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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・目的及び教育目的、大学の個性・特色等

１．埼玉医科大学の建学の精神、大学の基本理念
埼玉医科大学（以下「本学」という。）は、明治 25(1892)年に毛呂山の地に創立された
毛呂病院に起源を有する。毛呂病院は総合病院として地域医療を中心に医療活動を行って
きたが、医療の充実のためには医師を養成することが必要であると考えられた。昭和
45(1970)年に全国的な医師不足を背景に「一県一医大構想」が生まれたことが契機となり、
埼玉県の要請を受けて、毛呂病院を母体として昭和 47(1972)年に本学が設立された。
このように、本学は 120 年にわたり地域医療を担ってきた総合病院に起源を有し、医療
を充実するために、
「限りなき愛」をもって人々に奉仕し、社会の役に立つ、すぐれた臨床
医を育成することを最重要課題と考えてきた。そして、これを実現するために下記の 3 項
目を建学の理念としている。
＜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
本学は創立以来、この建学の理念を活動の普遍的な基盤として位置づけ、その実現に努
めているが、医学・医療の分野は急激な進歩を遂げ、社会情勢も大きく変化した。ことに
国民の医学・医療に対する意識の高まりは、個々の患者の意思を尊重し、その生活の質を
重視する医療、情報公開化時代に伴う開かれた医療を求め、さらに、急速な高齢化社会の
到来は地域医療への積極的な参加の拡充を求めている。これら時代の要請を踏まえ、
また、
創立 30 周年と新たな世紀を迎えるにあたり、平成 11(1999)年 11 月に、本学は建学の理念
をさらに敷衍して「高い倫理観と人間性」
、「国際水準の医学と医療」及び「社会的視点に
立った調和と協力」を柱とした「埼玉医科大学の期待する医師像」を提示し、本学の育成
すべき医師像を具体的に示した。
その後、本学は平成 18(2006)年 4 月に看護学科、健康医療科学科、医用生体工学科を擁
する保健医療学部を開設し、次いで平成 19(2007)年 4 月に理学療法学科を増設し、医師の
みならず保健・医療・福祉の担い手である多様な医療人を育成する医療系総合大学として
の道を歩み始めることになった。このような本学の発展に対応すべく、平成 20(2008)年 3
月に「埼玉医科大学の期待する医師像」を「埼玉医科大学の期待する医療人像」と改め、
本学の目指すところをより一層明確にした。
＜埼玉医科大学の期待する医療人像＞
■高い倫理観と人間性の涵養
・医療人は、生命に対して深い愛情と畏敬の念を持ち、病める人々の心を理解し、その立
場に立って、十分な説明と相互理解のもとに医療を行わなければならない。
・医療人は、暖かい人間性と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。
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・医療人は、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。
■国際水準の医学・医療の実践
・医療人は、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。
・医療人は、医療における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
・医療人は、医療に従事する様々な職種の人々と協力し、それぞれの立場において指導的
役割を果たすよう、統合力を磨かなければならない。
・医療人は、社会的視野を持ち、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、地域の保健・医療に貢献し
なければならない。
２． 埼玉医科大学の使命・目的及び教育目的
本学は、埼玉医科大学学則第 1 条に示すように、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
し、教育基本法及び学校教育法の精神に則り、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
している。また、教育目的は「埼玉医科大学の期待する医療人像」に描かれた医師並びに
保健医療技術者を育成することであり、
「埼玉医科大学の期待する医療人像」は本学のディ
プロマポリシーに相当するものである。さらに、埼玉医科大学大学院の目的は、大学院学
則第 1 条に明示している。
なお、医学部、保健医療学部の各学科及び大学院各専攻の教育目的は、それぞれ埼玉医
科大学医学部規程第 2 条 2 項、埼玉医科大学保健医療学部規程第 2 条 2 項並びに同規程第
2 条 3 項及び大学院の目的に関する規則第 2 条に明示されているとおりである。
３． 埼玉医科大学のディプロマボリシー
埼玉医科大学及び医学部のディプロマポリシーは、「埼玉医科大学の期待する医療人像」
を、また保健医療学部のディプロマポリシーは、埼玉医科大学保健医療学部規程に掲げた
教育目的をそのまま適用している。保健医療学部各学科では、学科ごとのディプロマポリ
シーをより具体的な形で明示しており、学生便覧、大学パンフレットや大学ホームページ
で公表している。
大学院各研究科のディプロマポリシーについても、大学院案内や大学ホームページで公
表している。
４． 埼玉医科大学の個性・特色
本学では、上述のような使命を果たすため、以下のような個性・特色をもった取り組み
を行っている。
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1）
「新しい教員組織」による活動：平成 18(2006)年 4 月から、医学部では「新しい教員組
織」に基づく大学活動を行っている。
「新しい教員組織」は、本学の目的を達成するため
の管理運営に関する基本方針が平成 15(2003)年に理事長から示されたことを受け、平成
16(2004)年に設置された「教員組織検討委員会」が、1 年有余にわたる検討を経て作り
上げた大学運営の仕組みである。理事長を最高責任者とした経営組織の下、教育・研究
組織、診療組織、管理組織が独立性を保ちつつも、密接不可分な連携をとりながら活動
することに主眼が置かれている。その特徴を挙げると以下のようになる。
①教育・研究組織は学長、診療組織は病院長、管理組織は事務局長、というように各組織
の責任体制を明確化した。
②各組織は、組織内に設置した各種委員会やセンターにおいて、様々な課題について具体
的な検討を行う仕組みを有する。
③各組織にまたがる課題や各組織間の調整が必要な事項については、スタッフ会議、教育・
研究・診療連携会議、教員組織運営会議など、インターフェースの役割を有する仕組み
を通じて密接に連携することが可能である。
④講座担当教授が教育・研究・診療を掌握していた従来の「講座制」を見直し、教員の資
格と職位を分け、一人の教員に権限と責任が集中することのないように、権限と責任の
制限と分散を図った。
⑤教員一人ひとりについて、教育、研究、診療に関する役割と責任を明確にした。
このような「新しい教員組織」は、これまで大きな混乱もなく、今日に至っている。各
組織の責任体制を明確化したことにより迅速な意志決定が可能になったこと、インターフ
ェースを通じて各組織の連携が円滑に行われていること、資格と職位を分けたことにより
各基本学科の運営が柔軟に行われるようになると同時に、各教員のアクティビティが高ま
り、効率的な組織運営ができるようになったことなど、メリットが多い。
「新しい教員組織」に基づく大学の活動は医学部から開始した。保健医療学部について
は、平成 23(2011)年に後発の理学療法学科を含めた 4 学科が完成年度を迎えたことから、
保健医療学部の特性を踏まえて、医学部で実施されている「新しい教員組織」について、
平成 25(2013)年度以降のできるだけ早い時期から適用できるよう、平成 24(2012)年度か
ら検討を開始した。
2）教育：本学では奉職するものはすべて、それぞれの立場において教育に参加すること
が基本的姿勢となっている。卒前教育に関して、医学部では医学教育センターが中心と
なり、カリキュラムの工夫・改善、臨床実習の推進、試験の精度向上、学生支援、調査・
解析、FD を行っている。保健医療学部では、同様の取り組みを学務委員会が中心とな
って行っている。大学院教育については、各研究科委員会及び運営委員会を中心に、大
学院組織と指導教員体制の整備、体系的な教育プログラムの組み立て、学位審査の適正
化及び透明性確保の推進、秋入学、社会人選抜の導入など、質の高い大学院教育を目指
して様々な改革に取り組んでいる。卒後教育に関しては、法人に設けられた臨床研修セ
ンター、各病院の研修管理委員会、医療人育成支援センター、医学教育センターが連携
して、初期臨床研修、専門医研修、そして生涯学習までを行っている。
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3）研究：診療組織に求められる高度先進医療、患者中心の質の高い医療を実践するため
には、基礎及び臨床の研究が欠かせない。本学は、全ての教員がリサーチマインド（研
究的志向）を持つことを基本姿勢としており、医学研究を統括し、支援する組織として
医学研究センターを平成 17(2005)年に開設し、研究の活性化、若手研究者の支援、研究
倫理の確立、研究評価、知的財産の管理、産学連携などに関わる企画、立案、実行並び
に研究を行っている。
4）診療：医科大学では、教育・研究と並んで、診療は基本的な活動の一つであると同時
に健全な財政基盤の基礎としての役割も担っている。本学では、3 つの病院（大学病院、
総合医療センター、国際医療センター）と 1 つのクリニックからなる病院群を、それぞ
れの特性を踏まえた診療を行うだけではなく、教育・研究の場として活用している。
5）社会貢献：本学の有する教育・研究の成果、診療活動、人的資源を学内に留めるので
はなく、広く地域社会で活用いただくため、国や自治体、地域医療機関、産業界、一般
市民、被災地などのニーズに応じて、様々な社会活動に積極的に参加している。
6）国際交流：ディプロマポリシーに掲げた国際水準の医学・医療を実践するため、平成
17(2005)年に国際交流センターを開設し、学生の海外提携校との交換留学、語学留学、
教職員の国際交流活動、海外からの留学生の受け入れなどを行っている。
５． 埼玉医科大学が目指すもの
本学は、これまで順調に発展し、平成 23(2011)年に創立 40 周年を迎えることができた。
しかしながら、
わが国は、
東日本大震災とそれに続く福島原子力発電所の事故に見舞われ、
厳しさの増す経済財政情勢の中、グローバル化が進展し、少子高齢、人口減社会に突入し、
先の見えない不透明な時代を迎えている。医科大学は、財政基盤の多くの部分を病院収入
に依存しているが、病院収入は診療報酬の改定及び今後予定されている消費税の負担増に
よって大きな影響を受けることが予想される。本学が、このような課題の多い時代を乗り
越え、21 世紀を通じて建学の理念を実現していくためには、どのような対応が必要か、理
事長を委員長とする「21 世紀ビジョン会議」を立ち上げて検討を行った。その結果、①本
学設立の初心に立ち返り、その精神を教職員全体で共有すること、②本学が目指すべき具
体的な目標を立てること、が必要と考えられた。そして、教職員全員で共有すべき建学の
精神を表すスローガンとして「Your Happiness Is Our Happiness」が提言された。また、
具体的な目標として、歴史的にも、地勢的にも本学と類似性があり、「the needs of the
patients come first」を基本的価値観とする米国のメイヨークリニックを行動モデルとす
ることが提案され、
「日本のメイヨークリニックを目指す会」のもと、創立 50 周年に向け
ての活動が行われている。
本学は、これからも人類の医療・福祉に貢献する人材を育成することを目標とし、その
ために必要なハード・ソフト面での充実を図り、大きな環境の変化にも対応できる確固た
る組織をもった医療系の総合大学を目指し、努力していきたい。
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Ⅱ.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にまでさかのぼる。
大学の前身である毛呂病院は、明治25(1892)年に院長 丸木 清太郎の下、毛呂地区に診
療所として創立された。その後、大正8(1919)年に第2代院長 丸木 清に代わり、さらに昭
和25(1950)年には第3代院長 丸木 清美に引き継がれた。その後、病院となり戦後の昭和
27(1952)年より社会福祉法人に改組し、「限りなき愛」を基本理念に地域医療と福祉を連
携させて運営してきた。昭和39(1964)年からは、社会福祉法人毛呂病院を総合病院として
発展し、整備された。
そして昭和47(1972)年に、社会福祉法人毛呂病院の一部施設を移管して埼玉医科大学が
設立された。大学設立後40年を経た、この平成25 (2013)年までの沿革並びに主な出来事を
以下に記す。
昭和47(1972)年4月 埼玉医科大学医学部開学（入学定員80人）
昭和47(1972)年4月 学長 落合 京一郎、理事長 栗原 浩、専務理事 丸木 清美、
昭和47(1972)年4月 常務理事 丸木 清浩
昭和47(1972)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(1976)年1月 神経精神科センター開設
昭和51(1976)年4月 入学定員80人より100人に変更（入学定員100人）
昭和53(1978)年4月 埼玉医科大学大学院医学研究科博士課程開設（入学定員50人）
昭和53(1978)年8月 理事長 丸木 清美
昭和57(1982)年8月 専務理事 丸木 清浩
昭和58(1983)年6月 病院長 宮川 正
昭和60(1985)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
昭和60(1985)年3月 所長 坂元 正一
平成元(1989)年5月 病院長 東

