」を管理運営
。経営組織は、学校法人を代表する理事長が責任者であり、学校法人
している（図 2-4-1）
経営全般に権限と責任を持つ。教育・研究組織は学長が、診療組織は各病院長が、管理組
織は事務局長が、それぞれ責任をもって管理運営に取り組む体制を取っている。
独立性を保つ各組織の連携を図るための機関が「教育・研究・診療連携会議」である。
学長を責任者とする教育・研究組織においては、医学教育センター、医学研究センター
が中核となり教育、研究のそれぞれの統括を行い、立案された事項は各学部に置かれる教
経 営 組 織
（責任者・理事長）

教育・研究組織
（責任者・学長）

診 療 組 織
(責任者・各病院長)
管 理 組 織
（責任者・事務局長）

図．2-4-1 管理運営体制の組織図
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授会において承認された後に実行されている。しかし、開設後、日の浅い保健医療学部に
おいては両センターのブランチ組織が確立されておらず、現時点では教授会の下に委員会
を組織し意思決定が行われている。
教授会は各学部長が招集し毎月一回開催されている。また、学部ごとあるいは両学部合
同で開催する教授総会を全学的な教育・研究に関する様々な情報伝達の場として設定して
いる。
学生教育に関する具体的細目は、医学部卒前教育委員会、保健医療学部学務委員会が討
議して立案する。両委員会を機能的に活動させるために設置された各種小委員会が作業を
分担する。
２−４−② 教育研究に関わる学内意思決定機関が大学の使命・目的及び学習者の要求に
対応できるよう十分に機能しているか。
教育研究に関わる学内意思決定機関は、理事会をはじめとする各種の会議･委員会等が
連携を持ってあたっている。理事会は原則として年 3 回、教授会は原則として月 1 回、各
種委員会等はそれぞれの規定や任務によって適時開催されている。これらの委員会は各学
部の学務委員会、学生部委員会等の関連委員会とも相互に連携をとり、教育全般に関わる
諸問題の解決と学生の心身管理を含めた学習環境全般の支援に柔軟に対応するため機能
している。医学部においては委員会に学生の代表を参加させ直接意見を述べる機会(月 1
回)を設けるとともに、授業評価による意見の聴取、担任教員からの報告、意見箱の設置、
保護者会の意見聴取など、多様な方法で学生の意見を汲み取っている。
（２）２−４の自己評価
・理事会などによる教育・研究組織の適切な管理運営は本学の使命・目的が明確に反映さ
れていると判断できる。両教授会をはじめとする各種の専門委員会等が定期的に開催さ
れていることにより、これらが有機的に円滑に機能しているものと考える。
・学務委員会、学生部委員会は相互に連携をとり、教育全般に関わる諸問題を検討し、学
生が大学の用意するカリキュラムを円滑に受講できるよう、心身管理を含め学生生活全
般を支援するため機能している。
・開設間もない保健医療学部においても、教授会のもとに設置されている各種委員会が機
能しており問題なく運営されているが、医学部の組織との連携構築が課題である。
・委員会の活動状況は教授会等で常に報告され、委員会の構成員も公にされており、全教
員の意見が担当委員会および教授会に的確に反映される体制がとれている。
・委員会を構成する教員と事務局を担当する職員との連携は良好であり、互いに補完し合
いながら運営されている。
・委員会の構成員は規定に従い改選されるが、審議の継続性を保つ観点から小幅な入れ替
えとなるのが通例である。
・役割ごとに委員会等を設置しているが、一部教員が複数委員会の委員をかねるなど構成
員の偏りが多少ある。
・会議、委員会等の設置数がやや多く教職員の負担となっているところが見受けられる。
・意思決定機関は適切に整備されていると考えるが、最終決定までに時間を要することが
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ある。
（３）２−４の改善・向上方策（将来計画）
・各委員会等の連携が良好であり、社会の要請や学習者の意見の反映についてもある一定
の評価ができると考えるが、さらに機能的に意思決定が行えるよう充実を図りたい。
・各キャンパスに在籍する教員により構成されている委員会では、1 つのキャンパスに全
委員を召集する委員会を頻回に開催するのは困難であり、意思決定を迅速に行えないこ
ともある。その解決策として現在は数委員会に止まっている TV 会議システムの利用を
増やす。
・各委員会の機能と役割を明確にすることにより、類似する委員会の整理と見直しを行う。
・委員構成にあまり偏りが生じないよう配慮し、なるべく多くの教員が何らかの委員会に
参画できるよう配慮してゆく。
・保健医療学部については、今後委員会等の整備を進め医学教育センター等との連携体制
を強化する。
２−５ 組織として継続的に教育研究が向上する仕組みが整備されていること。
（１）事実の説明（現状）
２−５−① 組織として継続的に教育研究が向上する仕組みが整備されているか。
大学全体として継続的に教育研究が向上できる仕組みを構築するために、平成 15 年に
医学教育センターを、同 17 年に医学研究センターを開設した。各センターは、医学部教
授会のもとに設置されている委員会と連携し、教育・研究を統括しつつ機能向上に努めて
いる。これらの活動の中には授業評価やＦＤ活動の企画、統計資料等の情報提供、研究評
価やフェローシップへの対応、学外グラント申請の支援、産学連携、知財管理などがあり、
活動状況は教授会並びに教授総会等で報告され学内に公開している。
また、平成 12 年に平成 13 年度から同 17 年度までの 5 ヵ年を第１次長期総合計画の期
間と定め、理事長を委員長とする長期計画策定委員会を発足させ教育・研究組織の改革を
含めた計画の策定を行った。現在の医学教育センターおよび医学研究センターはこの第一
次計画に沿ったものである。平成 18 年 4 月に第 2 次長期総合計画（平成 18 年度から同 22
年度までの 5 ヵ年）を策定したところである。
（２）２−５の自己評価
・組織として継続的に教育研究活動が向上する仕組みは概ね良好であると判断している。
・医学部では医学教育センターと医学研究センターの活動が教授会における関連委員会
と良好な連携を保ち、教育・研究を統括しつつ機能向上に努めている機構は有効である。
・医学教育センターの設置により、各委員会との連携も良くその業務は円滑に行われてい
る。
・医学研究センターは新設であるため、現時点では活動の範囲は限られ、センターの活動
全てを評価できる段階に至っていない。
・保健医療学部においては、各センターのブランチ構想はあるものの設置に至っていない。
・各センターは運営委員会を置き、各部門の活動状況が伝達されるとともに、常に協力体
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制を組める機構となっている。また、主たる活動については教授会や教授総会等を通じ
て学内に公開することにより、教員の教育・研究活動上の諸問題への対応窓口が明確と
なっていると判断している。
・長期総合計画は近未来の具体的な活動計画と基本方針を述べており、この計画に従って
年次計画が策定される機構は教職員の連携に大いに役立っているものと評価している。
・情報の伝達は、各種の会議や委員会、学内 LAN を利用するなどで周知されている。
（３）２−５の改善・向上方策（将来計画）
・医学教育センターと医学研究センターの活動は継続的に行われており、さらなる充実に
向け努力する。
・保健医療学部に医学教育センターブランチおよび医学研究センターブランチをなるべ
く早い段階で設置し、必要な人員と設備を整える。
・長期総合計画は現在 5 ヵ年を一つの期間として計画されているが、今後この期間が適切
か、あるいは大学評価受審の時期に合せるかなど検討する。
[基準２の自己評価]
・現時点での教育研究上の目的を達成するために必要な学部、学科、研究科、附属機関等
の教育研究組織は、適切な規模と構成を有しているものと判断しているが、開設間もな
い保健医療学部においては各種の機能が立ち上がったばかりであり、医学部の組織との
有機的連携を具現化してゆく方向で作業中である。
・医学教育センター、医学研究センターを中核とし教育研究を統括する形態をとっている
ものの、医学研究センターの活動は現時点では評価できる実績を示していない。また、
保健医療学部におけるブランチの設置に至っておらず、現時点では同学部内の組織構築
が優先されている。これらの各センターを最大限活用することが今後の課題である。
・教育研究組織の基本方針の周知徹底は、理事長を議長とする「教育・研究、診療連携会
議」が設置されており適切に機能している。
・教育研究組織の意思決定上重要となる各学部の教授会並びに大学院研究科委員会の活
動も確立されており、前述の両センターや各種委員会との連携も効果的に機能している。
・教育研究上の目的を達成するための大学院教育の実質化は大きな課題であり、現在この
課題に取り組む体制が構築され、改善に向けての作業を開始している。
・教養教育の重要性を再確認し、特に医療倫理に関わる科目については 1､2 年次で終了せ
ず高学年次まで開講していることは、人間形成に役立ち、かつ社会要請にあったものと
判断している。
・各組織の機能は有機的に連携されており、互いに情報交換しつつ継続的な向上に努めて
いると判断している。
[基準２の改善・向上方策(将来計画)]
・教育研究目的を達成するために医学部では新しい教員組織を構築した。この組織を教
育・研究目標に沿って、時代の変化に柔軟に対応させる。
・教育研究の総括組織である医学教育センターと医学研究センターを全学的に活用でき
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るよう環境整備を進める。
・各種の委員会等の機能を見直して統廃合を行い、不足については新たに設置するなどし、
意思決定の合理化を検討する。また、審議形態も IT 技術の活用など検討し、省力化に
加えて意思決定の円滑化と迅速化を図っていく。
・大学院教育については医学教育センター大学院教育部門において、高度専門職業人の育
成と科学探求心を持った人材を育てるべくカリキュラムの一層の充実のための検討を
継続していく。
・本学の教育目標の達成と社会要請に対応するため、平成 19 年度には保健医療学部理学
療法学科の設置を予定し、学部、学科構成のさらなる充実を図る。
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基準３. 教育課程
３−１ 教育目的が教育課程や教育方法等に十分反映されていること。
（１）事実の説明（現状）
３−１−① 建学の精神・大学の基本理念及び学生のニーズや社会的需要に基づき、学部、
研究科ごとの教育目的・目標が設定されているか。
医学部の教育目標は、すぐれた実地臨床医家の育成、すなわち「埼玉医科大学の期待す
る医師像」に記す如く、｢高い倫理観と人間性｣を身につけ、｢国際水準の医学と医療｣を実
践することができる、｢社会的視点に立った調和と協力｣の精神を持った医師を育てること
である。その実現のため、専門性の土台となる幅広い医学的知識と豊かな人間性および確
かな臨床的技能を、効果的に修得できることを目標に教育を行っている。
保健医療学部の教育目標は、すぐれた保健医療技術者の育成である。
看護学科では、深い人間理解に基づき、看護に求められる社会的使命を遂行し、生涯に
わたり自らの人間性と看護実践の能力の研鑽に努めることができる人材を育成する。この
ため、看護専門職としての基本的知識、技術、態度を体得させて、看護職としての資質の
向上を図るとともに、正確な知識と技術に基づく実践力、柔軟な思考力、的確な判断力、
豊かな創造力、深い洞察力を養い、人々の健康や福祉の向上に貢献できる看護実践者、あ
るいは看護教育者や看護研究者となるための基礎的能力を培う。
健康医療科学科においては、少子高齢化が急速に進む中で益々高まりつつある国民の健
康維持に対する関心や医療への期待に応え、保健と医療の分野で貢献できる専門的な高い
知識と技術を備え、科学的思考力、創造力を磨き、使命感をもって行動し、生涯にわたり
自己の資質向上に努めることができる人材の育成を考えている。臨床検査コースでは、高
い倫理観と人を思いやる豊かな人間性をもち、確かな医学知識と医療技術を修得して、質
の高い臨床検査技師として高度医療の一翼を担える人材を育成する。衛生・食品コースで
は、臨床検査コースとも共通する生命科学を基盤として、働く場の衛生、環境保全、ある
いは食の安全などに関する幅広い知識と技術を修得し、社会において保健活動を実践する
人材を育成する。
医用生体工学科は、最先端技術を活用する先進医療機器や生命維持管理装置の専門家と
して、工学領域の専門知識と安全性の高い医療技術を備え、医療の現場でチームの一員と
して高い倫理観と深い教養に裏づけられた豊かな人間性をもって行動する臨床工学技士を
育成する。
大学院医学研究科は、高度で最先端の医学研究に従事し、豊かな学識をもつ、将来、指
導的な立場にたてる人材を育てることを教育目標としている。特に本学では、高度専門職
業人として、
優れた研究能力や科学探求心を備えた臨床医の養成も主たる目的としている。
また、保健医療学部を含めた大学院構想については平成 22 年度開設に向け準備中である。
３−１−② 教育目的の達成のために、課程別の教育課程の編成方針が適切に設定されて
いるか。
医学部では、平成 12 年度よりコースとユニットからなる 6 年一貫・統合教育を開始し
た。ここではこの教育課程を総論的に記し、コースは 3-2-①でユニットは 3-2-②で詳記す
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る。
この 6 年一貫・統合教育は、医学を学術分野ごとに編成するのではなく、機能別・臓器
別に統合的に学習するという編成方針をもとに教育課程を組んでいる。これは、医師とな
り患者に接した際に内科、外科等の学問体系にとらわれることなく、多角的に病める人を
診る目を養うことを主眼としている。また、増加の一途をたどる医学・医療の知識を効率
的に習得することも目指している。その根幹となる教育内容は国の示したモデル・コア・
カリキュラムを包含している。
このカリキュラムの中には、幅広い医学的知識の習得と学習の動機付けのために少人数
教育、問題基盤型のチュートリアル教育を随所に取り入れ、自主的に自己学習能力を身に
つけさせるとともに、
進んで物事をより深く追求し、
専門性を高める態度を培わせている。
さらに、確かな臨床的技能習得のために、スキルスラボ等を有効活用して低学年から臨床
技能教育を開始して 5 年次の臨床実習に備えている。臨床実習に際しては、大学病院、総
合医療センターの両院で見学型臨床実習と診療参加型臨床実習（クリニカル・クラークシ
ップ）を適切に組み合わせて、一定の臨床技能を備えることができるようにしている。6
年次では、それまでに学んだコースとユニットを総合的かつ包括的に学習し直し、医師国
家試験に耐えうるだけの医学的知識の習得をめざしたカリキュラムを組んでいる。特に倫
理観と社会的視野に重点を置いた「良医への道」コースでは、医の倫理を含む人間教育を
4 年間学ばせるとともに、低学年からの医師になるための動機づけを行い、コミュニケ−
ションの意義、共感的姿勢の重要性等々を学習させる様編成している。また、課外学習に
おいても、交換留学や夏期休暇学生受け入れプログラム等幅広い医学知識の習得および学
生の自主性と学習意欲の向上が図れる様に配慮している。
保健医療学部では、1 年次から段階的に進む「医療の基本」での少人数の討論型学習を
通じて、「課題を探求し自ら解決する能力やコミュニケーション能力」を養い、また、3
学科に共通して臨床実習の前に「医療安全管理とチーム医療」を配置することによって、
将来保健医療技術者としての医療安全管理の重要性を認識し、様々な職種の人々と協力し
積極的に保健医療に関わることができるようカリキュラムを編成している。また、教養教
育として人文・社会科学、自然科学、外国語等、多様な一般教育科目を配し、学生による
幅広い選択を可能としている。さらに、異なる学科の科目も受講し単位を取得できるよう
に配慮している。
大学院医学研究科では、生物・医学研究系，社会医学研究系，臨床医学研究系の 3 つの
専攻を置いている。また、平成 17 年度より豊かな学識をもつ、将来指導的な人材を育て
るために、選択必修プログラムの教育課程を編成し、専攻分野の知識の修得，研究にとら
われず、幅広く豊かな学識が修得できるような編成方針をとっている。
３−１−③ 教育目的が教育方法等に十分反映されているか。
医学部は、医師としての幅広い医学的知識と確かな臨床的技能を習得させるために、6
年一貫・統合教育を実施する中で少人数教育、問題基盤型のチュ−トリアル教育を適切に
取り入れ、自己学習能力を身につけさせている。また、平成 17 年度よりの共用試験
(CBT(Computer Based Test)と OSCE(Objective Structured Clinical Examination:客観的
臨床能力試験))の本格的実施に伴い、医学知識の習得と同時に臨床医としての態度と技能
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の習得にも力をいれている。まず低学年のうちから臨床に結びつけた授業(臨床入門等)を
行っており、スキルスラボ等を効果的に活用しながら臨床能力を身につけるようにしてい
る。5 年次からは大学病院と総合医療センターに分かれて臨床実習に入る。実習は見学型
と診療参加型実習（クリニカル・クラ−クシップ）を適切に組み合わせて総合的な実地臨
床教育を行っている。また、平成 18 年度より 6 年次 1 学期では学内外施設での実習を認め
ている。学生にはボランティア活動等を奨励して、広く社会に貢献することにより高い倫
理観と人間性を涵養し、社会的視点にたった調和と協調性を身につけさせる教育を行って
いる。
保健医療学部では、保健医療に係る医療人としての医学的基盤を形成するために、1〜2
年次より統合カリキュラムとして「人体の構造と機能」や各種の臨床医学各論を 3 学科共
通に設定している。また、高い倫理観と豊かな人間性、協調性をもった社会人となるため、
1 年次から段階的にコミュニケーション、患者-医療人関係、医の倫理、診療の基本、医療
安全管理とチーム医療、医学の歩みを各学科共通プログラムとして学習する。
大学院医学研究科では、医学研究者として自立して研究活動を行うに必要な豊かな学識
の習得と高度な研究能力を養うため、専攻領域の研究・知識の習得にとどまらず、選択必
修科目の履修や学術集会への参加により幅広い学識の習得が可能となるプログラムを設定
している。
（２）３−１の自己評価
・医学部においては、
「すぐれた実地臨床医家を育成する」という教育目的が教育課程や
教育方法に十分反映されていると判断している。
・平成 12 年度からスタートした 6 年一貫・統合教育は平成 17 年度に初めての卒業生を輩
出し、教育の成果を評価することができた。その年度の第 100 回医師国家試験では新卒
合格率 97.6％を獲得し、一定の成果を得たものと評価している。
・保健医療学部は「すぐれた保健医療技術者を育成する」という教育目的達成に向かって
スタートしたばかりであり教育の結果は得られていない。しかし、できるだけ早い段階
で、教育課程の編成や教育方法等について検証が必要である。
・大学院医学研究科における教育目的・目標は適切に設定されていると判断している。
（３）３−１の改善・向上方策（将来計画）
・平成 19 年度より川角キャンパスで学習していた 1 年生が毛呂山キャンパスに移動する。
施設の問題も含めたカリキュラムの再編成を早急に行う。
・6 年次 1 学期に認めている学内外実習はまだ定着化しておらず、カリキュラム等の改善
を含めた検討を行っている。
・最近 5 年間の卒業生の進路状況は年度により若干の変動があるが、おおよそ 50％前後の
卒業生が本学大学病院または総合医療センターで研修を行っている。その数字を上げる
ため卒後臨床研修も視野にいれた卒前医学教育を構築する。
・平成 16 年度からの臨床研修医制度の必修化等による大学院入学者が激減している。夜
間・夏期開講、社会人の受け入れ、研修医制度・専門医制度のあり方も考慮したカリキ
ュラムなどを大学院委員会で検討し、
平成 19 年度にはその内のいくつかを実行させる。
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・医学部での新たな動機付けの方策として、4 年次共用試験に合格した学生に対し、臨床
実習の場に参画する前の段階として｢臨床医学生認定式（白衣授与式）｣を行い、学生の
モチベーションを上げていきたい。
・平成 18 年度からは医学部 4，6 年次での全授業で実施している学生による授業評価をも
とに教育内容・方法の改善を図りたい。また、評価方法を検証し低学年にも広げていき
たい。
・保健医療学部においても全教員に対する授業評価を実施しており、また自己点検・評価
委員会のもとで各学科の教員を交えた形で様々な FD 活動を行う予定である。
・保健医療学部においては、1 学期終了時点で学務委員会等で教育課程や教育方法につい
て評価を行い、その結果をその後のカリキュラム編成や教育方法等に活用していく。
３−２ 教育課程の編成方針に即して、体系的かつ適切に教育課程が設定されていること。
（１）事実の説明（現状）
３−２−① 教育課程が体系的に編成され、その内容が適切であるか。
本学では、学部学科ごとの教育目的、目標を基に教育課程の編成を行っており、学生案
内(学生便覧)、大学院案内、シラバス、ホームページなどを通して学生に周知させている。
また、医学部の保護者に対して「埼玉医科大学の教育について」を配布し教育方針の理解
を得るようにしている。シラバスには、学科ごとに授業内容、学習目標が掲げられており、
学生案内(学生便覧)には各学年の学事予定が明記されている。基本的に医学部では履修す
べき時間数を定めた時間制、保健医療学部では単位制をとって体系的に編成されている。
医学部ブランチとしての医学教育センターは、各部門が統合的かつ有機的に連携し、教
育課程の編成に関しても様々な形で関与している。また、同センター卒前医学教育部門は
学生の教育、試験，生活、健康等々に係わる問題を改善・向上させるため 5 つの室(カリキ
ュラム室，試験管理室，調査解析室，学生支援室，学生保健管理室)を置いており、教育カ
リキュラムの体系的編成、作成、評価、分析等々に加えて学生の生活上と健康上の諸問題
に対処している。各室では定期的に会議を開き、問題点や必要事項の検討を行い、その結
果をさらに医学教育センター懇談会で整理・再検討している。月に 1 度、卒前教育委員会・
教育主任会議合同会議を開催し、重要事項の決定を行うとともに教育情報の伝達・共有化
を行っている。
医学部の 6 年一貫・統合教育は国が示したモデル・コア・カリキュラムを包含し、1 年
生のうちから、医学を機能別・臓器別に学習するコース・ユニット制で、図 3-2-1 に示す
ように各学年での履修内容が有機的なつながりを持ち、6 年間の卒前医学教育が効果的に
行われることを目指している。

- 24 -

埼玉医科大学

Saitama Medical School

教育カリキュラム
２０００年から６年一貫・統合教育を開始
○
○
○

医学教育を６年間を通しての一貫教育として据える
機能別・臓器別に統合的に学習する
講義内容は国の示したコアカリキュラムを包含
カリキュラムの全体像（２００６年度）

１年生
２年生
人体の構造と機能
人体の構造と機能−１

３年生

人体の構造と機能−２

ヒトの病気−１

ヒトの病気−２

診療の基本 1
呼吸器
循環器
消化器
血 液
腎・泌尿器
生殖器
内分泌・代謝

診療の基本 2
救急・中毒
神 経
感覚器
皮膚・運動器
内分泌・代謝
免 疫
周産期・発達
精 神
感 染

生殖器
血 液
遺 伝
感覚器
神経（脳実習含む）
構造系実習
機能系実習

細胞生物学
細胞生物学−１

医学の基礎
医学の数学
医学の物理学
医学の化学
基礎科学実験
英 語

５年生

細胞生物学−２

病気の基礎 １

社会と医学

病気の基礎 ２

（BSL/CC）

疾病の予防と対策
環境・食品・職業と健康
異状死の診断

感 染
免 疫
疫 学

病理総論
薬理総論

臨床実習

良医への道
良医への道−１
医学概論
臨床入門＊・PBL＊＊
医学セミナー
選択必修

６年生

良医への道−２

良医への道−３

医学概論
臨床入門＊・PBL ＊＊
医学英語
選択必修

良医への道−４

医学概論
臨床入門＊・PBL ＊＊
医学英語

＊

医学概論
臨床入門＊
医学英語

臨床入門：アーリーエクスポージャープログラムを含む。

総合 学 習・
臨 床 実 習・
研 究 体験

総 論
皮膚・運動器
内分泌
循環器
呼吸器
腎・泌尿器
消化器

４年生
ヒトの病気

総合学習

共通プログラム
ＣＰＣその他

＊＊

PBL：Problem Based Learning（問題基盤型学習）

図 3-2-1
医学部 1 年次では、
「細胞生物学」
、
「人体の構造と機能」
、
「医学の基礎」
、
「良医への道」
の 4 つのコースが始まる。
「医学の基礎」は 1 年生で終了するが、
「細胞生物学」と「人体
の構造と機能」は 2 年次、
「良医への道」は 4 年次まで続く。2 年次からは「病気の基礎」
が始まり 3 年次まで続く。3 年次からは「ヒトの病気」が始まり 4 年次まで続き、4 年次
で「社会と医学」のコースを学習する。ここまでの学習の中で、早期臨床体験学習等を通
じて豊かな人間性を養うとともに、臨床医学へのモチベーションを高め、医師としての態
度や基本的な臨床技能を学習させることをめざす。5 年次にクリニカル・クラークシップ
を含む臨床実習を行い、学年末に advanced OSCE によって臨床能力を確認する。6 年次は
総合学習として、6 年間の学習成果を点検し不足しているその分を補い、医学生としての
知識・技能のまとめを行う。
保健医療学部では、下記に示すとおりそれぞれの学科が個々に教育カリキュラムをもち、
1〜4 年次に履修すべき学科目を学習することにより、それぞれの専門性を生かしつつ高い
倫理観と人を思いやる豊かな人間性を養いながら確かな医学知識・医療技術を修得できる。
さらには高度な保健・医療へのニーズに対応できる医療従事者としての国家試験受験資格
を得ることができる。
【看護学科】
看護学科では看護を研究的にみつめ、社会の動向に応じて看護を変革していける能力を
養うために「ケアの質向上のための看護学」の諸科目を配置し、卒業時点で看護師、保健
師の国家試験受験資格が得られるような教育課程の編成になっている。表 3-2-2 に示すよ
うに、教育の集大成として 3 年次からは本学大学病院を中心に看護実習に入り、看護を探
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求することへの関心と意欲を深め、理論と実践を統合した教育を行う。

図 3-2-2
【健康医療科学科】
健康医療科学科では、健康や医療などに関する幅広いカリキュラムで構成され、臨床検
査技師の国家試験受験資格または第一種衛生管理者、食品衛生管理者などの多様な資格が
得られるような教育課程の編成になっている。図 3-2-3 に示すように、2 年次に衛生・食
品コースか臨床検査コースのどちらかのコースを選択するカリキュラム構成に特徴がある。

図 3-2-3
【医用生体工学科】
医用生体工学科では、図 3-2-4 に示すように工学系・医学系の科目をバランスよく配置
したカリキュラム構成になっており、臨床工学技士の国家試験受験資格が得られるような
教育課程の編成になっている。
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図 3-2-4
大学院医学研究科は、専攻ならびに専攻分野科目を１つ選び、指導教員のもとで必要な
研究指導を受ける。また、平成 17 年度より選択必修科目として最新臨床医学入門，最新
基礎医学入門，実用実験医学入門を新規に設け、2 年間でそれぞれを 10 回(3 時間/回)受
講すれば、2 単位認定できるとした。卒後教育委員会で認められた学術集会に受講した場
合にも同様の扱いとした。
３−２−② 教育課程の編成方針に即した授業科目、授業の内容となっているか。
医学部の新入生の大部分が化学と生物学、または化学と物理学を選択し受験しているこ
とから、高校での生物学または物理学の未履修者の扱いが問題となる。生物学については、
細胞生物学コースの構成を工夫することにより、未履修者でも理解できるように配慮して
いる。物理学に関しては正課外として週 1 時間の補習講義を行っている。
１年次からは「細胞生物学」
、
「人体の構造と機能」の 2 つのコースがスタートする。前
者では人体の基本的単位である細胞の構造と機能を、後者では臓器や機能別に人体の構造
と機能について学習する。
「細胞生物学１」では、学生がグループ毎に定められた項目を
事前に学習して残りの学生に講義するというユニークな方法を用いている。教員は学生の
自己学習や講義準備について助言者として機能する。この学習を通じて、知識の習得に加
え自らが学習する習慣を身につけさせる。この他、１年次では「医学の基礎」として、英
語、数学、物理学、化学の基礎知識を学習する。
2 年次からは、
「病気の基礎１」として病理学および薬理学の総論的知識を学ぶ。なお、
「良医への道 1〜4」では、早期臨床体験実習を通して、豊かな人間性を養うとともに、医
師としての態度や基本的な臨床技能を段階的に学習する。
3 年次の始めには、
「診療の基本」ユニットにおいて各ユニットに共通する症候、検査、
治療について基本的知識を学ぶ。
「病気の基礎 2」コースでは、感染、免疫、疫学に関する
基礎知識を学習する。
「ヒトの病気 1、2」が中心となる。3 年次では呼吸器、循環器、消化器、
3 4 年次では、
血液、腎・泌尿器、生殖器の各ユニットが、4 年次では神経、感覚器、皮膚・運動器、内
分泌・代謝、免疫、周産期・発達、精神の各ユニットが、関連する各臨床科目が統合され
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た形で行われる。
4 年次には、
「症候の鑑別」ユニットにおいて主要な症候の病態と鑑別診断について学ぶ。
また、
「社会と医学」コースがあり、疾病の予防と対策、環境・食品・職業と健康、異状
死の診断などについて学ぶ。また、1〜2 学期の病棟見学と 3 学期の臨床入門実習が、次年
度の臨床実習への橋渡しとなる。
5 年次の臨床実習は、本学大学病院および総合医療センターの 81 の基本学科において行
われる。学生は１グループ 6〜7 名の 14 グループに分かれ、1〜2 週間の見学型実習と 4
週間の診療参加型実習(クリニカル・クラークシップ)を履修する。各臓器・機能系の疾患
の診断と治療について理解を深めるために、できるだけ関連の深い分野を組み合わせて１
つのブロックとし、全体で 4 つのブロックに分けて運営している。また、毎週１回、全員
参加のクリニカルカンファレンスや CPC(Clinical-Pathological Conference)を設けてい
る。
6 年次では総合的かつ包括的に疾患の病態から診断、治療を捉え直し、理解を深める学
習を行っている。
また、医学部では、教育に関する学生からの相談窓口を基本学科ごとに設定している。
担当教員の FAX 番号と E-mail address を学生に配布し、いつでも質問や相談ができる体
制をとっている。
保健医療学部看護学科の教育課程は、基礎分野，専門基礎分野，専門分野に至る段階的
な構造としている。
「生活している人間の理解」においては、科学的思考の基盤を養い、人
間及び人間生活を理解するために、人文科学、社会科学、自然科学、外国語に関する科目
を設け、人間を統合された全体的存在として捉えることを促している。また、これらのい
ずれかの分野に履修科目が偏らないような履修方法を指導している。
「看護の対象としての
人間の理解」では、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、社会保障制度と生
活者の健康、健康現象の疫学と統計に関する諸科目、さらに、医療の基本、病むことの心
理、看護におけるコミュニケーション論を含む医療と人間に関する科目を履修する。この
学習によって看護学の視点から看護の対象としての人間理解を深める。これらの科目は 1
年次から 4 年次にわたって配置され、看護の専門的学習が進むにつれ、それと連動して「病
める人の看護」に対する理解が深まるように図っている。
「看護専門職に必要な基本的知
識・技術・態度の修得」には、基礎看護学、臨床看護学、地域生活看護学、看護学実習に
加えて、看護を研究的にみつめ、社会の動向に応じて看護を変革していける能力を養うた
めに「ケアの質向上のための看護学」の諸科目を配置している。基礎看護学では看護の基
礎的知識と技術、態度を理論的根拠に基づいて学ぶ。臨床看護学は成人看護学、老年看護
学、小児看護学、母性看護学からなり、人間の成長と発達の側面から健康の保持増進と疾
病の回復の援助について学習する。地域生活看護学は精神看護学、在宅看護学、地域看護
学からなり、
生活している人間の看護という側面から看護の知識と技術・態度を学習する。
本大学病院を中心とした看護学実習は看護教育を最終的に統合する学びの場として位置づ
けられ、7 つの専門領域における実習を通じて、看護を探求することへの関心と意欲をも
ち、理論と実践との統合を目指した一貫性のある実習教育である。なお、基礎看護学実習、
成人看護学実習、老年看護学実習では、学習の内容を段階的に深めることができるよう、
学年を越えて複数学年次に履修できるよう配慮している。
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保健医療学部健康医療科学科では、基礎科目として１年次に科学的思考の基盤となる自
然科学系と人文・社会科学系及び外国語を満遍なく配置し、幅広い教養を身につけられる
よう工夫している。専門基礎科目の１つである「医療の基本Ⅰ、Ⅱ（1〜2 年次）
」では、
基礎的なコミュニケーション演習や医の倫理、
患者-医療人関係に関する小グループ討論を
通じて、患者を思いやり、患者の立場に立った医療人をロールモデルとして演習形式で行
う。また、1 年次には、保健医療に関与する者としての学習の基礎となる「人体の構造と
機能Ⅰ、Ⅱ」の講義及び実習を通年で行い、2 年次の臨床医学各論（専門科目）につなげ
ている。1〜2 年次は全学生が基礎および臨床医学を統合的なカリキュラムのもとで継続的
に学ぶとともに、保健医療人としての下地を作る期間といえる。この他の専門基礎科目と
しては、その他の基礎医学関係の諸科目、医用工学及び情報科学が 2 年次に、公衆衛生学
と保健医療福祉総論が 4 年次に開講される。
企業実習、
臨地実習前の 3 年次では環境食品、
臨床検査等々の専門科目の学習が中心となる。高度な専門職業人としての臨床検査技師の
育成ととともに、幅広く保健分野で活動できる健康関連領域の職業人の育成も目指してお
り、このため臨床検査系と衛生・食品系の 2 つのコースが選択できるようになっている。1
年次の終わりにコースの選択（各々約 40 名ずつ）を行うが、上述のように 2 年次までは概
ね両コース共通の科目が並んでいる。両コースとも 4 年次に卒業研究を課し、個別指導の
もとに論文の作成を行い、健康医療科学者としての素養を磨く。
保健医療学部医用生体工学科では、基礎科目として 1 年次に必修科目（医療法規概論、
医用工学概論英語Ⅰ及び数学Ⅰ〜Ⅱ）とともに、哲学、心理学、倫理学、社会学、法学、
社会福祉論、外国語と 13 の選択科目を配置している。専門基礎科目の１つである「医療の
基本Ⅰ〜Ⅲ（1〜2 年次）
」では、健康医療学科と同様の内容を学習する。また医療安全管
理とチーム医療についても小グループ討論を通して学ぶ。さらに、1 年次には、医療人と
しての基礎となる「人体の構造と機能Ⅰ〜Ⅲ」の講義を行い、2〜3 年次の臨床医学各論（専
門科目）につなげていく。この他の専門基礎科目では、臨床工学に必要な医学的知識とし
て公衆衛生学や麻酔学、工学的知識として力学、電磁気学、電気回路、電子回路、基礎統
計学、機械工学、通信工学、応用数学、デジタル回路、電気・電子実験、エレクトロニク
ス実験の 11 科目、医療情報技術とシステム工学の基礎として情報と計算機、計算機アーキ
臨床工学分野に必要な基礎的知識の定着
テクチャなど 5 科目を 1 2 年次に配置してあり、
を図っている。専門科目としては、センサー・計測工学や生体物性論などの医用生体工学
科目および生体計測機器や医用画像機器などの医用機器学科目が主として 2 年次に配置さ
れている。また、
「生体機能代行技術学」の機能代行機器概論、循環機能代行機器、呼吸機
能代行機器、代謝機能代行機器の講義も同様に 2 年次に配置され、3 年次での実習に備え
ている。さらに、3 年次には専門選択科目の工学系分野 13 科目（システム制御論、応用光
学、メカトロニクス、バーチャルリアリティ等）及び医学系分野 6 科目（放射線医学概論、
周産期医学概論等）が配置され、4 年次での臨床実習及び卒業研究に続く。ことに、高度
先進医療を行っている本学病院群での臨床実習は有益である。また、卒業研究では個別の
テーマで問題を自ら発掘し解決する能力を養い、論文作成の基礎を学習する。なお、意欲
をもって医用生体工学研究や医用機器開発などを志す者については、多様な専門選択科目
を多く履修することが可能となっている。
大学院医学研究科では、各専攻分野に沿って、独自のプログラムが用意されている。
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その共通点は、
初めの 2 年間で必修科目 24 単位と選択科目 6 単位以上を修得することであ
る。後の 2 年間で、与えられたテーマの研究を遂行し、4 年終了時に学位論文の審査が完
了することが要請されている。17 年度から新たに選択必修科目として、実用実験医学入門、
最新基礎医学入門、最新臨床医学入門の 3 つを開講した。さらに毛呂山キャンパスと川越
キャンパスを TV 会議システムでつなぎ多くの大学院生の受講の機会をつくっている。
専攻
分野以外の幅広い最新の知識、技術が習得できるものと想定している。
３−２−③ 年間学事予定、授業期間が明示されており、適切に運営されているか。
・学生案内(学生便覧)やシラバスに年間学事予定及び授業期間(表 3-2-1)を明示している。
年度始めのオリエンテーション時に学生案内(学生便覧)、シラバスを配布し、学生への周
知を図っている。授業の変更等の学生への周知は、基本的に掲示によることとしている。
表 3-2-1
区 分