博彦

平成元(989)年10月 学長代行 宮川 正
平成02(1990)年8月 学長 石田 正統
平成06(1994)年4月 理事長

丸木 清浩､

平成06(1994)年4月 埼玉医科大学総合医療センター 所長 遠山 博
平成09(1997)年8月 学長 東 博彦、名誉学長 石田 正統、病院長 尾本 良三
平成10(1998)年7月 専務理事 濱口 勝彦
平成11(1999)年4月 総合医療センター 所長 安倍 達
平成12(2000)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12(2000)年4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(2001)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
平成13(2001)年6月 所長 村松 正實
平成13(2001)年6月 第1次長期総合計画「夢」（平成13(2001)年度〜平成17(2005)年度）
平成14(2002)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(2002)年6月 埼玉医科大学創立30周年記念式典・祝賀会
平成14(2002)年9月 総合医療センター センター長 飯沼 壽孝
平成15(2003)年5月 常務理事 丸木 清之、尾本 良三、藤森 貞夫
平成15(2003)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(2004)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(2004)年8月 学長 山内 俊雄、名誉学長 東 博彦、大学病院長 横手 祐二
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(2004)年9月 総合医療センター センター長 吉本 信雄
平成17(2005)年2月 日高キャンパス地鎮祭
平成17(2005)年8月 総合医療センターセンター長を病院長と改称
医学研究センター設立 センター長 山内 俊雄
国際交流センター設立 センター長 野村 正彦
医学教育センター センター長 別所 正美
平成17(205)年12月 保健医療学部 認可
平成18(2006)年3月 埼玉医科大学 創立30周年記念講堂 竣工
平成18(2006)年4月 埼玉医科大学保健医療学部開設 学部長 大野 良三
（入学定員：看護学科80人・健康医療科学科80人・医用生体工学科
40人）
医学部教員組織の変革
平成18(2006)年4月 第2次長期総合計画「飛躍」（平成18(2006)年度〜平成22(2010)年度）
平成18(2006)年7月 副理事長 濱口 勝彦、専務理事 丸木 清之、専務理事 尾本 良三、
常務理事・事務局長 堀口 一夫
平成18(2006)年8月 地域医学医療センター設立 センター長 横手 祐二
平成19(2007)年3月 大学機関別認証評価 認定証授与
医学部（1年次）を川角キャンパスから毛呂山キャンパスに移設
平成19(2007)年4月 埼玉医科大学国際医療センターを日高市山根地区に開設
病院長 松谷 雅生
保健医療学部 理学療法学科を川角キャンパスに新設（入学定員40人）
（看護学科・健康医療科学科・医用生体工学科・理学療法学科）
平成19(2007)年8月 アドミッションセンター設立 センター長 山内 俊雄
医学研究センター センター長 松下 祥
平成20(2008)年4月 ゲノム医学研究センター 所長 岡崎 康司
保健医療学部 入学定員の変更
看護学科入学定員80人（入学定員80人）
健康医療科学科入学定員80人より70人に変更（入学定員70人）
医用生体工学科40人（入学定員40人）
理学療法学科入学定員40人より50人に変更（入学定員50人）
8月 大学病院 病院長 片山 茂裕、名誉病院長 横手 祐二、
地域医学医療センター センター長 鈴木 洋通
平成21(2009)年4月 医学部医学科入学定員100人より110人に変更（入学定員110人）
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アレルギーセンター設立 センター長 永田 真
東洋医学センター設立 センター長 三村 俊英
教職員・学生健康推進センター設立 センター長 今井 康雄
情報技術支援推進センター設立 センター長 椎橋 実智男
ゲノム医学研究センター 名誉所長 村松 正實
平成22(2010)年4月 医学部 学部長 別所 正美
医療人育成支援センター設立 センター長 西村 重敬
先端医療開発センター設立 センター長 西山 正彦
医学部医学科入学定員110人より115人に変更（入学定員115人）
埼玉医科大学大学院修士課程開設
医学研究科医科学専攻（入学定員8人）
看護学研究科看護学専攻（入学定員10人）
6月 埼玉医科大学かわごえクリニック 院長 佐々木 望
埼玉医科大学かわごえクリニック 名誉院長 川添 太郎
平成23(2011)年3月 講義棟15号館オルコスホール竣工
平成23(2011)年4月 医学部医学科入学定員115人より120人に変更（入学定員120人）
医学教育センター センター長 荒木 信夫
国際医療センター 病院長 小山 勇
国際医療センター 名誉病院長 松谷 雅生
第3次長期総合計画「誇り｣（平成23(2011)年度〜平成27(2015)年度）
8月 学長 別所 正美、副学長 吉本 信雄、名誉学長 山内 俊雄
3月 東洋医学センター病院組織へ移管
先端医療開発センター廃止
平成24(2012)年5月 専務理事 吉本 信雄、常務理事 田島 賢司
平成24(2012)年4月 教職員・学生健康推進センター センター長 池田 斎
平成24(2012)年6月 事務局長 田島 賢司
平成24(2012)年9月 総合医療センター 病院長 堤 晴彦
平成24(2012)年9月 総合医療センター 名誉病院長 吉本 信雄
平成25(2013)年3月 学生ホール16号館落合ホール 竣工
学習棟 開設
4月 医学部医学科入学定員120人より121人に変更（入学定員121人）
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２．本学の現況
○大学名 埼玉医科大学
○所在地
毛呂山キャンパス（大学本部、医学部、医学基礎、大学院、大学病院 他）
埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地
川角キャンパス（保健医療学部 他）
埼玉県入間郡毛呂山町川角981番地
川越キャンパス（総合医療センター他）
埼玉県川越市鴨田1981番地
日高キャンパス（国際医療センター、ゲノム医学研究センター、保健医療学部 他）
埼玉県日高市山根1397番地1
川越ビル（かわごえクリニック他）
埼玉県川越市脇田本町21番地7
○学部の構成
埼玉医科大学大学院
博士課程 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

修士課程 医学研究科

医科学専攻

看護学研究科 看護学専攻
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、理学療法学科
○学生数、教員数、職員数
埼玉医科大学大学院学生数

121人

埼玉医科大学学部学生数

1,767人

教員数

1,230人

職員数（医療系含む）

4,661人
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Ⅲ．評価機構が定める基準に基づく自己評価
基準 1．使命・目的等
1−1 使命・目的及び教育目的の明確性
≪1−1 の視点≫
1-1-①

意味・内容の具体性と明確性

1-1-②

簡潔な文章化

（1）1−1 の自己判定
基準項目 1−1 を満たしている。
（2）1−1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
埼玉医科大学の使命・目的、教育目的及びディプロマポリシーについては、前章に詳述
した。
本学では、使命・目的を埼玉医科大学学則第 1 条に明確に定め、教育目的は「埼玉医科
大学の期待する医療人像」として明示している。なお、
「埼玉医科大学の期待する医療人像」
は、本学の建学の精神を敷衍して平成 20(2008)年 3 月に提示したもので、ディプロマポリ
シーとしても位置づけられる。また、埼玉医科大学大学院の目的は、大学院学則第 1 条に
明示している。
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、理学療
法学科）
、大学院及び各研究科の各専攻（医学研究科生物・医学研究系専攻、医学研究科社
会医学研究系専攻、医学研究科臨床医学研究系専攻、医学研究科医科学専攻、看護学研究
科看護学専攻）の教育目的は、埼玉医科大学医学部規程第 2 条、保健医療学部規程第 2 条、
大学院の目的に関する規則第 2 条に明示している。
大学、大学院、各学科、各研究科のディプロマポリシーは、両学部の学生便覧や教員便
覧、大学院案内、各学部の案内、大学ホームページに明示している。
使命・目的、教育目的等は学則その他の規程や配付物等に具体的かつ明確な形で簡潔に
文章化されており、基準 1−1 を満たしているものと判断した。
（3）1−1 の改善・向上方策（将来計画）
特になし。
1−2 使命・目的及び教育目的の適切性
≪1−2 の視点≫
1-2-①

個性・特色の明示

1-2-②

法令への適合

1-2-③

変化への対応
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（1）1−2 の自己判定
基準項目 1−2 を満たしている。
（2）1−2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
建学の理念及び学則第 1 条に明示しているように、本学は特色としてすぐれた実地臨床
医家並びに保健医療技術者の育成を目指しており、それを具体的に示した教育目的が「埼
玉医科大学の期待する医療人像」である。
使命・目的及び教育目的は、学校教育法、大学設置基準、大学院設置基準などの関係諸
法令に適合しており、さらに、教育目的は学部・学科及び大学院の研究科専攻ごとに定め
られ、公表されている。また、教育目的を反映した具体的な人材養成の目標として、それ
ぞれのディプロマポリシーを明示している。
なお、本学の目指すところは、昭和 47(1972)年 4 月の大学開設時に掲げた建学の理念に
全て言い尽くされている。ただし、医学・医療の急激な進歩や医療を取り巻く社会環境の
変化に伴い、
建学の精神を敷衍した、
より具体的な教育目的を提示することが必要と考え、
平成 11(1999)年 11 月に「埼玉医科大学の期待する医師像」を公表した。さらに、平成
18(2006)年 4 月の保健医療学部開設に伴い、
「埼玉医科大学の期待する医師像」を、
「埼玉
医科大学の期待する医療人像」と改めた。
以上のように、本学の使命・目的及び教育目的には本学の特色が明示され、それぞれの
内容は関係法令に適合している。また、社会情勢や学内教育組織の変化に対応して、必要
に応じた使命・目的及び教育目的の見直しを行っており、基準 1-2 を満たしているものと
判断した。
（3）1−2 の改善・向上方策（将来計画）
現時点において、本学の使命・目的及び教育目的は適切と考えられるが、今後、さらに
法令等の改正や各種社会情勢の変化、学内教育組織の変化が起こった場合には、速やかに
適切な対応を行う。
1−3 使命・目的及び教育目的の有効性
≪1−3 の視点≫
1-3-①