学 期

医学部(1 年次)
保健医療学部

前 期

医学部(2 年次から
6 年次まで)
大学院
医学研究科

後 期

期

間

4 月 1 日から 9 月 30 日まで
10 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで

第 1 学期

4 月 1 日から 8 月 31 日まで

第 2 学期

9 月 1 日から 12 月 31 日まで

第 3 学期

1 月 1 日から 3 月 31 日まで

前 期

4 月 1 日から 10 月 15 日まで

後 期

10 月 16 日から翌年 3 月 31 日まで

３−２−④ 年次別履修科目の上限と・進級・卒業・修了要件が適切に定められ、適用さ
れているか。
① 授業と単位
・1 年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め 35 週に渡ることを原則としてい
る。
・講義及び演習については、15 時間から 30 時間までの範囲で各学部が定める時間の授業
を 1 単位としている。
・実験、実習及び実技については、30 時間から 45 時間までの範囲で各学部が定める時間
の授業を 1 単位としている。
・保健医療学部の卒業論文、卒業研究については、これらに必要な学修の成果を考慮し
て単位数を定めている。
② 修業年限と在学年限
・医学部の修業年限は 6 年とし、保健医療学部の修業年限は 4 年である。
・在学年限は修業年限の 2 倍を超えることはできない。また、同一学年次に 2 年を超え
て在学することはできない。
③ 単位数(時間数)と進級・卒業要件
・履修取得条件を医学部は基本的に時間数とし、保健医療学部は単位制としている。
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・医学部各学年の進級は履修すべき時間数(単位数)を取得した上で、各学年の進級要件
を満たした場合に進級できる。また、卒業要件は卒業試験(2 回の平均)の合格を卒業の
条件としている。各学年の進級要件及び卒業要件は「試験に関する規則、総括的評価
基準および評価方法」に規定している。
④ 医学部の進級と卒業判定
・進級の判定は進級判定会議を開催し決定する。
・卒業の判定は卒業判定会議を開催し決定する。
・進級判定結果および卒業判定結果は教員代表者会議(教授会)に報告され、認定を受け
る。卒業と認定された場合は、卒業証書・学位記を授与する。
⑤ 保健医療学部の進級と卒業判定
・当学部の総括的評価基準にしたがい、学年末に開催される各学科の教員会議において
判定し、教授会の議を経て決定される。
⑥ 大学院の修了要件
・研究科に 4 年以上在学し、所定の授業科目について 30 単位以上修得し、専攻分野の指
導教員の研究指導を受け、4 年後の卒業までに学位論文を提出し、論文審査委員会での
審議後、最終的に研究科委員会の審査に合格すれば課程修了となる。博士課程修了者
には博士(医学)の学位を授与する。
３−２−⑤ 教育・学習結果の評価が適切になされており、その評価の結果が有効に活用
されているか。
① 成績評価
・各授業科目(各ユニット)の成績は各授業科目責任者(ユニットディレクター)が、シラバ
スに明記した一般的目標及び具体的目標の達成度を原則として試験により行い評価し
ている。
・
「試験に関する規則、総括的評価基準および評価方法」を学生案内（学生便覧）の中で
明示している。
・成績の評価は学則第 12 条第 3 項に従って行い、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄをもって表す。
(学部ごとの点数区分は表 3-2-2 に示す。) Ａ，Ｂ，Ｃを合格、Ｄを不合格としている。
表 3-2-2
評価の表示方法

医学部・大学院

Ａ

100 〜 80 点

Ｂ

79 〜

Ｃ
Ｄ

保健医療学部

100

〜 85 点

70 点

84

〜 70 点

69 〜

65 点

69

〜 60 点

64 〜

0点

59

〜

0点

② 評価の結果について(医学部)
・教育・学習の評価の分析は主に医学教育センターの卒前医学教育部門・調査解析室が担
当している。
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・分析結果を卒前医学教育部門でさらに検討し、卒前教育委員会を通して各基本学科教育
主任に周知徹底している。これらの教育の評価結果は、医学教育センター他部門はもち
ろんのこと、関係部署にも伝達される。さらに問題点の洗い出しを行い、カリキュラム
の改善等を含め、本学の教育向上に努めている。
・教育学習成果(国家試験合格率等)は、保護者会、大学案内、オープンキャンパス等々で
公表されている。
３−２−⑥ 学士課程、大学院課程、専門職課程等において通信教育をおこなっている場
合には、それぞれの添削等による指導を含む印刷教材等による授業、添削等
による指導を含む放送授業、面接授業もしくはメディアを利用しておこなう
授業の実施方法が適切に整備されているか。
＜該当なし＞
（２）３−２の自己評価
・各学部とも教育目標にあった体系的な教育課程の編成と内容の設定ができていると判断
している。教育がスタートしたばかりの保健医療学部は、4 年後の完成年度をめざし学
務委員会および自己点検・評価委員会が中心となり、教育課程や授業科目及び授業内容
について検討している。
・両学部のシラバスには、授業内容、到達目標等が詳細に示されており適切に運用されて
いると判断しているが、学生による評価調査は実施していない。
・年間の学事予定及び授業期間は、学生案内(学生便覧)、大学院案内に明示しているが、
内容に変更が生じた場合の対応方法はホームページや掲示板等で速やかに周知徹底し
ている。
・高校での生物学または物理学の未履修者に対する補習講義は評価できる。
・医学部の進級・卒業要件は適切に定め、かつ適用していると判断している。
・保健医療学部各学科の進級要件の妥当性は現時点では評価できない。
（３）３−２の改善・向上方策（将来計画）
・医学部の成績の評価法は、平成 12 年度の新カリキュラム発足と同時に総括的評価基準を
新たに策定し、この基準に従って厳正に評価している。この評価基準は毎年見直しを行
っているが共用試験の評価基準を含めてさらに改善していく予定である。
・学生の授業への出席を求めていく中で、授業内容の充実は重要なテーマである。学生に
よる授業評価を参考にしながら、
教員の FD も実施しつつさらなる授業内容の充実に努め
る。
・シラバスの内容については、学生による授業評価等を参考にし、さらに内容の充実に努
める。
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３−３ 特色ある分野における教育内容・方法に工夫がなされていること。
（１）事実の説明（現状）
３−３−① 特色ある分野における教育内容・方法に工夫がなされているか。
医学部のカリキュラムの特徴の 1 つである良医への道コースは、1 年次から 4 年次まで
段階的に続き、豊かな人間性、幅広い社会的・国際的視野、探求心と科学的思考能力を備
えた、生涯にわたり自ら学習を続けることができる医師となる素地を身につけることを目
的としている。
また、
基本的な臨床技能を段階的に習得していくことも目的の 1 つである。
医学部における医療安全教育は、大学病院の医療安全対策室と連携し、小グループによ
るケーススタディを含む 1 年次から６年次までの一貫した教育プログラムで行っている。
医学部では、学習の動機付けと基礎的なコミュニケーション能力の演習のために、学外
のケアハウスやデイケア施設の訪問、看護業務体験実習あるいは外来初診患者の付添実習
等を行っている。
医学部では海外 9 大学と交換留学の契約を締結し、毎年 20 名前後の学生が、2〜3 人 1
組で海外の各大学に夏期休暇を利用して 4 週間の短期留学を行う。海外の各校からも時期
は異なるが、それぞれ 2〜3 名ずつの学生が本学に留学する。カリキュラム上は正課外の取
り扱いであり、単位としては認定していない。交換留学相手校はスウェーデンの Link ping
大学、ドイツの Charite Berlin 医科大学、Bochum 大学、ハンガリーの Semmelweis 大学、
中華民国の Chang Gung 大学、
英国の Liverpool 大学、
カナダの Manitoba 大学、
米国の Albert
Einstein 医科大学、Johns Hopkins 大学である。平成 17 年度まで延べ 191 人の本学学生を
送り出し、149 人の外国人学生を受け入れている（図 3-3-1）
。

University of Bochum
(Germany)
The University of Manitoba
(Canada)

Linkoping University
(Sweden)
Free University of Berlin
(Germany)

Albert Einstein College of Medicine
(U.S.A.)

Semmelweis Medical School
(Hungary)

The University of
Liverpool School of Medicine
(U.K.)

The Johns Hopkins University
(U.S.A.)
Chang Gung University
(Taiwan)

留学した学生
受け入れた学生

191人
149人

平成17年度現在

Student Exchange Program
図 3-3-1
交換留学生は委員会を設置し選抜する。選抜された学生は coordinator、国際交流セン
ターの教員、医学英語担当者、native speaker を講師とした 2 泊 3 日の語学研修セミナー
に参加する。留学生は 4 週間あるいは 2 週間ずつ 2 つの希望する研修科目を選択し相手大
学の指導者(tutor)の指導をうけ、研修内容の評価をもらう。帰国後、学長同席のもと、交
換留学報告会において留学成果を報告する。
- 33 -

埼玉医科大学

海外からの留学生はその大学において選抜される。留学生は 4 週間あるいは 2 週間ずつ
臨床科目を選択し、指導者(tutor) の指導を受け評価される。留学生の成績は国際交流セ
ンターから相手大学へ報告される。留学生は大学構内の丸木記念館に宿泊する。本学は留
学生に奨学金を与えている。
これとは別に医学部では、平成 18 年度より春休みを利用して英語能力を高める目的で
英語語学研修プログラムを計画した。全学年が対象で、ホームステイをしながらワシント
ン大学での 2 週間の研修を行う。単に英語の語学研修ではなく、医学英語の授業、医学分
野の専門家による講義、病院の見学などがプログラムされている。
医学部の課外授業としての特徴の一つに「夏期休暇学生受入プログラム」があり、毎年
延べ 200 名ぐらいの学生が参加している。これは、基礎・臨床の各科から提示された 100
前後のプログラムが夏期休暇前に提示され、学生は希望のプログラムに応募する。内容は
基礎分野での実験・実習、臨床現場での体験学習、学外施設見学等々、多種多様なプログ
ラムとなっている。定員は各プログラムで数名から十数名規模であり、期間は数日から 2
週間程度、基礎的な実験への参加から病棟での臨床体験まで幅広い内容のプログラムが用
意されている。希望すれば一人で複数のプログラムに参加できる。
保健医療学部の「医療安全管理とチーム医療」は、3 学科共通プログラムとして医療安
全管理の重要性を学ぶ。さらに各学科の特性を考慮した医薬品安全性学や医用安全管理学
等の授業を通して専門職としての医療安全を学習する。
大学院生は毛呂山キャンパスと川越キャンパスに分散しているため、両キャンパスを TV
会議でつなぎ、できるだけ多くの大学院生が受講できるよう工夫している。
（２）３−３の自己評価
・実地臨床医の育成という観点から、
「夏期休暇学生受入プログラム」は、教育内容・方法
に本学の教育の特色を出していると判断している。また、交換留学制度は実体験として
の国際化への第１歩となり、学生の学習意欲向上を促していると評価している。逆に医
学生を海外から受け入れる基本学科にとっても良い経験となり刺激となっている。
・医療安全管理に関係する授業を全学的に正課の授業として実施しており、医療安全の重
要性を卒前教育の中で重み付けている点は評価できる。
（３）３−３の改善・向上方策（将来計画）
・平成 17 年度に、国際交流を全学的に掌握し、推進する専門機関として国際交流センター
を設置した。海外からの留学･研究生の支援また、海外へ留学する教育者・研究者への支
援をより積極的に行う。
・学生相互交換留学制度における単位認定や単位互換は実現されていない。これには日本
の医学部と海外の医学部のカリキュラムは異なり、言語の問題以前に臨床実習の研修内
容が異なっているため、日本のあるいは本学医学部カリキュラムを説明し、理解しても
らう必要がある。この点は、相手大学の coordinator と綿密な連絡をとり、本学の現
状を理解してもらい、適当な指導をお願いするなど改善を図りたい。
・春休みを利用した英語語学研修プログラムは、平成 18 年度は参加希望者が少なく中止
した。プログラム内容と経費（学生負担額）を再検討する。
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[基準３の自己評価]
・両学部、大学院とも教育目的が教育課程や教育方法に十分反映できていると評価してい
る。また、編成方針に即して体系的に教育課程が設定されていると判断している。
・特色ある分野における教育内容・方法については「短期交換留学」
「夏期休暇学生受入プ
ログラム」等、本学の特色が出ており成果を上げていると評価している。
・医学部の教育目標の達成度について記す(図 3-3-2)。本学の医師国家試験成績(平成 12
年度〜17 年度)は 6 年一貫・統合教育を導入した平成 12 年度より新卒者の合格率が少し
ずつ改善されはじめ、
平成 14 年度の卒業生では新卒者 91 名の合格率 100％を達成した。
以後ほぼ 95％以上の成績を堅持しており、教育目的達成の教育課程の設定が適切であり、
教育目標が十分に教育方法に反映されていると判断している。保健医療学部の各学科に
おいては、4 年後の国家試験の結果が最初の教育成果の判定を受けるということになる。
％ 100
100

97.6

94.9
95.6

91.6

91.5
90

89.2
88.0
新卒
全体

83.7
85.6
80
77.4

72.8
70
第 95回

第 96回

第 97回

第 98回

第 99回

第 100回

平 成 12年 度

平 成 13年 度

平 成 14年 度

平 成 15年 度

平 成 16年 度

平 成 17年 度

国試回数

図 3-3-2
・医学部における学生の学習意欲を向上させる様々な取組みについては評価できる。保健
医療学部においても、将来保健医療技術者のとしての動機付けを行うため、実習重視の
カリキュラム編成は評価できると判断している。
・本学が医療安全に関する授業・実習を全学的に、かつ継続的に行っていることは評価で
きる。
[基準３の改善・向上方策(将来計画)]
・医学部の学習の活性化と指導方法の改善を促進するための措置として、平成 12 年度か
ら統合カリキュラムを導入したが、さらに、カリキュラムの充実、シラバス(電子シラ
バスの作成含む)の整備・充実に努める。
・医学部における「学生による授業評価」を平成 18 年度から 4 年生，6 年生の全授業で開
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始した(5 年生は臨床実習のため行っていない)。結果を教員に還元することにより、教
育改善につなげていく。
・両学部において、教育に対する正しい評価を行うためには試験問題の精度向上を図る必
要がある。そのためには、卒前教育部門試験管理室が主導的役割を担って、教員に対す
る FD を実施する。
・平成 17 年度共用試験 OSCE の本格実施と診療参加型臨床実習(クリニカル・クラークシッ
プ)の導入に伴い、本学医学部 5 年生で実施している臨床実習の実施時期、実習病院、
実習臨床科、到達目標等々についてさらに検討する。
・医学部の語学力修得に関して 1 年生の英語、2〜4 年次までの医学英語学習、短期交換留
学や英語語学研修プログラム等によって語学力向上に努めている。さらに今後、外国人
講師の採用や教育方法等の改善を行う必要がある。
・将来、医療従事者となって安全な医療を実践するための全学的な医療安全管理に力を入
れた卒前教育に心がけているが、常に教育課程の評価・見直しを図っていく。
・平成 19 年度より医学部の全学年は毛呂山キャンパスで学習することになる。そのために
カリキュラムと学習環境を整備する。
・大学院に関しては、昼夜開講、社会人の受入体制等の検討を行うとともに魅力ある教育
プログラムの作成を行う。
・保健医療学部においても年次をおって段階的に進行する少人数討論型学習(医療の基本)
や医学領域の学習における統合カリキュラムなどを採用している。その授業評価を待っ
てプログラムの充実を図っていく。
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基準４. 学生
４−１ アドミッションポリシー（受け入れ方針・入学者選抜方針）が明確にされ、適切
に運用されていること。
（１）事実の説明（現状）
４−１−① アドミッションポリシーが明確にされているか。
本学の教育目標である｢すぐれた実地臨床医家並びに保健医療技術者の育成｣に応えて、
本学が制定している「期待する医師像（医療人像）
」を具現化できる人材として成長が期
待できる学生を選抜するために、本学が求める学生像を中心とする明確なアドミッション
ポリシーを策定し、学生募集や入学者の選抜指針としている。アドミッションポリシーの
策定にあたっては、教育目標に基づきながら、志願者の視点に立って、具体的に表現する
よう留意している。
〈本学が求める学生像〉
・自ら求めて学び、医学・医療を通じて社会に貢献する意欲と情熱がある学生。
・調和のとれた豊かな人間性と偏らない判断力を備えている学生。
・コミュニケーション能力に富み、他者の立場で考え、行動ができる学生。
・医学・医療を修得するのに必要な基礎学力と問題解決能力がある学生。
このアドミッションポリシーを周知する方法として、入学試験要項や大学ホームページ
に掲載するとともに、オープンキャンパス、学校見学会、高等学校訪問、全国各地で開催
される進学説明会などを利用し周知を図っている。また、学内においても、アドミッショ
ンポリシーを含む入学試験関連事項について、教職員相互の情報共有と協力体制の構築を
図るとともに、同窓会や保護者会などに対しても積極的に情報を提供し理解と協力を得て
いる。
大学院においては、アドミッションポリシーとして明確に定めたものはないが、学士課
程をさらに発展させ、大学院学則第 1 条で定める目的を達成しうる医学研究者並びに高度
の専門医療人の育成を目指し、学生募集と入学者の選抜が実施されている。
４−１−② アドミッションポリシーに沿って、入学要件、入学試験等が適切に運用さ
れているか。
医学部、保健医療学部ともに、入学者受け入れは、推薦入学試験と一般入学試験によっ
て多様で有能な入学者を選抜している。教授会の下に入学試験委員会が設置され、アドミ
ッションポリシーに沿った適切で公正な入学者選抜試験の管理と運営を行っている。入学
要件すなわち、本学が求める学生像、出願資格、選抜の方法や内容等は、入学試験要項や
大学ホームページ等に明示されている。入学候補者は、第一次、第二次試験実施後に、公
正な基準に基づいて選抜され、最終的には合格者判定のための教授会で審議の上決定され
ている。
(医学部)
一般入学試験
出願資格：一般入学試験要項に記載されている。
第一次試験科目の出題方針：高等学校学習指導要領に則り、基本的、標準的問題を中核と
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して、確実な基礎学力を基盤とした運用力、応用力をみる問題を含め、幅広い分野から出
題する。
第一次試験合否判定基準：理科（物理、化学、生物から二科目選択）、数学、英語、小論
文の得点合計が、一定水準以上の者を第一次試験合格者とし第二次試験受験資格を与える。
第二次試験科目出題方針：面接試験によって、医学に対する熱意と適性を備えているかど
うかを、多面的、総合的に評価する。面接試験は、教授会で任命された面接委員が担当す
るが、アドミッションポリシーに基づく評価の客観性を高めるために、事前に複数回の説
明会、研修会を実施している。
第二次試験合否判定基準：第一次試験の結果を基本とし、第二次試験科目である面接試験
評価を重視し、調査書の内容を加味して、アドミッションポリシーに照らして総合的に判
定する。正規合格者を決定すると同時に、補欠合格候補者も決定する。
第一次、第二次試験の合格者について、掲示による正規発表とともに大学ホームページに
も掲載して受験生の利便を図っている。
推薦入学試験
出願資格：推薦入学試験要項に記載されている。
適性、面接試験の出題、評価方針：適性試験は、一般入学試験科目とは違った観点から、
検査Ⅰ（英語・理数系分野）、検査Ⅱ（小論文）に分けて、高校で習得した幅広い基本的
知識、技能、応用力、表現力が定着しているかどうかをみる出題となっている。面接試験
は、医学に対する熱意と適性を備えているかどうかを、多様な角度から評価する。
・試験科目は適性試験と個別面接試験を行ってきたが、面接試験重視の観点から平成 11
年度より個別面接（A 面接）とディベートを含む集団面接（B 面接）を併用し、受験者の
適性、資質をより高い精度で判定できるように努めている。面接試験は、教授会で任命さ
れた面接委員が担当するが、アドミッションポリシーに基づく評価の客観性を高めるため
に、事前に説明会、研修会を実施している。
合否判定基準：適性試験、面接試験、推薦書、調査書等の全ての資料に基づき、アドミッ
ションポリシーに照らして総合的に判定する。なお、推薦入学には補欠合格はない。
・平成 12 年度から一般公募推薦に加えて、指定校推薦による募集を開始した。この指定
校推薦は、すぐれた学生の志願と入学を促進するために、埼玉県内の高等学校 23 校を指
定校とした入学希望者の推薦を依頼することとした。
・指定校における推薦出願資格は、一般公募推薦資格（1 年浪人まで、評定平均値 4.0 以
上）とは別枠として、当該年度卒業見込み者のみとし、評定平均値は 3.8 以上とした。
(保健医療学部)
一般入学試験
出願資格：一般入学試験要項に記載されている。
第一次試験科目の出題方針：高等学校学習指導要領に則り、基本的、標準的問題を中核と
して、確実な基礎学力を基盤とした運用力、応用力をみる問題を含め、幅広い分野から出
題する。
第一次試験合否判定基準：看護学科においては理科（物理、化学、生物から一科目選択）、
国語、英語の得点合計が、一定水準以上の者を第一次試験合格者とし第二次試験受験資格
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を与える。健康医療科学科、医用生体工学科においては理科（ 物理、生物、化学から一
科目選択）、数学、英語の得点合計が、一定水準以上の者を第一次試験合格者とし第二次
試験受験資格を与える。
第二次試験科目出題方針：面接試験によって、医療に対する熱意と適性を備えているかど
うかを、多面的、総合的に評価する。
第二次試験合否判定基準：第一次試験の結果を基本とし、第二次試験科目である面接試験
評価を重視し、調査書の内容を加味して、アドミッションポリシーに照らして総合的に判
定する。正規合格者を決定すると同時に、補欠合格候補者も決定する。
第一次、第二次試験の合格者について、掲示による正規発表とともに大学ホームページに
も掲載して受験生の利便を図っている。
推薦入学試験
出願資格：推薦入学試験募集要項に記載されている。
適性、面接試験の出題、評価方針：適性試験は、小論文で、高校で習得した幅広い基本的
知識が定着しているかどうかをみる出題となっている。面接試験は、医療に対する熱意と
適性を備えているかどうかを、多様な角度から評価する。
合否判定基準：適性試験、面接試験、推薦書、調査書等の全ての資料に基づき、総合的に
判定する。なお、推薦入学には補欠合格はない。
（大学院）
出願資格：大学院学生募集要項に記載されている。
適性、面接試験の出題、評価方針:学力試験と面接を行う。学力試験は、外国語試験（英
語、独語、仏語のうち 1 ｶ国語）および専門領域についての筆記試験で、学術理論、応用
力を判定している。面接試験は、高度の医学に対する適性を備えているかどうかを、多様
な角度から評価する。
合否判定基準：学力試験、面接試験の結果に基づき、総合的に判定する。
４−１−③ 教育にふさわしい環境の確保のため、収容定員と入学定員等、在籍学生数が
適切に管理されているか。
医学部の収容定員は 600 名で入学定員は 100 名である。一般入学試験志願者数は、平
成 16 年度 2,452 名から平成 18 年度 2,664 名にかけて、概ね増加傾向にあり、入学定員
100 名の確保に問題はない(表 4-1-1)。全学年在学生数は、600 名を超えているが、それは
各学年ごとに数名の留年者がいるためである(表 4-1-7)。退学者については、平成 15 年度
19 名、平成 16 年度 5 名、平成 17 年度 7 名となっている(表 4-1-8)。ストレート卒業率は、
平成 15 年度から平成 17 年度の 3 年間は 75.5％から 60.2％と低下傾向にある(表 4-1-9)。
入学者の出身地は、40％前後が関東圏内、残りの 60％は全国的に拡散している。
保健医療学部の収容定員は、看護学科 340 名、健康医療科学科 320 名、医用生体工学
、健
科 160 名の合計 820 名であり、入学定員は、看護学科 80 名(3 年次編入学定員 10 名）
康医療科学科 80 名、医用生体工学科 40 名の合計 200 名である。平成 18 年度入学試験概
要は、
学部合計で志願者数 388 名、
合格者数 214 名、
入学者数 199 名であった(表 4-1-4,5)。
看護学科および医用生体工学科は、入学定員に対し 1.05〜1.10 倍程度の入学者であった
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が、健康医療科学科は、0.85 倍と定員割れであった。これは、保健医療学部の認可日後か
ら学生募集活動を開始したため、試験日までの期日が短く、受験生への周知も十分ではな
く、予想以上に志願者が集まらなかったことが要因といえる。
大学院の収容定員は 200 名で、入学定員は生物・医学研究系 10 名、社会医学研究系 4
名、臨床医学研究系 36 名で計 50 名である。毎年 10 名前後の入学者であり定員割れ入学
が続いている。これは、平成 16 年度からの臨床研修必修化に伴い学生進路の変化が影響
している。このため、社会人入学や夜間開講等の改革に取り組んでいる。
<医学部出願状況・受験状況・合格者状況・入学状況>
表 4-1-1 一般入学試験（一次）
年 度

志願者数

受験者数

合格者数

16

2,452 名

2,161 名

406 名

17

2,746 名

2,379 名

403 名

18

2,664 名

2,276 名

497 名

受験者数

合格者数

入学者数

16

383 名

88 名

86 名

17

380 名

89 名

89 名

18

463 名

89 名

87 名

表 4-1-2 一般入学試験（二次）
年 度

表 4-1-3 推薦入学試験
年 度

受験者数

合格者数

入学者数

16

45 名

15 名

15 名

17

48 名

15 名

14 名

18

43 名

17 名

17 名

<保健医療学部出願状況・合格者状況・入学状況>
表 4-1-4 一般入学試験（3 学科合計）
年 度
18

志願者数
329 名

合格者数

入学者数

163 名

148 名

合格者数

入学者数

51 名

51 名

表 4-1-5 推薦入学試験
年 度
18

志願者数
59 名

<大学院志願者数・受験者数・合格者数・入学者数>
表 4-1-6 大学院志願者数・受験者数・合格者数・入学者数
年 度

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

16

7名

7名

3名

3名

17

12 名

12 名

10 名

10 名

18

9名

9名

7名

7名
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医学部入学試験志願者数の推移

一般志願 者数
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60

150 0
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100 0
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4.0

図 4-1-1 医学部入学試験志願者数の推移
<医学部留年状況・退学状況>
留年者比率は、全学年の合計で 10％を切っているが、6 年生は 15.4%から 18.9％と高
い。その理由としては、6 年生の最終評価が 6 年間学習した内容すべてを出題範囲とす
る総合試験（2 回の卒業試験）結果で評価されており、再試験の設定がないことが要因
と考えられる（表 4-1-7）
。退学者は、この 3 年間 0.8％から 3.0%である。
（表 4-1-8）
表 4-1-7 医学部在籍数・留年率（在籍数は、当該年度の 5 月 1 日現在で記入）
学年