役員、教職員の理解と支持

1-3-②

学内外への周知

1-3-③

中長期的な計画及び 3 つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映

1-3-④

使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性

（1）1−3 の自己判定
基準項目 1−3 を満たしている。
（2）1−3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
建学の理念及び学則（使命・目的）は、本学の設立時、学長・病院長候補者及び事務局
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からなる学校法人埼玉医科大学設立準備委員会により策定された。
埼玉医科大学の期待する医師像（教育目的）は、後述する第 1 次長期総合計画の一環と
して、副学長、学務委員長その他の教員により構成された長期ビジョン検討委員会教育部
門委員会により策定された。さらに、埼玉医科大学の期待する医師像の改訂（埼玉医科大
学の期待する医療人像）とそれに伴う学則第 1 条の改訂については、専務理事、学長（医
学部長）
、保健医療学部長その他の教員、事務局からなる「埼玉医科大学の期待する医師像・
医療人像」検討ワーキンググループがその作業にあたった。改訂案は教授会の議を経て、
理事会で承認されている。
建学の理念及び埼玉医科大学の期待する医療人像は、学生便覧（医学部、保健医療学部）、
教員便覧（医学部、保健医療学部、大学院）、大学院案内、大学パンフレット、大学ホーム
ページ、大学年報（自己点検・評価報告書）を通じて、広く学内外に周知されている。ま
た、講堂や各教室等にも掲示して、さらに学生への周知を図っている。また、学則は学生
便覧、教員便覧、各種大学院案内にも記載し、教職員、学生への周知を図っている。
本学では開学 30 周年を迎える平成 13(2001)年 4 月、教育部門、研究部門、診療部門、
管理部門の主要メンバーで構成される長期ビジョン検討委員会のもとで、大学運営の基本
方針を定める第１次長期総合計画（平成 13(2001)年〜平成 17(2005)年）を策定した。こ
こでは、建学の理念と、平成 11(1999)年に建学の精神を敷衍して作成した埼玉医科大学の
期待する医師像を根幹とする教育の基本方針が確認された。さらに、第 2 次長期総合計画
（平成 18(2006)年〜平成 22(2010）年)では、平成 18(2006)年の保健医療学部開設もあり、
医療系総合大学としての各種施策が講じられた。平成 19(2007)年には教育目的が新たに埼
玉医科大学の期待する医療人像として改訂され、第 3 次長期総合計画（平成 23(2011)年〜
平成 27(2015)年）の策定に反映された。
なお、本学の教育目的（埼玉医科大学の期待する医療人像）は、本学のディプロマポリ
シーに相当し、学部、学科、研究科ごとにそれぞれに適合した具体的なディプロマポリシ
ーが策定された。さらに、これらのディプロマポリシーに示された人材像に到達できるよ
う、それぞれのカリキュラムポリシーが策定され、そのような教育課程を履修し、完遂で
きる人材を選抜できるよう、各々のアドミッションポリシーが提示されている。
医学部、保健医療学部及び大学院については、大学設置基準及び大学院設置基準に即し
て適切に整備されている。医学部と保健医療学部では、それぞれの専門性に照らし、教員
の相互乗り入れやシミュレーション機材の共同利用等で連携している。また、大学院教員
の大部分は学部教員を兼任しており、研究科によっては学部教育からの連続性を重視した
プログラムも用意されている。
医学部と保健医療学部では、学長によるリーダーシップのもと、教授会（医学部におけ
る名称は教員代表者会議）での審議により教育研究に関わる意思決定が行われている。ま
た、両学部による合同教授総会も年 1 回開催される。大学院については、各研究科の研究
科委員会による審議事項が大学院委員会に諮られ、意思決定が行われている。
なお、両学部の教授会のもとには、学務委員会（医学部では卒前教育委員会）、入学試験
委員会、学生部委員会、図書館委員会、自己点検評価委員会等の各種委員会が組織され、
教育研究や学生支援等に関する事項が審議されるとともに、これらの委員会を全体として
まとめる合同の委員会も定期的に開催され、両学部の意思疎通が図られている。さらに、
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共通部門として医学教育センター、医学研究センター、情報技術支援推進センター等の各
センターが、両学部や大学院の教育研究機能をサポートする全学的体制が整っている。
以上のように、使命・目的や教育目的の策定や変更にあたっては、法人役員や主要な教
職員が参画しており、広く理解と支持が得られるよう努めている。これらは、各種の刊行
物やホームページを通じて広く学内外への周知を図っている。さらに、使命・目的や教育
目的は本学の長期総合計画や 3 ポリシーに反映されているとともに、学部や大学院の構成
や組織上の位置づけ、相互の連携と教育研究に関わる学内意思決定機構も整備されており、
基準 1−3 を満たしているものと判断した。
（3）1−3 の改善・向上方策（将来計画）
現在、全学的な教育研究関連資料のデータベース化をさらに進化させるために、IR 準備
委員会において、共通部門としての医学教育センター、医学研究センター、情報技術支援
推進センター等の各センターが、より全学的な教育研究機能をサポートできるよう検討し
ている。
【基準 1 の自己評価】
基準 1 に挙げられた使命・目的及び教育目的の明確性（1-1）及び適切性（1-2）につい
て、本学においては具体的かつ明確な文章化が行われ、個性・特色が明らかにされている
ものと判断している。さらに、使命・目的及び教育目的は関係諸法令に適合しており、社
会情勢や法令の変化に対応して適切な見直しや改訂・新規策定を行ってきた。使命・目的
及び教育目的の有効性（1-3）については、その見直しや改訂等に役員・教職員が参画し
て相互の理解と支持が得られるよう努力し、その結果を各種の方法で学内外に周知してい
る。さらに、使命・目的及び教育目的はそのまま本学の 3 つのポリシーに反映されており、
また、中長期的な計画（第 1 次〜第 3 次長期総合計画）策定の基となるとともに、必要に
応じてその見直しが検討される体制が構築されている。このような本学の使命・目的及び
教育目的を達成するために必要な教育研究組織は十分に整備され、適正に機能しているも
の考えている。
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基準 2．学修と教授
2−1 学生の受入れ
≪2−1 の視点≫
2-1-①

入学者受入れの方針の明確化と周知

2-1-②

入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

2-1-③

入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

（1）2−1 の自己判定
基準項目 2−1 を満たしている。
（2）2−1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-1-① 入学者受け入れ方針の明確化と周知
医学部、保健医療学部及び大学院各研究科では、その教育目的及びディプロマポリシー
に示された人材像に到達できるよう、それぞれの教育課程編成方針（カリキュラムポリシ
ー）を策定し、そのような教育課程を履修し、完遂できる人材を選抜できるよう、各々の
入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）を掲げて、ホームページ、大学パンフレ
ット及び入学者募集要項を通じて、広く社会に向けて公表している。また、医学部及び保
健医療学部では、オープンキャンパス、進学相談会、高等学校訪問等、口頭で説明を行う
機会には、アドミッションポリシーに基づく学生募集の要点について具体的な説明を行っ
ており、本学に関心を持つ人々に対して、広く周知を図っている。なお、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、入試関連委員会等を通して教
職員相互の情報共有と協力体制を構築している。さらに、同窓会や保護者会等に対しても
積極的に情報を提供し、理解と協力を得ている。
各学部、大学院各研究科のアドミッションポリシーは、以下のとおりである（表 2-1-1、
表 2-1-2、表 2-1-3）
。
表 2-1-1 医学部のアドミッションポリシー
①

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のある人

○これまでの生活体験で、医学を学ぶにふさわしい人格と体力を備えている自信のあ
る人
○医学を目指す、明確で具体的な動機と、学習に臨む目標および具体的方針をもつ人
②

調和のとれた豊かな人間性と偏らない判断力を備えた人

○家庭や地域等で豊かな交流経験をもつ人
○さまざまな分野における豊富な読書量のある人
○社会、経済、地理、歴史、文学、等に関する豊かな知識と概念をもつ人
③

コミュニケーション能力に富み、他者を尊重し、他者の立場で考え、協調して行動
できる人
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○課外活動、社会活動等における豊富な人間関係の経験のある人
○人の話を理解し、自己の感情と考えを他者に理解してもらう力のある人
○人の心の動きを察したり、自分とは異なる思想・信条を受容できる人
④

医学を修得するのに必要な基礎学力と問題解決能力のある人

○自然科学（物理学、化学、生物学、等）、数学（統計学等）、日本語（語彙、読解力、
作文力）
、英語（語彙、読解力、作文力：辞書があれば一般的な内容の新聞等を読ん
で理解できる）に関して基礎的な学力を有する人
○学外での創造的活動や社会的活動について豊富な経験と実績を持つ人
表 2-1-2 保健医療学部のアドミッションポリシー
保健医療学部全体のアドミッションポリシー
①相手の立場に立ち、協調性をもって行動できる人
②考えをまとめて言葉に表す能力を持つ人
③物事を吟味し考察する能力を持つ人
④医療や健康問題への積極的な関心を持つ人
看護学科のアドミッションポリシー
看護師になるためには、
「病むことのつらさ」をともに実感できる力を養うとともに、
ひとりひとりの人に心からの関心を寄せて、人と関わることの意味を理解していくこと
が大切です。また、人間の身体や心について確かな知識を身につけていこうという意志
を持ち、病む人に安心していただける心と技をみがく努力が必要です。
高校では本をたくさん読み、人や人の心について考え、国語・英語などで語学力や論
理的思考力をみがき、理科系の科目（生物、化学、物理、数学）をしっかりと勉強し、
大学で学ぶ医学知識や看護学の学習を受け入れる基盤をつくっておくことが大切です。
健康医療科学科のアドミッションポリシー
健康医療科学科では、国民の健康維持に対する関心や医療への期待に応えるために、
保健と医療の分野で貢献できる専門的な高度の知識と技術を兼ね備えた人材の育成を目
指しています。そのため、病気や健康に関する真実を追究する科学的な思考と技術、そ
して研究への実践的な関心の両方を有する人材を広く求めます。
具体的には、高校の学習の中で、思考力を養う語学（国語や英語）、科学の基礎になる
数学と理科（生物、化学、物理）などに十分関心をもち、しっかり勉強しておくことを
望んでいます。
医用生体工学科のアドミッションポリシー
医用生体工学は、現代医療を支えるために生まれた医学と工学が連携する新しい学問
領域です。中でも医療に直結した臨床工学という分野があり、その知識と技術を医療に
応用しているのが臨床工学技士です。本学科は、医療機器の技術に精通し、高い問題解
決能力を持ち、チーム医療の一員として優れたコミュニケーション能力を持った臨床工
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学技士の育成に力を入れています。
このような領域を学ぶために、物理、化学、生物、数学等の理科系科目に広く興味を
持つと共に、人間関係の構築と自己研鎭に努める方の入学を待ち望んでいます。
理学療法学科のアドミッションポリシー
理学療法学科では、科学的な知識と技術に裏付けられた理学療法を行うことで社会に
貢献できる理学療法士の育成を目指しています。そのため、高等学校では大学での学習
の基礎となる科目に関心を持ち、学習しておくことが大切です。
具体的には、大学で学ぶ人体の構造と機能、運動学、理学療法学などの基礎として、数
学、物理、化学、生物等の理系科目と、豊かな表現力と国際的な情報収集力を高めるた
めに、国語、英語を勉強しておくことが望まれます。
表 2-1-3 大学院医学研究科及び看護学研究科のアドミッションポリシー
大学院医学研究科（博士課程）のアドミッションポリシー
埼玉医科大学の建学の理念を理解する次のような人材を受け入れる。
①高度な研究能力の基礎となる言語能力と生命科学の基礎知識を有する。
②論理的思考のもとに医学研究を遂行し、新しい事にチャレンジする精神を有する。
③常に夢を持ち、将来誠実で協調性を備えたリーダーとなるべき強い意志を有する。
大学院医学研究科（修士課程）のアドミッションポリシー
①医学・医療に積極的な関心を持つ人
②他者の意見に耳を傾けることができる人
③論理的に考え、適確に表現できる人
④根気づよく学習を継続できる人
大学院看護学研究科（修士課程）のアドミッションポリシー
①大学院入学の意志が固く、修学目的が明確で、真摯に学び続ける姿勢があること。
②看護や看護倫理の基本である「他者理解」、「他者尊重」の精神を遵守できる素養を
身につけていること。
③看護者の使命・責任として看護の向上を目指す意思が明確であり、かつ、自らそれ
を実現すべく研鑽を積んでいること。
④看護がチーム医療であることの意味を真に理解していること。
⑤論理的で科学的な思考能力を有し、研究的な視点・態度の重要性を認識しており、
エビデンスに基づいた看護診断を行う能力を有すること。
2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫
医学部、保健医療学部及び大学院各研究科の入学者選抜においては、平成 19(2007)年に
新設されたアドミッションセンターの支援のもとで、各学部の入学試験委員会や専攻ごと
の運営委員会により、各年度の入学試験方針の策定、問題の作成・印刷・保管、試験の実
施と合否判定案の作成が行われ、両学部の教授会（医学部では教員代表者会議）や大学院