平成 15 年度

留年％

平成 16 年度

留年％

平成 17 年度

留年％

１

4/111

3.6

1/105

1.0

5/104

4.8

２

5/98

5.1

3/107

2.8

2/107

1.9

３

7/112

6.3

6/98

6.1

8/109

7.3

４

2/92

2.2

4/106

3.8

7/97

7.2

５

3/102

2.9

0/89

0.0

4/103

3.9

６

18/117

15.4

21/111

18.9

20/107

18.7

合 計

39/632

6.2

35/616

5.7

46/627

7.3
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表 4-1-8 医学部在籍数・退学率（在籍数は、当該年度の 5 月 1 日現在で記入）
学年

平成 15 年度

平成 16 年度

退学％

平成 17 年度

退学％

退学％

1

4/111

3.6

0/105

0.0

1/104

0.9

2

2/98

2.0

1/107

0.9

1/107

0.9

3

1/112

0.8

0/98

0.0

1/109

0.9

4

3/92

3.3

0/106

0.0

1/97

1.0

5

2/102

1.9

1/89

1.1

0/103

0.0

6

7/117

6.0

3/111

2.7

3/107

2.8

合 計

19/632

3.0

5/616

0.8

7/627

1.1

<医学部卒業状況>
表 4-1-9 は、入学から 6 年間で卒業したストレート卒業率である。平成 15、16 年度
は 75％前後であったが、平成 17 年度は、60.2％と低下した。
表 4-1-9 医学部ストレート卒業率
平成 15 年度卒業
10 年度

15 年度

入学者

卒業者

102

77

平成 16 年度卒業
卒業率
％

75.5

平成 17 年度卒業

11 年度

16 年度 卒業率

入学者

卒業者

102

74

％

72.5

12 年度

17 年度

入学者

卒業者

103

62

卒業率
％

60.2

（２）４−１の自己評価
・医学部、保健医療学部では、教育理念、教育目標に即したアドミッションポリシーが明
確に定められ、多様な方策を活用して、受験者のみならず広く学内外へ明示され、周知
されている。医学部では一定の効果を収めていると評価するが、保健医療学部では、今
後の受験生の志願状況や教育の展開を見通して、更なる具体化と運用に努める。
・大学院については、アドミッションポリシーが不十分である。
・各学部に入学試験委員会を設置し、推薦入学試験および一般入学試験の管理運営を行っ
ている。特に、医学部では、平成 18 年度入学試験より入学者受け入れ方針の決定と入
学候補者の判定を行う入学試験委員会の下に、医学教育センター入学試験部門を、出題
や実施上の実務を担当する機関として位置づけ、入学試験に関わる業務の組織化と効率
化を図っている。これにより、一般入学試験、推薦入学試験ともに適切に運用されてい
ると判断している。
・一般入学試験については、数年来医学部の志望者数の増加が続き、医学部ではかなり上
位の成績群の中から入学者を選抜できるという状況にある。
・保健医療学部でも入学定員をほぼ満たしており、在籍学生数についても適切に管理され
ていると考えている。
・大学院については定員割れの状態が続いており、今後、大学院教育の実質化が必要であ
る。
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・入学試験問題については、出題委員会議を適宜開催して、相互点検、事後の分析を行い、
十分な基礎学力を備えた受験者の選抜に適した精度の高い問題作成に努めている。一般
入学試験問題については、高等学校教員等による客観的な第三者評価を基に、適切な出
題を図る努力も行っている。
・留年率は 6 年生を除いて 10％以下であり(表 4-1-7)、担任制をはじめとする個々の学生
への指導がある程度有効に機能しているものと判断している。
・医学教育センター下にある学生支援室が中心となり、授業欠席の多い学生に対し面談等
の介入を行い問題解決に努力していることは、評価できる。
（３）４−１の改善・向上方策（将来計画）
・大学院のアドミッションポリシーを教育目標に沿って早急に定める。
・平成 19 年度入学試験は、両学部とも優秀な学生、定員を確保するため一般入学試験を
前期・後期 2 度実施する。また、平成 20 年度以降の医学部入学試験においては、定員
の一部について、大学入試センター試験への参入も検討している。さらに、多様で有能
な受験生の本学への志願を推進するために、AO 入学試験、社会人入学試験、学士編入学
試験の導入の可能性と条件整備の検討を行う。
・高等学校の新学習指導要領に準拠した適切な入学試験問題作成のために、科目出題担当
者等による研修会を継続的に行っていく。
・入学試験をさらに効率的に行うために、医学教育センターの入学試験部門を発展させ全
学的な入学試験センターを設置する。このセンターは、入学試験委員会と連携して、広
報活動、入学試験に関する企画および実施活動、入学試験の適切性、妥当性の検証等を
恒常的に行う。
・保健医療学部においては入学試験委員会をはじめとし、学務に関する委員会を順次発足
させている。これに伴い、医学部各種委員会との整合性を保っていく。
・6 年生の高留年率の要因は、1〜5 年生までの学習内容の蓄積が不充分であったことが考
えられる。各学年の進級判定基準を見直し一学年ごとの適切な学習到達度の判定方法の
改善に努力する。
４−２ 学生の学習支援の体制が整備され、適切に運営されていること。
（１）事実の説明（現状）
４−２−① 学生への学習支援体制が整備され、適切に運営されているか。
医学部学生への学習支援体制としては、医学教育センター卒前医学教育部門に学生支援
室を設置した。同室は、学生に問題（学業、生活、心身の健康、等々）が生じた際に、早
期に発見し適切に対処するための機関で、以下の活動を中心としている。
(1)担任制度：数名の学生に対して 1〜２名の教員が担任として割り当てられ、勉学および
学生生活上でのさまざまな問題点に対応する。
(2)学年小委員会：５〜6 名の教員と５〜6 名の学生の代表が参加し、学生の希望や問題を
月に 1 回話し合い、その問題は、学務委員会や学生支援室などで対策を検討される。
(3)学生保健管理：欠席状況を定期的に分析し、欠席が多い学生は早期に本人ならびに両親
と連絡をとり、身体的、精神面の健康管理を行う。
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(4)学生からの情報収集：
「学生意見箱｣を設置し学生一人からでも意見を汲み取っている。
ここでの意見は、学長が直接目を通し、関連部署へ迅速な対応を求めている。
卒前教育委員会は、学年小委員会と医学教育センターの教員で組織され、学生から要望
される教育環境の改善や施設の開放などを関係各部署と連携をとりながら教学に関わる
諸問題に対応する。
学生部委員会は学生生活全般の厚生補導に関わる事項に対応している。
問題基盤型学習および医学セミナーなど、少人数のグループ学習に対して、38 室の自習
室が整えられている。その他、教室の空き時間を利用し学生の学習室として 6 時〜22 時ま
で開放したり、平日に限り図書館を 20 時まで開館している。
平成 16 年 4 月にはスキルスラボ（臨床技能学習施設）を開設し、医学部学生や研修医
の実技学習のためのシュミュレーションを可能としている。
課外学習への支援の一つとして、本学から海外への留学・研修、海外から本学への研修・
研究のための来日等、教育・研究の国際性を促進するため、国際交流センターが、全学的
立場で機能を発揮している。また、夏期休暇あるいは春期休暇中に基礎医学での研究体験、
臨床医学教室での研究や特色ある診療の体験、卒業生の関係する病院などでの実習などに
参加するプログラムも用意されており、授業では味わえない経験をすることができ、学生
のモチベーションを高める効果的な学習機会を与えている。
大学院学生に対する学習支援体制は、博士課程のみの設置であるのと在学生数も少なく、
個別指導的な部分が多く指導教員に任されているのが現状である。
４−２−② 学士課程、大学院課程、専門職大学院課程等において通信教育を実施してい
る場合には学習支援・教育相談をおこなうための適切な組織を設けているか。
＜該当なし＞
４−２−③ 学生の学習支援に対する学生の意見等を汲み上げるシステムが適切に整備
されているか。
本学医学部には学生からの意見を汲み上げる下記の組織があるが、その大半についての
詳細は、4-2-①で記載したのでここでは、項目のみ記す。
(1) 担任制度
(2) 学年小委員会
(3) 学生意見箱
(4) 学生による授業評価：平成 18 年度より 4 年生・6 年生の授業を対象とした学生の授
業評価を導入した。授業に対する学生の意見を取り入れ、授業内容の向上を図っていく
ことを目的としている。将来的には全学年の授業評価を実施する予定で検討中である。
保健医療学部では、学内 LAN を通じた学生と教員との交流がされており、教員は、
学習支援に加え様々な私生活の相談にのっている。
（２）４−２の自己評価
・本学医学部では医学教育センターを中核とし、卒前教育委員会や学生部委員会、教務課、
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学生課などが連携をとりつつ学習支援体制を構築している。それぞれに役割や機能があ
り、問題が起きた場合の対応と体制は、整備され適切に機能している。
・課外学習も十分な支援をしており、これらを体験した学生からも好評である。
・学生の意見等を汲み上げるシステムも適切に構築されている。
・個人、グループ学習用の自習室も十分整備されている。
・保健医療学部では、学生への学習支援体制が、十分に整備されておらず、教員の個別指
導的な部分が多い。
（３）４−２の改善・向上方策（将来計画）
・学生支援室が中心となり関連組織と協力してより効果的な支援に努力する。
・担任制度は、十分に機能していると考えるが、個人の指導には限界がある。学年小委員
会、学生保健管理室、学生意見箱などを通じて、学業、学生生活、心身の健康等の問題
に対して効果的な更なる支援活動を行う。
・新設の保健医療学部にも医学教育センターブランチを設置し学生支援体制に必要な人
員と設備を整える。
・医学部学生用の自習室は、各学年に適切に確保しており、大学院生のための施設も検討
する。
４−３ 学生サービスの体制が整備され、適切に運営されていること。
（１）事実の説明（現状）
４−３−① 学生サービス、厚生補導のための組織が設定され、適切に機能しているか。
医学部の学生サービス、厚生補導のための組織としては、主に学生部委員会と学生課が
連携を保ち対応に当たっている。学生のサービス業務として各種証明書の発行、食堂の補
助券発行、旅客運賃割引券の発行などの対応、コピー機の無料貸出（６年生対象）
、学生
控え室のコピー機利用、住居の斡旋などを行なっている。毛呂山キャンパス内には郵便局
や銀行 ATM 機コーナー施設などがあり学生の生活環境も整っている。また、毛呂山会（医
学部保護者会）による医療費補助制度があり、学生保険の加入や災害傷害時の保険金請求
手続きも行っている。
学生部委員会下には喫煙問題検討委員会があり学生の禁煙指導を行なっている。学生の
健康維持のため学生保健管理室があり、病気、ケガの応急処置と受診指導、定期健康診断
や予防接種などを行っている。
学生部委員会は、教授会選出による学生部長を委員長とする専任教員と大学事務部職員
とで組織され、学生の厚生補導関係の連絡調整にあたっている。その目的は、学生の全人
格に関わる生活を見誤ることなく全学的に取り組み、学生生活の活性化を実現させ、本学
学生の教育目標を達成させることにある。また、学生保健管理室と連携を取り学生の健康
管理についても統括している。その他、学生の課外活動や生活上の問題もこの委員会で取
り扱う。
本学学則において学業その他が特にすぐれた他の学生の範となる者があるとき、学長は、
６年間の成績が優秀であった学生に対して学長賞を授与している。また、医学部保護者会
である毛呂山会は、次に該当する者を表彰している。(イ)学業が優秀で他の学生の範とな
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る者、(ロ)各種公認の大会において優勝した団体又は個人、(ハ)大学･学生会に著しい功績
があった者。
医学部では、セキュリティー完備の学生ロッカー棟を新設した(平成 15 年 12 月竣工・3
階建) 。1 階は学生ロビーになっており、2 階は男子学生ロッカー室(収用可能人数 336 人
分)、3 階は女子学生ロッカー室(収用可能人数 336 人分)となっている。
保健医療学部では学生証提示で開錠できる電子錠つきのロッカールームがあり、暗証番
号つきのロッカーが学生全員に割り当てられている。平成 18 年 9 月に完成予定の厚生棟
には１階に食堂が、2 階に学生自習室 416.18 ㎡が用意される。
４−３−② 学生に対する経済的な支援が適切になされているか。
すぐれた入学者を確保し、入学後の教育水準を引き上げるために本学の奨学制度、育英
制度の充実は不可欠であり、学生募集の段階で、奨学制度、育英制度について、募集要項、
ホームページ等に明記している。また、日本学生支援機構の奨学金制度の照会はもとより、
入学試験成績優秀者や 2 年次以上の成績優秀者に対し学費の減免制度(特待生制度)があり
学生の学習意欲を高めている。
特に医学部の授業料負担は保護者にとっても大きく、その納付については、分納制度も
あり保護者負担を緩和している。
学部学生だけではなく、専攻生や特別研究学生などについては、授業料の減免や免除の
制度もあり決められた枠内で有効に活用されている。
その他、課外学習活動ではあるが、学生相互交換留学制度により受け入れる留学生に対
し、宿泊施設の無料提供、食事の補助などの支援がなされ、送り出す本学の学生に対して
も一部旅費を軽減する対策をとっている。
４−３−③ 学生の課外活動への支援が適切になされているか。
医学部の学生会には文化系サークル 9、運動系サークル 23 があり、学生、教職員が加入
し活発な活動がおこなわれているほか、学園祭、医大オープンゴルフ大会など地元住民と
の交流も盛んである。また、東日本医科学生総合体育大会等の公式戦を年間行事としてい
る。これらの課外活動に関するサポートは学生課が行っており、遠征時の大学バスの使用
に関する支援など様々な相談に応じている。
また、学生の自主的総意を基として建学の理念に則り、学生生活の発展向上とその充実
を図り、かつ学生相互の理解と親睦を深めることを目的として、学生会を設置している。
学生会は、イ.学生総会、口.学生執行部委員会、ハ.国家試験対策委員会、二.選挙管理委
員会、ホ.会計監査委員会、へ.大学祭実行委員会、ト.学年委員会で構成され、活発に活動
している。
保健医療学部では、平成 18 年 5 月に第１回の学生総会が開催され、学生会長、副会長
その他、役員が選出された。同好会の設立も活発に行われだし、11 月 4 日から 5 日に行
われる学園祭に向けて準備がスタートしており大学も支援している。
４−３−④ 学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等が適切におこなわれているか。
本学では、学生の健康管理を通して学生生活を実り多いものとするための一環として、
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学生保健管理室を設置している。身体的ばかりではなく、学業などに支障を来す心の悩み
についても適切な対応をとっている。
学生保健管理室の一般的な業務内容としては、学生の健康診断、健康相談、各種予防接
種、日常の外傷や軽度の内科的疾患の応急処置と受診指導などが行われている。また、｢心
の相談室｣を設置し専任医師による学生の精神的な問題についてカウンセリングをおこな
看護師 2 名、
っている。
毛呂山キャンパスには学生保健管理室のスタッフとして医師 3 名、
また、
心の相談室として医師 2 名を配置し、
川角キャンパスに看護師 1 名を配置している。
保健医療学部には看護師 1 名、臨床心理士 1 名を配置している。定期健康診断は、毎年 6
月までに医学部および大学院生も含め年 1 回行っている。予防接種については、Ｂ型肝炎
ワクチン接種、破傷風予防接種、インフルエンザワクチン接種など年間を通し計画的に行
っている。
ハラスメントによる学生の就学が害されたり不利益を受けた場合は、本学ハラスメント
防止規程に則り対応している。
医学部学生の医療費補助制度を設けており、本学大学病院および学総合医療センターで
の受診料を補助している。
４−３−⑤ 学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げるシステムが適切に整備さ
れているか。
学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げるシステムは、4-2-①に記載した担任制
度、学年小委員会など、および、4-2-③に記載した学生による授業評価などがあり、これ
らは、十分に適切に機能している。
（２）４−３の自己評価
・学生サービス、厚生補導のための組織は学生部委員会をはじめ整備されており適切に機
能していると判断している。
・学生の健康向上の問題に対して学生保健管理室を設置し適切な対処をしている。
・学生への賞罰に関する規程も整備され、学生の生活における正当な評価が可能になって
いる。
・学生への経済的支援については、本学の奨学制度として入学者の上位成績優秀者の特待
生奨学金制度と各学年成績優秀者を対象とした授業料減免制度がある。他に、在校生に
は、育英制度がある。平成 17 年度入学者の特待生は 3 名、平成 18 年度入学者の特待生
は 4 名おり平成 17 年度授業料減免者は 17 名、
平成 18 年度授業料減免者は 19 名である。
また、育英制度の奨学金貸与者は、平成 17 年度 9 名、平成 18 年度 5 名である。以上の
ように学生に対する支援は、適切な対策が行われていると考えている。
・保健医療学部においては、学生部委員会を中心に活動を行っているが、開学後日も浅く
更なる充実が必要であろう。
（３）４−３の改善・向上方策（将来計画）
・学生生活の活性化を実現させ、本学学生の教育目標を達成させるためには、学生部長の
もとに両学部の学生部委員会を置き、医学教育センター学生支援室と連携して一層の充
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実を図る。
・喫煙学生に対して、喫煙による健康被害を学生のうちから認識し、将来、治療のみでな
く疾病の予防を進めていく立場にある者として、自ら禁煙を実施することの重要性を理
解するよう継続して指導していく。
・健康維持とりわけ心の健康維持については、全キャンパスに心の相談室を設置する。
・経済支援策では、大学独自の育英制度の更なる充実のため、原資を確保する手段を検討
していく。
・福利厚生施設とその運用のためのシステム整備など、学生の課外活動ができるだけ快適
なものになるよう努力する必要がある。学生食堂、購買部、部室、体育館、プ−ル、運
動場など、今後さらに充実させていきたい。
４−４ 就職・進学支援等の体制が整備され、適切に運営されていること。
（１）事実の説明（現状）
４−４−① 就職・進学に対する相談・助言体制が整備され、適切に運営されているか。
医学部では卒業生のほとんどが医師となる。就職先は平成 16 年度より導入された、臨
床研修医の必修化に伴い研修指定の医療機関に就職することになり、多くの学生が医師臨
床研修マッチング協議会により就職活動を行う。本学でも研修管理委員会を設置し人的、
物的整備をおこない、このマッチングに参加している。研修管理委員会は単に本学への就
職窓口ではなく、他の医療機関に就職をする学生の相談にも乗っている。また、研修プロ
グラムの立案にも直接関与するとともにそのプログラム評価も行っている。他に各臨床科
で説明会が実施され、この場においても就職・大学院進学に関する相談助言が行なわれて
いる。
ちなみに、平成 18 年 3 月医師国家試験合格者の進路状況は、本学大学病院並びに総合
医療センターに 46 名（53％）
、学外の研修病院に 41 名（47％）
、大学院進学 0 名（0％）
、
となっている。
４−４−② インターンシップや資格取得等のキャリア教育のための支援体制が整備さ
れているか。
医学部では 5 年次に実施される臨床実習は一種のインターンシップであり、医療現場で
医療スタッフの一員として行われる臨床参加型実習（クリニカル・クラークシップ）は即
戦力となる医師の育成と職業人としての意識を養うものになっている。また、最終学年次
では国家試験を意識した授業が多く取り入れられ、卒業試験は国家試験と同様の形態で実
施されている。
これらの支援体制の一つに国試対策委員会という学生主体の組織があり、国試対策特別
講義、学習ビデオの貸出、ナイトセッションなど学生の国家試験対策を支援しており、こ
こには教員並びに事務職員もオブザーバーとして参加し全面的に協力している。
保健医療学部健康医療科学科においてはインターンシップ制が導入される予定であり、臨床
検査技師、食品衛生管理者や第一種衛生管理者などの健康・医療の分野で活動する幅広い
人材養成を目指している。これらの養成のためには、企業における現場の経験が、学習効
果の面や学生の職業意識の向上のためにも必要と考えられ、近隣にある病院や食品工場等
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の現場において、1 グループ 16 名、5 グループのローテートによる企業現場などを体験さ
せる計画である。夏休みなどの期間を利用して集中的に実施し、実施にあたっては、実習
先の病院や企業の受け入れ担当者と実習担当教員とで、インターンシップに関する諸問題
を事前に協議し、効果的な運営を心がける。なおこのインターンシップについては、引率
の担当教員が観察記録による評価を行い、演習科目として 1 単位を与える予定である。
（２）４−４の自己評価
・就職・進学支援等の体制において、医学部学生については、研修管理委員会や臨床各科
で対応しているが、新設の保健医療学部の学生への支援体制の構築は、早急に検討を開
始する。
・大学院修了者のほとんどが医師もしくは、その後教育研究職となっており評価できる。
（３）４−４の改善・向上方策（将来計画）
・医学部学生に対して大学病院、総合医療センター、国際医療センター（平成 19 年開設
予定）と連携して、卒後の初期臨床研修および後期臨床研修の体制を整え、専門医制度
等を踏まえつつ生涯教育について検討する。
・保健医療学部においては、さらに資質の高い保健医療技術者を養成するため看護学科に
修士課程を設置し、看護学の研究をさらに進めるとともに、看護学を深く修め高度の修
練を重ねる意欲を持って専門看護師や教育職を目指す学生の受け入れを計画している。
健康医療科学科は、たとえば遺伝子診断の高度の検査技術など、特に研究の進展が望ま
れる分野をカバーする領域において研究、教育を進展させることや医用生体工学科にお
いても、医用生体工学分野の研究をさらに充実させるとともに、研究や医用機器の開発
等に意欲を持つ卒業生を受け入れる大学院修士課程を設置することが構想されている。
・保健医療学部も医学部と同じく学生や保護者、同窓生等の意見も踏まえつつ全学を上げ
て支援体制の構築に努めたい。
[基準４の自己評価]
・医学部、保健医療学部のアドミッションポリシーも明確にされており、多様な入学試験
形態の検討も始まっているが、大学院のアドミッションポリシーは、さらなる検討を要
する。
・近年においても数多くの医学部志願者がいることは、本学医学部の活動や教育目標等が
理解されてきたものと考える。
・教育目標の達成並びに学習教育効果の維持向上および学習支援体制は適切に機能して
いると判断している。
・今まで医学部においては、就職支援体制は特に組織されていなかったが、保健医療学部
の開設に伴い多様な就職先が想定され、今後は、就職支援の体制構築が急務である。
[基準４の改善・向上方策(将来計画)]
・教育目標に照らして、明確な入学試験選抜の目標を設定し、これを達成するための多様
にして適切な入学試験の方法を策定する。
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・入学試験の方法と選抜の適正さについては、入学試験委員会と調査解析室が協力して科
学的な調査解析を恒常的に実施する。
・入試センター（仮称）を設置し、医学部と保健医療学部の入学試験関係業務および入学
試験広報活動の一元化と効率化を図る。
・大学院においては、大学院委員会を中心に教育の実質化を図るためカリキュラムの検討、
社会人の受入れや夜間の開講、修士課程の設置の検討など定員充足率の向上につとめる。
・新設の保健医療学部に医学教育センターブランチを設置し、全学的な教育支援体制の構
築に努めたい。

- 50 -

埼玉医科大学

基準 5. 教員
５−１ 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。
（１）事実の説明（現状）
５−１−① 教育課程を適切に運営するために必要な教員が確保され、かつ適切に配置さ
れているか。
医学部医学科の教員体制は、
「すぐれた実地臨床医家の育成」という教育目標に従って、
一般教育から臨床医学教育までを統合した 6 年一貫・統合教育とし、平成 12 年度より従
来の一般・基礎・臨床の教育課程の区分にとらわれないコース・ユニット制を導入してい
る。本学では、その多彩なコース・ユニットを支えるだけの教育に要する豊富な経験と十
分な知識を持ち、それぞれの分野を熟知した教員を配置している。2 学部の教員組織にお
ける講師以上の専任教員数は 435 名であり大学設置基準を充分満たしている（表 5-1-1）。
表 5-1-1 教員組織（平成 18 年 5 月 1 日現在）
専 任 教 員 数

学部・学科、研究科・
専攻、研究所等

助手

教授

助教授

講 師

108

114

170

392

512

140

109

424

看護学科

7

5

2

14

9

12

5

15

健康医療科学科

7

3

1

11

4

8

3

18

医用生体工学科

5

2

2

9

2

8

2

6

127

124

175

426

527

168

119

463

生物・医学研究系専攻

0

0

0

0

0

51

0

社会医学研究系専攻

0

0

0

0

0

7

0

臨床医学研究系専攻

0

0

0

0

0

330

0

0

0

0

0

0

388

0

ゲノム医学研究センター

3

3

3

9

4

0

2

(その他の組織)

0

0

0

0

0

0

0

医学部

医学科

保健医療学部

計

医学研究科

計

計

設置基準
兼担 兼 任
上必要専
(非常勤)
教員数 教員数
任
教員数

大学全体の収容定員に応じ
定める専任教員数

合

19

計

130

127

178

435

531

187

507

465

表 5-1-2 教員の男女別構成
学部・研究科

職位

全学部・
全研究科

教授
助教授
専任講師
計

男性
(人)
123
121
155
399

女性
(％)
94.6
95.3
87.1
91.7

(人)
7
6
23
36

(％)
5.4
4.7
12.9
8.3

計
(人)
130
127
178
435

(％)
100.0
100.0
100.0
100.0

外国人
（内数）
0
0
0
0

医学部では平成 18 年度より新しい教員組織を導入し教育・研究組織の強化を図ってい
る。従来の「講座・医局制」を見直し新しく「基本学科」を定め、一人の教授が教育・研
究・診療を統括していた仕組みから、本学独自の「教員の資格と職位制度」を導入し、教
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育、研究、診療部門の、責任体制を明確にするとともに、3 部門の調整役として「運営責
任者」を置き各部門の連携を図る（表 5-1-3）
。この新教員組織において、本学の教員に求
められる基本姿勢は以下の 2 点に集約される。
1．すべての教員は、教育に参加し、かつ研究的志向を持って、自らの役割を果たすも
のとする。
2．すべての教員は、その「資格」と「職位」を明確にし、それに相応しい、責任と義
務を果たすものとする。
この制度により、適切な人材を配置できるようになった。
表 5-1-3 新しい教員組織の基本 -資格と職位資

職

格

教
授
助 教 授
講
師
助
手

位

教 育

研 究

教育主任
教育副主任
教育員

研究主任
研究副主任
研究員

診 療
科長
副科長
医長
医員

注）主任及び副主任は、必ずしも教授でなく、助教授、講師も可とした。
５−１−② 教員構成(専任・兼任・年齢・専門分野等)のバランスがとれているか。
専任教員の年齢構成を図 5-1-4 に示す。30 才代は講師および助教授で構成され、40 才
を過ぎて教授がその構成比率を増していて、バランスの良い年齢構成である。兼任教員に
よる授業も効率よく取り入れ、専任教員による充実した教育体制の構築に努力している。
26歳〜30歳

31歳〜35歳

36歳〜40歳

41歳〜45歳

46歳〜50歳

教授
(人)
助教授 (人)
専任講師 (人)

51歳〜55歳

56歳〜60歳

61歳〜65歳

66歳〜70歳

７１歳以上
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

図 5-1-4 専任教員の年齢別構成（平成 18 年 5 月 1 日現在）
６年一貫・統合教育を採用することでそれぞれの専門分野の教員が偏ることなく各学年
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の授業に参画している。
開設授業科目における専任教員による担当科目比率は、医学部の専門教育科目 88.98%、
教養教育科目 64.61%であり、保健医療学部の各学科における専門教育科目は 75.0%〜
93.75%、教養教育科目は 25.53%〜44.43%である。両学部共に教養教育科目において専任教
員の担当比率が低い傾向にある（表 5-1-5）
。
英語教育における外国人講師は必須であり、将来的には専任の外国人教員、できれば医
師資格をもつ者を採用すべく計画しているが、現在のところ適任者がみあたらない。医学
概論や選択必修科目では、必ずしも学内教員にこだわらず、適切な人材による幅広い分野
の授業を計画している。これ以外の分野では専任教員により専門性の高い講義、実習が行
われている。
表 5-1-5 開設授業科目における専兼比率
学部・学科

必修科目

専門教育
医学科

医学部

教養教育

78.92

2.05

80.97

兼任担当科目数（Ｂ）

9.08

0.95

10.03

専兼比率
（Ａ／（Ａ＋Ｂ）*100）

89.68

68.33

88.98

専任担当科目数（Ａ）

14.13

9.13

23.26

兼任担当科目数（Ｂ）

2.87

9.87

12.74

専兼比率
（Ａ／（Ａ＋Ｂ）*100）

0.83

48.05

64.61

必修科目

看護学科
教養教育

専門教育
保健医療学部

健康医療科学科
教養教育

専門教育
医用生体工学科
教養教育

全開設授業科目

専任担当科目数（Ａ）

学部・学科

専門教育

選択必修科目

選択必修科目

全開設授業科目

専任担当科目数（Ａ）

15.00

4.00

19.00

兼任担当科目数（Ｂ）

3.00

0.00

3.00

専兼比率
（Ａ／（Ａ＋Ｂ）*100）

83.30

100.00

86.40

専任担当科目数（Ａ）

1.83

2.00

3.83

兼任担当科目数（Ｂ）

3.17

8.00

11.17

専兼比率
（Ａ／（Ａ＋Ｂ）*100）

36.60

20.00

25.53

専任担当科目数（Ａ）

6.00

0.00

6.00

兼任担当科目数（Ｂ）

2.00

0.00

2.00

専兼比率
（Ａ／（Ａ＋Ｂ）*100）

75.00

0.00

75.00

専任担当科目数（Ａ）

7.00

2.33

9.33

兼任担当科目数（Ｂ）

3.00

8.67

11.67

専兼比率
（Ａ／（Ａ＋Ｂ）*100）

70.00

21.18

44.43

専任担当科目数（Ａ）

15.00

0.00

15.00

兼任担当科目数（Ｂ）

1.00

0.00

1.00

専兼比率
（Ａ／（Ａ＋Ｂ）*100）

93.75

0.00

93.75

専任担当科目数（Ａ）

3.92

0.50

4.42

兼任担当科目数（Ｂ）

1.08

5.50

6.58

専兼比率
（Ａ／（Ａ＋Ｂ）*100）

78.40

8.33

40.18

（２）５−１の自己評価
・今年度医学部において新たに導入した教員組織により、教育・研究・診療の場での教員
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の役割がより明確になった。
・女性の専任教員は専任教員全体の 8.3％である。この数字は現在の教員が育成された時
代において医学を究める女性医師数が少なかったためであり､現状ではやむを得ないと
考えている（表 5-1-2）
。
・医学部における専任教員の充足率は 280%、保健医療学部では 121%、全体では 241.7%
であり、医学部では豊富な専任教員による教育体制が保たれ、平成 19 年度開設予定の
国際医療センターへの教員の異動を考慮しても人員構成のバランスは良いと考える。
・保健医療学部医用生体工学科の教員については、完成年度(平成 21 年度)までに 67 歳を
超える教員が 4 名おり、年齢構成にやや偏りがみられるが、豊富な経験と十分な知識を
有する人材が多様なカリキュラム構成の新設学部の発足の際に必要と考えて採用した。
（３）５−１の改善・向上方策（将来計画）
・現代は女性の積極的な社会参画の時代である。今後積極的に女性教員を採用していく方
針である。
・保健医療学部の完成年度以降は、その後の教員採用計画に従って適切な教員組織を構築
する。
５−２ 教員の採用・昇任の方針が明確に示され、かつ適切に運用されていること。
（１）事実の説明（現状）
５−２−① 教員の採用・昇任の方針が明確にされているか。
教員人事委員会は本学の教授・助教授・講師・助手の採用・昇任の方針についての基本
方針を定めるとともに最終選考を行う委員会である。
平成 18 年度より新しい教員組織が導入され、教員は全員が資格と職位を持ち、職位の
制度によりそれぞれ役割と責任を明確にすることができた。教員の採用・昇任の方針は教
員人事委員会により明確にされ、その基本方針に則り、教育・研究および組織運営という
双方の視点から必要性を認めた場合、新規採用および在職教員の昇任を行っている。
医学部の教授･助教授等の任用に関しては、教員人事委員会で任用に係る基本方針を策
定し、教授会に選考委員会設置の要請を行う。それを受けて教授会は選考委員会を設置し
最終候補者を選出する。最終候補者について教員人事委員会へ答申し、同委員会は審議の
うえ決定する。
講師・助手の任用にあたっては、教員人事委員会から選考の要請を受けた教員組織運営
会議で候補者の選考を行い、教員人事委員会は審議のうえ決定する。
保健医療学部の教員の採用計画は、完成年度を迎えるまでは文部科学省へ届出の設置申
請書の通り万全な採用計画により実施される。大学全体での教員の任用は原則公募による
ものとし、本学の教授等の登用について審議する教員人事委員会の下に選考のための規程
を制定している。
５−２−② 教員の採用・昇任の方針に基づく規定が定められ、かつ適切に運用されてい
るか。
教授・助教授等の選考および講師や助手採用についての規則は新しい教員組織において
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定められており適切に運用されている。
なお、医学部では平成 17 年 4 月をもって全教員の任期制（5 年）を採用しており、それ
以降の採用教員はすべて任期付であり、既に在籍していた教員は 5 年後（平成 22 年 3 月）
には任期更新の手続きをとることになっている。
（２）５−２の自己評価
・平成 18 年度に導入した新しい教員組織に教員の採用・昇任の手順が明確に示されてい
る。これにより教員の選考に際しては、より的確な人材を合理的に審査できるようにな
った。
（３）５−２の改善・向上方策（将来計画）
・教員人事委員会による新しい教員採用・昇任規則が定められ平成 18 年 4 月以降は新規
則が運用されている。新規則は従来の選考規則・細則と大きく異なるため、運用に際し
ての問題点が今後指摘される危惧がある。それを未然に防ぐため現在の教員採用・昇任
手続きの際に生じる細かな問題点をひとつひとつ規則にあわせて解決していくことが
必要である。
５−３ 教員の教育担当時間が適切であること。同時に、教員の教育研究活動を支援する
体制が整備されていること。
（１）事実の説明（現状）
５−３−① 教育研究目的を達成するために、教員の教育担当時間が適切に配分されてい
るか。
表 5-3-1 専任教員の一週間当たりの授業担当時間数
医学部（401人）
教 員
区 分
最