15

埼玉医科大学
の各研究科委員会での審議を経て、合格者を決定し、大学構内への掲示、大学ホームペー
ジへの掲載を通じて発表している。
出願資格については、学校教育法施行規則に従うとともに、必要に応じて資格を限定し
た上で、それぞれの学生募集要項及び大学ホームページに掲載している。また、以下に示
すように、学部や研究科ごとに入学者受け入れ方針に沿って試験方法等を様々に工夫して
おり、さらに、合否の判定にあたっては、調査書や推薦書、各区分の試験科目等の成績と
面接試験の評価を総合的に判断し、入学者受け入れ方針に沿った人材の確保に努めている。
医学部では、推薦入学試験、一般入学試験及びセンター試験利用入学試験という多様な
方法を以って、
「入学者受入れの方針」に沿った学生を選抜しており、社会情勢や受験生の
気質の変化等に応じ、その受入れ方法及びこれを支える組織体制は適宜改善、整備されて
いる。平成 12(2000)年度からは推薦入学試験において、一般公募推薦に加え、埼玉県内の
高等学校を指定校とした指定校推薦による募集を開始し、優れた学生の志願及び入学の促
進を図った。また、平成 25(2013)年度からは、センター試験利用入学試験を新たに導入し、
全国から有能な学生の受入れに努めている。
推薦入学試験では一般公募制と指定校制とを併用しており、適性検査及び面接を課して
いる。適性検査Ⅰ（英語・理数系分野）及び適性検査Ⅱ（小論文）では、高等学校で習得
すべき基本的知識、技能、応用力、表現力を測る。面接では、医学に対する熱意と医師に
なるための適性を備えているかを多角的、総合的に評価する。
一般入学試験は、受験生の受験の機会を増やし、柔軟かつ多様な進路選択を可能とする
ために、前期・後期に分けて実施している。第一次試験では文部科学省が定めた高等学校
学習指導要領に則り、基本的、標準的問題を中核として、確実な基礎学力及びそれを基盤
とした応用力を求め、幅広い分野から偏りなく出題する。第二次試験では面接により、医
学に対する熱意と適性を備えているかどうかを、多角的、総合的に評価する。
センター試験利用入学試験では、第一次試験として全受験者に「大学入試センター試験」
を課した上で、第二次試験として小論文試験及び面接を実施する。第一次試験では、必須
科目である「国語」
（近代以降の文章）、
「英語」
（リスニングを含む）、「数学」（「数学Ⅰ・
数学 A」及び「数学Ⅱ・数学 B」の 2 科目を受験すること）及び「理科」
（「物理Ⅰ」、「化
学Ⅰ」、
「生物Ⅰ」から 2 科目選択すること）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。第二次試験では小論文と面接を課し、小論
文試験では、高等学校で習得すべき基本的知識、技能、応用力、表現力を測る。面接では、
医学に対する熱意と医師になるための適性を備えているかを多角的、総合的に評価する。
なお、いずれの入試区分においても入試委員会で任命された面接委員に対して事前に説
明会を実施することで、
「入学者受入れの方針」に基づく評価の客観性を高めている。平成
24(2012)年度からは、面接委員全員に向けて面接評価の標準化を図る目的で、他の面接委
員との一致度、担当学生の面接評価と入学後成績に関する情報のフィードバックを開始し
ている。
保健医療学部の入学者選抜においては、保健医療学部入試委員会のもとで、編入学試験
（看護学科及び医用生体工学科）
、推薦入学試験（全学科）
、AO 入学試験（健康医療科学
科及び医用生体工学科）
、一般入学試験（全学科）の各入試区分において、各学科のアドミ
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ッションポリシーに即した試験科目の設定を行い、試験方法（学力試験や小論文と面接試
験の組合せ）を工夫している。さらに、入学試験委員会のもとに置かれた入学試験実施小
委員会を中心として、全教職員の協力のもとで各種の入学試験を実施している。
編入学試験は看護学科 3 年次（定員 10 人）及び医用生体工学科 2 年次（定員を割った
年度のみ）に実施している。看護学科の 3 年次編入では、出願資格として看護系短期大学
または専門学校を卒業（または見込み）し、看護師免許を取得（または見込み）した者を
挙げており、試験科目は専門科目（解剖生理学及び各領域の看護学）と英語の筆記試験及
び面接試験としている。
推薦入学試験の出願資格は、各学科とも高等学校または中等教育学校を当該年度 3 月に
卒業見込みで、高等学校長が推薦した者とし、さらに看護学科では評定平均 3.5 以上、他
の 3 学科では 3.2 以上の者としている。試験科目は小論文及び面接試験としているが、小
論文では基礎的な国語・英語の読解力や図表の読解と判断、解答の表現力を測定できるよ
う工夫している。
AO 入学試験及び一般入学試験の出願資格は、学校教育法施行規則に準じているが、医
用生体工学科の AO 入学試験では、評定平均 3.0 以上との条件を付している。
AO 入学試験の試験科目は適性検査Ⅰ（小論文）
、適正検査Ⅱ（基礎学力試験）及び面接
試験としており、適性検査Ⅰは推薦入学試験と同様な観点から、また、適正検査Ⅱでは英
語や数学など、基礎的な知識を確認する内容としている。
なお、面接試験は他の区分と異なり別々の面接委員による 2 回の面接を行うことで、本
学志望の動機や決意、医療系大学進学への準備状況などを十分に確認している。
一般入学試験（前期）の第一次試験では、試験科目として看護学科では理科、国語、外
国語の 3 科目、他の 3 学科では理科、数学、外国語の 3 科目としている。理科は物理、化
学、生物から 1 科目を選択する。第二次試験では面接試験を実施する。
一般入学試験（後期）の試験科目は、看護学科が外国語と理科（化学・生物からの 1 科
目選択）
、健康医療科学科と理学療法学科では外国語と理科・数学（化学・生物・数学から
の 1 科目選択）
、医用生体工学科では外国語と数学としている。学力試験終了後に面接試
験を実施する。
一般入学試験における筆記試験の内容は、各学科の学習内容に見合うように工夫されて
いる。また、いずれの試験においても、面接評価が重要なポイントとなり、医療系学部で
学ぶために必要な基礎的学力の多寡に加えて、アドミッションポリシーに掲げた最低限の
資質、すなわち、将来医療人として患者や家族と向き合う際に必要な、対人能力や知的能
力を持った人を高く評価するよう工夫している。
なお、各区分の面接直前に入学試験委員長からの説明と質疑応答を繰り返し行うことで、
面接試験評価の標準化を図っている。また、各ブースの面接委員同士の一致度等の情報を
提供し、各学科面接委員による事後チェックも実施している。
大学院医学研究科博士課程では、平成 21(2009)年度より後期入学を開始し、年 2 回の入
学者選抜試験を実施して受験機会を増やすことで、多様な修学ニーズに対応している。試
験のための専門委員会として、医学研究科委員会の下に語学試験委員会を設置し学力試験
問題の作成や合格基準点の検討を行っている。
平成 24(2012)年度後期入学より、入学希望者の志望理由を重視し、それまでの学力試験
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を主とした選抜に代わり、総合評価による選抜方式を導入した。評価方法としては、学力
試験は英語の筆記試験とし、語学試験委員会にて厳正に精査された問題を出題し、基礎学
力から応用力、学術理論を判定する。専門領域試験は口頭試問、面接等を行い、高度の医
学に対する適正を備えているかを多様な角度から評価する。合否判定については、まず語
学試験委員会にて出願書類及び学力試験、専門領域試験、志望理由の評価結果をもとに総
合的に判定し、その報告を受け、博士課程運営委員会を経て、最終的には医学研究科委員
会にて決定される。各委員会が役割を適正に果たすことにより、受入方針に沿った適切で
公平な入学者選抜試験の運営管理をしている。
大学院修士課程では、一般選抜と社会人選抜に分けて試験を実施し、学力試験と面接試
験を行う。一般選抜は英語と専門領域試験、社会人選抜は英語と小論文（看護学研究科は
小論文のみ）を筆記試験として行う。合否判定は、まず修士課程運営委員会にて学力試験
と面接の成績を総合して検討し、その結果を各研究科委員会で審議し、最終決定する。
2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持
医学部と保健医療学部の収容定員と平成 25(2013)年度在籍学生総数（表 2-1-4）及び最
近 5 年間の入学者数の推移（表 2-1-5）をまとめて示した。
医学部においては、在籍学生数の収容定員に対する比率は、平成 24(2012)年 8 月 1 日現
在 100%であり、また、平成 25(2013)年度入試における入学者数の入学定員に対する比率
は 103%であるところ、入学者数及び在籍学生数は、適正な数値に維持されているといえ
る。さらに、一般・推薦入試はともに一定の志願者数を維持しており、入学定員の安定的
確保という点に問題はない（図 2-1-1）。
このように、
医学部における入学定員に沿った学生受入れ数は、適切に維持されている、
と判断している。これは、前項で述べた入試制度、なかんずく全学的組織体制の下で行わ
れる厳格な合否判定が奏功しているものと評価できる。
保健医療学部においては、収容定員／在籍学生総数比は 3 年次編入を含めて看護学科
1.06、健康医療科学科 1.07、医用生体工学科 1.01、理学療法学科 1.01 であり、全体とし
て収容定員を若干上回る程度の在籍学生数となっている。在籍学生総数 1,021 人中、留年
者が 54 人（5.3％）を占め、ほぼ適切な進級・卒業状況を保っているといえる。入学者数
の推移をみると、各学科とも入学定員に対する入学者の割合が 1.00 から 1.10 の範囲に収
まっており、定員を大きく上回る学科や定員割れの学科もないことから、適切な学生受入
数を維持、継続しているものと判断できる。
表 2-1-4 医学部と保健医療学部の収容定員と在籍学生数（エビデンス集 表 F-4 改変）
学部

学科

収容定員（a）

在籍学生数（b）

b/a

医学部

医学科

726

746

1.03

看護学科

340

359

1.06

健康医療科学科

280

299

1.07

医用生体工学科

160

161

1.01

理学療法学科

200

202

1.01

保健医療学部
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表 2-1-5 医学部と保健医療学部の入学者数の推移（エビデンス集 表 2-1 改変）
学部

医学部

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

学科

医学科

看護学科

健康医療科
学科
保健医
療学部
医用生体工
学科

理学療法学科

募集定員

110

115

120

120

121

入学者

115

119

123

124

125

定員充足率

1.05

1.03

1.03

1.03

1.03

募集定員

80

80

80

80

80

入学者

88

88

88

88

88

定員充足率

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

募集定員

70

70

70

70

70

入学者

75

77

72

73

76

定員充足率

1.07

1.10

1.03

1.04

1.09

募集定員

40

40

40

40

40

入学者

43

43

39

42

41

定員充足率

1.07

1.07

0.98

1.05

1.03

募集定員

50

50

50

50

50

入学者

50

50

50

50

50

定員充足率

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

図 2-1-1 医学部入学試験志願者数の推移（過去 10 年）

大学院においては、大学院博士課程の収容定員は 200 人で、入学定員は生物・医学研究
系 10 人、社会医学研究系は 4 人、臨床医学研究系は 36 人で計 50 人である。平成 25(2013)
年度の在籍学生総数は 81 人（収容定員比 0.41）であった。平成 16(2004)年度からの臨床
研修必修化に伴い入学者が減少したため、社会人入学や後期入学制度を導入し多様な修学
ニーズに対応するため改革に取り組んできたが定員割れは続いている（表 2-1-6、表 2-1-7）。
平成 22(2010)年度に開設された修士課程医科学専攻の入学定員は 8 人で、収容定員は 16
人である。平成 25(2013)年度の在籍学生総数は 19 人で、適正な学生数を受け入れている（表
2-1-6、表 2-1-7）
。
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平成 22(2010)年度に開設された大学院看護学研究科の入学定員は 10 人、収容定員は 20
人プラス若干名（長期履修者）である。平成 25(2013)年度の在籍学生総数は 21 人（収容定
員比 1.05）であり、適正な学生数を受け入れている（表 2-1-6、表 2-1-7）。

大学院の収容定員と在籍学生数（エビデンス集 表 F-5 改変）

表 2-1-6
研究科

医学研究科
看護学研究科

表 2-1-7
研究科

課程

収容定員（a）

在籍学生数（b）

b/a

博士課程

200

81

0.41

修士課程

16

19

1.18

修士課程

20

21

1.05

大学院の入学者数の推移（エビデンス集 表 2-3 改変）
平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

課程

平成 25 年度
（前期入学まで）

募集定員

50

50

50

50

50

入学者

10

21

14

17

20

医学

定員充足率

0.20

0.42

0.28

0.34

0.40

研究科

募集定員

−

8

8

8

8

入学者

−

14

13

10

7

定員充足率

−

1.75

1.62

1.25

0.87

募集定員

−

10

10

10

10

入学者

−

18

9

8

6

定員充足率

−

1.80

0.90

0.80

0.60

博士課程

修士課程

看護学
研究科

修士課程

以上のように、医学部、保健医療学部及び大学院両研究科では、それぞれのアドミッシ
ョンポリシーとして入学者の受入の方針を明確に示すとともに、ホームページ、パンフレ
ット及び入学者募集要項等を通じ、広く学内外への周知を図っている。学生の受け入れ方
法については、それぞれアドミッションポリシーに則り、多様な入学試験方法を取り入れ
ており、特に医学部では平成 25(2013)年度入試から大学入試センター試験の利用を開始し、
多様な学生の受け入れを工夫している。また、いずれの区分においても、医療系大学とし
て相応しい学生を選抜するため、面接試験を重視した評価体制を構築している。学生の受
け入れ数については、医学部及び保健医療学部では入学定員に沿った適切な入学者数を維
持しており、
収容定員を大きく上回ることも下回ることもない状態で推移している。
また、
大学院医学研究科博士課程において、定員割れが続いているが、同研究科修士課程及び看
護学研究科では入学者数、在籍学生数ともに適切な状態を維持している。これらの事実を
総合し、基準 2−1 を満たしていると判断した。
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（3）2−1 の改善向上方策
医学部、保健医療学部とも、基準 2-1 学生の受け入れについて大きな改善点はないが、
医学部では平成 25(2013)年度より、高大接続を目的として、近隣高校生を大学に招いて、
模擬授業を含む講演会、在校生との交流会を開始した。保健医療学部では少子高齢化と医
療系大学の総数増加に伴い、受験生確保に向けて広報活動の充実や入学試験方法の工夫に
留意していく。
「入学者受入れの方針」の周知等のための広報活動として、ホームページを
さらに充実させるように、広報委員会において検討を重ねている。
大学院では、学長のもとに設置された「今後の医学教育の方向性に関するワーキンググ
ループ」の中で研究マインドの育成をテーマとした第 2 班（木﨑昌弘委員長）での検討を
もとに、平成 25(2013)年度より初期臨床研修と大学院教育を一体化したプログラムを実施
することとした。このプログラムは、博士課程選抜試験に合格した研究意欲の強い学生に
は、医学部卒業と同時に社会人大学院生として入学を許可し、同時に「研究マインド育成
自由選択プログラム」
として本学 3 病院での初期臨床研修を行うものである。これに併せ、
語学試験を医学部 3 年生から受験できるようにすることで、研究志向の強い医学部学生が
より大学院博士課程に入学し易い環境整備を行った。なお、語学試験は外国人入学者にも
不公平にならないように、設問も含め全て英語で出題することとした。
2−2 教育課程及び教授方法
≪2−2 の視点≫
2-2-①

教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化

2-2-②

教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発

（1）2−2 の自己判定
基準項目 2−2 を満たしている。
（2）2−2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
医学部、保健医療学部及び大学院各研究科では、その教育目的（ディプロマポリシー）
を踏まえ、教育目的を達成するために必要な教育課程編成方針（カリキュラムポリシー）
を明確に示し、これを学生便覧、大学院案内、教員便覧、大学パンフレット及びホームペ
ージを通じて学内外に公表している。また、医学部では保護者に対しても冊子「埼玉医科
大学の教育について」を配付し、保護者会（毛呂山会）でも繰り返し説明を行い、教育方
針の理解を得るようにしている。シラバスには、学習目標、授業内容、評価方法が掲げら
れておりホームページでも同じ内容を公開している。
医学部の教育目的は、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
る医療人像」に記した如く、｢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及び
確かな臨床的技能を、効果的に習得できるよう、以下のカリキュラムポリシーに従い、知
識と概念、技能、態度を育成する 6 年一貫統合カリキュラムにて教育を行っている（表
2-2-1）。
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医学部のカリキュラムポリシーは、以下のとおりである。
表 2-2-1 医学部のカリキュラムポリシー
①自己を律し、自ら成長し続けることができる成熟した人格形成を促すカリキュラム
②医学の基礎となる知識と概念を習得するリベラルアーツを含むカリキュラム
③医学に関する知識の習得と概念を理解するカリキュラム
④医学を実践する力を養成するカリキュラム
⑤質の高い医療を社会で実践するための態度と技能を養成するカリキュラム
⑥高度な医学・医療を目指して前進し続ける意欲と意志力を養成するカリキュラム
上記のカリキュラムポリシーを踏まえ、医学部ではコースとユニットからなる 6 年一
貫・統合教育を実施している（図 2-2-1）（平成 12(2000)年度より）。
この 6 年一貫・統合教育では、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
を診る力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、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、問題基盤型のチュートリ
アル教育を適切に取り入れ、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。
図 2-2-1