高

最

低

平

均

教

授

7.0 授業時間
0

助 教 授

講

7.5 授業時間

師

備

考

16.0 授業時間

0

１授業時間 65分

0

6.3 授業時間

6.9 授業時間

10.4 授業時間

教

助 教 授

講

8.6 授業時間

6.0 授業時間

平成18年度予定

責任授業時間数
保健医療学部（３４人）
教

員

区 分
最

高

最

低

平

均

授

7.9 授業時間
0
3.2 授業時間

0

師

0

1.5 授業時間

3.2 授業時間

備

考

１授業時間 90 分

平成18年度開設の為、1学年のみ

責任授業時間数

表 5-3-1 の通り医学部教授、
助教授、
講師の平均授業担当時間はそれぞれ 6.3 授業時間、
6.9 授業時間、10.4 授業時間であり、保健医療学部ではそれぞれ 3.2 授業時間、1.5 授業
時間、3.2 授業時間である。それぞれの学部において授業を持たない教員も存在するが、
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医学部にあってはごく少数である。保健医療学部では平成 18 年度が開設年度であるため
完成年度までの間に、担当授業数は学年進行とともに増加する。
５−３−② 教員の教育研究活動を支援するために、ＴＡ等が適切に活用されているか。
本学では、ＴＡ（Teaching Assistant）、ＲＡ（Research Assistant）の制度はあるも
のの採用はない。特に医学部では相当数の助手が在籍しており、教育・研究活動を支援し
ている。
５−３−③ 教育研究目的を達成するための資源（研究費等）が、適切に配分されている
か。
本学の各教室（基本学科）へ配分する研究費は、主に講座研究費、一般研究費があり、
平成 17 年度で約 16.4 億円となっている。まず講座研究費は、法人から毎年各教室（基本
学科）へ支給される教育・研究費で、配分については基準額と人頭配分等の方法により適
切に配分されている。特に、基礎系の教室では外部資金の獲得が困難な教室もあり、教育・
研究を円滑に遂行するために貴重な財源となっている。なお、平成 18 年度より学内研究プ
ロジェクト制を導入し教室の研究業績に応じた傾斜配分を検討している。これらの他、医
薬品メーカー等の外部から調達する一般研究費があり、それぞれ各教室（基本学科）へ適
切に配分を行い医学部の教育・研究に伴う消耗品や備品等の購入に充当している。
文部科学省の科学研究費補助金は外部から導入する主たる研究費である。過去 3 年間の
科学研究費補助金の獲得状況を表 5-3-2 に示す。医学部にあっては例年 200 件程度の応募
に対して 13%〜15%が採択されている。
表 5-3-2 科学研究費補助金採択状況
平成１５年度
学部・研究科等

医学部
計

申請件数(ａ) 採択件数(ｂ)

平成１６年度
採択率
(%)

申請件数(ａ) 採択件数(ｂ)

平成１７年度
採択率(%)
採択率(%)
申請件数(ａ) 採択件数(ｂ)
ｂ/ａ*100
ｂ/ａ*100

219

34

15.5

207

29

14.0

209

28

13.4

219

34

15.5

207

29

14.0

209

28

13.4

また、産業界との連携により共同研究や受託研究を行っており、過去 3 年間の活動状況
を表 5-3-2 に示す。医学部受託研究は 1 年間に 22〜24 件で推移しており、共同研究は 5〜
。産学連携を推進するため、地方公共団体が催す共同研究
13 件を行っている（図 5-3-1）
交流会や学外で開催される産学連携のための展示会などへの参加を行い、研究活動活性化
に向けた情報収集に努める一方、産業界や公共団体、政府機関からのアプローチに応える
よう様々な方策をとっている。
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30

25

20

医学部 新規(初年度)
医学部 継続

15

10

5

0
共同研究の件数

受託研究の件数

共同研究の件数

平成１５年度

受託研究の件数

共同研究の件数

平成１６年度

受託研究の件数

平成１７年度

図 5-3-1 産官学連携による研究活動状況（過去 3 年間）
表 5-3-3 教員研究室の状況
室

学部・研究科
個室

専任教員数
総面積 １室当たりの平均面積（㎡） (教授・助教授・ 教員１人当た
（㎡）
りの平均面積
講師)
（ａ）
（㎡） (ａ/ｂ)
個 室
共 同
（ｂ）

数

共 同

計

医学部

167

230

397

16,184

22.9

53.7

398

40.7

保健医療学部

52

6

58

1,846

31.1

38.1

34

54.3

医学研究科
計

219

236

455

-

-

18,030

24.9

53.3

432

41.7

教員の研究室の状況を表 5-3-3 に示す。医学部にあっては、個室 167 室、共同利用 230
室合計 397 室であり、それぞれの平均面積は個室 22.9 ㎡、共同利用 53.7 ㎡である。また、
保健医療学部にあっては、個室 52 室、共同利用 6 室であり、それぞれ平均面積は 31.1 ㎡
および 38.1 ㎡である。
（２）５−３の自己評価
・医学部および保健医療学部の教員の教育担当時間は適切に配分されている。
・医学部においては TA、RA を採用していないが、助手がその役目を果たしている。
・科学研究費補助金の申請件数の経年変化では、申請件数、採択件数、採択率いずれも伸
び悩んでおり、もう一段の努力が求められる状況である。
（３）５−３の改善・向上方策（将来計画）
・今後、ますます外部資金獲得の重要性が高まっている。特に科学研究費補助金について
は、教員及び職員の連携をさらに強化して申請率のアップにより、採択件数等の向上を
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図る必要がある。
５−４ 教員の教育研究活動を活性化するための取り組みがなされていること。
（１）事実の説明（現状）
５−４−① 教育研究活動の向上のために、ＦＤ等の取り組みが適切になされているか。
医学部では、医学教育センターFD 部門を中心に医学教育の維持向上を図るために種々の
ワークショップを開催している。
（1）教育ワークショップ：10 数年の実績を持つ教育ワークショップを年 2 回開催してい
る。参加者は教育の原理について改めて考え、能動的な学習と技能・態度の修練に重
点をおいた具体的なカリキュラム作成を体験するとともに、異なる分野の教員と親し
く接することで新たな観点から教育を見直す機会を得ることができる。また、3 回目
以降の参加者を対象としたアドバンスド・コース（マイクロティーチングや態度・技
能教育のあり方など）を実施することを検討している。
（2）テュータ・ワークショップ：問題基盤型テュ−トリアル学習のためのテュ−タワー
クショップをはじめ，本学部では可能なかぎり大講堂での講義形態を削減し、小グル
ープでの双方向性かつ討論型学習の導入を目指している。このような学習体制を効果
的に進めるために、少人数学習にかかわるテュ−タのための半日ワークショップを年
に 2〜3 回ずつ実施している。
（3）試験問題作成ワークショップ：教育の成果を正確に把握するためには、信頼性と妥
当性に優れた学生評価を行うことが重要である。本学部では客観試験問題の良質な試
験問題作成のための問題作成ワークショップを定期的に実施して、教育評価の質の向
上を図っている。今後、modified essay question などの論述試験問題も本ワークシ
ョップで取り上げる。
（４）臨床研修指導ワークショップ：厚生労働省の支援の下、臨床研修指導医育成のため
のワークショップを年 1 回実施している。
（５）知財セミナー：医学研究向上のためのワークショップを平成 17 年度は 2 回開催さ
れた。平成 18 年度は発明協会から派遣された知財統括アドバイザーのリーダーシッ
プの下で 6 回の開催を予定している。
（６）学生による授業評価：平成 18 年度より 6 年生および 4 年生の全授業で、個々の教
員の授業評価を実施し、カリキュラムの改善や教員の能力向上に努めている。今後は、
その結果を教員に還元することにより、授業内容の向上を図る。
（７）保健医療学部における教育ワークショップ：保健医療学部においては、新設学部開
設準備委員会の下で、赴任前の教員も含め各学科の教員を交えた形で教育ワークショ
ップを行った。今後は、自己点検・評価委員会にて実施される。
その他、客観的臨床能力試験のための評価者ワークショップ、共用試験 CBT や医師国家
試験形式の試験問題作成のためのワークショップを年数回ずつ実施している。医学研究の
維持向上を図るための取り組みとしては、
平成 17 年度より、
知財セミナーを開催している。
さらに、個々の授業内容を詳細に提示した電子シラバスシステムの導入による効率的な
シラバスの相互評価、教員相互の授業参観などを組織的に行うことを計画している。
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５−４−② 教員の教育研究活動を活性化するための評価体制が整備され、適切に運用さ
れているか。
教員の教育・研究活動の評価は人事考課であり、その結果は任期制につながり教員の活
性化を促している。
本学では平成15年度に教員の任期制についての規則を定め、平成16年度から施行するこ
とを目標に審議を重ね、まず、「埼玉医科大学教員任期制導入要項」ならびに「埼玉医科
大学基礎医学部門の教員の任期に関する規則」の整備、制定を行い、教授会において承認
した。任期制の基盤となる人事考課は平成１６年度にその原型を施行し、平成１７年度か
らは教員の役割に応じた人事考課を行っている。
「埼玉医科大学教員の任期に関する規則」では以下を規定している。
1）助手以上の全教員に「埼玉医科大学の教員の任期に関する規程」に従って任期制を
適用する。ただし、ゲノム医学研究センターの教員については、「埼玉医科大学ゲノ
ム医学研究センターの教員の任期に関する規則」の定めによる。
2）埼玉医科大学の教員の任期に関する規程を要約すると
・任期は5年とし、再任を妨げない。
・当該任用される者の同意が必要。
・定年規程の定める任期と矛盾する場合は、定年規程が優先する。
3）運用細則
①任期は一律5年(雇用契約上の任期)。再任の可否の審査は人事考課を中心に行う。
②雇用保険は加入の方向で検討し導入した。
③本任期制による任期が、役職・職位に付与される任期よりも優先する。
④再任された場合の雇用期間は、任用時から通算されるものとする。
上記規則に伴い、平成16年度に基礎医学部門の助手に任期制を導入し、平成17年度よ
りその対策を全教員に拡げた。
これら任期制の導入とともに教員の人事考課制度も導入され、教員の評価体制が整備
され適切に運用されている。
（２）５−４の自己評価
・教育研究活動向上のための FD は積極的に継続的に実施されている。
・平成15年から教員の任期制に取り組み、平成17年度は全教員に適用した。
・任期制の元となる人事考課は教員の役割に応じたきめ細かなものと評価している。
（３）５−４の改善・向上方策（将来計画）
・平成17年度より任期制を全教員に適用したが、同意率は約85%程度である。今後非同意教
員にその主旨を説明し、100％同意を目指す。
・現在の人事考課は記載項目が多すぎるとの批判もあるので、様式を再検討し記載し易い
ものへと検討していく。
・人事考課の基盤のひとつは教員の教育・研究業績であるが、本学ではそれらを毎年の大
学年報に記録するのみであった。平成18年度中に大学全体の教育・研究業績データベー
スを構築し、公開し、大学全体の研究成果向上に役立てる予定である。
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[基準５の自己評価]
・大学の目的を達成するための教員はほぼ適切に配置している。
・教員の任用・昇任は、明確な方針に基づき行われており、平成 17 年度以降の任用は任
期制の下で行われている。
・科学研究費補助金をはじめとする外部資金の獲得が行われているが、まだまだ不十分で
ある。
・本学の FD 活動は資質向上のために努力しており、実績とともに優れたものであると自
負している。
[基準５の改善・向上方策(将来計画)]
・新しい教員組織に適合した教員の採用・昇任に関する規程の整備について、教員組織運
営会議の下今後ともさらなる検討を続けていく。
・教員の任用が任期制であることを利用し、人材の流動化と活性化に努める。
・医学教育センターFD 部門を通じて全学的 FD 活動を広めていく。
・研究に対する外部資金の獲得にさらなる努力を行う。
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基準６. 職員
６−１ 職員の組織編制及び採用・昇任・異動の方針が明確に示され、かつ適切に運営さ
れていること。
（１）事実の説明（現状）
６−１−① 大学の目的を達成するために必要な職員が確保され、適切に配置されている
か。
本学の目的は、すぐれた実地臨床医家並びに保健医療技術者の育成であり、この目的達
成のために必要な職員が各担当部局に配置されている。本学の管理運営組織は、法人事務
局と大学事務局に分かれ、法人事務局では企画、広報等の事務を、大学事務局では教育研
究の支援、学生の厚生補導等を行う事務を担当している。両事務局には 9 部、8 室及び 22
課が、また部等におかれる室が 17 室設置され、それぞれ事務を分担している。
本学の職員数は、平成 18 年 5 月 1 日現在、専任職員 536 名（84.7％）
、非常勤職員 97
名（15.3％）の計 633 名である。この中には大学の附属施設である病院群において医療事
務を担当する職員も一部含まれるため、この職員数を単純に非医学系大学と比較すること
は難しいが、数の上でも十分な職員組織と規模を有しているものと考えている。また各担
当部署との連携は十分とられており、現在の職員体制で十分機能している。
職員の体制については、現状の人数を基礎に、プロジェクトや長期総合計画等の各事業
の進展に応じた人員の増加や再配置を行っている。
６−１−② 職員の採用・昇任・異動の方針が明確にされているか。
本学では職員が仕事に生きがいを持ち、安心して働ける職場づくりを目指して人事制度
を構築しており、これを基礎に職員の採用・昇任・異動の方針が決められている。職員の
採用については、当年度の採用必要数と定年退職などの将来の不足数を踏まえて、大枠と
しての人事計画が策定されている。採用については、本学の採用方針に沿った選考が行わ
れ、就業規程に従い採用手続きが行われている。
昇任は、年功序列制度を基本としつつ、各部署の所属長が実績、能力、意欲等を評価し
て人事考課を行い、推薦により昇任させ、また異動については、当該職員の勤務年数、能
力や適性を判断して必要に応じて行っている。また昇任・異動は定期的に実施されている
が、若くても高い使命感を持ちリーダーシップを発揮できる人材を積極的に登用して、今
後の本学の発展のために長期的展望に立った人材活用による組織の活性化を図っている。
今後とも業務のアウトソーシング、非常勤職員や派遣職員の採用なども積極的に行い、
専任職員の業務の負担軽減を図るとともに、事務の効率的運用と、質の高い職員集団によ
る少数の職員体制を目指していくこととしている。
６−１−③ 職員の採用・昇任・異動の方針に基づく規程が定められ、かつ適切に運用さ
れているか。
職員の採用は、就業規程に明示されている。昇任・異動については規程や明文化された
ものはないが、本学の人事の基本方針に基づき運用されている。採用については人事計画
に基づき新卒者を中心に行うが、業務の多様化、専門化が進む中で新卒者に限らず、その
- 61 -

埼玉医科大学

業務に適した人材を他業種からのいわゆる中途採用を積極的に受け入れている。
次長クラス以上の役職者には、役職任期（通常２カ年）制の導入とともに年俸制を導入
して、組織の活性化を図っている。
（２）６−１の自己評価
・大学の目的を達成するために必要な職員数は確保されており、また事業計画等に沿った
人員の再配置等により、適切な人事配置を行っている。
・職員の採用については、人事計画に従い採用方針を策定して必要な人材の確保を行い、
昇任・異動については公平な人事考課の実施等により、昇任や異動が適切に行われてい
る。
・昇任・異動に関する規程は特に置いていないが、組織の活性化を目指した人事計画によ
る適切な運用が行われている。
（３）６−１の改善・向上方策（将来計画）
・本学では職員配置に対する定員制は採用されていないが、定員制は各部署の業務量と人
員数を明らかにし、各職員の業務の取組みへの意欲の向上が期待されると考える。この
ため、定員制の導入を検討していきたい。
・全体に必要な職員数は確保しているが、業務量に応じた適正な職員数を維持するために、
常に業務内容の見直しを行い、人員の再配置や増員への早急な対応に応じられる体制を
作っていきたい。
・社会のニーズに応じた組織機能への対応のために、ジェネラリストとスペシャリストの
バランスの取れた人員配置とともに、ＩＴの活用による業務の効率化や人員増加の抑制
を行っていきたい。
・専任職員の業務の内容を見直し、非常勤職員の活用、業務のアウトソーシング等を積極
的に検討していきたい。
・採用・昇任・異動などの今後規程の制定とともに、当面基準を作成し、公表することに
より透明性を高め、職員が納得できる人事制度の運用を図っていきたい。
６−２ 職員の資質向上のための取り組みがなされていること。
（１）事実の説明（現状）
６−２−① 職員の資質向上のための研修（ＳＤ等）の取り組みが適切になされているか。
本学では人材育成の基本はあくまでも OJT(On the Job Training)と位置づけ、職場での
育成を重視してきたが、有能な人材を育成するためには、人事管理の一貫として組織的、
かつ継続的に実施する必要があるとして、職員に対する研修制度を設けてきた。そして職
員研修規程に沿って、
「自己の向上に努める職員」
、
「全体のチームワークに貢献する職員」
、
「積極的に業務を遂行する職員」の育成を目指しているが、業務に関連する諸知識の習得
と資格の取得など、職員各人の能力開発に効果を上げている。
研修には、本学が直接実施する集団研修、外部研修への参加、通信講座などがあり、過
去３年間では、次のような状況となっている。
(1)職員を対象とする主な研修（過去３年分、一部病院職員の参加を含む）
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・職場内研修参加者
537 回開催、延べ 11,210 名参加
・職場外研修参加者
885 回参加、延べ
1,922 名参加
・通信講座受講者
146 名参加（受講料の半額補助制度の終了者実数）
・主任・リーダー研修会
70 名参加（主任・係長クラスを対象）
・初級マネージメント研修会 64 名参加（課長補佐・課長クラスを対象）
これらの研修を修了した者には、修了証を授与している。
(2)上記以外に、次のような研修の機会がある。
・理事長講演会として、年 2 回程度教職員を対象として、法人の基本組織や組織の改革等
への取り組みを周知する機会が設けられている。
・新入職員に対しては、新人職員研修を実施し、社会人としての基本的なマナーや各職場
の業務内容などを研修させている。
・大学という場で多くの学術集会や講演会が開催されており、これらの会にも職員が参加
し、職員の資質向上に役立っている。
（２）６−２の自己評価
・研修を組織的、体系的に継続して実施し、職員の資質向上の機会を提供してきたことに
より、多くの職員がキャリアプランを持つようになった。
・通信講座は、業務に役立つ様々なプログラムが自由に選択でき、大学として受講料の半
額を補助する制度により職員の研修の機会が増えている。
・職階別の研修では、病院職員も加えることによって、研修を通じて職種の壁を越えた人
間関係を築くことができ、研修以外の面でも成果を上げることができた。
・その他職種毎の研修会や勉強会を開催するなど、様々な活動により人材育成に効果を上
げている。
（３）６−２の改善・向上方策（将来計画）
・本学の研修制度は、人材育成に高い効果を上げてきたものと考えているが、さらにニー
ズに応じて研修内容を充実していくとともに、逆に必要の薄れた研修を見直していく必
要がある。
・研修の効果を一層上げるために、新しい研修制度の導入について検討を進めていきたい。
６−３ 大学の教育研究支援のための事務体制が構築されていること。
（１）事実の説明（現状）
６−３−① 教育研究支援のための事務体制が構築され、適切に機能しているか。
大学事務局には、教育研究支援のために総務部、経理部、施設部、購買部などの組織を
置き、学部の教育研究支援のために庶務課、教務課、学生課の他、保健医療学部には保健
医療学部事務室を、川角地区には川角キャンパス事務室を置いている。なお保健医療学部
事務室と川角事務室は、大学事務部の中の１組織である。
庶務課、教務課及び学生課の各課では、それぞれ医学部の教員や学生を対象とした事務
を、また保健医療学部事務室では同部の事務を、川角事務室では医学部の 1 年生を中心と
した事務を担当している。なお、平成 19 年度からの毛呂山キャンパスでの医学部の 6 年
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一貫・統合教育の実施に当たり、川角事務室は毛呂山キャンパスへ統合する予定である。
これらの各事務組織には必要な職員を配置し、十分機能しているが、今後とも効率的な事
務体制を検討していく。
医学部の事務については、教育研究に関わる重要事項を審議する教授会並びに大学院研
究科委員会の事務は庶務課が、基本的な教務事務は教務課が、学生を支援する事務は学生
課が担当している。
その他医学教育センター、医学研究センター及び国際交流センターには、活動を支援す
るため事務職員を配置して、予算管理や部門間の連絡調整を行っている。
（２）６−３の自己評価
・教育研究支援のための事務体制は主に大学事務局の各部局が担い、学部事務については
庶務課等の各課で担当している。これらの組織では、職員数は確保されており、連携も
とれ円滑に機能している。
・各センターに事務部門を置くことによって、各組織との連携や運営機能が強化されてい
る。
・研究費の獲得や使用に関する事務の支援は、それぞれの部署の専門の職員が担当してお
り、効率的に機能している。
・教育研究支援のための事務体制は、事務組織規程に従い大学事務局(部)が担っているが、
毛呂山キャンパス、川角キャンパス、日高キャンパス、川越キャンパスと地理的に隔た
った場所にある事務担当者間の連絡調整や資料のやり取り、また決済書類の処理にあた
ってその都度本部のある毛呂山キャンパスまで出向かなければならないことに、多少時
間を要することが難点である。以上のことを除けば医学教育センター、医学研究センタ
ーの各事務部門との連携もスムーズであり、適切に機能している。
（３）６−３の改善・向上方策（将来計画）
現在地理的な隔たりの解消は難しいが、平成 19 年度からの毛呂山キャンパスでの医学
部の 6 年一貫・統合教育により、川角キャンパスが毛呂山キャンパスへ統合することによ
り教育機能の向上を図るとともに、事務部門の一層の強化を図っていきたい。特に両セン
ターとの連携を高めるとともに、業務の専門性に考慮して専任職員の配置を検討したい。
[基準６の自己評価]
・大学の目的を達成するための事務職員の数は確保され、機能的にも体制が整っており、
また、資質向上のための努力もなされている。
・教育研究支援のための事務体制については、法人事務局、大学事務局の各事務部門の連
携体制が構築されており、適切に機能している。
・組織の活性化のために、常に組織の見直しが必要であるが、これを構成する個々の職員
のレベルアップについても研修等を通じて行っている。
・人事制度については、合理的な人事配置とともに、人事考課、採用・昇任・異動などの
基準の策定、定員制など総合的な見直しの必要があると考えている。
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[基準６の改善・向上方策(将来計画)]
・職員配置に対する定員制は、各部署の業務量や必要性に応じて職員の再配置を行い、業
務の効率性や機能性の向上を図ったうえで検討していく。
・人事制度については、従来型の年功序列的処遇体系から、業務の遂行能力や実績、成果
を処遇に反映する成果主義的要素を加味した給与制度などを検討していく。
・明文化のなされていない人事制度については、規定化を急ぎ、それに伴い人事制度の見
直しとともに、内容の充実を図っていく。
・研修制度については、職員の資質向上及び意識向上に成果を上げており、また職員の好
評を得ていることから、内容の充実や見直しを図っていく。
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基準７. 管理運営
７−１ 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備されて
おり、適切に機能していること。
（１） 事実の説明（現状）
７−１−① 大学の目的を達成するために、管理運営に関する方針が明確に定められてい
るか。
大学の目的等については既に詳述した通りであり、大学の設置者である学校法人の目的
と、その管理運営方針は関連規程などに定められ以下のとおり明確にしている。
①寄附行為 第 2 章第 3 条
この法人は、教育基本法及び学校教育法に基づいて学校教育を行い、人格、識見優
れ、思想中正な医学研究者、臨床医家、医療技術者及び看護師を育成し、もって国民
医療の向上に寄与し、かつ、医学、医療の進歩、研究に貢献することを目的とする。
②経営理念
生命への尊厳と相互信頼に支えられた「限りなき愛」
③運営方針
1.教育について：人類愛に燃えた質の高い医師並びに医療従事者の養成
2.研究について：国際的水準の医学研究の展開と医療水準の向上への貢献
3.診療について：患者中心の国際的に通用する良質な医療サービスの提供
4.経営について：合理的かつ効率的なバランスの取れた健全経営
これらの管理運営に関する方針は、規程集に掲載されるとともに第２次長期総合計画に
記載され教職員への周知徹底を図っている。
７−１−② 管理運営に関する方針に基づき、大学及びその設置者の管理運営体制が整備
され、適切に機能しているか。
本学では、管理運営方針に基づき、大学及びその設置者の管理運営体制を適切に機能さ
せるため、学校法人埼玉医科大学組織規程を制定している。同規程第 1 条に「この規程は、
学校法人埼玉医科大学寄附行為第 2 章に基づく法人の目的及び事業を達成するために、法
人の組織を明確にして、その管理運営の円滑化と責任体制を確立することを目的とする。
」
と定めている。法人組織は経営組織のもとに教育・研究組織、診療組織及び管理組織を置
くものとしている。各組織にはそれぞれの責任者を明確に定めるが、本法人を代表できる
ものとして、今般の国立大学の改革、私立学校法の改正に合わせ、理事長が法人代表者と
して、経営組織の責任者であり、経営組織が教育・研究組織、診療組織、管理組織を統轄
する組織体制に平成 16 年 8 月に改めた(図 7-1-1)。
その大要は、
1. 理事長が法人代表者として経営組織の責任者となる。
2. 経営組織は、法人の経営全般にわたる権限と責任を持ち、教育・研究組織、診療組
織、管理組織を統制する。
3. 教育・研究組織、診療組織、管理組織にはそれぞれの責任者を明確に定める。
4. 管理概念上、従来の医学部附属病院を医学部から分離自立させ大学病院とし、診療
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組織を教育・研究組織と分轄する。
経 営 組 織
（責任者・理事長）

教育・研究組織
（責任者・学長）

診 療 組 織
(責任者・各病院長)

管 理 組 織
（責任者・事務局長）
図．7-1-1 管理運営体制の組織図
これらの組織の管理運営に関しては、学校法人埼玉医科大学会議運営規程並びに同委員
会運営規程を整備し、以下の機能を有する主な会議並びに委員会が活動し、その役割を十
分果たしている。
○会 議
①経営に関する会議
・「理事会並びに評議員会」は、法令および寄附行為の定めにより設置し、理事会は学
校法人の最高議決機関、評議員会は理事会の諮問機関として位置付けている。
3 月には予算理事会、5 月には決算理事会、11 月には中間決算理事会を定例的に開
催している。必要がある場合には臨時理事会を開催している。
・
「常任理事会」は、理事長はじめ学内理事 10 名で構成し、理事会からの諮問事項に対
して迅速に意思決定する機能を有している。
・「スタッフ会議」は、理事長の諮問機関として、専務理事、常務理事、学長、病院長
等が出席し、議決機能を持たないフリートーキング・スタイルで重要事項の方向性を
協議して、必要な案件については関係する組織に具体的な指示により、その審議を行
わせている。
・平成 18 年 3 月までは、
「改革推進会議」を設置し、理事長、専務理事、常務理事、学
長、副学長、病院長、副院長が出席して、一連の大学改革を主導してきたが、所期の
役割が完了したので解散した。
・平成 18 年 4 月からは、教員の新しい組織である資格と職位制度を導入したことによ
り、かねてから設置予定であった「教育・研究、診療連携会議」をスタートさせた。
この会議の役割については、本稿 7-2-①で述べる。
・部長会は、理事長が出席、事務系及びコメディカル系の部長で構成し、経営組織、教
育・研究組織及び診療組織に対する支援の充実や情報交換の場として開催している。
②大学等に関する会議
・従来の教授会を医学部では「教員代表者会議」と称し、学部長を中心に各部門の代表
者約 50 名で構成、
「教授会運営規則」に基づき選出された教授、助教授等が出席して
開催され、各代表者には議決権が与えられている。
・保健医療学部の教授会は教授で構成され、学部が発足したばかりであるが、積極的に
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審議が行われている。
・
「教授総会」は、平成 16 年 12 月より年 2 回開催し、全教授及び学長が必要と認めた
者が出席し、理事長から一連の大学改革の基本方針、理事会報告、財務報告等の講話
があり、学長他担当教授から所管事項の報告がなされている。この会議は、理事長は
じめ経営陣も出席し、主に経営方針と各部からの報告事項と情報交換が中心となり、
議決事項の審議は行われない。
・教員の新しい組織改革の取り組みから、医学部では「教員組織運営会議」を発足させ
た。この会議は、専務理事、医学部長、副医学部長、病院長、副院長、医学教育セン
ター長、医学研究センター長で構成し、教員組織のあり方や運営方法、教授等選考委
員会委員の選出等について協議を行っている。なお、保健医療学部については検討中
である。
③病院に関する会議
・病院群の会議は、平成 19 年 4 月国際医療センターの開設を待って病院間連絡会議(仮
称)や、部門別連絡会議(仮称)の設置を予定しているが、現在は大学病院と総合医療
センターで「両院懇談会」を開催し、理事長、担当理事、両病院長他関係幹部が出席
して情報交換や連携事項を協議している。
・病院毎に、各病院長を中心に「経営改善推進会議」
「運営会議」
「科長会議」等を開催
し各病院における業務運営の効率化などを協議している。
○委 員 会
①経営組織に設置する委員会
教員人事委員会他 12 委員会
②教育・研究組織に設置する委員会
平成 18 年 4 月から教員組織が新しく改正され、また、保健医療学部が開設されたこ
と等により、現在、委員会の見直しと新設委員会の設置に取り組み中である。
③医学部・大学院に設置する委員会
卒前教育委員会、大学院委員会他 20 委員会
④保健医療学部に設置する委員会
入学試験委員会他 4 委員会
⑤短期大学に設置する委員会
記載省略
⑥附属総合医療センター看護専門学校
記載省略
⑦診療組織に設置する委員会
記載省略
全て、管理運営に関する方針に基づき、適切に機能させている。
７−１−③ 管理運営に関わる役員等の選考や採用に関する規定が明確に示されている
か。
役員(理事、監事)及び評議員の選任に関しては、寄附行為の定めにより、理事 15 名、
監事 2 名、評議員 33 名、理事長 1 名、専務理事 1 名、常務理事 3 名を選任している。また、
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理事の職務及び理事長職務の代理については、寄附行為細則に規定を置いている。
その他、学長等選考規程、病院長等選考規程に基づき下記の職位の者を選考している。
学長
副学長
学部長
学科長
センター長
部門長
運営責任者
教育主任
研究主任
病院長等選考規程に基づく職位は記載省略

（２）７−１の自己評価
・大学の目的を達成するために、管理運営に関する方針が寄附行為等によって明確に定め
られている。また、経営理念、運営方針についても明確にされているとともに第２次長
期総合計画に記載するなどその周知についても努力しており評価できる。
・学校法人埼玉医科大学組織規程に基づき各組織の自立性を促すとともに理事長を最高責
任者とする管理運営組織が構築されている。また、会議や委員会に関する規程も整備さ
れこれらの規程に従い、十分な審議を経ており各種の会議や委員会が経営組織と密接不
可分にかかわりを保ち有機的に、適切に機能しているものと判断している。
・役員等の選考や採用についても、関連する規程が明確に示されており、その定めに従い
適切に運用されている。
・国立大学の法人化や私立学校法の改正に伴い、適切に対応し管理運営組織を確立してい
るものと自負している。
・法人として「第 2 次長期総合計画」を策定するなどし、全ての職員に閲覧可能な状況を
整え近未来の目標設定がなされており有効である。
（３）７−１の改善・向上方策（将来計画）
・管理運営の組織については、平成 18 年度保健医療学部の開設、同 19 年度国際医療セン
ターの開設に合わせ、より有機的、機能的な組織に改正していく予定である。
・会議と委員会についても、同様に見直して一部改正し、必要なものは新設していく。
・規程についても、組織や制度改正に合わせて、一部改正や必要なものは新設していく。
・学校法人としての管理運営組織の改善と経営の透明性の確保をさらに推進していく。
７−２ 管理部門と教学部門の連携が適切になされていること。
（１） 事実の説明（現状）
７−２−① 管理部門と教学部門の連携が適切になされているか。
教学部門には、その責任者である学長（理事）の他、法人の経営陣から専務理事、常務
理事がそれぞれ所管業務を持って管理運営に当っている。これらの理事は、理事会、評議
員会、常任理事会で各所管業務について発表し報告している。また、前述したスタッフ会
議は、理事長の諮問機関であるが、学長をはじめとする教学組織の理事が参画し、法人全
体の経営に関すること、教学部門の管理運営に関すること等、重要事項を協議している。
教員の人事に関しても、選考委員会の結果を踏まえつつ、理事長のもと「教員人事委員
会」を開催し、最終選考を行うが、学長、専務理事、常務理事も参画し学校法人としての
意思決定を行っている。
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また、概ね年 2 回開催される全教授が出席する「教授総会」には、理事長他経営陣も同
席し、特に理事長からは大学や病院を取り巻く環境、大学改革、理事会報告、当面の取り
組み課題等について講話を行い連携の強化を図るとともに、平成 18 年度より、理事長、
学長、病院群病院長、専務理事、常務理事出席のもと「教育・研究、診療連携会議」を発
足させ、経営陣との密接な協議を行い教学部門と診療部門の連携が円滑化とともに強化さ
れている。
（２）７−２の自己評価
・本学は創設以来、理事長、学長は兼務することなく、それぞれの責務を担い、十分に意
見を交換しお互いに協力し尊重し合いながら発展してきたものと自負している。
・学長は本学の寄附行為上の第１号理事として法人の意思決定に参画するとともに教員側
の最高責任者としての立場から意見を述べている。教員の人事権を持つ「教員人事委員
会」は理事会の下にあるが、常に教学組織の代表である学長が経営組織と連携を図りつ
つ運営されている。
・「教育・研究、診療連携会議」の新設により、理事長他経営陣と教育・研究部門、診療
部門との連携が密になった。
・教授総会における理事長講話は、経営と教学部門の連携にも、大きな成果を上げている。
（３）７−２の改善・向上方策（将来計画）
・経営と教育・研究部門、診療部門との連携は、すでに構築されているが、平成 18 年度
保健医療学部の開設、同 19 年度の国際医療センターの開設に合わせ、新しい経営組織
と教学組織の連携機能の再構築が必要であり、これにも鋭意取り組んでいく。
７−３ 自己点検・評価等の結果が運営に反映されていること。
（１） 事実の説明（現状）
７−３−① 教育研究活動の改善及び水準の向上を図るために、自己点検・評価活動等の
取り組みがなされているか。
本学では、昨年度まで単科大学であったため自己点検・評価の機能は、教授会の構成員
を中心とした埼玉医科大学自己点検・評価委員会が、教育研究活動の改善及び水準の向上
を図るための様々な問題や課題に取り組んできた。学内活動については、この自己点検・
評価委員会のもとに年報作成のための編集担当委員を任命し、それぞれで行われた点検と
評価の結果をとりまとめている。他に、経営組織に設置される各種の会議や委員会で基本
方針や具体的対策が示されるのと同時に、教学組織内の関連部局において実証や検証を行
ってきた。また、現在、第２次長期総合計画の初年度であるが、第１次長期総合計画の期
中 3 年目に中間評価を行い、その後、同期の総括とともに、次期計画の策定を行うなどし
て現在に至っている。
これらの活動とともに、学校法人埼玉医科大学業務監査規程に基づき、監事による「監
事監査」と監査委員会による「業務監査」と区分して制度化している。
「監事監査」は私
立学校法の改正に連動して明確化したもので、監事から要請があれば、理事長は監査委員
会を設置して事務的支援を行うこととしている。
「業務監査」は、自己点検の方策であり、
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監査項目によって理事長が監査委員を任命し、監査を実施することとしている。平成 17
年度には個人情報保護に関する業務監査、科学研究費補助金の使用に関する業務監査を実
施した。また、理事長による経理にかかわる業務監査が毎年末に実施されている。
臨床研修の場である大学病院並びに総合医療センターは、財団法人日本医療評価機構に
おいて病院機能評価を、埼玉医科大学短期大学で、財団法人短期大学基準協会による第三
者評価を受審するなど積極的に外部評価を受け入れてきた。
７−３−② 自己点検・評価等の結果が学内外に公表され、かつ大学の運営に反映されて
いるか。
自己点検・評価等の結果は、埼玉医科大学年報に掲載され、学内外の関係各機関に冊子
体で配布するとともに、平成 16 年度号より学内ＬＡＮでも公開している。年次計画や予
算書、決算書、理事会報告などは学内報に掲載され、同様に学内ＬＡＮでも公開されてい
る。なお、外部への公開には至っていない。
監査制度に基づく業務監査実施の概要については、教授会で学長が説明し、監査結果で
指摘があれば、学長が当該部署長に個別対応をしている。
病院機能評価や短大基準協会による第三者評価結果についても、学内各所に適格認定証
を掲示するとともに、そこで受けた指摘や改善点はその後の事業活動に反映されている。
これらの自己点検・評価活動の状況を公開し、また、評価結果を受けて長期総合計画の
策定や見直しを実施している。
（２）７−３の自己評価
・監査活動を通じ、法令や学内規程の遵守体制の強化に役立っていると判断している。
・病院機能評価や短大基準協会などによる第三者評価を受けることにより、事前の意識改
革と事後の改善努力へとつながっていることは、受審したその組織のみならず、法人全
体の取組みへと活動が広がっている。
・これらの自己点検・評価活動や情報の公開により学外には理解や協力を求め、学内では
次の行動目標、長期総合計画などにつながっており有効に機能している。
（３）７−３の改善・向上方策（将来計画）
・今後とも自己点検・評価活動や第三者による評価に積極的に取組み、本学の関係者のみ
ならず広く社会一般からも評価が高い組織体へと改善努力を続けていきたい。
［基準７の自己評価］
・大学の目的は、寄附行為や学則等に明記され、これらの目標達成のための管理運営体制
も適切に構築されており、また十分機能している。
・この目的達成の大学の管理運営は、学校法人の管理運営のもとで行われているところで
あり、平成 16 年 8 月より導入した、新しい経営体制も定着しつつある。
・経営組織である理事会と教育研究組織である教授会との関係も、互いに役割と責任が明
確化され密接な協力体制が築かれている。
・長期総合計画を策定するなど、法人としての具体的な方向性を明示している。
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・本学の事業活動は、すぐれた実地臨床医家並びに保健医療技術者の育成を目標に行われ
ており、常に教育活動の改善及びその水準の向上を目途に実施され、その成果も上がっ
てきているものと考えている。
[基準７の改善・向上方策(将来計画)]
・平成 18 年度開設の保健医療学部の充実や、同 19 年度予定の国際医療センターの開設に
伴ってさらに管理運営体制を見直し、必要な事項の充実、組織の新設に取り組んでいく。
・日高キャンパスの開設によって経営の管理運営スパンが拡大し、今後も本学の目的達成
のため機能的な管理運営体制の構築に鋭意取り組んでいく方針である。
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基準８．

財務

８−１．大学の教育研究目的を達成するために必要な財政基盤を有し、収入と支出の
バランスを考慮した運営がなされ、かつ適切に会計処理がなされていること。
（１） 事実の説明（現状）
８−１−① 大学の教育研究目的を達成するために、必要な経費が確保され、かつ収
入と支出のバランスを考慮した運営がなされているか。
本学は、建学の理念に基づき、昭和 47 年の創立以来一貫して質の高い医学教育と地
域社会への医療サービスの貢献を念頭に、その役割を十分果たすべく努力してきた。
昭和 60 年には、川越市に高度救命救急センターを備えた約 800 床の総合医療センタ
ーを開設した。また平成 10 年には、日高市に新キャンパス用地を取得、平成 12 年に
は、文部科学省より「学術フロンティア推進事業」の認定を受け、補助金による公的
支援も得て日高キャンパスにおける最初の研究施設としてゲノム医学研究センターを
開設した。
そして、平成 18 年 4 月、医学部と並ぶ新しい学部「保健医療学部」を開設し、さら
に現在、同キャンパスに平成 19 年春のオープンを目指し 600 床を有する最先端医療の
新病院「国際医療センター」の建築に目下取り組んでいる。
創立以来、教育研究の充実と病院経営の安定化に向け、役職員が一丸となって取り
組んで来た結果、平成 17 年度末には、総資産約 1,600 億円となり、年々事業活動およ
び内部留保の充実が着実に図られてきている。
このうち、自己資本に相当する基本金と繰越消費収支差額の合計は、約 1,300 億円
が確保できており、自己資本比率は、80％を超える高水準を維持し、強固な財政基盤
が確立できている。
本学の主な収入は、医療収入、学生生徒等納付金、および補助金等で構成されてい
る。特に医療収入の占める割合は、平成 17 年度決算では、帰属収入の 8 割を超えてお
り、この医療収入の動向が、本学の収支を左右する最大の要素となっている。一方、
主な支出は、人件費、研究経費、それと医療経費で構成されている。このうち、ここ
数年は、特に日高キャンパスの事業の開設準備の進捗に伴う前倒し人件費や、医療活
動の拡充に伴う経費増等の影響で、人件費比率や医療経費比率が若干上昇傾向を示し
ている。
なお、研究経費については、教育環境の整備、研究上の目的を達成するために必要
な一定の支出水準を維持している。
本学では、取り巻く環境が大きく変わる中、収入増強策、経費抑制、投資のコント
ロールを組み合わせて、全体的な収支バランスを考慮した財務運営を行なってきてい
る。
８−１−② 適切に会計処理がなされているか。
本学の予算編成は、各部署より予算が要求されてくるが、まず各部署で前年度の予
算額と実績額を参考にして費用対効果を検証し、新年度の予算額については、基本方
針を十分反映させた予算とし特殊要因等ある場合には、それらを加味して慎重に原案
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を策定している。このうち教育関係については、大学事務部で要望を取りまとめ教育
センター等で審議検討しその意見を反映させている。そして、各部署で策定した予算
を経理部で取りまとめを行い、全体調整の結果、必要に応じ査定を行い、その後、財
務担当理事、理事長の承認を得て最終的に理事会で決定されている。
なお、会計処理については、学校法人会計基準をベースに本学の経理規程を遵守し
適正に実施している。そして会計上や税務上で取扱いに疑義が生じた場合には、監査
法人や顧問税理士さらに日本私立学校振興・共済事業団等から適宜指導を受け、適正
な会計処理を行なっている。
８−１−③ 会計監査等が適正に行なわれているか。
本学の会計監査は、①監査法人による監査②監事による監査③学内の教職員による
内部監査と 3 つの形態で行なわれている。
まず監査法人による監査は、あずさ監査法人に委託しているが、同法人による監査
は、年間約 25 日で特に中間期と決算期を中心に集中して実施されており、会計基準の
運用方針など適宜適切な指導を受け、適正な会計処理が確保されている。
次に監事による監査は、本学の「寄附行為」第 14 条で職務を定めており、財産状況
の監査及び法人の業務等が主な監査内容であり、随時の指導助言の他、理事会等にお
いても通常の監事監査以上に運営全般に亘るご意見と効果的な指導を受けている。ま
た内部監査については、従来から主に財務面での監査を中心に年末の現預金を含めた
現物監査を実施している。
さらに、学内監査の重要性に鑑み、平成 12 年に「業務監査規程」を定めているが、
現在までのところ、監査室の設置に代えて監査委員会による学内監査方式を採用、必
要に応じ又監査の案件ごとに、その都度、監査委員を任命して指定した事項の監査を
実施している。
（２）８−１ の自己評価
直近 5 年間の消費収支状況を検証して見ると、平成 13，14 年度は当年度消費収支差
額は黒字を確保しているものの、平成 15 年度から平成 17 年度までの 3 年間の消費収
支差額は、支出超過となっており平成 17 年度翌年度繰越消費支出超過額は、約 29 億
円を余儀なくされている。
この主な理由は、日高キャンパスに関連した設備投資の負担増や、人件費の前倒し
採用に伴う人件費の増加等各種新規事業（プロジェクト）の初期投資に伴う基本金組
入などの負担が大きく影響している。さらに、医療活動の増加努力に伴う医療経費が、
大幅に増加している等によるものである。
なお、研究経費も施設の拡大、教員の増員に伴い、教育研究環境の整備･拡充に努め
た結果、この 3 年間で約 5 億円増加した。この研究経費については、今後教育研究活
動の充実を進めるとともにその効率配分に向け検討する必要があると思われる。
本学の財政状態および経営状況を示す諸計数を、平成 16 年度の私立医科大学 29 校
の平均主要財務比率７項目（消費収支計算関係比率と貸借対照表関係比率）を使い比
較すると次の通りである。まず、消費収支計算関係比率の 4 項目は、以下のとおり。
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① 消費支出比率
消費支出の帰属収入に対する割合で、この比率が低いほど経営に余裕があるとみ
ることが出来る。本学は、96.0％で他校平均 97.8％より 1.8 ポイント低いが、本学
では、この比率がやや上昇傾向にある。
② 人件費比率
人件費の帰属収入に対する割合を示す重要な比率である。本学は 46.2％で、他校
平均 45.8％より 0.4 ポイント高く、若干この比率が増加している。これは、日高キ
ャンパスにおける教職員の前倒し採用が影響している。
③教育研究経費比率
教育研究費の帰属収入に対する割合であり、教育研究活動の維持・発展のために
は不可欠なものである。本学は 44.2％で、他校平均 47.2％に比べて 3.0 ポイント
低い。しかし本学は、平成 16 年度は前年比 2.0 ポイント、さらに平成 17 年度は、
前年比 2.1 ポイント増加しており上昇傾向にある。
④管理経費比率
管理経費の帰属収入に対する割合である。本学は 4.9％で、他校平均 3.8％に比べ
て 1.1 ポイント高い。これは、日高プロジェクトに係わる経費の増加が影響してい
る。
次に、貸借対照表関係比率の 3 項目は、以下のとおり。
①流動比率
流動負債に対する流動資産の割合で、短期的な支払能力を判断する重要な指標の
1 つである。一般に金融機関等では、200％以上であれば優良と見なしているが、本
学は 756.8％で、他校平均の 240.5％を大きく上回り健全性を維持している。
②固定比率
固定資産の自己資金に対する割合で、土地、建物、施設等の固定資産にどの程度
自己資金が投下されているかの比率である。本学は 68.0％で、他校平均の 110.3％
に比べ非常に健全である。
③総負債比率
固定負債と流動負債を合計した負債総額の総資産に対する割合で、総資産に対す
る他人資金の比重を評価する極めて重要な関係比率である。本学は 15.6％で、他校
平均の 32.7％に比べておよそ半分以下で極めて健全である。
予算編成については、原則各部署よりの要求額をベースに主に積み上げる方式で
策定しているが、各部署単位での業務の内容に応じた経費の把握は必ずしも十分と
言えない状況にある。
なお、予算編成後の執行状況については、経理部を中心に毎月の月次決算でチェ
ックとフォローを行っており、特に支出状況については、前年同期及び予算比等の
進捗状況を確認し適宜該当部署に情報提供と対応策の検討要請を行っている。
会計監査等については、本学の監査法人及び監事による監査状況とも比較的充実し
ているものの、内部監査については、質・量とも監査内容の強化が求められている。
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（３） ８−１の改善・向上方策（将来計画）
本学にとって今後の最重要課題は、日高キャンパスに関連した諸事業の着実な推進
による計画達成である。
これに伴う数々の設備への投資は、総投資額も相当多額になることが予想され、内
部留保してある自己資金以外にも、独立行政法人医療福祉機構等から低利で、長期・
固定金利の借入金を既に一部調達し、より安定的な財務運営戦略確保のための施策を
実施している。また同キャンパスの最終の構想まで含めた法人全体の長期財務計画を
既に策定済みであるが、今後これらの精緻化をさらに図ってゆく必要がある。
このような状況で、今後の収入の見通しを展望した場合、やはり全体収入の 80%強
を占める医療収入の今後の動向および収入確保が最大のポイントとなってくる。特に、
19 年春開設する国際医療センターについては、いかに短期間のうちに黒字化を図るこ
とが出来るのか、さらに既存の埼玉医科大学病院から同センターへ 200 床移管に伴い
同病院の医療収入の相当額の減収が予想されるが、この収入の減を最小限に抑え、ま
た病床数減に対応した支出面での効率化を図っていくことが出来るのか、これも大変
重要な課題である。
一方、国の財政再建策のあおりを受け医療費削減は避けられず、今後の医療収入は、
さらに厳しい状況が予想されるところでもあり、医療収入以外の一般からの寄附金、
各種研究費並びに国及び各財団等公的機関からの科学研究費補助金等の取り入れをさ
らに積極的に強化していく事も重要課題である。
加えて、従前、比較的高騰を抑えられてきた人件費についても、今後は規模の拡大
に伴う教職員数の増加、教職員の平均年令の上昇に伴う財政への影響も大きな経営課
題となっている。これらの増加する人件費を抑制する対応策として、あらゆる業務の
見直しによる適正人員の配置や外部委託、さらには一部年俸制、選択定年制等の導入
による人事制度の見直しも含めた全般的な検討が急務である。
また、ここ数年来の医療経費の増加が大きな問題となっており、とりわけ薬剤費と
医療材料の増加が顕著である。このため現在、後発薬品の導入については、平成 18 年
4 月より一部導入を開始するなど、病院関係者全員で医療経費削減に向けて鋭意対応
中である。いずれにしても、この厳しい状況の中、適切な情報共有により意識改革を
求め、役職員全員が一丸となって更なる経営の合理化等に取り組み、大学の重要課題
である教育研究活動の更なる整備、充実を図っていく必要がある。
今後の予算編成執行方針としては、各部署の費用対効果の十分な検証を行い、真に
教育研究、診療に必要な支出に限定する厳格な予算管理体制を構築し、経費の徹底削
減を図っていくことが要求されている。
学内監査体制は、既に「業務監査規程」に基づき「監査委員会」がこの任にあたっ
ているが、今後日高キャンパス開設に伴う監査対象業務の増大に対応するためにも、
さらに一層充実した監査体制の構築を図る必要がある。
８−２ 財務情報の公開が適切な方法でなされていること。
（１） 事実の説明（現状）
８−２−① 財務情報の公開が適切な方法でなされているか。
- 76 -

埼玉医科大学

本学では、従前より閲覧資料の備え置きは実施していたが、今回の法改正を機に平
成 17 年 3 月新たに「財務情報公開要領」等を制定、経理部内に閲覧資料を備え置き、
関係者からの請求に応じる体制を整えた。
さらに、関係者への開示方法として、本学では、
「埼玉医科大学々内報」において学
生および父兄等の保護者、教職員並びに大学関係者に対して情報公開を行なっている。
掲載内容は基本方針を中心とした事業計画、及び事業報告の概要とし、予算について
は、消費収支計算書と資金収支計算書を、決算については、消費収支計算書、資金収
支計算書と貸借対照表のそれぞれ大科目についての概要となっている。
（２） ８−２の自己評価
平成 16 年度より義務付けられた事業報告書、決算資料等の財務情報の開示内容につ
いては法令上特に問題ないものの、開示方法は、学校法人の公共性、透明性という観
点から見ると決して十分な公開をしていると言えない状況であり、今後の検討課題で
ある。
（３）８−２の改善・向上方策（将来計画）
学校法人は、公益法人の一つとして積極的に財務情報を公開し、説明責任を果たす
ことが極めて重要であると考えている。
今後本学では、財務情報公開の趣旨を十分認識して、広く一般に理解を得るためイ
ンターネットのホームページへの掲載等、公開内容や方法を工夫し財務情報等の公開
を積極的に推進して行くことを検討する必要がある。
８−３ 教育研究を充実させるために、外部資金の導入等の努力がなされていること。
（１）事実の説明(現状)
８−３−① 教育研究を充実させるために、外部資金の導入（寄付金、委託事業、資
産運用等）の努力がなされているか。
本学では、教育研究を充実させるための外部資金として、寄付金、科研費等の研究
費、収益事業、それと資産運用等の収入が主なものである。
研究費総額の直近 3 年間の実績は、平成 15 年度、約 15 億円（うち外部資金約 11 億
円）、平成 16・17 年度、約 16 億円（うち外部資金約 12 億円）を確保している。この
うち科研費は、本学の研究活動を支える貴重な財源となっており、平成 17 年度の文科
省と厚労省を合せた採択実績は、約 250 百万円である。
なお、平成 17 年度経常費補助の特別補助金の実績は、約 220 百万円である。
さらに各診療科では研究費として、医薬品・医療材料メーカー等から奨学寄附金、
受託研究費、治験研究費等を積極的に受け入れており平成 17 年度の実績は、約 850 百
万円である。
（２）８−３の自己評価
外部資金の導入に関する学内の取り組みについては、特別補助金や科研費の直近 3
年間の実績を見ても、採択件数、交付額等いずれも伸び悩んでおり、全体としてみる
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と獲得・申請に対するもう一段の努力が求められる状況と思われる。
こういう中で、ゲノム医学研究センターでは、所長以下研究者が外部資金の獲得に
向けて積極的に取り組んでおり、医薬品メーカーとの共同研究や、政府関連受託等の
獲得も年々増加している。
なお、入学時のご父兄・保護者等からの寄付金は、昨今の経済情勢等を反映して受
け入れが年々難しくなっている。その他、収益事業や資産運用による収入は、安定的
な収入確保と増収を狙いとして取り組んでいるものの全体的には概ね横這いの状況で
ある。
（３）８−３の改善・向上策（将来計画）
国の財政事情により診療報酬のマイナス改定に伴う医療収入の減少や国庫補助金等
の増額が見込めない現状を踏まえると、今後は、科学研究費や民間助成金などの外部
資金への依存度がますます高くなっていくものと考えられる。
このため、学内組織の中に研究組織を再編成して研究の活性化を図るため医学研究
センターを設置し、特許の取得、産学連携等、積極的に外部資金の獲得が出来るよう
な体制作りを開始し対応を図っていくことで、外部資金の導入の拡充を考えている。
[基準８の自己評価]
本学は、医学部、保健医療学部、短期大学、看護専門学校を有する医療系の複合大
学である。学生の確保については、医療系の学校という特殊性もあり、現在までのと
ころ少子化の影響は比較的深刻度は低いものと思われる。従って、病院を取り巻く環
境はますます厳しくなっているものの、学校法人全体での収支状況も比較的順調に推
移してきており、財務内容も健全性が維持できている。
なお、会計処理及び会計監査についても、適正に処理しており問題はない。
財務情報の公開については、私立学校法の改正の趣旨や公共性、透明性を考慮して、
関係者に対し、毎年一定の時期に学内報を通して公開をしているものの、より一層の
社会のニーズに応える工夫等が求められている。また、外部資金の導入については、
その重要性を十分認識して積極的に対応している。
[基準８の改善・向上方策（将来計画）]
大学及び病院を取り巻く環境が大きく変化している。平成 17 年 4 月より私立学校法
の一部が改正となり、これらの改正を踏まえて、本学では、平成 18 年 4 月より新しい
教員組織をスタートし、
「学校法人の管理運営制度の改善」等への取り組みを開始した。
一方、病院運営の問題では、医療制度の改革がある。本学にとって全体収入の 80％
以上を占めている医療収入のマイナス改定は、極めて影響も大きく重要な経営課題で
ある。今後、教育研究活動を計画的、継続的に遂行して行くためには、永続的な財務
内容の健全性や安全性の維持・向上が求められている。つまり、
「教育研究と財務の調
和」を図ることであり、本学では、今後とも教職員が一丸となって調和ある発展を目
指し努力していきたい。
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基準９. 教育研究環境
９−１ 教育研究目的を達成するために必要なキャンパス(校地、運動場、校舎等の施設
設備)が整備され、適切に維持、運営されていること。
（１）事実の説明（現状）
９−１−① 校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等、
教育研究活動の目的を達成するための施設設備が適切に整備され、かつ有効
に活用されているか。
本学は都心より約 60 分の埼玉県中西部の緑豊かな地域に 4 つのキャンパスを持ってい
る。
（図 9-1-1）埼玉県西部の秩父連峰を望む自然に恵まれた毛呂山町の毛呂山キャンパス
には、本学の法人本部及び、医学部、大学院、基礎医学部門、臨床医学部門、大学病院、
中央研究施設、医学情報施設、学生部が設置され、川角キャンパスには、医学基礎部門と
運動場が置かれている。
また、隣接する日高市の日高キャンパスには、高度先進医療に対応すべく臨床との橋渡
し研究を推進する「ゲノム医学研究センター」と、平成 18 年 4 月に看護学科、健康医療科
学科、医用生体工学科を持ち開設した｢保健医療学部｣がある。
さらに、首都圏近郊の川越市の川越キャンパスには、最新鋭の医療機器を設置し、高度
な医療教育を提供すべく臨床施設として「総合医療センター」
「高度救命救急センター」
「総
合周産期母子医療センター」が設置されている。

図 9-1-1
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毛呂山キャンパスの医学部に属する建物として基礎医学棟、第 2 研究棟、第 3 研究棟、
本部棟、8 号館(教員棟)、9 号館(学習施設)、11 号館(教員棟)、錬成館(体育館)、図書館
などがあり、講義室 5 室、演習室 14 室、学生自習室 22 室等で構成されている。校舎面積
は講堂、実習室、体育館等を含め 147,993.5 ㎡、校地面積は 121,533.3 ㎡と設置基準を十
分に満たしている。うち第 2 研究棟は、建物面積 2,217.49 ㎡で基礎医学系、臨床系合わ
せて 37 室の研究室が設置され、第 3 研究棟は、建物面積 3,462.16 ㎡で動物舎、RI 管理事
務室、臨床検査室、化学実験室なども設備され、十分なスペースと研究環境が確保されて
いる。
また、１年次の学び舎である川角キャンパスは、講義室 6 室、実習室 3 室、図書館分館、
学生会館、体育館等で構成され、校舎面積は、図書館分館、学生会館、体育館等を含め
6,060.4 ㎡、校地面積は、運動場も含め 34,899.9 ㎡と設置基準を満たしている。
日高キャンパスの保健医療学部は、教養棟、実習棟、講義棟と 3 棟の校舎で構成され、
講義室 17 室、演習室 18 室、実習室 11 室等が確保されている。校舎面積は 26,694.9 ㎡、
校地面積 201,188.4 ㎡と設置基準を満たしている。
〇図書館
埼玉医科大学附属図書館は、4 館室(附属図書館、川角キャンパス分館、日高キャンパス
分館、総合医療センター分室)で構成される。うち、附属図書館、川角キャンパス分館は独
立棟である。4 館室毎に学内向けのホームページを立ち上げている。これによりデータベ
ースや電子ジャーナルは学内の何れの場所からでもアクセスできる。データベースは医学
中央雑誌、J-Dream II、OVID Medline、EBM Reviews が利用できる。電子ジャーナルは各
分野の重要誌との個別契約や大手出版社が提供するパッケージ契約により 1,000 誌余りが
利用できる。
（附属図書館）
建物規模は、地下 1 階地上 4 階、床面積 4,238 ㎡余、現在でも、医学部図書館棟として
は、国内屈指の広さであり収容能力は 40 万冊(書架延長 7,000ｍ余)である。3 階閲覧室に
124 席の座席があり、4 階書庫に 40 席のキャレルがある。他に、2 階 AV 教育ルームに 42
席、1,3 階情報機器コーナーに合わせて 25 席ある。入館者数は、年間 45,000 人前後、う
ち 2 割が午後 5 時からの夜間入館者となっている。館外貸出冊数は、教職員の利用が全体
の約半数を占め、医学部学生の利用が 3 割強と次いで多く、他の利用は、短大生、附属学
校生他である。医学部カリキュラムをカバーする蔵書及び医学分野の図書は、網羅的に収
集している。このほか医師国試対策図書を毎年、一定数購入している。また、学内出版物、
学位論文要旨集､県内医療関係資料を収集対象としている。雑誌は国内外の医学雑誌約
１,500 タイトルを受け入れている。客観データ（インパクトファクター、ILL データ）に
よって評価し、各分野を網羅した効率のよいコレクションに努めている。開館時間は、平
日 9:00-20:00、土曜 9:00-17:00 である。
（川角キャンパス分館）
建物は地上 2 階、
延面積 1,055 ㎡、
書架収容能力は 51,000 冊(書架延長 1,615ｍ)である。
1 階には、ラウンジ、新聞閲覧コーナーの他に、分館長室、会議室、視聴覚室(13 席)、資
料室がある。視聴覚室はグループ学習室としても利用される。2 階閲覧室には座席数が 56
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席ある。カウンターの周囲に一般書架の他に指定図書､参考図書､新着図書､地図用書棚、情
報機器コーナーがある。さらに複写室（カラー複写機 1 台）
、製本雑誌書庫、集密書庫があ
る。開館時間は、平日 8:30-17:30、土曜 8:30-12:00 である。
(日高キャンパス分館)
教養棟の 2、
3 階を占め、
延面積 1,455 ㎡、
収容可能冊数は 117,650 冊
（書架延長は 4,235.4
ｍ）である。閲覧室座席数は 120 席、他に情報教育室に 16 席ある。平成１8 年 5 月 8 日に
サービスを開始した。各学科に必要な雑誌 101 タイトルを 2006 年の購読とした。同じく図
書 12,476 冊（うち専門教育に関する図書は 5,187 冊）
、視聴覚資料 528 点が開設時に整備
された。また、入館コントロールシステム、無断持ち出し防止装置が設備された。開館時
間は、平日 10:00-17:00 である。
（総合医療センター分室）
総合医療センターの 3 階に位置し、延面積 261 平方メートル、収容可能冊数は、21,000
冊（書架延長 771ｍ）であり、座席数は 24 席である。開館時間は、平日 9:00-20:00、第 1
〜第 3 土曜日 9:00-17:00 である。
〇情報サービス施設
（医学情報施設）
医学情報施設は、毛呂山キャンパス基礎医学棟 3 階にあり(占有床面積約 100 ㎡)コンピ
ュータを始めとする最新電子機器を備え学内の教育研究のために利用されている。同施設
は、医学情報施設運営委員会(医学部、毛呂山キャンパス)、コンピュータ委員会(川角キ
ャンパス)、情報機器運営会議(日高キャンパス)、 情報化推進委員会を中心に管理運営さ
れている。その業務は、教室、講堂等の機器の整備、学内ＬＡＮの管理、教職員のサポー
トなどで施設長(副学長)の他、専任の教員 1 名、技術員 3 名、事務員 1 名が配置されてい
る。同施設の利用者数は年間延べ 1,900 人、利用時間は、1,600 時間、サポート回数は 1,200
回と多くの利用者がいる。また、全教職員を対象にコンピュータ実技講習会も過去 4 回開
催した。学生のコンピュータ利用については、マルチメディア医学･情報処理教育講堂や
図書館などに常設のものを情報教育、語学教育、医学部共用試験 CBT などに活用できてい
る。主なコンピュ-タ施設は、以下の通りである（表 9-1-1）
。
表 9-1-1 コンピュータ施設
パソコン