医学部の 6 年一貫統合カリキュラム

１年次においては、
「医学の基礎」コースで、自然科学、語学の基礎を学習する一方で、
「医科学への道すじ」コースでは、受験勉強で培った覚える学習から医学を学ぶ上で必要
な自分で考える能動的な学習態度への転換を図ることを目指している。1 年次から 2 年次
の「細胞生物学」コースでは、生命科学の基礎を、「人体の構造と機能」コースでは、人
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体の構造と機能に関する医学の基礎を学習する。1 年次から 4 年次まで継続する「良医へ
の道 1〜4」コースでは、「医学概論」ユニットで豊かな人間性を養うとともに、「臨床入
門」ユニットでスキルスラボ経験を含めた早期臨床体験実習を通して、医師としての態度
や基本的な臨床技能を段階的に学習し、「臨床推論」ユニットでは論理的推論を学ぶ。
2 年次から 3 年次の「病気の基礎」コースでは、病理、薬理等の臨床医学に近い各ユニ
ットで基礎医学を学んだ上で、3 年次から 4 年次にかけて、本格的な臨床医学の学習が始
まる。臨床医学の基礎としての「診療の基本」ユニットをスタートとして、内科、外科等、
各科を統合した「循環器」ユニット等の臓器別ユニットで疾患の学習を行った上で、「救
急・麻酔」ユニット等の臓器横断的ユニットにおいて統合的学習を行う。4 年次の「社会
と医学」コースでは、疾病の予防と対策、地域社会と健康、異状死の診断などについて学
ぶ。「地域社会と健康」ユニットにおいては、平成 21(2009)年度より埼玉県立大学が実施
する専門職連携教育(IPE：Inter Professional Education)演習に 4 年生が参加し、地域の
保健医療福祉の場で専門職種が連携してチーム医療を実践するために必要な知識、技能等
を学んでいる。
ここまでの学習の中で、早期臨床体験学習(Early Exposure)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目指す。
4 年生終了時に全国共通の共用試験（知識及び問題解決能力を評価する客観試験(CBT)
と技能・態度を評価する客観的臨床能力試験(OSCE)）に合格することが求められ、臨床
医学生として認定された学生だけが、5 年次からの臨床実習に進むことができる。 5 年次
の臨床実習は、大学病院及び総合医療センター、国際医療センターの 77 の診療科におい
て行われる。学生は１グループ 6 人から 7 人の 14 グループに分かれ、1 週間から 2 週間
の従来型臨床実習合計 32 週間と 4 週間の診療参加型実習（クリニカル・クラークシップ）
2 回を履修する。6 年次では、海外を含む学外施設での実習も可能な 1 ヵ月の advanced
クリニカル・クラークシップを行う。その後、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、医学全般にわたる知識の定着を図るカリキュラムを組んでいる。
上記のカリキュラムの中で、建学の理念であるすぐれた実地臨床医家を育成するために、
特に重視しているのは、臨床実習とともに、倫理観と社会的視野に重点を置いた「良医へ
の道」コースである。このコースにおいては、医の倫理を含む人間教育を 4 年間行うとと
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する様編成している。ま
た、課外学習においても、交換留学や夏期休暇
中の学生受入プログラム等、幅広い医学知識の
習得及び学生の自主性と学習意欲の向上が図れ
るように配慮している。平成 24(2012)年度から
夏期以外でも学生が参加できる通年実施のプロ
グラムも開始して、学生の自主性、研究マイン
ドの一層の涵養も目指している。
図 2-2-2 医学教育センター医学部ブランチ組織図
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医学教育を統括、調整、研究、開発することを目的とした医学教育センター（平成
15(2003)年設立）には、医学部ブランチと保健医療学部ブランチ（同学部学務委員会が相
当）が置かれている。医学部ブランチでは、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（図 2-2-2）。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、健康等々に関わる問題を改善・向上させるため 5 つの室
（カリキュラム室、臨床実習推進室、試験管理室、調査解析室、学生支援室）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・共有化を図って
いる。
FD 部門を中心として、医学教育に関するワークショップも頻繁に行っており、教職員
の資質向上を目指している。平成 23(2011)年度からは教員と職員合同のワークショップ
(SD：Staff Development)も開催し、教員と職員の緊密な連携の土台を強化している。
学長のもとに設置された「今後の医学教育の方向性に関するワーキンググループ」の中
で、教養教育をテーマに検討した第 1 班（別所正美委員長）での検討結果をもとに、平成
25(2013)年度から医学教育センターの中に、教養教育を充実させる目的で、教養教育部門
が設置された。この部門は、従来教養教育を担当してきた医学基礎の 9 人の教員に加えて
新任の 7 人によって構成され、自然科学、人文科学、社会科学の教養教育及び入試がさら
に充実して行える陣容になった。
学生からの相談に対応するため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 を学生に配付し、いつでも質問や相談可能な体制をとってい
る。学生便覧やシラバスに年間学事予定及び授業期間を明示している。年度始めのオリエ
ンテーション時に学生便覧、シラバスを配付し、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、基本的に掲示とメーリングリストにて行っており、ホームページ上
のシラバスの更新も常に行っている。平成 23(2011)年度からは 9 月の 2 学期開始時もオ
リエンテーションを行い、諸注意等を周知徹底している。
1 年間の授業期間は、定期試験等の期間を含め 35 週にわたることを原則としている。
また、時間制を採用しているが、単位に換算すると医学部の卒業の要件である 188 単位を
満たしている。
修業年限は 6 年とし、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。
保健医療学部のカリキュラムポリシーは、以下のとおりである。
表 2-2-2 保健医療学部のカリキュラムポリシー
①多様な選択を促す充実した教養科目群の配置
教養科目として哲学、文学、法学、社会学、倫理学、心理学、教育学、スポーツ科
学、ドイツ語などの諸科目を配置し、学生の多様な選択を促している。また、看護学
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科では、ジェンダー学、カウンセリング論など独自の選択科目も開講されている。
②医療系専門職としての態度・習慣を涵養する少人数教育
1 年次から段階的に行う少人数での問題発見・解決型、かつ双方向・討論型授業とし
て、医療の基本ⅠからⅡ（Ⅲ）を開講している。内容はコミュニケーションの基礎、
医の倫理、患者・家族と医療人の関係、医療安全管理などで構成され、1 グループ 6
人から 7 人の小グループ学習を通じて、医療系の専門職として身につけるべき基本的
な態度・習慣を能動的に学び。また、看護学科ではこれに加えて、看護におけるコミ
ュニケーション論、病むことの心理などの演習科目が用意されている。
③語学教育の充実と海外研修の機会
専任教員およびネイティブ・スピーカーを含む非常勤教員により、20 人から 30 人
程度の小クラス構成での英語教育を実践し、医学的内容も加味した質の高い英語教育
を目指している。また、本学国際交流センターが主催する海外語学研修や、理学療法
学科で企画する中国や米国での海外研修を通じて、国際的な視野を身につける機会を
用意している。
④統合カリキュラムによる基礎医学教育および臨床医学教育の充実
基礎医学教育や臨床医学教育に関しては、解剖学、生理学、生化学を統合的に学ぶ“人
体の構造と機能”、さらに臨床医学を臓器・機能別に統合した“ヒトの病気（疾病の成り
立ち）”等を通じて、医療人としての最低限の医学知識を身につけるよう工夫している。
⑤学内演習の強化と臨床現場における実習の重視
臨床現場における実習の準備教育として、学内では各種の演習を通じて臨床実技・
検査技術の体得を図り、本学の教育病院としての大学病院、総合医療センター、国際
医療センターの 3 病院及び学外諸施設における実習に生かしている。
⑥卒業研究
各学科では卒業研究（看護学科では看護研究セミナー）を通じて、指導教員のもと
で個別のテーマについて問題を自から発見し解決する能力を養い、論文作成の基礎を
学ぶとともに、研究者の視点を持った医療職者として活動できる素地を養う。
⑦各学科の専門科目（詳細は学則別表第 3 参照）
授業科目はこの編成方針に沿って学年毎に適切に開設されている。①については、特に
選択科目としての教養教育科目の充実に努め、また、各学科の卒業要件として、指定規則
で定められた授業科目以外に、多くの自由選択科目の枠を設けて、学生の自主的な学習を
促している。授業に関しては、前後期とも授業期間 15 週及び試験期間 3 週（計 36 週）を
確保するよう努めており、また、演習・実習及びそれに付随する態度の教育の重視、少人
数での討論型・双方向性の演習形態の採用など、学部の教育目的を十分に反映した教育課
程としている。なお、保健医療学部では平成 21(2009)年度（理学療法学科は平成 22(2010)
年度）に完成年度を迎えたことを受け、4 年間の経験を踏まえたカリキュラムの見直しを
行い、健康医療科学科及び医用生体工学科では平成 23(2011)年度からカリキュラムの一部
を改訂した。また、看護学科では指定規則の改正に伴い、平成 21(2009)年度及び平成
24(2012)年度の 2 回にわたり、カリキュラムの一部改訂を行った。
また、学務委員会では、基準項目 2−8−②で後述するように教員の教育力向上と相互交
流を目的とし、毎年「医療人教育者のためのワークショップ」を開催している。
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大学院のカリキュラムポリシーは、以下のとおりである。
表 2-2-3 大学院のカリキュラムポリシー
医学研究科（博士課程）のカリキュラムポリシー
医学研究者として自立して研究活動を遂行するための次のような能力を開発するカ
リキュラムを提供する。
①国際的に評価される文献を正確に解釈し、生命科学の基幹概念を応用できる。
②仮説を検証するための具体的な方策を企画立案し、適切な研究技法を応用し実験•調
査を遂行する。
③自らの研究成果を適切に評価し、正確にプレゼンテーションする能力を身につける。
医学研究科（修士課程）のカリキュラムポリシー
①共通科目は高い倫理観の醸成を含む 3 分野に共通の医学的知識や医学関連領域の高
度な専門知識を修得し、活用できる能力を養うために設けている。履修時期は、そ
の後の研究の基礎となることを考慮して、全ての分野において 1 年次に配置してあ
る。
②専門科目として、各専門分野に応じた高度な専門的知識を習得するための講義と専
門的技能を身につけための演習を設定している。講義は、大学レベルでの知識を基
礎とし、各分野での研究や専門職に適した内容を特論として設定し、目指す進路に
応じて選択可能としている。
③特別研究が 2 年次に配当されている。これに先立って、1 年次には学生の希望を勘
案して指導教員が決定される。その後、国際的な学術水準と社会のニーズを満たす
研究テーマが検討され、研究指導が開始される。
看護学研究科（修士課程）のカリキュラムポリシー
①深い人間理解に基づく倫理観の涵養
共通科目として看護倫理学をおき、倫理観を養うことを目指している。また、ヒ
ューマンセクシュアリティにより人間理解をさらに深めることができる。
②科学的判断力・思考力の修得
共通科目に看護理論、看護研究方法論、看護情報処理論、人体統合機能論を配置
し、科学的判断力・思考力の修得を促す。
③リーダーとして活動できる実践力の養成
共通科目の看護管理学、コンサルテーション論、看護継続教育論、看護政策論の
履修により、リーダーとして必要な実践力を学ぶ。
④専門看護師に求められる基礎的能力の修得
共通科目の看護管理学、看護倫理学、看護理論、看護継続教育論、看護研究方法
論、コンサルテーション論、看護政策論は専門看護師資格取得に必要な科目であり、
専門看護師を目指す者はこの中から 4 科目以上を選択できるよう配置している。
⑤高度な専門的知識・技術の修得
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専門科目には、学修と探求を積み重ねて各領域の専門性を深めるために、全ての
領域に特論、演習、実習、特別研究または課題研究を置き、領域ごとに特論、演習、
看護研究の関連を明確にした科目目標を提示している。専門看護師の資格取得を目
的とする「実践コース」は実習に加えて課題研究或いは特別研究を選択する。研究
能力、科学的思考力を養うことを目的とする「論文コース」は特別研究を選択する。
「高度実践看護学分野」は、
「実践コース」と「論文コース」を置いているが、「生
活支援看護学分野」は「論文コース」のみとなる。
なお、看護学研究科の高度実践コースがん看護学と精神保健学については、平成
23(2011)年 7 月に専門看護師教育課程の申請を行った。平成 24(2012)年 2 月にがん看護学
教育課程は認定された。精神保健看護学教育課程は一部の科目と実習が不認可であった。
以上のように、医学部、保健医療学部及び大学院各研究科では、教育目的とディプロマ
ポリシーを踏まえたカリキュラムポリシーを明確に示して学内外に公表しており、これら
のカリキュラムポリシーに即した体系的な教育課程を編成するとともに、授業内容や授業
方法を工夫して円滑な学習活動を促している。なお、保健医療学部では、完成年度を迎え
た時点でのカリキュラムの見直しや、指定規則の改訂に伴うカリキュラム改訂を実施し、
常に現状に照らした評価・点検作業を行っている。
さらに、医学部及び保健医療学部では、医学教育センターFD 部門や保健医療学部学務
委員会 FD 実施小委員会のもとで、独自の FD 活動を継続して行っており、教授方法等の
改善に努めている。また、単位制度の実質を保つため、単位制をとる保健医療学部及び大
学院各研究科では、年間の授業期間やセメスター授業週数をほぼ適切に確保し、保健医療
学部では履修登録単位数の上限設定など必要な規則を設けている。これらの事実を総合し、
基準 2−2 を満たしていると判断した。
（3）2−2 の改善・向上方策（将来計画）
医学部では、将来の医学教育を考える「今後の医学教育の方向性に関するワーキンググ
ループ」が平成 23(2011)年 9 月に学長の下に設置され、その第 3 班（森茂久委員長）は、
「アウトカム基盤型カリキュラム」
「臨床実習」「国際認証」について検討している。この
班での検討結果をもとに、卒業時の臨床能力を中心としたアウトカムをもう一度見定め、
それに到達するためのカリキュラムを再編し、さらに国際認証を見据えた国際水準以上の
臨床実習を実現するための臨床実習時間延長を行う方向で議論が進んでいる。
保健医療学部の健康医療科学科では、開設以来、多様な資格が取得可能なコース制を採
用していたが、これまでの入学者の資格取得状況を検討した結果、平成 25(2013)年度入学
生からコース制を廃止し、食品衛生管理者・監視員及び診療情報管理士の資格に関わる授
業科目を廃止する新カリキュラムに切り替えた。また、平成 26(2014)年度からの理学療法
学科のカリキュラム改訂について、本年 5 月の理事会への上程を目指して具体案を検討中
である。なお、振替休日等による授業週数の不足解消について、現在は可能な限り補講に
よる補填を図っているが、本年 4 月からの大学設置基準一部改正を受けて学務委員会での
改善策検討を開始した。
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大学院看護学研究科では、精神看護学の専門看護師カリキュラムについて、平成
23(2011)年度の申請で一部不認可となった部分を、今年度 7 月に再申請するため、改訂作
業中である。
2−3 学修及び授業の支援
≪2−3 の視点≫
2-3-①