学内
LAN

VTR

プロジ
ェクター

OHP

用途

講義室(5室)

10台

有

5台

5台

5台

授業、研修会、勉強会

マルチメディア講堂

54台

有

1台

1台

1台

授業、共用試験、自習

ゼミ室(14室)

28台

有

5台

−

−

授業、自習

図書館

32台

有

1台

1台

1台

自習

川角キャンパス

コンピュータ室

36台

有

−

−

−

授業、自習

日高キャンパス

マルチメディア講堂

96台

有

1台

1台

1台

授業

キャンパス名

設備内容

毛呂山キャンパス
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〇ゲノム医学研究センター
21 世紀の医学・医療に期待されているヒトゲノムの情報、および技術を基盤とする医学
的研究の基礎および基礎臨床境界領域を開発するため、文部科学省私立大学々術研究高度
化推進事業（学術フロンティア補助金事業）の補助金により 2001 年に創設された。
1.遺伝子構造機能部門、2.遺伝子情報制御部門、3.発生・分化・再生部門、4.病態生理
部門、5.ゲノム科学部門、6.遺伝子治療部門、および 7.プロジェクト研究部門、8.トラン
スレーショナルリサーチ部門から成り、既に、100 名以上の研究者および補助員が働いて
いる。建物は 7 階建、延べ床面積 7,554 ㎡の中に数々の最新鋭研究装置を備え、本学のみ
ならず、全国からよりすぐった研究者を集め、研究成果を国際的に発信している。一方、
約 1,000 ㎡の実験動物施設、Ｐ1、Ｐ2 遺伝子実験施設、ＲＩ実験施設、特殊機器装置の共
同利用室等もあり、本学学生や大学院生の研究の場としての役割も果たしている。
〇病院群
埼玉医科大学病院は、39 の専門診療科と中央放射線部、中央検査部などの中央部門、さ
らに各専門診療科の垣根を取り払って患者中心の医療を目指すための 11 のセンター部門
よりなる 1,385 床の入院病床を持つわが国でも有数の大規模な大学病院である。また、特
定機能病院、心臓移植実施施設、地域がん拠点病院として認定されるなど、高度な先進医
療を実践し、かつ臨床教育の場として最もふさわしい病院といえる。日本医療評価機構の
認定も受けており最も必要とされる優れた実地臨床医の育成を達成するために、病院のさ
らなる機能向上のため努力している。
総合医療センターは最新の設備、医療機器を備え、優秀で豊富な医療スタッフとともに
地域から信頼される中核病院として機能している。急性期医療については、ドクターヘリ
も導入されており 2 次、3 次救急を中心に各診療科とも万全の受入体制に努めている。現
在、29 の診療科、4 中央部門において、ベッド数 913 床、1 日平均 2，000 名の外来患者数
があり、県内有数の規模を誇る。また、同センターは、学内外からの研修医を受け入れ、
研修医は優秀な指導医のもと数多くの症例を経験し、技術の修得をすることができ、卒前、
卒後教育も充実しており本学の貴重な臨床実習の場となっている。
かわごえクリニックは、川越駅西口に程近い本学が所有する「川越ビル」内に平成 16
年 7 月開設した。診療内容は、ペインクリニック外来、ジェンダークリニック外来、リハ
ビリテーション外来等 7 診療科による特殊外来診療の患者中心であり、それに相応しい医
療設備、機器類を揃え、専門性の高い医療を行うことを目指している。平成 19 年 4 月開
院予定である日高キャンパスの埼玉医科大学国際医療センターは、第 4 次埼玉県地域保健
医療計画に基づき埼玉県全域を範囲とし、がん・心臓病に対応する高度専門特殊医療や救
命救急医療の提供を目的としている。包括的がんセンターにベッド数 300 床、心臓病セン
ターにベッド数 200 床、救命救急センターにベッド数 100 床の合計 600 床となる。
〇その他主な施設
その他の主な施設は、次頁の表の通りである。
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表 9-1-2 その他の主な施設
キャンパス名

毛呂山キャンパス

施設名称

面積等

錬成館(体育館)

1,665.8㎡

クラブ活動

テニスコート

1,998.0㎡

クラブ活動

研修センター(呼称：丸木記念館)

4,714.3㎡

食堂・会議室・診療

学生会館他附属建物
川角キャンパス

日高キャンパス
キャンパス外

主な用途

724.9㎡

食堂・教室

運動場

22,041.0㎡

クラブ活動

体育館

1,510.3㎡

クラブ活動

472.4㎡

クラブ活動

錬心館(弓道場)
創立30周年記念講堂

2,915.3㎡

学校行事・教室

テニスコート(鶴ヶ島)

4,544.0㎡

クラブ活動

９−１−② 教育研究活動の目的を達成するための施設設備等が、適切に維持、運営され
ているか。
施設管理部署として「施設部」があり、毛呂山キャンパスに 33 名、川越キャンパスに
13 名、日高キャンパスに 3 名の職員を配置している。建物の建設及び改修工事、各種設備
の維持管理及び修繕、施設･設備の法定点検や監督官庁への届け出等を扱う。また、
「購買
部」が機器備品の新規購入やリース物品の対応をしている。
平成 8 年度および平成 9 年度の文部省「学内 LAN 装置」の助成を受けて構築した「埼玉
医科大学教育学術情報ネットワーク(SMSNET)」は、本部のある毛呂山キャンパス、川越キ
ャンパスの総合医療センター、1 年生の川角キャンパスおよびゲノム医学研究センターが
ある日高キャンパスの 4 つのキャンパスの 24 の建物を結び、学内 LAN システムを構築し
ている。
本学では、より効果的な講義の実現を目的とし、6 つの講堂にマルチメディア対応の AV
機器とコンピュータが設置されている。AV 機器やコンピュータを常に利用できるように技
術的、人的サポートを充実させており、コンピュータの保守点検体制も整えられている。
火災等の緊急時に備え、本学では中央管理室を設置しており、各設備の運営状況を把握
することができる。また、エネルギーセンターにおいては、電・熱装置等の管理をしてお
り、これら両施設は日夜を問わず 2 名以上の担当者を配置している。また、夜間は施設部
に宿直員 2 名を配置し不測の事態に備えている。
（２）９−１の自己評価
・校地・校舎とも教育を行う基準環境を具備しており良好な状態に整備されている。
・開学後３０年を経過しているが、各教育施設は一部を除いて本学の施設部等の適切な維
持管理および改修等により教育・研究目的を達成するための環境整備に取り組んでおり
評価できる。
・コンピュータの環境整備は、漸次進んでいるが川角キャンパスにおいては、1 年生に対
し 5 名の教員が中心にコンピュータ利用のサポートにあたっており、学生は十分に活用
できているものと評価できる。
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・学生のコンピュータ利用について、マルチメディア医学･情報処理教育講堂や図書館な
どの常設のものを利用できたり、ホットスポットの設置により学生所有のコンピュータ
の利用もできるなど設備も整備されており評価できる。
・図書館は、適切な数の蔵書を有し蔵書検索の電子化等に取り組んでおり評価できる。
・医学情報施設においては、情報機器の維持・管理や学生や教職員の指導等充実したサー
ビスが提供できる体制を整えており本施設の目的を果たしているものと評価できる。
・学内ＬＡＮの配線整備やインターネット接続回線のＡＤＳＬ導入は、教育・研究・会議
での効率化、タイムリーな情報共有化に大きく寄与していると評価できる。
（３）９−１の改善・向上方策（将来計画）
・安全管理や環境問題は組織全体で取り組むべき課題であるが、教職員･学生など、立場
により微妙に考え方の差が見られ、全員が認識を共有しているとは言えない状況である。
今後これらに関する啓蒙活動を強化していく必要を感じる。
・医学情報施設では、教育･研究のための資料作成に関する技術的なサポートを強く求め
られており、要望に応えるべく改善策を検討している。また、マルチメディア医学教材
の開発に不可欠な著作権や肖像権などの問題について、医学教育学会などを通じて検討
し、大学間の共用体制を整える活動も実施する。
・教育施設において、教育目標の少人数教育、問題基盤型のチュートリアル教育をさらに
拡大するためには、PBL 用セミナールーム、中規模セミナールームを準備する必要があ
る。
・福利厚生施設については日高キャンパスへの体育館、プール、運動場の設置を学生が強
く要望しており今後、検討する。
９−２ 施設設備の安全性が確保され、かつ、快適なアメニティとしての教育研究環境が
整備されていること。
（１）事実の説明（現状）
９−２−① 施設設備の安全性が確保されているか。
・本学の防火管理規程は、防火管理業務の実施に関し必要な事項を定め、火災の未然防止
と火災及び震災等による被害の局限を図ることを目的としている。
・防火･防災に対しては学内に防火管理委員会を置き防災避難訓練の実施や防災計画の策
定を行っている。
・大学病院には災害対策委員会が置かれ防火管理委員会との連携をとっている。
・電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法の規程に基
づき電気保安規程を定めている。
・第 3 研究棟にＲＩ研究施設がありＲＩ安全委員会において安全管理している。
・組換えＤＮＡ実験安全委員会において遺伝子組換え生物等の使用を含む組換えＤＮＡ実
験に必要な安全管理を行っている。
・感染性廃棄物処理は、特別管理廃棄物に指定された感染性廃棄物についてその適正な処
理を確保するために｢廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル｣に準拠し必
要な基本事項を定め安全管理をしている。
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・環境安全委員会では医療廃棄物、毒物や劇物の化学物質および病原微生物等の管理の徹
底、バイオハザードの防止、資源の再利用の促進、安全な労働環境の保持と向上、教職
員の環境安全教育などを行っている。
・労働安全衛生委員会では、本学に勤務する教職員に対し、労働安全衛生法等の規程によ
り労働災害による危険防止や、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる
等その防止に関する総合的、計画的な対策を推進している。職場における教職員の安全
と健康を確保するとともに快適な職場の形成を促進することを目的としている。
・事務局長の指示のもと毎月定期的に施設を巡回し、安全管理に問題があれば管理部署へ
報告し改善するよう指導している。
９−２−② 教育研究目的を達成するための、快適な教育研究環境が整備され、有効に活
用されているか。
教育施設である講堂、会議室、ゼミ室等の空調については、全室装備されおり快適な教
育環境維持のため定期点検等の管理を随時行っている。また、ゼミ室については、各室で
自由に室内温度の調整ができるよう設備されており自習室として多くの学生が利用して
いる。各建物間は、バリアフリーで連結されており講義のためのスムーズな移動ができる
ように整備されている。しかし、福利厚生施設（食堂、ロッカー室等）にはバリアフリー
が構築されてはいない。
障害者、弱者の対応としては、車イス用トイレの改修・増設やエレベーターの点字表示
を行っている。
キャンパス緑化運動としては、毎年行われる医師国家試験合格祝賀会において卒業生よ
り植樹募金を集めるなど外部空間の緑化を目指している。
喫煙環境整備においては、喫煙問題検討委員会を中心に健康増進法の主旨を踏まえ受動
喫煙防止対策に積極的に取り組んでいる。また、本学は埼玉県より全面禁煙実施施設の認
証を得ている。
施設清掃については、清掃業者へ委託し常時、施設内の美化に努めている。
（２）９−２の自己評価
・本学の施設・設備等の維持・管理は関係部署及び各委員会であり各分野の専門的な技術・
知識を基に統括管理しながら、日常及び定期の維持・管理・法定点検・保守をおこなっ
ており、適切な安全管理体制が確立している。また、施設内外の安全管理維持のため定
期的に巡視を行い安全管理上の問題点があれば関係部署に報告し改善を指導している
ことは、評価できる。
・毛呂山キャンパスの教育施設についての空調設備は、ゼミ室等個々に室内で温度調整で
きるよう改善されてきているが、講堂等の空調設備はボイラー室管理であり室内温度の
調整が講堂内においてできず不便であり改善が必要である。
・障害者、弱者に不快感を与えないよう車イス用トイレの改修・増設やエレベーターの点
字表示等の施設改善は評価できる。
・毛呂山キャンパスの一部講堂は、構内道路に隣接しており騒音対策が必要である。
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（３）９−２の改善・向上方策（将来計画）
・講堂の空調設備については、講堂内で温度調整を自由に設定できるよう設備改善する。
・講堂の騒音対策として２重窓にする等騒音の遮断対策を検討する。
・トイレ設備については、現在、洋式トイレの設置工事を一部始めているが、漸次、増設
をして行く。
・学内の完全なバリアフリー化に向けて検討していく。
[基準９の自己評価]
・本学の校地、校舎面積等は、全て大学設置基準を満たしている。緑化の推進、障害者へ
の配慮等快適な教育環境は漸次、整備している。ただし、早急な対策を要するものとし
て一部老朽化した校舎の改修とコンピュータネットワークの安全性の確保が必要であ
る。
・施設設備については、技術職員が適切に統括管理しており施設維持体制は、整っている
と評価できる。
・教育施設のコンピュータ環境整備については、パソコン設置台数や学内ＬＡＮシステム
の構築等環境改善ができていると評価できる。
・情報機器の維持管理、学生や教職員の指導等のサービス体制もできていると評価してい
る。
・防火・防災に対する体制が整っており避難訓練の実施など危機管理ができていると評価
できる。
・教育研究環境の維持や安全確保のため各委員会を設置しており環境安全維持の体制は、
整備されていると評価できる。
[基準９の改善・向上方策(将来計画)]
・６年一貫・統合教育の重要性を考えると、全学年の教育施設、研究施設、福利厚生施設
を毛呂山キャンパスに集めることが絶対の条件である。そのために平成 19 年度に川角
キャンパスの 1 年生教育を毛呂山キャンパスに移動する予定である。その際、使用教室
を含めたカリキュラムの大幅変更が予定されており、一部環境に不備がある教室、講堂
の改修を行う。
・電子メールサーバによるウィルスチェックの実施など一応の対策は行われているが、不
正アクセスの頻度や危険度の判定など詳細な解析は行われていない。現時点で制定され
ていない情報セキュリティポリシーの制定と、接続するコンピュータ･利用者の認証、
通信内容の暗号化など、情報セキュリティポリシーの内容に則した学内 LAN のセキュリ
ティ対策を行っていく。
･ 現在、学内 LAN は主にインターネット経由の情報交換に利用されており、学内コンテン
ツは乏しく、特に、電子シラバス等の医学教育コンテンツは不十分である。本学の教育
の中核となる医学教育センターの設置により、電子シラバスを中心とした、学内 LAN を
活用した総合学習システムについても検討･推進していく。
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基準１０. 社会連携
１０−１ 大学が持っている物的・人的資源を社会に提供する努力がなされていること。
（１）事実の説明（現状）
１０−１−① 大学施設の開放、公開講座、リフレッシュ教育など、大学が持っている物
的・人的資源を社会に提供する努力がなされているか。
市民公開講座は、本学が蓄積した最新の医学的知識と情報を地域社会に提供することに
より地域医療の向上に寄与し、さらに地域住民の自己研鑽、自己啓発のための生涯学習の
機会を提供する目的で開講している。この企画は平成元年、埼玉県教育委員会との共催で
開始し、現在まで 16 年間、継続的に実施されてきた。平成 17 年 4 月からは、日常生活に
関わる症例を意識的に取り上げ、開催場所も従来の毛呂山キャンパスから埼玉県中央部に
位置する川越市の本学施設川越ビルへ移し、県内全域及び首都圏から多数の市民が受講し
やすい環境としている。広報活動も、東武東上線内の中吊り広告、川越駅構内へのポスタ
ー掲示（図 10-1-1）
、学外ホームページへの情報開示など、積極的に展開している。次頁
の表（表 10-1-1）に示す様に、演題として身近な医学的関心事を積極的に取りあげている
こともあり、移行時の開講当初は 50 名程であった受講者も、平成 17 年度末には延べ 1,200
名を超え 1 開催平均は 80 名を超えた。平成 18 年度においては、現在 4 開催目であるが、
1 開催平均は 130 名を超えており、大幅な増加傾向にある。また、本講座は平成 17 年 4
月より、
「学び輝く彩の国県民運動協賛事業」として埼玉県協賛の公開講座となっている。

図 10-1-1 川越駅構内へのポスター
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表 10-1-1
○市民公開講座 一覧表（平成 17 年度以降）
演

題

№

開催日

受講者数

1

4月16日

45名

骨があぶない 1

2

4月30日

89名

骨があぶない 2

3

5月 ７日

66名

痛みに勝つ 1

4

5月 28日

59名

痛みに勝つ 2

5

6月 4日

58名

スポーツによるけがを治す 1

6

6月25日

69名

スポーツによるけがを治す 2

7

7月 9日

73名

生活習慣と病気 1：肥満は万病のもと

8

8月27日

115名

生活習慣と病気 2：急増する糖尿病･高脂血症

9

9月17日

103名

生活習慣と病気 3：高血圧を予防する

10

10月29日

101名

心臓が危ない 1：最新治療と予防

11

11月12日

52名

心臓が危ない 2：小児心臓を治す

12

12月10日

127名

心臓が危ない 3：治療の最前線

13

1月14日

69名

アレルギー･花粉症に克つ 1

14

2月4日

99名

アレルギー･花粉症に克つ 2

15

3月25日

97名

アレルギー･花粉症に克つ 3

平成17年度 延受講者数

1222名

平成17年度

17

4月15日

140名

脳を知る 1

18

5月27日

131名

脳を知る 2

19

6月10日

136名

脳を知る 3

20

7月8日

137名

こころの健康 1

21

9月9日 予定

未開催

こころの健康 2

22

10月21日 予定

未開催

こころの健康 3

544名

平成18年度

平成18年度 延受講者数

講演内容
年をとるとなぜ骨がもろくなるのか
骨のもろさは、どのようにしてしらべるのか
骨がもろくなんって起こる病気
骨がもろくなるのを、防ぐ、治す
痛みはどのようにして感じるか
はり、きゅうは痛みに効くか
漢方で痛みを和らげる
痛みのもとを断つーペインクリニックへの期待ー
スポーツによるけがはどうして起こるか
手のけが
背骨のけが
足のけが
最近注目されているメタボリック症候群
肥満による肝障害を予防する
糖尿病を早期に見つけるには
高脂症はなぜ悪いのか
塩分の取りすぎは悪いか
家庭での血圧測定のすすめ
人工心臓を知っていますか
心筋梗塞予防のための食生活
生まれる前からの診断と治療
子供の手術ここまで進んだ
狭心症を治す
不整脈を治す
アレルギーってなに？
成人のぜんそくは克服できる
アトピー性皮膚炎を理解するために
鼻と花粉症−克服するにはどうするか？−
こどものアレルギーと環境整備
知っておきたい薬物アレルギー
アレルギー・ぜんそくの最新の治療

1日平均受講者数：81.5名
頭痛に克つ
めまいー正しい知識で確実に解消ー
脳卒中にならないために
脳卒中の最新の治療
しびれの原因とその対策
認知症と物忘れ
学習障害、多動、自閉症、ｱｽﾍﾟﾙｶﾞｰ症候群など
社交不安、摂食障害、ボーダーライン性格など
うつ病をのりきる
更年期のストレスと更年期障害
老いの心と認知症に向き合って
がん医療における心のケア
1日平均受講者数：136名