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及び
授業支援の充実

（1）2−3 の自己判定
基準項目 2−3 を満たしている。
（2）2−3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
医学部においては、医学教育センター医学部ブランチの卒前医学教育部門に、カリキュ
ラム室、臨床実習推進室、試験管理室、調査解析室、学生支援室と 5 つの室が存在し、い
ずれも室員として教員と事務職員が任命されており、教員と職員の協働体制が構築されて
いる。特にカリキュラム室の室員が中心となって運営する 1 年から 4 年までの「臨床推論
ユニット」では、医学教育センターの教員が立案、計画し、事務的業務は医学教育センタ
ーの事務職員が担当している。また臨床実習推進室の室員が中心となって運営する 5、6
年生の「臨床実習(BSL、CC)」は医学教育センターの教員と職員とが協力して立案、計画
し、事務的業務は事務職員が担当している。臨床実習前教育である 1 年から 4 年までの「臨
床入門ユニット」では、医学教育センターの教員が立案、計画し、事務的業務は事務職員
が担当している。
卒前医学教育全体に関する重要な会議である、医学教育センター企画部門会議、医学教
育センター懇談会及び卒前教育合同会議には、医学教育を担当する主要な教員の他に、必
ず教務課の事務職が出席し、情報の共有に加えて協働して問題を検討し、解決する体制が
構築されている。
平成 23(2011)年度から卒前医学教育部門の教員と医学教育センター業務に多く関わる
事務職員による 1 泊 2 日の WS（ワークショップ）を行っている。本 WS の目的は、卒前
医学教育に関わる医学教育センター業務の問題点の把握と改善の提案作成を行うことで、
構成員の情報の共有と、共同作業に対する意識の向上にある。
学習支援については、医学部学生への支援体制として、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ている。同室は、学生に問題（学業、生活、心身の健康等）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している。
【アドバイザー制】
5 人から 7 人の学生に対して、1 人の教員（教授、准教授、講師）がアドバイザーとな
り、こころの交流と情報の交換の場を実現している。6 年生は卒業試験、医師国家試験の
受験準備があるため、アドバイザーは正、副の 2 人が担当している。学生に勉学及び学生
生活上で問題が生じた際に、アドバイザーが相談窓口の１つとなる。年に 2 回から 3 回程
度交流会を開催し、各学生についての報告書を提出することになっている。
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【学年小委員会】
学年担当の教員と学生の意見交換の場として、月 1 回程度開かれる。5 人から 6 人の教
員と 5 人から 6 人の学生の代表が参加し、学生の要望や問題を話し合う。後日話し合いの
結果を、卒前教育合同会議で報告し、教育に関わる教員へ周知するとともに、学生生活、
学修環境に関する問題については学生部委員会等で対策を検討する。平成 25 年(2013)度か
らは、学生からの意見をさらに学務に反映させる目的で、各学年 2 人の学生委員が、卒前
教育合同会議に正式な委員として参加し、議論に参加することになっている。
【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並びに保護者と連絡をとり、
身体面や精神面の健康管理を学生健康推進室と協力しながら行う。
【学生からの情報収集】
「学生意見箱」を設置し、学生から広く意見を汲み取っている。ここでの意見は医学部
長が直接目を通し、関連部署へ迅速な対応を求め、結果を学生へ掲示し公表している。
【成績不良者・留年者へ対策】
医学部の在籍学生数、留年者数（率）、退学者数の推移を示す（表 2-3-1、表 2-3-2）。
留年者数、退学者数はいずれも徐々に減少する傾向にある。
表 2-3-1 医学部の在籍学生数と留年者数の推移
平成 22 年度

平成 23 年度

留年者数

学生数

留年者数

平成 24 年度
学生数

留年者数

学年

学生数

1 年次

125

3 ( 2.4)

126

4 (3.2)

129

4 (3.1)

2 年次

116

16(13.8)

139

9 (6.5)

130

5 (3.8)

3 年次

113

6 ( 5.3)

105

4 (3.8)

131

6 (4.6)

4 年次

114

12 (10.5)

118

11 (9.3)

110

2 (1.8)

5 年次

97

4 ( 4.1)

106

4 (3.8)

111

6 (5.4)

6 年次

117

6 ( 5.3)

100

8 (8.0)

110

10 (9.0)

合

682

47 ( 6.9)

694

46 (6.6)

721

33 (4.6)

計

（％）

（％）

（％）

表 2-3-2 医学部の退学者数の推移 （エビデンス集データ編 表 2-4 改変）
平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

1 年次

0

1

0

2 年次

0

3

1

3 年次

0

1

1

4 年次

1

0

0

5 年次

1

0

0

6 年次

5

2

0

合

7

7

2

学年

計
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年度末の各学年の進級判定会議において、退学者、留年者の原因分析を行い、進級のシ
ステム等については医学教育センター企画部門で、個々の学生については学生支援室にて
申し送りして継続して検討する流れになっている。
成績不良者や留年者に対して、定期的に本人、保護者と学生支援室各学年担当教員が面
談を行っている。これらの情報を共有し、対策を検討するために、定期的に学生支援室会
議を開催している。さらに 1、2 年生に関しては、学生支援室会議とは別個にそれぞれの
学年担当の学生支援室員の会議を開催し、さらに詳しい情報交換及び検討を行っている。
他方、学生部委員会は学生全般の厚生補導に関わる事項に対応している。
平成 22(2010)年度より、授業収録システムを導入している。授業収録について同意した
教員を対象として、授業中のスライド映写、音声を記録し保存している。学生は図書館等
のパソコンや学内無線 LAN を用いた個人のパソコンで、記録された授業内容を ID、パス
ワードを用いて閲覧できる。このシステムにより、欠席した授業、また理解しにくい授業
などを授業時間外の自由な時間に繰り返し視聴することが可能である。現在約 30％の教員
の授業を収録している。
その他、高校で物理学、化学、生物学を履修していない 1 年生へ補講（自然科学の基礎
ユニット）を行っている。授業に対する学生の意見を反映させるために、全ての講義、実
習において、毎回終了時に学生による授業評価アンケートを実施している。授業を受けた
学生が、担当教員の熱心さ、声の大きさ、資料の良し悪し、わかりやすい工夫の有無など
について評価するもので、結果は、その都度教員にフィードバックされ、授業の改善に役
立てられている。
授業支援については、問題基盤型学習及び医学セミナーなど、少人数のグループ学習に
対してゼミ室が整えられている。各ゼミ室には、解剖学、生理学、内科学の教科書の他に、
インターネットに接続可能な検索用のパソコンを設置している。定員増に伴い、9 号館 5
階にゼミ室を 3 室増室した。平成 16(2004)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ミュレーション教育を行っている。
徐々にシミュレータを補充して拡充してきたが、平成 24(2012)年度に文部科学省所管の私
立大学教育研究活性化設備整備補助金を取得し、大規模にシミュレータを補充することが
可能となった。
オフィスアワーは設けていないが、教育を担当する全ての部署に質問窓口を設置して学
生に担当者の連絡先（FAX 番号、E メールアドレス）をホームページ等を通して周知して
おり、学生は随時メールまたは FAX で担当者に連絡をとって、メール、FAX、対面のい
ずれにおいても相談できる体制をとっている。
医学教育センター教育情報部門が平成 20(2008)年より医学部の教育資料の印刷サービ
スを行っている。これにより、各自のコピー機によるカラー印刷に比べて安価に教育資料
を作成できるようになった。
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、課外学習の一貫として、平成 11 年(1999)年度から、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
院での実習などに参加する「夏期休暇中学生受入プログラム」を実施している。授業では
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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。平成 24(2012)年度より、夏期休暇中のみならず、
「春期休暇プログラム」
「通年
プログラム」も開始し、平成 25(2013)年度からはそれらを統合した「課外学習プログラム」
として運用している。
なお、両学部において、本学学則で定められているとおり、学業その他が特に優れた他
の学生の範となる者があるとき、学長は、在学中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、保護者会においても、
（ア）学業が優秀で他の学生の範となる者、
（イ）各種公認の大会において優勝した団体又は個人、（ウ）大学･学生会に著しい功績が
あった者を表彰している。
保健医療学部では、学務委員会（医学教育センターの保健医療学部ブランチに相当）で
決定された方針・計画に則り、教務課、学生課、庶務課の 3 課体制からなる大学事務部職
員と関連委員とが協働し、年間学事予定案の作成、シラバス、学生便覧、学生名簿の作成・
配付、各種届の受理、Web 履修登録などの学習支援を、また、講義室やマルチメディア教
室の PC 環境整備、ホワイトボードの備品整備などの授業支援を行っている。学生便覧の
学生生活に関わる部分では学生部委員会、PC 等の整備にあたっては情報機器運営会議と
も連携している。なお、各委員会には事務職員が 1 人以上配置されており、議事録を作成
するとともに、必要に応じて審議内容に関する事務側からの意見を述べる。また、教育に
関する事務職の知識を強化し、関心を高めるために、平成 21(2009)年度からは、毎年行わ
れる「医療人教育者のためのワークショップ」に SD 活動の一環として事務職員 2 人から
3 人が参加している。
個々の教員による学生の学習支援を容易とするため、科目責任者についてはシラバスに
オフィスアワーを記載する欄（自由選択）を設けているが、教員はむしろ事前の電話また
はメールでの訪問時間設定を好んでおり、
また、学生が予約せず訪問する場合も多いので、
オフィスアワー制度そのものはあまり機能していない。いずれにせよ、実質的には個々の
教員による学生への学習支援は適切に行われていると考えられ、オフィスアワー制度の有
無は大きな問題とはならないと判断している。
本学部では、開設当初から演習、実習、実験科目では助手・助教を含む複数教員での指
導を原則とし、学習効果の向上を目指している。配置される補助教員数は科目により様々
であるが、1 科目あたり 1 人から 7 人程度となっている。また、平成 22(2010)年度の大学
院修士課程開設に伴い、平成 23(2011)年度から TA 制度が開始され、演習、実習、実験に
おける教員の教育活動支援の一助となっているが、件数は平成 23(2011)年度 4 件、平成
24(2012)年度 5 件と伸び悩んでいる。
平成 25(2013)年度 5 月現在の在籍学生数及び留年者数を学科別・学年別にみると（表
2-3-3）、1 年次 0 から 2.3（平均 1.5）％、2 年次 2.2 から 6.9（平均 5.0）％、3 年次 2.2
から 14.5（平均 6.8）％、4 年次 3.2 から 15.2（平均 7.7）％と、全体として年次を追って
留年率が高くなる傾向がみられ、特に医用生体工学科と理学療法学科で明らかである。な
お、学部全体での留年率は平成 22(2010)年度が 4.8％で、平成 23(2011)年度に 5.3％、平
成 24(2012)年度も 5.3％と、ほぼ 5％前後で推移しているが、できるだけ留年率を減少さ
せるよう、学生の学習支援を充実させるための努力を続けている。
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最近 3 年間の学科別・学年別中途退学者の推移をみると（表 2-3-4）、平成 23(2011)年
度と平成 24(2012)年度では、全体としての退学者数が 10 人前後と、平成 22(2010)年度に
比べて増加しており、その大半は 1 年次、2 年次で退学している。退学の理由としては、
進路変更が最も多く、その他、体調不良、学業不振、経済的理由等が挙げられる。
これらの学生への対応策の一環として、各学科ではそれぞれ独自の担任制をとっている。
看護学科では、学年を 2 グループに分け、学生 40 人から 50 人に対して教授または准教授
1 人を含む 4 人から 5 人の教員が担任として関わっている。担任は 4 年間の持ち上がり制
で、年に少なくとも 3 回は全担任が集まる担任会を開催している。健康医療科学科では、
1 学年から 3 学年の時点では学生 14 人から 17 人のグループに対して 2 人の教員を配置し、
さらに 4 学年では基本的に卒業研究の指導教員が、担任として対応している。医用生体工
学科では、1 学年から 2 学年は学年ごとに担任及び副担任の教員を配置し、3 学年は生体
工学演習の指導教員、4 学年は卒業研究の指導教員が対応している。理学療法学科では、1
学年 50 人の学生に対して担任 1 人・副担任１人の計 2 人の教員を配している。担任制度
は学生の学習支援に一定の効果は上げているが、このような制度に適応しない学生がむし
ろ問題となる場合があり、より効果的な制度構築が必要である。なお、心理的問題への対
処のため、日高キャンパス学生保健室には、週 1 回、臨床心理士が待機し、希望者に対す
る心理相談やカウンセリングを行っているが、川角キャンパスでは整備されていないため、
学部全体としての適切なシステム構築が必要と考えられる。
表 2-3-3 保健医療学部の在籍学生数と留年者数
在籍学生数
学