市民公開講座の他に、毎月おおよそ 10〜20 回の医学教育関係講演会や研究会等も学内
で夕刻に実施している。
その 3 割程度は、
学外の医療従事者も対象とした講演会等であり、
一般の方々も受講可能である。
主に職業上必要な医療知識、
医療技術等を演題としており、
開催情報を近隣の病診連携施設 149 機関に郵送している。平成 17 年度は、開催回数約 180
回、学外からは延べ約 800 名超の参加者を数えた。
大学施設の開放については、日高キャンパスに平成 16 年度新設された弓道場「錬心館」
を平成 16 年第 59 回国民体育大会「彩の国まごころ国体」の練習場として日高市に開放し
た。また、鶴ヶ島市内に保有するテニスコートは、学内外あわせ毎月延べ 300 名程度の利
用者がいる。近隣の高等学校テニス部をはじめ、広く民間に開放する事で地域との交流を
はかっている。武道施設「錬成館」は、少年武道教室の稽古場や町内盆踊り大会の練習場
としても開放している。川角キャンパスのグランドは近隣保育園の運動会の会場として開
放している。
図書館の学外開放として、平成 4 年に毛呂山町立図書館と「毛呂山町立図書館の活動に
対する埼玉医科大学附属図書館の援助に関する申し合せ」を交わし、町立図書館利用登録
者に対する大学図書館資料の閲覧及び複写利用の提供、町立図書館から依頼のあった事項
に関する所蔵調査等の提供を可能とした。また、埼玉県と協議し、県民カレッジ受講者に
受講期間中の図書館利用サービスを実施している。
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（２）１０−１の自己評価
・市民公開講座の平成 17 年度は、開催回数 15 回、延べ 1,222 名（平均 81.5 名）の参加
者を数え、市民の要請に適合した講座であると評価できる。
・学内での医学教育関係講演会等における学外からの平均受講者数は 1 回 5 名程度であっ
た。学外への広報活動は、ポスター掲示及び近隣の病診連携施設への郵送だけで十分と
考えているが、学外の多忙な医療従事者が平日の夕刻に受講する時間的余裕が無かった
ものと分析している。
・弓道場は国体開催同年に新設されたばかりであり、地方遠征の選手からも好評であった。
テニスコートや武道施設、グランドなどの運動施設においても地域社会のコミュニケー
ションの場として、近隣高等学校の生徒、保育園児も含めた多くの市民に利用されてお
り、概ね良好と評価できる。
・図書館については、条件付ではあるが各自治体と提携して県民や町民の利用を認めてい
ることは評価できる。
（３）１０−１の改善・向上方策（将来計画）
・市民公開講座は、医学、看護、医用生体、健康医療をキーワードとし、社会要請にあっ
た多くの問題等についても多角的に触れていく予定である。
・医学教育関係講演会、研究会の外部への広報体制は確立されているが、学外からの受講
者を増やすために企画と開催時間の再検討を行う。
・施設開放については、ホームページ上で予約可能な管理体制を構築し、現在一般開放し
ていない弓道場においても、テニスコート、武道施設同様に検討して行く。但し、グラ
ンドにおいては、授業及び部活動の日程の関係等で現在は一般開放を予定していない。
・図書館においては、開業医等の学外の医療従事者に対し、自宅のパソコン等から必要文
献の入手を可能とさせる遠隔複写サービスを予定している。また、入院患者への開放等、
時代の要請に応えるかたちで学外利用者を想定し、開放に適応した体制の実現と構築に
向けて努力する。
１０−２ 教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されていること。
（１）事実の説明（現状）
１０−２−① 教育研究上において、企業や他大学との適切な関係が構築されているか。
本学の教育分野における他大学との連携は、医学教育センター卒前教育部門が窓口で実
施している共用試験の CBT（Computer Based Test）及び OSCE (Objective Structured
Clinical Examination:客観的臨床能力試験) の実施に関わるものが主である。知識の評
価に用いる CBT については全国加盟 80 大学の相互協力により適正な問題の作成に努めて
いる。診察技能・態度の評価に用いる OSCE については、全国加盟大学をグループ区分し
た 11 大学の相互協力により外部評価者として相互派遣を実施している。各々医療系大学
共用試験実施評価機構経由で他大学と連携し、学生の基本的臨床能力の修得を目指してい
る。
医学教育センター大学院教育部門において担当している大学院生の国内外留学制度は、
本学大学院学則で最長 2 年迄認められている。過去 5 年間の実績においては、14 名が 9
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大学 2 機関に留学しており、7 名を 6 大学より受け入れている。現在は 1 名が他大学に留
学しており、3 名を他大学より受け入れている。
本学は埼玉県の 18 大学が連携して協力体制を築き、教育研究の高度化・進展化を図る
ことを目指し設立された「彩の国大学コンソーシアム」にも加盟している。
研究分野において本学は、平成 17 年 8 月、研究に関する一連事項を整備、企画、運用
する統括組織として構成員総数約 130 名、部門総数 10 部門の医学研究センターを発足さ
せた。産業界や他大学との適切な関係を構築する社会連携に関わる部門は主に 6 部門であ
り、他大学や企業との共同研究等を推進させる共同研究推進部門、産学連携に関連した補
助金・助成金等の調整をする学外グラント部門、職務発明を管理し特許化を推進、管理、
運用する知的財産管理運用部門、それらを産業界と結び付ける産学連携部門、研究者等の
受入れ体制を構築するフェローシップ部門、研究全般を評価する研究評価部門である。特
に、知的財産管理運用部門においては、今年度より「知的財産統括アドバイザー派遣事業」
に採択され、知的財産統括アドバイザーに師事し体制の構築に、より一層の力を入れてい
る。平成 17 年度においては共同研究契約書に基づく 13 件の共同研究と、受託研究契約書
に基づく 22 件の受託研究を締結している。従前からの継続分を含めると、平成 17 年度の
総数は共同研究契約 17 件、受託研究契約は 42 件となる。また、特許等に関しては本学規
程に基づき、これまで 8 件の特許を出願した。
平成 17 年 11 月、日高市が近隣の複数大学より講師を招聘し毎年開催している公開講座
「日高ライブラリーカレッジ」において、本学 2 名の教員が講演を行った。また、本学附
置研究所ゲノム医学研究センターでは、毎年“ゲノム医学”を主題とした国際シポジウム
を開催し、国内外の著名な研究者の招待講座に加え、自らの代表的成果を報告している。
過去 4 年間の 4 回のシンポジウムでは、他大学より各回延べ 150 名程の研究者の参加を得
ている。さらに臨床医学部門(病院群)においては、地域医師会あるいは医療機器・薬品会
社等の企業との共催で、臨床研究会を開催し地域医療水準の向上に寄与している。
（２）１０−２の自己評価
・医療系大学共用試験実施評価機構経由で他大学と連携している共用試験 CBT、共用試験
OSCE は共に円滑に実施されていることは評価できる。
・大学院生の国内外留学は、大学院学則に基づき他大学等と円滑に行われており、概ね良
好な関係を保っていると評価できる。
・彩の国大学コンソーシアムにおいて、研修会、施設見学等に積極的に参加できたことは
評価できる。
・民間企業等との共同研究や受託研究、特許等の件数は決して多くないが、案件毎に適切
な契約が締結されており、それらに基づき研究成果があげられていることは評価できる。
・医学研究センターにて構成された 10 部門が、その研究成果を社会に還元する仕組みや
産業界との信頼を構築する努力を継続的に行っている事は評価できる。
・特許庁の委託事業として(社)発明協会より公募された「平成 18 年度 知的財産統括アド
バイザー派遣事業」に新規採択されたことは、本学における知的財産管理構築の準備体
制が、評価されたということであろう。
・日高市主催の市民公開講座“日高ライブラリーカレッジ”は、一般市民に対応すべく主
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催者側の意に沿った解りやすい講演が出来たと評価できる。
・ゲノム医学研究センター主催シンポジウムも本学研究者の研究成果発表に対する質疑
を重視するもので、通常学会等の研究報告会とは異なる独特のものとして、多くの大学
等から高い評価を受け、他大学の研究者等の定期的な交流の場としても価値は高い。
・企業等との共催で、勉強会等が円滑かつ有効に開催出来ていることは評価できる。
（３）１０−２の改善・向上方策（将来計画）
・平成 17 年度共用試験 OSCE における本学の外部評価者は資格取得教員 17 名であるが、
各教員の日程を考えると、他大学と十分に協力するには不足している状況である。教員
に外部評価者研修会受講を促して資格取得者の増員を図る。
・大学院生の留学時においては、他大学と受講講義の学習内容等を協議し、単位互換制度
の導入を検討して行きたい。
・彩の国大学コンソーシアムにおいては、保健医療学部が開設された事も念頭に置き、
新たな視点でさらなる積極的な参加に努める。
・医学研究センターは、新組織であり全部門が業務に着手したばかりである。各部門は、
既存の事務組織と連携し、円滑な研究成果の活用のために努力する。また、社会連携を
念頭に、教育研究の活性化に努め、企業等からの寄附金等による寄附講座の開設も実現
させたい。
・医学研究センター知的財産管理運用部門は、知的財産統括アドバイザーを中心とし、本
学知財の体制を整備推進していく。発明評価、出願等選別、契約、人材育成を目的とし
た実務体制の確立、知財セミナー開催等の知財教育支援と普及啓発に取り組む。
・ゲノム医学研究センター主催のシンポジウムは、好評を得ておりさらに充実を図りたい。
・研究成果の保護と活用に努め、広く社会還元を支援するための対外的な研究教育講演等
の充実を目指し検討する。
・企業等との共催における勉強会等も開催回数を増やし、一元管理によってその有効性を
向上させる。
１０−３ 大学と地域社会との協力関係が構築されていること。
（１）事実の説明（現状）
１０−３−① 大学と地域社会との協力関係が構築されているか。
日高キャンパスのゲノム医学研究センターでは、平成 18 年 4 月 愛知教育大附属岡崎中
学校の生徒 4 名を修学旅行学習見学として受け入れた。平成 18 年は 7 月に日高市小中学
校々長教頭会の 24 名、8 月に山梨県立吉田高等学校理数系の生徒 40 名の見学が予定され
る等、地域社会との協力関係が構築されている。
本学が、入間地区医師会、(独)産業推進保健センター、埼玉医科大学同窓会と連携し、
毎年 10 月に実施している産業医資格講習会は今年度で 5 年目、第 8 回を開催する予定で
あり、平成 17 年度においては登録者 220 名、参加者 198 名を集めた。
国際救助援助隊への医師派遣は平成 15 年 5 月に北アフリカのアルジェリア共和国と平
成 15 年 12 月にイラン南東部で発生した大地震に、独立行政法人 国際協力機構（JICA：
Japan International Cooperation Agency）の要請で、国際救助援助隊の一員として本学
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医師 1 名が協力する等、国際的なボランティア活動にも貢献している。
本学はボランティアの派遣だけでなく、受入れ活動も行っている。埼玉県社会福祉協議
会を通じて埼玉医科大学ボランティア委員会規則、ボランティア受入規程に基づき、現在、
20 名の登録者がいる。大学病院において毎月 70〜100 時間、通院患者の案内・誘導、車椅
子利用者の乗降の援助、外来や検査室の案内等でボランティアの協力を得ている。
さらに、日本赤十字社埼玉県支部日高市埼玉県赤十字血液センターの依頼により毎年 4
月と 11 月の年 2 回、献血事業に協力している。毛呂山キャンパス約 350 名、川越キャン
パス約 100 名、計 約 450 名の教職員を受け付け、両キャンパスを併せ、計 370 名が血液
を提供している。日本赤十字社には、それに加え献血事業に関わる医師の派遣にも協力し
ている。
また、本学では昭和 53 年より毎年、気管支喘息やアレルギーに病む小・中学生を対象
に財団法人 日本アレルギー協会との共催で「ぜんそくサマースクール」を開校している。
昭和 57 年からは、埼玉県が協賛し委託事業として認定され、埼玉県のホームページ「彩
の国だより Web 版」でサマースクール生も募っている。ぜんそくサマースクール実行委員
として本学が受付窓口となっており、ここまで平均 28 名の参加者を数え、今年度も 7 月
下旬から 3 泊 4 日で、新潟県柏崎市、柏崎海洋センターにおいて第 29 回目の開校を予定
している。
（２）１０−３の自己評価
・中高生等の施設見学は、簡単な実験も体験できる様に計画され、充実したものとして評
価できる。
・産業医講習研修会を開催していることは産業医の養成に貢献していると評価できる。
・国際救助援助隊の援助活動に参加した本学医師に対して、県知事から特別表彰の栄誉が
讃えられ、皇居にて執り行われた天皇陛下拝謁にも招待されたことは、多大なる評価に
値する。
・ボランティア受入については、埼玉県社会福祉協議会のホームページ以外に、地元自治
体の広報紙等にも掲載して積極的に活動への参加を働きかけていることは評価できる。
・多くの学生や教職員が献血に協力していることは評価できる。
・
「ぜんそくサマースクール」は、今年度で第 29 回目を迎えている。28 年間の継続実施は
十分に評価できる。
（３）１０−３の改善・向上方策（将来計画）
・施設見学における見学者が中高生等であれば、簡単な実験が出来るよう学習資料等も用
意し、科学や医学医療に興味が持てるような内容で充実させる。
・講習会等においては、本学の専門性を生かし、さらなる円滑な運営等に努める。
・国や自治体及び、地域医師会、保健･医療･福祉関係団体、産業界との社会交流、社会連
携を深め、良好に展開するための組織を充実させる。
[基準１０の自己評価]
・市民公開講座、学外の医療従事者も対象とした医学教育関係講演会・研究会等は対象者
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の要請に応じた内容を実施できた。後者の聴講者は少なかったが内容的には概ね良好で
あったと評価できる。
・他大学、他機関の研究者等を対象としたゲノム医学研究センター開催のシンポジウムも、
国内外の研究者の交流の場として認識されつつあり評価できる。
・弓道場・テニスコート・グランド・武道施設の開放においては、地域及び学生達のコミ
ュニケーションの場として多くの人々に利用されており、概ね良好といえる。
・図書館においては、埼玉県および毛呂山町の各自治体と提携し県民や町民の利用を可能
としていることは評価できる。
・研究成果を社会に還元する仕組みの構築につき、研究統括組織として医学研究センター
を開設したことは評価できる。取り組みの中で、現在の民間企業や他大学をはじめとす
る他機関と、共同研究や受託研究を通じた直接的な意味の社会連携及び協力体制を確立
させることが今後の重要な課題である。
・他大学と連携し構築されている各共用試験は、医療系大学共用試験実施評価機構の管理
のもと問題なく実施されており、大学院生の国内外留学においても円滑に行われており、
概ね良好な関係を保っていると評価できる。
・中高生等の施設見学受入れについては、概ね良好に行われており評価できる。
・産業医講習研修会の継続実施は、評価できる。
・国際救助援助隊への医師派遣、ボランティア受入、献血、講演等、地域社会との協力関
係は適切に構築されており、国際救助援助隊の活動においては各自治体等から表彰を受
ける等、実績と共に信頼関係も築き上げられており評価できる。
[基準１０の改善・向上方策(将来計画)]
・本学の医学・医療の研究成果を、地域社会に提供する公開講座等のさらなる充実を図る。
・市民公開講座、学外の医療従事者も対象とした医学教育関係講演会・研究会等における
講師は、医学部の教員のみならず、看護師、薬剤師、検査技師、放射線技師、栄養士等
の医療従事者及び学外講師の招聘も検討し、医療全般を多角的な見地から企画し、誰も
が興味をもつ内容とする。
・研究者教育を目的としたシンポジウム、例えば、科学研究費補助金等の使用に関わる全
人的な教育、研究費獲得から社会へ還元する仕組み、研究者に求められている法令遵守
や研究遂行上の倫理観の醸成等の企画、開催を検討する。
・共用試験 OSCE への協力体制を強化するため、本学教員の外部評価者研修会への積極的
な参加を促し外部評価者の増員を図る。
・大学院生留学における他大学と単位互換制度の導入を検討する。
・医学研究センター機構においては、既存業務との明確な分担を構築し、研究成果の円滑
な活用・移転支援、相談支援を組織的に実施出来る体制を整備する。
・彩の国大学コンソーシアムには、医学部のみでなく保健医療学部も、積極的に参加して
いく。
・国や自治体及び、地域医師会、保健･医療･福祉関係団体、産業界との社会交流、社会連
携を深めるために、社会事業における協力関係を良好に展開するための学内機構の構築
を検討し、より充実した社会連携の活動を心がける。
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基準１1. 社会的責務
１１−１ 社会的機関として必要な組織倫理が確立され、かつ適切な運営がなされている
こと。
（１）事実の説明（現状）
１１−１−① 社会的機関として必要な組織倫理に関する規定がされているか。
本学は、創立以来規範となるべき建学の理念、経営理念及び運営方針を制定してきたが、
創立 30 周年を機にそれらを基本として｢倫理綱領｣を策定した。序文において、役員及び
職員の倫理観の涵養に資するものである、と記述されており、本学において基礎となる組
織倫理が以下のとおり明記されている。
＜倫理綱領＞
(1)公共的使命
私たちは、建学の理念、経営理念、運営方針を基本とし、教育・研究・診療の公共的使
命を認識し、健全な経営のもと、その使命を果たします。
(2)社会的責任
私たちは、環境保全への配慮、地域社会との協調等の社会的責任を果たし、社会の発展
向上に貢献します。
(3)法令遵守
私たちは、社会の構成員であることと法人の一員であることを自覚し、法令その他の社
会的規範及び法人の倫理綱領、諸規程等を遵守します。
(4)自己責任
私たちは、自己責任を原則として行動し、公正、誠実に職務を遂行します。
と規定されている。この倫理綱領では、さらに、各職種ごとの倫理綱領が定められてい
る。この倫理綱領は本学の組織倫理の根幹であり、これをもとに、就業規程における服務
規律、業務監査規程、個人情報保護規程、ハラスメント規程などが整備されている。
研究においては、医学研究及び医療行為に関する倫理性を審議する倫理委員会を設置し
ている。また、これらの規定とともに関連規程も整備されている。
＜組織倫理に関する主な規程＞
・学校法人埼玉医科大学倫理綱領
・学校法人埼玉医科大学就業規程
・学校法人埼玉医科大学業務監査規程
・学校法人埼玉医科大学賞罰委員会規則
・学校法人埼玉医科大学個人情報保護規程
・学校法人埼玉医科大学ハラスメント防止規程
・埼玉医科大学学則・同大学院学則
・埼玉医科大学倫理委員会規則
１１−１−② 組織倫理に関する規定に基づき、適切な運営がなされているか。
前述の規程類に基づき、適切な運営を行うにあたり、本学では全ての規程類を学内ホー
ムページ上より閲覧できるようになっている。学内の様々な業務の遂行にあたってはこれ
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らの定めと法令を遵守するよう徹底されている。近年では「個人情報の保護に関する法律」
に基づき、全学的な勉強会を催すとともに、個人情報保護の基本規程となる学校法人埼玉
医科大学個人情報保護規程を法施行と同時に制定した。この基本規程の下に、学生部門、
患者部門及び教職員部門のそれぞれの特性に合わせた個人情報保護規則を定め、本学が取
り扱う個人情報を適切に保護するための項目を置き、役員をはじめとする全ての職員がそ
の業務内容に応じた個人情報の適切な取り扱いを確保することとしている。
また、ハラスメントに関しては、制定当初セクシャル・ハラスメント防止規程であった
ものを平成 17 年度に学校法人埼玉医科大学ハラスメント防止規程とし、単に性的ハラス
メントだけではなく、パワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、ドクター・
ハラスメントを含め様々なハラスメントに対応できるものに改訂した。
これら業務に関わる各種の規程を整備するとともに、監査委員会や賞罰委員会を設置し
日常業務を厳格かつ活発に遂行できる環境も整えている。
監査委員会においては、平成 17 年度には科学研究費補助金の適正使用の確認並びに個
人情報保護に関する特別監査を実施し業務の堅確化を図った。賞罰委員会においては、理
事長の諮問機関として、委員会規程に基づき、理事長に内申された賞罰の該当者に対し、
事実の認定、証拠の確認、賞罰区分の適用について審議し、理事長に答申する。
（２）１１−１の自己評価
・社会的機関として必要な組織倫理に関する規程は整備されており、また、規程集が整備
され適切に運用されている。
・学校法人埼玉医科大学諸規程管理規程が制定されており、この規程に基づき規程類が管
理されており評価できる。
・規程集については、今年度より冊子媒体から学内ＬＡＮ上で閲覧と利用が可能になった。
・個人情報保護については、規程類の整備が進んでおり、概ね良好に管理されている。
・ハラスメントへの対応については、規程類の整備は出来ているものの学生への周知徹底
が不十分であり、情宣活動を実施する必要がある。
・監査委員会についても適切に機能していると判断できる。
・本学が社会の一員として、一層受け入れられるためには教職員及び学生の更なる倫理教
育が必要である。
（３）１１−１の改善・向上方策（将来計画）
・各規程類の管理については、概ね良好な状態であり、今後は常に最新状態で閲覧できる
よう維持向上に努めていく。
・各種のハラスメントに関する情宣活動として、今後、相談窓口などの明確化と周知徹底
のための PR 活動を実施していく。
・監査委員会機能を充実させ、特に、研究費に関わる監査については継続的に実施するこ
とにより適正使用を促したい。
・職員研修や学生への倫理教育の充実に努めたい。
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１１−２ 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能していること。
（１）事実の説明（現状）
１１−２−① 学内外に対する危機管理の体制が整備され、かつ適切に機能しているか。
本学では学校法人埼玉医科大学危機管理規程が制定されている。この規程は、学校法人
埼玉医科大学において発生する様々な危機的事象に対して迅速かつ的確に対処するため
の危機管理体制及び対処方法等を定めるものとする。となっており、危機管理の対象を以
下のように事象別に分類している。
(1)法人の経営全般に係わるような問題
(2)各キャンパスに係わる大規模災害などの問題
(3)教育・研究・診療・管理各部門活動の遂行に重大な支障のある問題
(4)患者、学生、職員、地域住民等の安全に係わる重大な問題
(5)施設管理上の重大な問題
(6)情報技術(IT)システムにおける重大な問題
(7)社会的影響の大きな問題
(8)その他、これらに相当するような事象であって、組織的・集中的に対処することが必要
と考えられる問題
と定め、その事象の影響範囲ごとに全体危機、地区別危機、部門別危機に危機を区分し
対処できるよう体制が整えられている。特に、災害時、緊急時等では連絡網を整備すると
ともに、消防法に基づく防火管理規程、電気事業法に基づく電気保安規程、労働安全衛生
法に基づく労働安全衛生規程などが整備され、それぞれ関連法規に準じて避難訓練や定期
点検などが実施されている。また、医療系大学として、病院群を抱える本学では、医療ス
タッフはもちろんのこと施設系、事務系の職員が 24 時間学内に常駐して、その対応にあ
たっている。これらの体制整備は単に自らの組織を維持するためだけではなく、近隣地域
の災害などでは、拠点病院として患者の受入、避難場所の提供、水、食料などの備蓄につ
いても対応できるよう整備されている。
（２）１１−２の自己評価
・危機管理規程をはじめとする各種の規程が整備されており、適切な運用がなされている
ものと判断している。
・不測の事態に備え、各種講習会、防災訓練等の実技を介し、それぞれの関連法規に準じ、
避難訓練や定期点検などを実施しており評価できる。
・それぞれの危機管理事象の未然防止については、各セクションが常日頃点検整備にあた
るとともに、情報管理についてもデータのバックアップの作成、保管管理に努めており
評価できる。
（３）１１−２の改善・向上方策（将来計画）
・危機管理については現在のところ適切に運営できていると判断しているが、完璧な管理
体制など無論存在しない。常に各セクションにおいて点検を実施し、教職員、学生個々
人の意識の高揚が必要であり、万が一のための準備に備えたい。
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１１−３ 大学の教育研究成果を公平かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備され
ていること。
（１）事実の説明（現状）
１１−３−① 大学の教育研究成果を公平かつ適切に学内外に広報活動する体制が整備
されているか。
本学では広報活動を、正しい情報を発信することにより、本学の社会的評価を確立する
とともに広く他者の意見を反映し次の活動に活かすための重要な活動と位置づけ、法人に
広報委員会を設置している。この広報委員会の任務は、広報に関する基本方針の策定、広
報誌等の編集及び発行、広報活動に関する各部局等との連絡調整などが主な任務となって
おり、その下で広報室を中心に、本学のホームページ、大学紹介ビデオ、大学案内、学内
報、年報など様々な媒体による情報の発信がなされている。
これらの製作にあたっては、編集委員会等が組織され、その内容を精査したうえで公表
される仕組みとなっている。
埼玉医科大学年報では、本学の教育研究成果がまとめられ、自己点検評価活動の一環と
して発行されており、広く関係各位に配布されている。
主な広報媒体として、学内報は主に学内向けに年間 5 回発行されており、学内行事をは
じめ教育研究の活動状況の報告、人事異動など各種の活動全般が報告されている。この学
内報は学内 LAN でも公開されている。
保護者向けには、医学部保護者会である毛呂山会が発行する毛呂山会報、同窓生向けに
は同窓会報があり本学の教育研究活動と成果が報告されている。
また、医学教育センターでは医学教育センターニュース、病院群ではそれぞれ病院ニュ
ースを発行しており、広く一般にも情報を提供している。その他、受験生や高等学校、一
般の方などに対しては大学全般の理解を深めてもらうために大学案内があり、毎年情報の
更新を行い必要に応じ配布している。
研究に特化した広報活動では、埼玉医科大学医学会がホームページ上で発行する埼玉医
科大学雑誌がある。
現在、これらの刊行物とともに重要になっているのがホームページであり、サイト内の
各情報へのアクセス件数を把握し適宜改訂を行っている。
広報活動は、これらの媒体によるものだけではなく、公共メディアによる取材等の受諾、
オープンキャンパスの開催、大学祭や各種行事の開催など多くの活動が公開されている。
（２）１１−３の自己評価
・本学の教育研究成果を学内外に広報する体制は法人に広報委員会を設置するなど確立さ
れており評価できる。
・刊行物をはじめとする様々な媒体を利用し情報を発信していることは評価できる。
・現在、重要視しているホームページでは利用者数が多い分、多数の意見が寄せられるた
め、その情報の集約に時間を有し、電子媒体の利便性を活かしきれていないと思われる。
（３）１１−３の改善・向上方策（将来計画）
・情報の発信は正確さとスピードを要するため情報の一元化と高度化を推進することを目
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的とし情報センターの立ち上げを検討していく。
・各刊行物はその有用性を再度点検し、電子媒体に移行するなど検討する。
・高校生をはじめとするステークホルダーのニーズをより把握できるシステムの構築を
目指す。
・グローバル化社会でもあり、各情報の他国語化を目指し、当面は英語版の発行を計画し
たい。
・教育・研究成果の大学データベースは平成 18 年度中に構築される予定である。
[基準１１の自己評価]
・社会的機関としての組織倫理に関する規程や各種の諸規程、委員会等の整備状況は適切
であると判断しているが、一部、ハラスメント等に関する規程の周知徹底については不
十分なところがある。
・個人情報保護については基本規程を定め、さらに細部にわたり規定されており一応の評
価はできる。
・監査委員会等の更なる充実が望まれるが、概ね機能しているものと判断している。
・危機管理については規程を整備し、想定し得る事象を分類するなどし、未然の防止につ
いても努力されている。これらの活動は単に自らの組織を維持するためだけではなく、
地域社会の一員として大きな役割を担っていると自負している。
・本学が社会的責務を果たしその活動を発信していくことは、教職員、学生にとっても励
みとなり、高い倫理観と人間性、社会的視点に立った調和と協力の醸成となっているも
のと判断している。
[基準１１の改善・向上方策(将来計画)]
・諸規程は学内 LAN を利用し閲覧可能となっているが、検索機能が不十分であり今後充
実を図りたい。
・個人情報保護、ハラスメントに関する学内情宣活動を実施していく。
・情報化推進委員会のもと、多様化する情報媒体に対応できるよう学内情報インフラの整
備を推進するとともに、学外との情報の受発信についてもより利便性の高い情報環境の
構築に努めていく。
・スピードと正確さを要求される情報管理については、情報センターなどの設置も検討し
ている。
・社会的責務の履行は、この基準に示される項目だけでなく、本学の活動の全てである。
これらは長い年月を経て真の第三者に評価されるべきものと考える。単に自己満足や環
境を整えるだけでなく広く社会との接点を持ち、社会の求めに応じた活動を行い、他者
の意見を真摯に受け入れられる組織の構築に努力していきたい。
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Ⅳ． 特記事項
医学部の新しい教員組織について

学校法人

埼玉医科大学
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はじめに
あたらしい教員組織のあり方の検討の開始は、遠藤

實副学長(当時)を委員長とする「教

授会のあり方検討委員会」が設置された平成 15 年 1 月にまでさかのぼることになる。最
初のころは、教授会のあり方、教授の役割、教育、研究、診療の各組織の関係などについ
て、従来の制度が持つ問題点が討議され、それらを解決するにはどのような形が良いかと
いった議論から始まり、さまざまな問題点の洗い出しをはじめとする、錯綜した議論が繰
り返された。
その後、平成 15 年 12 月に、それまでの議論を下敷きに、丸木清浩理事長から「本学の
新しい管理運営方法について」以下の基本方針が示された。
（図１）
１． 学校法人埼玉医科大学の新しい管理運営組織として「経営組織」の基に「教育・研
究組織」「診療組織」「管理組織」を置き、密接不可分の連携を保ちながら、それぞ
れの担当理事が管理運営にあたる。
２． 埼玉医科大学附属病院を管理・運営上、医学部から分離自立させ「埼玉医科大学病
院」とし、「埼玉医科大学総合医療センター」「埼玉医科大学国際医療センター（平
成 19 年 4 月開院予定）」と合わせて学校法人の直属機関とする。
３． 従来の講座担当教授が教育･研究･診療を掌握していた「講座制」は見直すこととし、
「教員の資格と職位」を明確にする。
４． この基本方針に基づき、各部門で具体化に向けて取り組み、特に医学部・病院イン
ターフェースの確立や関係規定の見直し等関連する事項を整備していく。
５． 新しい管理運営方法は、全ての教職員が良く理解し、一致協力して、早期定着を図
っていく。

経 営 組 織

診 療 組 織

教育・研究組織

管
図１

理

組

織

学校法人埼玉医科大学の組織

これを受けて、平成 16 年 9 月 10 日に「教員組織検討委員会」ならびに同小委員会を設
置し、私立学校法改正を踏まえつつ具体的な教員組織のあり方に関する検討を精力的に重
ね、以下に記す「埼玉医科大学医学部の新しい教員組織について」を平成 18 年 4 月 1 日
より導入した。
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Ａ．総

論

I．教員組織のあり方に関する基本的姿勢
教員組織は教育、研究、診療の 3 つの組織から成り立っている。その際、管理概念上は、
医学部(教育･研究組織)と病院(診療組織)が分離自立して学校法人の直属機関となる（図２）。

管理運営組織と教員組織の関係
管理運営組織
（管理責任者）

経営組織（理事長）

研

究

B

C

D

（学

図２

診

療

かわごえ
クリニック

A

育

国際医療
センター

教

診療（病院長）
総合医療
センター

教員組織

大学病院

教 育 ・ 研究 （ 学部長 ）

E

長）

学校教育法
同施行規則

管理運営組織と教員組織との関係

教員とは、上記 3 組織に属し、教育、研究に従事する者であり（図 2．A〜E）、その統
轄は学長が行うことは学校教育法ならびに同施行規則に定める通りである。
その際、本学の教員に求められる基本的姿勢は以下の 2 点に集約することができる。
１．すべての教員は、教育に参加し、かつ研究的志向を持って、自らの役割を果たすも
のとする。
２．すべての教員は、その「資格」と「職位」を明確にし、それに相応しい、責任と義
務を果たすものとする。
すなわち、大学に奉職する教員はすべて教育の義務があると同時に、診療も教育も、研
究的な視点に立って、常により良いものを求め、新たな知識・技能・態度の探求、習得に
努めなくてはならない。その際、それぞれの教員は、教育、研究、診療に携わる自らの役
割と責任を明確にすることによって、効率的な組織の運営を行い、本学が 21 世紀にさら
なる発展，飛躍を遂げることを目指すものである。
新しい教員組織はこのような目標を達成するための、もっともふさわしい形態であるべ
きである。その際、既存の組織の枠組みを尊重しながら、新しい時代にふさわしい効果的、
有機的組織の再構築を企図することになる。
なお、ここで述べるのは図 2 の破線以下に示す教員組織に限って、その新しい組織のあ
り方について示すものである。
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II．資格と職位について
１．資格について
１）教員の資格
資格とは、身分的称号であり、その人の学問、技術のレベル、能力 quality、ability
を表すものである。
本学における教員の資格は以下の４種類とする。
教授：Professor 、
講師：Assistant

助教授（准教授）：Associate Professor、

Professor、

助手（助教）：Instructor

これ以外の称号、すなわち、主任教授、講座内教授、病院講師、病院助手などの従来
用いていた呼称は廃止する。また、特任教授、名誉教授、客員教授、非常勤講師などの
称号は、従来どおりとする。
なお、准教授、助教の称号は、文部科学省が平成 19 年度から、すべての大学、短期大学がこ
の称号に従うこととして呈示しているものであり、本学でも平成１9 年度から呼称の変更を行う
予定である。ここでいう准教授は、従来の助教授に相当し、助教は、従来の助手に相当する。ま
た、平成 19 年度からは資格を持たず、教育、研究の援助をする立場として新たな位置づけとし
ての助手の名称を用いる予定である。

２） 特任教授、名誉教授、客員教授、非常勤講師等
上に述べた教員以外の者は、以下のとおりとする。
(1) 特任教授は、「埼玉医科大学特任教授規則」に基づき、本学に教授として在職し
た者が、教育、研究、診療等の専攻領域の新規事業に関する部署で、定年後も引
き続き必要とされた場合任用されるものである。
(2) 名誉教授は、本学を退職する段階で、｢埼玉医科大学名誉教授称号授与規則｣に基
づく、名誉教授称号授与資格を有する者に与えられる称号である。その際、特任
教授期間を在職期間に勘案することとする。
(3) 客員教授は、原則として本学における教授経験者以外の者とし「埼玉医科大学客
員教授規則」に基づき委嘱する。ただし、本学の教授で定年以前に退職した者を
客員教授として委嘱することがある。
(4) 非常勤講師は、｢(仮)埼玉医科大学非常勤講師任用細則｣（制定予定）に基づき任
用する。
(5)非常勤医師は、以下の 3 種類とし、「（仮）埼玉医科大学非常勤医師任用細則」に
基づき任用する。
①非常勤医師 1 類：専ら大学の診療に携わることを大学より要請され、週 4 日以
上でかつ週 24 時間以上の勤務をするもの。
②非常勤医師 2 類：専ら大学の診療に携わることを大学より要請された者のうち、
上記 1 類以外のもの。
③非常勤医師 3 類：大学で自ら研修、研鑽を積むことを希望するもの。
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２．職位について
職位とは、その人の役職と責任を示すものであり、組織における機能 function, 役割 role
を表す。すべての教員が職位を有する。そのために各組織において次のような職位を定め
る。
・ 教育組織の職位
教育上の役職と責任を示すものとして、代表教育主任、教育主任、教育副主任、教育員
・ 研究組織の職位
研究上の役職と責任を示すものとして、代表研究主任、研究主任、研究副主任、研究員
・ 診療組織の職位
診療上の役職と責任を示すものとして、診療科長、診療副科長、医長、専門医員、医員
なお、代表教育主任並びに代表研究主任は、所属する教育及び研究領域の代表者として
所属領域全般を統轄する。教育主任（副）
、研究主任（副）
、診療科長（副）にあっては、
自らが属する基本学科の教育、研究あるいは診療の責任者として、その領域の統括、調整
の役割を持つ者と位置づける。また、教育員、研究員は自らの主たる役割が教育あるいは
研究であるもので、主任、副主任以外の者をいう。
職位は任期制とし、その任期は 2 ヵ年とする。
なお、任期は平成 18 年度から 2 年次ごとに見直すことにし、中途で就任した者は残位
期間を任期とする。
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Ⅲ.基本学科について
1 基本学科
１) 基本学科
人事ならびに経費の運用に当たっての基本単位を「基本学科」と称し、当面、以下
のとおりとする（表 1）。この他に教育センター、研究センター、国際交流センター、
中央研究施設は基本学科に準ずるものとする。
表1

基本学科

ゲノム医学部門（１学科）
ゲノム医学

医学基礎部門（１学科）
医学基礎

臨床医学部門（68学科）

基礎医学部門（11学科）

大学病院（35学科）

総合医療センター（33学科）

解剖学

消化器内科・肝臓内科

消化器・肝臓内科

生理学

心臓内科

内分泌・糖尿病内科

生化学

呼吸器内科

分子生物学

内分泌内科・糖尿病内科

薬理学
病理学

内
科
部
門

血液内科

血液内科
内
科
部
門

リウマチ・膠原病内科
心臓内科

神経内科・脳卒中内科

呼吸器内科

微生物学

リウマチ膠原病科

腎・高血圧内科（人工腎臓部）

免疫学

腎臓内科

神経内科

衛生学

臨床腫瘍科

消化管外科・一般外科

公衆衛生学

感染症科・感染制御科

法医学

消化器・一般外科
（消化器・一般外科、消化管外科
乳腺腫瘍科）

心臓血管外科
（心臓血管外科、小児心臓外科）
外
科
部
門

肝胆膵外科・小児外科
外
科
部
門

血管外科
乳腺・内分泌外科
呼吸器外科
心臓血管外科
神経精神科

小児外科
呼吸器外科
整形外科・脊椎外科
脳神経外科
形成外科・美容外科

整形外科
形成外科・美容外科
脳神経外科
皮膚科
泌尿器科

小児科
（小児科、小児心臓科、
小児血液科、新生児・未熟児科）

耳鼻咽喉科
眼科
リハビリテーション科

皮膚科

放射線科

泌尿器科

歯科・口腔外科

眼科

麻酔科(麻酔科、産科麻酔科)

耳鼻咽喉科
（耳鼻咽喉科、頭頸部腫瘍科、
神経耳科）
産科・婦人科
歯科・口腔外科
リハビリテーション科
麻酔科
救急部

産婦人科
（産婦人科、総合周産期母子医療
センター産科）
小児科
（小児科、総合周産期母子医療
センター新生児科）
高度救命救急センター

包括地域医療部

中央検査部

東洋医学

輸血・細胞治療部

放射線科
（放射線科、核医学、
放射線腫瘍科）
神経精神科・心療内科
臨床検査医学（中央検査部）
中央病理診断部
輸血・細胞移植部
健康管理センター
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２）運営責任者
それぞれの基本学科に運営責任者をおく。運営責任者は原則として、臨床医学部
門では診療科長、基礎医学・医学基礎部門では研究主任あるいは教育主任とする。
(1) 運営責任者は基本学科からの推薦に基づき、教員人事委員会が決定する。
(2) 運営責任者の任期は２ヵ年とする。
３）運営責任者の任務は以下の通りとする
(1)人事の申請
(2)基本学科が有する経費の配分と運用
(3)基本学科の機能の調整、統轄

- 105 -

埼玉医科大学
Ⅳ.人事ならびに経費について
１

基本学科で有する経費

１）経費の種別
(1) 基本的経費
大学から配分される研究費、旅費等の基本学科運営費であり、原則として、教授、
助教授、講師、助手に対する人頭配分とする。
基本的経費については、運営責任者の下で運用する。
(2) 受託研究費、奨学寄附金、補助金 等
受託研究費等については、それぞれの基本学科でその運用方法を定め、適切に運用
する。
(3) 教育経費
卒前ならびに大学院教育等に関わる経費は基本的経費で運用するが、一部は医学教
育センターに申請する。
(4) 研究経費
基本的経費で運用するが、応募プロジェクト制を導入した際には、研究に対する研
究費の配分は医学研究センターにおいて研究計画に応じて配分額原案を作成する。
２

人事決定の手順
１）人事の申請
各組織において教員人事（採用、昇格、職位の変更）の必要性が生じたときは、当
該基本学科の運営責任者が発議する。医学部長ならびに各診療施設の長は意見交換の
後、学長の了解のもとに、教員人事委員会に申請する。また、教員人事委員会は、自
ら人事の発議をすることができる。
２）教員人事委員会
教員人事委員会は理事長を委員長として、教員人事の最終決定を経営組織として行
う委員会である。
(1) 任務
教員人事委員会は、以下の任務を有する。
① 教員の採用、昇格、職位等の基本方針の策定
② 採用あるいは昇格申請がなされた教員の資格審査と採用（あるいは昇格）可否
の決定
③ 職位の変更申請に関する審議と決定
④ 教員人事（採用、昇格、職位の変更）の発議
(2) 委員会の構成
理事長(委員長) 、専務理事、学長、学部長、大学病院長、総合医療センター病院
長、短期大学担当常務理事、その他理事長が指名した者
３）教授および助教授選考手順
(1) 教員人事委員会は教授および助教授の採用あるいは昇格の申請を受けた場合、そ
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の妥当性を審議する。当該申請を妥当と認めた場合、教員代表者会議に教授および
助教授選考委員会の設置を要請する。
(2) 教員代表者会議は教員人事委員会の要請に基づき、教員組織運営会議に教授選考
委員あるいは助教授選考委員の選出を委嘱する。
(3) 教員組織運営会議は、「埼玉医科大学教員資格・職位審査選考規則（仮称）」に基
づき教授選考委員あるいは助教授選考委員を選出する。選考委員の選出は以下の基
準に従うものとする。
(4) 教授あるいは助教授選考委員会は、
「埼玉医科大学教員資格・職位審査選考規則（仮
称）」によって当該の教授あるいは助教授候補者の資格と職位の審査を行い、その結
果を随時、教員代表者会議ならびに教員人事委員会に報告するとともに、教員人事
委員会からの要望事項について審査を行う。
(5) 教授あるいは助教授選考委員会は審議結果を教員代表者会議に報告する。教員代
表者会議はそれを審議し、最終審議結果として承認し、教員人事委員会に報告する。
(6) 教員人事委員会は教員代表者会議で審議された最終結果を審議し決定する。
４）講師および助手の選考手順
講師の採用（昇格）および助手の採用に関しては教員人事委員会で審議し決定する
が、必要に応じてその審議を教員組織運営会議に委ねる。教員組織運営会議は審議結
果を教員人事委員会に報告し、その決定を教員代表者会議に報告する。
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Ⅴ．教育・研究・診療の連携のための会議
教員組織は、教育、研究、診療の各組織がそれぞれ自立的に運営されるとともに、互い
に密接な連携をはかって、組織総体として十分なる機能を発揮するよう、統合、調整が行
われなければならない。そして、これらの教員組織は経営組織や管理組織と十分な連携を
とって学校法人埼玉医科大学としての機能を発揮することになる（図 3）。
学校法人

埼玉医科大学
経 営 組 織

教 員 組 織
診療組織

研究組織

教育組織
図３

教員組織と経営組織の関係

ここではまず教育、研究、診療の各組織の連携について記すこととする。
教員組織を構成する教育・研究・診療の各組織は自立的に組織運営されるが、お互いに
密接に連携し、組織として整合性のある機能を発揮することが求められる。そのための会
議として以下の会議を組織する。
１

会議
１）教員代表者会議
(1) 目的
教員代表者会議は、学校教育法および同施行規則の定めによる、
“教授会”に相
当する機能を果たすものであり、教育と研究に関わる重要な事項を審議する。
(2) 機能
① 学生の入学、進級、卒業、休学、転学、復学、退学、再入学、補導、厚生、
表彰及び懲罰等に関する事項
② カリキュラムに関する事項
③ 教育、研究及び管理運営に関する事項
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④ 教授、助教授、講師その他職員の選考に関する事項
教授、助教授等の教員人事権は理事会組織にあり、従来の教授会に相当する本会
議は、教員人事委員会諮問に答える機能を持つ。その際の審議を円滑に行うため、
本会議は諮問された教員の選考委員の選出を教員組織運営会議に委ねる。

⑤ 学則の改廃に関する事項
⑥ 大学院医学研究科委員会に関する事項
⑦ その他、本学の教員全体に関わる事項の審議、決定を行う。
例えば、人事考課、定年制、任期制、教員定員などに関する事柄。倫理委
員会、国際交流センターなど大学の全体組織に関することなど。
(3) 構成員
役職指定者の他に教育組織、研究組織、診療組織からおおよそ 3:1:2 の割合で、
約 50 名の教員代表者を選出する。
（表 2）
表2

医

学

部

教

員

代

表

者

会

議

＊おおよそ 50 名で構成（構成比＝３（教育）：１（研究）：２（診療））
区分

役職名

基準

医学部長
医学研究科長
大学病院長
総合医療センター病院長
役職指定者
（約9名）

医学教育センター長

役職指定により選出

医学研究センター長
図書館長
学生部長
国際交流センタ-長
ゲノム医学研究センター所長
医学教育センター各部門長
（事務部門長除く）

教育組織
（約20名）

卒前医学教育部門各室長

医学教育センター部門長
並びに
代表教育主任より選出

教育主任部門より選出
研究組織
（約7名）

医学研究センター部門長若干名
（事務部門長除く）

医学研究センター
部門長より選出

大学病院より約8名選出
診療組織
（約15名）

各病院間の定数比に従い
科長会より選出
総合医療センターより約7名選出

その他
（若干名）

その他若干名

医学部長が必要と認めた者若干名

① 役職指定者で重複する場合は空席とする。
② 各組織で役職指定者等と重複する場合は、代理者を選出する。
③ 各組織における教員代表者の選出は、それぞれの組織で一定の規則に基づいて
行うこととする。
④ 任期は２ヵ年とし、再任は妨げない。任期中に交代した場合は、交代者の任期
は先任者の残任期間とする。
２) 教授総会
(1) 目的
教員に関する事項の報告、情報の伝達・共有を目的とする。
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(2) 構成員
教員代表者会議構成員並びに教授全員（時には助教授も対象とする。
）
３）教員組織運営会議
(1) 目的
教員代表者会議の構成員のうち、各組織の代表者等による会議で、教育・研究・
診療各組織の連携に向けての基本方針を定める。
(2) 機能
① 各組織の状況について、共通の認識を持つ。
② 共通する課題の解決、方向性の基本を協議する。
③ 教員代表者会議の委嘱を受け、教授および助教授の資格・職位審査を行う選考
委員を選出する。教授選考委員および助教授選考委員の選出基準は別に定める。
④ 教授および助教授の職位の変更に関する報告を受け、承認を行う。
⑤ 教員人事委員会の要請により、講師、助手の資格と職位の審査を行い、その結
果を教員人事委員会に報告する。
(3) 構成
医学部長、副医学部長、各診療施設の病院長、同副院長（各１名）
、医学教育セ
ンター長、医学研究センター長、その他医学部長が必要と認めた者
２

懇談会
教員組織の運営を円滑にするために、自由な意見交換の場として各組織に懇談会を設け

る。懇談会は決定機関ではない。
１）教育・研究組織
(1)

学部長懇談会
構成員：医学部長、副医学部長、教育担当理事、

(2)

医学教育センター懇談会
構成員：医学教育センター長(副)、卒前医学教育部門長(副)、室長(副)、
医学教育センター専任の担当教員、事務部門長

(3)

医学研究センター懇談会
構成員：医学研究センター長(副)、各部門長(副)、その他研究センター長が必要と
認めた者

２）診療組織
(1) 大学病院
病院長懇談会
(2) 総合医療センター
総合医療センター病院長懇談会
(3）病院間懇談会
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Ｂ．各
Ⅰ.

論

教育における教員組織について

埼玉医科大学の医学教育は、学長の下に医学教育センタ−が担当する（図 4）。
埼玉医科大学医学教育センタ−は、医学部、総合医療センタ−および保健医療学部にそ
れぞれブランチを置く。総合医療センタ−および保健医療学部ブランチの組織、構成等に
ついては別に定める。
医学教育センタ−会議：医学教育センタ−長は医学教育センタ−の運営に関して審議す
るため医学部ブランチ、総合医療センタ−ブランチ、保健医療学部ブランチ、短期大学お
よび看護専門学校の責任者から構成される医学教育センタ−会議を開催することができる。
医学教育センターの組織

医 学 教 育 セ ンタ ー

教育主任部門
入学試験部門
卒前医学教育部門
大学院教育部門

カリキュラム室
試験管理室
調査解析室

卒後医学教育部門
学生支援室
教育情報部門

学生保健管理室

Faculty Development 部門
大学評価部門
事務部門

図4

埼玉医科大学の教育組織

１．医学教育センタ−医学部ブランチ（以下、医学教育センタ−、という）
１） 組織
医学教育センタ−には９部門５室を置く。
２） 構成員
(1)教育主任部門
各教育領域から所定の手続きを経て任命された代表教育主任。任期は２ヵ年。
(2)その他の部門
医学教育センタ−長が選任し、教員代表者会議で承認を得た教員および職員。任
期は２ヵ年。
３） 部門長
医学教育センタ−を構成する各部門には部門長および副部門長を置く。卒前医学教育
部門には必要に応じて室長および副室長を置くことができる。任期は２ヵ年。
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４） 役割
医学教育センターは、本学の医学教育に必要な事項を企画、立案、実施する。各部門
の役割は以下のとおりである。
(1) 教育主任部門
効果的な教育が行われるように教育担当者への情報伝達、業務の調整と統括を
行う。
(2) 入学試験部門
既設の入学試験委員会と連携をとりながら、入学試験のあり方、その他入学試
験に関する業務を行う。
(3) 卒前医学教育部門
卒前教育のあり方、その他卒前医学教育に関する業務を行う。なお、業務を遂
行するにあたり、カリキュラム室、試験管理室、調査解析室、学生支援室、学生保
健管理室の 5 室を設ける。
(4) 大学院教育部門
既設の大学院委員会と連携をとりながら、大学院教育のあり方、その他大学院
教育に関する業務を行う。
(5) 卒後医学教育部門
既設の卒後教育委員会、研修管理委員会と連携をとりながら卒後臨床研修、中・
後期の臨床研修、生涯教育、その他卒後医学教育に関する業務を行う。
(6) 教育情報部門
教育水準を向上させるための、教育に関する情報の収集、作成、管理解析およ
び教育資料の作成、情報環境の整備、その他教育情報に関する業務を行う。
(7) Faculty Development(FD)部門
教育に関する意識を高め、教育水準を向上させるための、教育ワークショップ、
教育講演等の企画、運営、国内外の教育研修、教育施設の視察、その他 Faculty
Development に関する業務を行う。
(8) 大学評価部門
教育センターの特別部門として、大学評価の受審に関する業務を行う。
(9) 事務部門
各部門および部門間の活動が、活発かつ円滑に推進されるための、連絡・調整
に関する業務
なお、以下の事項については、医学教育センターにおける討議を経て、教員代表者
会議で審議および承認を経るものとする。
a）入学の判定
b）進級および卒業の判定
c）学則の変更
d）学生の賞罰
e）その他、本学の医学教育を行う上で必要な事項
５） 会議
(1)医学教育センタ−全体に関する会議
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ａ．医学教育センタ−拡大会議
・目的：主として情報の伝達
・構成員：医学教育センタ−の全職員
・議長：医学教育センタ−長
ｂ．医学教育センタ−運営会議
・目的：医学教育センタ−部門会議で審議された事項のうち、医学教育セン
タ−全体の運営および業務に関わる事項に関する審議、承認
・構成員：部門長、副部門長、室長、副室長
・議長：医学教育センタ−長
(2)各部門に関する会議
・目的：各部門の運営および業務に関する事項を審議する。
ａ．教育主任部門会議
・構成員：部門構成員、医学教育センタ−長、事務部門長、その他部門長
が必要と認めたもの
・議長：部門長
ｂ．入学試験部門
・構成員：部門構成員、医学教育センタ−長、事務部門長、その他部門長が
必要と認めたもの
・議長：学部長
ｃ．卒前医学教育部門会議
・構成員：部門構成員、医学教育センタ−長、学生部長、事務部門長、その
他部門長が必要と認めたもの
・議長：部門長
ｄ．大学院教育部門会議
・構成員：部門構成員、医学教育センタ−長、事務部門長、その他部門長が
必要と認めたもの
・議長：部門長
ｅ．卒後医学教育部門会議
・構成員：部門構成員、医学教育センタ−長、事務部門長、その他部門長が
必要と認めたもの
・ 議長：部門長
ｆ．教育情報部門
・構成員：部門構成員、医学教育センタ−長、事務部門長、その他部門長が
必要と認めたもの
・ 議長：部門長
ｇ．ＦＤ部門
・構成員：部門構成員、医学教育センタ−長、事務部門長、その他部門長が
必要と認めたもの
・ 議長：部門長
ｈ．大学評価部門
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・構成員：部門構成員、医学教育センタ−長、事務部門長、学長、医学部長、
専務理事、大学事務部長、その他部門長が必要と認めたもの
・ 議長：部門長
６） 委員会
各部門は、その業務を遂行するために、委員会を設置することができる。委員会の構
成、規則については別に定める。
７） 代表教育主任、教育主任および教育副主任の役割
代表教育主任は、所属する教育領域の代表者として、教育主任部門の構成員となるほ
か、所属領域全般の教育を統括する。教育主任は、所属する基本学科における教育を統
括する。教育副主任は所属する基本学科の教育主任を補佐する。
８） 代表教育主任、教育主任、教育副主任の選任と任命
(1) 代表教育主任は、教育主任の互選によって、教育の領域(表３)ごとに各１名が選
任され、教員代表者会議の承認を得た上で、理事長から任命される。
(2) 教育主任は、教育の領域を構成する各基本学科から１名が選任され、教員代表者
会議の承認を得た上で、理事長から任命される。
(3) 教育副主任は、教育主任が任命し、教員代表者会議で承認を得た上で、理事長か
ら任命される。
９） 部門長、副部門長、室長、副室長の選任と任命
(1)部門長、副部門長、室長、および副室長は、医学教育センタ−長が選任し、教員
代表者会議の承認を得た上で、理事長から任命される。
表3
教育領域

大

医学基礎

医学基礎 医学情報施設（教育セ）

生体構造

解剖学 形態（研究セ・共同）

生体機能

生理学 機能（研究セ・共同）
実験動物（研究セ・共同）

分子生物

生化学 分子生物学 ゲノム医学

教育の領域と基本学科との関係

学

大学病院

感染

微生物学

感染症科・感染制御科

免疫

免疫学

リウマチ膠原病科

総合医療センター

リウマチ・膠原病内科

臨床腫瘍科 消化器・一般外科（乳腺腫瘍科）
頭頸部腫瘍科 放射線科（放射線腫瘍科）

腫瘍

中央病理診断部 臨床検査医学（中央検査部）
放射線科（放射線科 核医学）

病理部 中央検査部 放射線科

救急部 麻酔科 輸血・細胞移植部

救命救急セ 麻酔科 輸血・細胞治療部

造血器

血液内科 小児科（小児血液科）

血液内科

循環器

心臓内科 心臓血管外科（心臓血管外科 小児心臓
科 小児心臓外科）

心臓病内科 心臓血管外科 血管外科

呼吸器

呼吸器内科 呼吸器外科

呼吸器内科 呼吸器外科

消化器

消化器内科・肝臓内科 消化器・一般外科（消化器・
一般外科 消化管外科）

消化管外科・一般外科
肝胆膵外科・小児外科
消化器・肝臓内科

内分泌内科・糖尿病内科

内分泌・糖尿病内科 乳腺・内分泌外科

神経内科・脳卒中内科 脳神経外科

神経内科 脳神経外科

腎・泌尿器

腎臓内科 泌尿器科

腎・高血圧内科（人工腎臓部） 泌尿器科

生殖・生育

小児科（小児科 新生児・未熟児科） 小児外科
産科・婦人科

小児科（小児科 周産期セ新生児科）
産婦人科（産婦人科 周産期セ産科）

神経精神科・心療内科

神経精神科

リハビリテーション科 整形外科・脊椎外科

リハビリテーション科 整形外科

皮膚科 形成外科・美容外科

皮膚科 形成外科・美容外科

眼科 耳鼻咽喉科 神経耳科 歯科・口腔外科

眼科 耳鼻咽喉科 歯科・口腔外科

包括地域医療部 東洋医学 健康管理センター

健康管理科

基盤医学

薬理学 病理学 RI部門（研究セ・共同）

診療基礎

内分泌・代謝
神経

精神
運動器
皮膚・形成
感覚器
地域・社会

公衆衛生学 法医学 衛生学
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Ⅱ．研究における教員組織について
研究組織の概要を図５に示す。医学研究センターは学長のもとで、本学の研究の支援、
推進にあたる。
医学研究センター会議：医学研究センター長は医学研究センターの運営に関して審議す
るため医学部ブランチ、総合医療センターブランチ、保健医療学部ブランチ、短期大学お
よび看護専門学校の責任者から構成される医学研究センター会議を開催することができる。
研究主任部門

医学研究センター

共同研究推進部門
産学連携部門
学外グラント部門

毛呂山キャンパス
中央研究施設
川越キャンパス
研究部

学内グラント部門
知的財産管理運用部門
安全管理部門
フェローシップ部門
研究評価部門
事務部門

図5

埼玉医科大学の研究組織

１．医学研究センター医学部ブランチ（以下「医学研究センター」という。）（図 5）
１）目的
埼玉医科大学は、本学の目的を達成するために、研究を大学として必須の活動である
と位置付ける。医学研究センターはこの研究活動を支援する組織であり、研究費、研究
場所、研究体制、研究評価、広報活動、知的財産管理、安全管理等に関連するシステム
を整備しこれを企画、運用する。本センターはこのような活動を通じて本学の研究活動
の質的向上と研究成果の社会への還元を図り、もって本学の総合的評価の向上に資する
事を目的とする。
２）組織と関連委員会
医学研究センターの中に次の 10 部門を置く。
(1) 研究主任部門
研究現場と医学研究センターの密な連携を保つために活動する。審議･決定のた
めの組織として、研究主任部門会議をおく。
(2) 共同研究推進部門
全学的視点で研究体制を整備することを前提に、機器材料等の情報を管理して
共同研究を推進する。
(3) 産学連携部門
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新設のグラント選考委員会と連携をとりながら、地域への貢献も含めた産学連
携を推進する。学内発ベンチャーに関する業務も含む。
(4) 学外グラント部門
新設のグラント選考委員会と連携をとりながら、法人外からのグラント獲得を
助け、情報を管理する。拠点形成を支援する。研究者主導型臨床試験に関する業務
も含む。
(5) 学内グラント部門
学校法人埼玉医科大学から交付される研究の為の費用の配分に関与する。本セ
ンターとしての財源を確保（要検討）し、申請主義に基づいて萌芽研究や拠点形成
的研究を支援する。
(6) 知的財産管理運用部門
既設の特許委員会と連携をとりながら、知財を管理しシーズ情報を学外に発信
する。新規 TLO(Technology Licensing Organization)の設置または既存 TLO への
参加も検討する。従来の基本研究費を用いた個々の研究は、個々のスペースで自由
に進める。ただしそこから発生する知的財産やグラントの情報管理は医学研究セン
ターで行う。
(7) 安全管理部門
既設の組み換え DNA 実験安全委員会、RI 安全委員会、環境安全委員会と連携
をとりながら、研究活動に必要な安全管理を担当する。
(8) フェローシップ部門
既設の卒後教育委員会と連携をとりながら、大学院、リサーチフェロー、学外
からのフェローシップに関与する。研究科委員会、医学教育センター大学院教育部
門との連携のもと教員以外の研究者の経済的・身分的支援を中心に活動する。
(9) 研究評価部門
研究評価をオープンに行う。年報の作成や、学外からの人的経済的資源の確保
をめざした広報活動を行う。
(10) 事務部門
本センターにおける集約的事務機能を果たす。必要に応じて経理事務も行う。
２．研究領域
１）研究領域は大学院専攻分野に対応するものとするが、これに医学基礎学科を加える
ものとする。将来的には、申請主義に基づき複数の基本学科で構成するプロジェクト
研究が研究領域を作る方向も検討する。研究主任は、所属する基本学科における研究
を統括するとともに研究主任部門の構成員となる。研究副主任は所属する基本学科の
研究主任を補佐する。これら職位は任期制とし再任を妨げない。
２）代表研究主任、研究主任、研究副主任の選任と任命
(1)

研究主任は、研究の領域（大学院専攻分野）を構成する各基本学科から１名が
選任され、教員代表者会議の承認を得た上で、理事長から任命される。
なお、代表研究主任は当面定めない。
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(2)

研究副主任は、研究主任が任命し、教員代表者会議で承認を得た上で、理事長

から任命される。
３．会議と委員会
１）医学研究センター運営会議
医学研究センターの各部門長（副）が参加する会議で、医学研究センター長が必要
と認めた時に開催する。医学研究センターの運営方針を議論するとともに、部門会議
並びに各種委員会で審議された事項を承認し、決定することを目的とする。
２）医学研究センター拡大会議
研究センターを構成する全教職員が参加する会議で、医学研究センター長が必要と
認めた時に開催する。情報の伝達を主な目的とする。
３）部門会議
各部門で審議のための組織として、部門会議を組織する。
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Ⅲ.

大学院

１．大学院組織
１）専攻領域：埼玉医科大学の大学院は、優れた実地臨床医に求められる科学的思考能
力と、高度な専門的知識を習得する場として、生物･医学研究系、社会医学研究系、臨
床医学研究系の３つの専攻領域を設置する。
（図 6、表 4）

大学院 医学研究科委員会

生物・医学研究系専攻

解剖学
生理学
生化学
薬理学
病理学
微生物学
免疫学
ゲノム医学

臨床医学研究系専攻

内科学
小児科学
精神医学
整形外科学
泌尿器科学
眼科学
放射線医学
形成外科学
臨床検査医学

外科学
産科婦人科学
皮膚科学
脳神経外科学
耳鼻咽喉科学
麻酔学
口腔外科学
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学
救急医学

大学院 医学研究科委員会

医学教育センター
大学院教育部門

大学院委員会

図6

大学院
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組織

社会医学研究系専攻

衛生学
公衆衛生学
法医学

埼玉医科大学
表4

大学院の専攻分野

生物 医学研究系専攻
専攻分野
解剖学
生理学
生化学
ゲノム医学

毛呂、ゲノム
解剖学
生理学
生化学、分子生物学

微生物学
免疫学

各６部門
- 遺伝子構造機能
- 遺伝子情報制御
- 発生 分化 再生
- 病態生理
- ゲノム科学
- 遺伝子治療
薬理学
病理学
中央病理診断部
微生物学
免疫学

社会医学研究系専攻
専攻分野
衛生学
公衆衛生学
法医学

大学病院
衛生学
公衆衛生学
法医学

薬理学
病理学

臨床医学研究系専攻
専攻分野
内科学

外科学

小児科学

眼科学
麻酔学
放射線医学
口腔外科学
形成外科学
リハビリテーション医学
臨床検査医学
救急医学

病理部

総合医療センター

部門
血液内科部門
輸血 細胞移植部門
循環器内科部門
呼吸器内科部門
リウマチ 膠原病内科部門
消化器 肝臓内科部門
内分泌 糖尿病内科部門
神経内科部門
腎臓内科部門
感染症科 感染制御科
臨床腫瘍部門
心臓血管外科部門

大学病院
血液内科
輸血 細胞移植部
心臓内科
呼吸器内科
リウマチ 膠原病科
消化器内科・肝臓内科
内分泌 糖尿病内科
神経内科 脳卒中内科
腎臓内科
感染症科 感染制御科
臨床腫瘍科
心臓血管外科
小児心臓外科

消化器 肝臓外科部門
乳腺腫瘍部門

消化器 一般外科
乳腺腫瘍科

呼吸器外科部門
小児外科部門
小児科部門

呼吸器外科
小児外科
小児科
小児血液科
小児心臓科
新生児 未熟児科
産科 婦人科
産婦人科
神経精神科・心療内科
神経精神科
皮膚科
皮膚科
整形外科
整形外科 脊椎外科
脳神経外科
脳神経外科
泌尿器科
泌尿器科
耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科
頭頸部腫瘍科
神経耳科
眼科
眼科
麻酔科
麻酔科
放射線科
放射線科
放射線腫瘍科
核医学
歯科 口腔外科
歯科 口腔外科
形成外科 美容外科
形成外科 美容外科
リハビリテーション科
リハビリテーション科
臨床検査医学（中央検査部） 中央検査部
救急部
高度救命救急センター

小児心臓部門
新生児部門
産科婦人科学
精神医学
皮膚科学
整形外科学
脳神経外科学
泌尿器科学
耳鼻咽喉科学

総合医療センター

耳鼻咽喉科部門
頭頸部腫瘍部門
神経耳科部門
放射線科部門
放射線腫瘍部門
核医学部門
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血液内科
輸血 細胞治療部
心臓内科
呼吸器内科
リウマチ 膠原病内科
消化器 肝臓内科
内分泌 糖尿病内科
神経内科
腎 高血圧内科（人工腎臓部）
心臓血管外科
血管外科
消化管外科 一般外科
乳腺 内分泌外科
肝胆膵外科
呼吸器外科
小児外科
小児科

埼玉医科大学
２）教員組織：学長の下に、大学院医学研究科委員会と大学院委員会を置き、医学教育
センター大学院教育部門と連携して、大学院教育の企画・立案・運営・審議・承認を
行う。（図６）
２．大学院医学研究科委員会
１） 構成員：教員代表者会議の構成員をもって大学院医学研究科委員会を構成する。
２） 役割：
(1) 医学教育センター大学院部門で企画・立案された大学院教育に関する事項につい
て審議・承認する。
(2) 大学院委員会で提案された学位審査に関する事項について審議・承認する。
(3) 専攻分野の新設・改廃ならびに、専攻分野の学位申請権について審議・承認する。
(4) その他学則に定める事項を審議する。
３．大学院委員会
１） 学長が指名する医学研究科委員会委員によって構成する。
２） 役割：
(1) 学位申請者ならびに申請論文に関する資格審査
(2) 学位審査に関する企画・立案
(3) 学位審査委員の推薦
(4) その他学則に定める事項を審議する。
４．医学教育センター大学院教育部門
１） 構成員：医学教育センター長によって指名された担当教員ならびに職員からなる。
２） 役割：大学院教育全般にわたる企画・立案を行う。
５．大学院教員と学位審査
１） 専攻領域・分野：生物･医学研究系、社会医学研究系、臨床医学研究系の３領域に、
専攻分野を設け、必要に応じて、その中に専攻部門を置く。その設置に関しては、
大学院医学研究科委員会の審議・承認を受ける。
２） 大学院指導教員：教授、助教授、講師とする。指導教員の資格は、専攻分野・部
門の教授（教授が欠員の場合は助教授）が大学院医学研究科委員会に申請し、その
審議・承認を受ける。
３） 学位申請：学位申請は、その専攻分野・部門の指導教員を通して申請する。
４） 学位審査：大学院委員会は、審査対象論文の専攻領域に適した審査候補者を、大
学院医学研究科委員会に推薦する。
５） 学位審査委員会の設置：大学院委員会からの推薦を受け、学位審査委員、および、
主査、副査を指名する。その指名に際しては、より公平性、透明性の高い方法を導
入する。
６） 学位審査結果の承認：学位審査委員会からの報告を受け、大学院医学研究科委員
会の投票をもって承認の有無を決する。
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Ⅳ．

診療における教員組織について

１．基本方針
１）診療組織（「埼玉医科大学病院」「総合医療センター」「国際医療センター(平成 19
年 4 月開院予定)」「川越クリニック」
）は、学校法人全体として最大の機能を発揮す
るための診療部門を担当する組織として、教育・研究を担当する医学部とは分離する。
その教員組織は診療にもっとも適した診療組織を構成するための体制とする。
２）診療組織を構成する各診療科は、それぞれの専門分野において質の高い患者中心
（Patient

Oriented）の医療の実践、高度医療の推進、安全な医療の提供をできる

体制とする。さらに各診療科間の連携を密にし、個々の患者に最も適した診療が選択
しえるような診療組織を構築する。
３）この診療組織は当然のことながら医学部学生の臨床教育、若手医師の臨床研修、各
種臨床研究にも適した組織であることが要求される。このためには硬直した組織とな
らないよう、常に見直しをしながら組織を運営してゆかなければならない。
２．診療組織にける資格と職位
１） 診療組織を構成する教員の資格は埼玉医科大学法人組織の教員資格制度によるも
のとする。原則として診療組織における職位はこの資格制度に配慮し、かつ、診療、
臨床教育ならびに臨床研究を考慮して決定する。
２） 診療組織の職位はそれぞれの診療科を単位として、診療科長、診療副科長（診療
分野に応じ複数名の場合もある）
、医長（病棟、外来、研修担当、特定医療担当など）
、
専門医員、医員、研修医とする。ただし、医員の一時期と研修医においては原則と
して診療科の構成員とはならない。
３） 診療科長、診療副科長は教員資格上その分野を専門とする教授、助教授、講師の
うちから選任をする。医長は原則として資格上講師の中から選任をするが、診療科
によっては、助手あるいは助教授とする。
４） 職位の任期は原則 2 ヵ年とし、再任は妨げない。またこの任期は別に定める教員
任期制の任期と整合性が取れるよう個々の事情に応じ対応する。
５） 中央部門においては診療科長、診療副科長に相当する職位の名称を部長、副部長
とする。
３．診療科長、診療副科長、
（部長、副部長）、の選考と任命
１） 教員組織運営会議の諮問を受け、診療組織の院長は診療科長の会議である科長会
議の構成員の中から選考委員会を組織し、診療科長、診療副科長を選考する。その
結果を教員組織運営会議、教員人事委員会に諮り、承認を得た上で理事長がこれを
任命する。
４．医長の選任と任命
１） 診療科長が選任して病院長に推薦し、その承認を得て、病院長がこれを任命する。
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５．医員と専門医員の職位
初期研修を終了して診療にかかわる教員の職位は医員とする。医員のうち基本専門医
の認定を受け、さらに特定の専門医（subspecialty）を取得しようとする、あるいは取
得した教員の職位を専門医員とする。専門医員は原則として各診療科の構成員となる。
専門医員を含む医員の選任は科長が病院長に推薦し、病院長がこれを任命する。
６．各診療施設における教員組織
A）大学病院
１）診療科
(1) 基本方針である高度専門医療の推進と患者中心の医療を遂行するために、専門性、
機能性に応じた診療科を置く。診療科は別途定める。
(2) 各診療科は疾患の診断・治療上の機能をより適切なものとするために、必要に応
じ有機的に連携して、臓器別、機能別診療センターを形成する。また共通の中央部
門に関しては、中央診療部として機能できるような組織とする。
２）診療科、診療センター、中央部門の構成
(1) 各診療科に診療科長を置く。さらに必要に応じ、診療副科長、医長（病棟、外来、
研修担当あるいは特定の診療行為の責任担当など）を置き、診療科の診療が円滑に
行われ、診療の責任体制が明確となり、かつ診療科間の連携が良好となるよう活動
する。
(2) 各診療センターには、診療センター長、副センター長を、中央部門には診療部長、
副部長を置く。各診療センターや中央部門において活動する診療科間の連携が円滑
となるように調整する。
３）会議(図７)
(1) 病院の重要事項は病院長を議長とする病院運営会議で討議される。決定事項は必
要に応じ、理事長または理事会に報告され、承認を得る。
(2) 病院長は診療科長をメンバーとした科長会議を定期的に開催し、診療・臨床教育
上の重要事項を報告、討議する。
(3) 科長会議内には病院運営上必要な常設委員会を設置し、委員会での討議決定事項
は科長会に報告し必要であればその承認を得る。
(4) 診療組織内には、診療運営上あるいは学生・研修医等の教育に必要な委員会、室
（医療安全対策室など）等を置き、科長会議の一員がそれを統括する。

- 122 -

埼玉医科大学

埼玉医科大学法人組織

理事長 担当理事
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病院長懇談会

病院長 副院長
院長補佐
総看護師長
医務部長 医務課長

病院間懇談会

理事長
担当理事
各病院組織代表者

埼玉医科大学病院運営会議

ＷＧ
診療科長
診療副科長
看護部・事務部等
必要と認めた担当者

科長・副科長会議

運営会議
諮問組織

医長連絡会議

科長・副科長会議各種委員会

図7

病棟医長
外来医長
研修担当医長

病院組織における会議

B）埼玉医科大学総合医療センター

１）診療組織
埼玉医科大学総合医療センターの診療組織としては，管理統括部門の下に診療部
門、センター部門と、中央診療部門が設置されている。

２）診療科と診療科長
各診療科に診療科長をおく。診療科長（診療部長）
（副）は当該診療科の最終的な診
療責任を負う。診療科長は講師以上から任期制で選ばれる。なお、診療科等の区別
は別途定める。
３）研修診療部（仮称）
内科、外科においては専門修練の観点から、複数の診療科が集合して内科あるい
は外科研修診療部（仮称）を形成する。内科あるいは外科研修診療部には研修部長
（仮称）をおき、卒後研修が円滑にいくように調整し、その責任をもつ。
４）センター部門
各センター部門にはセンター長・副センター長をおき、センター内に所属する診
療科間の調整を含め、診療を円滑に行う責任をもつ。
５）診療科の構成員
各診療科の構成員は、原則として専門医員以上とする。その定員は各診療科によっ
て異なり、別途定める。
６）総合医療センターにおける会議と委員会
(1) センター運営会議
病院長は，センターの管理・運営・診療業務に必要な事項について協議し，方針
を決定するために運営会議を開催する。決定事項は必要に応じて，理事長又は理事
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会に報告され，承認を得る。
(2) センター科長会議
病院長は，診療科長等をメンバーとした科長会議を定期的に開催し，診療・臨床
教育上の重要事項について報告または審議する。
(3) センター内各種委員会等
センター内に，診療運営上あるいは臨床教育に必要な委員会，および病院長直轄
の室（医療安全対策室など）等を置き，科長会のメンバーがそれを統括する。重要
な決定事項については，病院長に報告し，科長会の承認を得る。

おわりに
ここに示した「新しい教員組織」の基本的考え方は、平成 18 年 4 月からの導入に向け
て、教員ならびに理事側の合意に基づくものである。しかし、ここに記されたものは決し
て最終的な結論ではなく、今後、常に点検と評価を繰り返し、実行に付しながらより良い
ものに作り上げていく努力が必要である。
その意味では、
「教員組織の検討」に終わりはないと言えよう。そして、より良い形にす
るのは教員自らに課せられた永遠の課題であることと認識している。
教員各位の協力とたゆまぬ努力を期待する。
埼 玉 医 科 大 学
学 長
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