1 年次

学科

部

学生数

保健
医療
学部

3 年次

留年者
（％）

学生数

50

2
（2.2）
1
（1.2）
1
（2.3）
0
（0）

51

2
（2.2）
5
（6.5）
3
（6.9）
3
（5.8）

260

4
（1.5）

258

13
（5.0）

看護学科

90

健康医療
科学科

78

医用生体
工学科

42

理学療法
学科

計

2 年次

留年者
（％）

88
76
43

学生数

4 年次

留年者
（％）

55

2
（2.2）
2
（3.0）
5
（12.8）
8
（14.5）

247

17
（6.8）

88
65
39

計

留年者
（％）

学生数

学生数

46

3
（3.2）
7
（8.6）
3
（8.10）
7
（15.2）

257

20
（7.7）

93
81
37

留年者
（％）

9
(2.5)
15
(5.0)
12
(7.5)
18
(8.9)

359
300
161
202

54
(5.3)

1、022

表 2-3-4 保健医療学部の学科別退学者数の推移（エビデンス集データ編 表 2−4 改変）
平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

１年次

２年次

３年次

４年次

計

１年次

２年次

３年次

４年次

計

１年次

２年次

３年次

４年次

計

看護学科

0

0

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

保健医療

健康医療科学科

0

0

0

0

0

1

3

2

0

6

2

2

0

0

4

学部

医用生体工学科

0

1

0

0

1

1

1

0

0

2

1

0

0

0

1

理学療法学科

0

1

1

0

2

0

1

0

1

2

3

0

1

0

4

0

2

2

0

4

3

5

2

1

11

6

2

1

0

9

学部

学科

合

計
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学生の意見吸い上げについては、担任制度や個々の教員を通じての意見収集とともに、
平成 19(2007)年度から開始した学生代表との懇談会が機能している。懇談会は学部長、学
生部委員会委員長及び委員、事務職員の出席のもと、各学科の各学年代表、学生会及び学
園祭実行委員代表、クラブ活動の各部長等を対象に、前期・後期に 3 回ずつ計 6 回行い、
それぞれの立場からの学生の意見吸い上げを図っている。これらの意見は学生部委員会ま
たは学務委員会を通じて検討され、教授会に報告されるとともに、必要に応じて改善策に
反映されている。また、学部長室前に設置した郵便受けで投書を受け付ける「Letters to the
Dean 制度」も実施しており、学部長は必要に応じて当該委員会や事務室に諮問、または、
自らのメッセージの掲示や全学メールにより対応している。
大学院では、医学研究科博士課程、医学研究科修士課程及び看護学研究科修士課程それ
ぞれの運営委員会において審議し、医学研究科及び看護学研究科の各研究科委員会で決定、
大学院委員会で承認された方針・計画に則り、大学事務部職員と関連委員が協働し、年間
学事予定案などの作成、シラバス、大学院案内、学生名簿の作成・配付、各種届の受理、
履修登録などの学修支援を、また大学院生室の PC 環境整備、川越サテライトキャンパス
の環境整備などの学修支援を行っている。
学修支援及び授業に対する学生の意見等については、授業評価を介して、あるいは指導
教員、各運営委員長、各研究科長への相談を通じて、各運営委員会、各研究科委員会にお
ける体制整備の議論に反映させている。
医学研究科においては、平成 22(2010)年度の修士課程の開設を機に、これまで運用実
績のなかった TA についても制度の見直しを行った。教育的配慮の下に大学院生に教育補
助業務を行わせることにより、指導者としてのトレーニング機会を提供する目的である。
平成 23(2011)年度に修士課程の学生 4 人、平成 24(2012)年度には博士課程の学生 2 人、
修士課程の学生 3 人を採用した。申請にあたっては、指導教員の推薦が必要であり、授業
等に支障が生じないように配慮している。経済支援の一つにもなっている。
看護学研究科においては、個々の学生の学習支援については指導教員が対応しているが、
学生がより幅広い視野で研究活動ができるように指導教員以外の大学院教員による支援
体制として副指導教員制度を取り入れ、複数の教員による学修支援を行っている。現在オ
フィスアワー制度はないが、学生は自由に大学院教員の研究室を訪ねられる。また、ほぼ
全学生が職業を有しているため、
本学大学院では大学院設置基準第 14 条の特例を導入し、
夜間、休日その他特定の時間及び時期に授業及び研究指導を行う等の学修支援を行ってい
る（学則第 11 条の 2）
。なお、学生が職業を有している等の事情のある場合は、2 年間の
修業年限を超えて計画的に教育課程を履修することを認める長期履修生制度を導入して
おり、学生の学修の機会を広げる学習支援を行っている。専任教員の授業時間については、
各指導教員がそれぞれ専門科目の他に共通科目を担当しており、授業時間数に大きな偏り
はみられない。
なお、大学院医学研究科の修士課程（医科学専攻）及び看護学研究科では、ときに 2 年
間の修業年限で所定の単位を修得できない社会人学生がみられるが、多くの場合、職場と
の調整が困難なことや子育て等の家庭環境の変化が事由となるため、長期履修制度への切
り替え等、運営委員会及び研究科委員会・大学院委員会での審議を経て、可能な限りの便
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宜を図るようにしている。
以上のように、医学部及び保健医療学部においては、医学教育センター医学部ブランチ
や保健医療学部学務委員会と担当職員とが協働して、学習及び授業支援に関する方針・計
画・実施体制を適切に整備・運営しており、大学院においても各研究科の運営委員会と担
当職員の協働による学習・授業支援を適切に行っている。オフィスアワー制度は定着して
いないが、医学部では質問窓口を通して、保健医療学部ではシラバスへの連絡先記載等を
通じて、学生と教員との連絡に不都合は生じていない。
なお、大学院においては TA 制度による教育活動支援を開始しているが、まだ十分な状
況といえないのが現状である。
留年者及び中途退学に至りそうな学生への対応策として、医学部ではアドバイザー制度
や学生支援室、保健医療学部では担任制度を設けるとともに、学生保健室を通じて心理相
談の機会を提供するなど、細やかな支援体制を整えている。さらに、アドバイザー制度や
担任制度は、学年小委員会（医学部）や学生との懇談会（保健医療学部）
、学生からの投書
箱等と連動することで、各種の学生の意見吸い上げにも役立っており、得られた情報は学
習及び授業支援体制の改善に反映されている。なお、大学院については、個別の学生指導
や学生の意見吸い上げを目的としたアドバイザー制度や担任制度は特に設けていないが、
それぞれの指導教員を中心として細やかな指導体制が確立されている。これらの事実を総
合し、基準 2−3 を満たしていると判断した。
（3）2−3 の改善・向上方策（将来計画）
学習及び授業支援に関し、医学部、保健医療学部及び大学院各研究科ともに、大きな問
題点はないと考えているが、TA 制度がなお軌道に乗っていないことから、平成 25(2013)
年度には各研究科の運営委員会と連携して TA 要員を確保するよう、保健医療学部学務委
員会で検討している。
2−4 単位認定、卒業・修了認定等
≪2−4 の視点≫
2-4-①

単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用

（1）2−4 の自己判定
基準項目 2−4 を満たしている。
（2）2−4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学では、修業年限及び在学年限（学則第 3 条、第 4 条）
、進級、卒業及び学位の授与
（学則第 14 条〜第 16 条）について学則に明確に定めるとともに、成績評価は A、B、C、
D の 4 段階とし、D を不合格としている（学則第 12 条）。また、大学院についても、修業
年限と在学年限（大学院学則第 6 条）、課程修了及び学位の授与（大学院学則第 23 条、第
24 条）、学部と同一の成績評価基準（大学院学則第 12 条）を定めている。各授業科目の評
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価方法や時期については、授業の目標、年間予定等とともにシラバスに明記している。
医学部では、進級や卒業に関する細則を「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、学生便覧に掲載し、年度初めのオリエンテーションでも学生に周知し、
保護者会（毛呂山会）でも説明するとともに、厳正に評価基準を適用している。成績評価
は、A（80 点以上）
、B（79‐70 点）
、C（69‐65 点）、D（65 点未満）としている。
各学年とも進級には全てのコースに終了する必要があり、合格保留コースが一つのみの
場合は条件付進級となる。不合格になったユニットに関して翌年度に指定された学習を行
い、合格と判定されることが求められる。不合格コースが存在する場合、あるいは合格保
留コースが複数ある場合には、当該学年の全ユニットにおける定期試験の成績をもとに、
授業時間の重みを加算して平均点を計算し、これが学年全体の（平均−1.5×標準偏差）点
以上なら条件付き進級、
（平均−1.5×標準偏差）
点未満なら留年となる。留年した場合には、
翌年度は原則として全てのコース、ユニットを履修するが、同じ学年には 2 年を超えて留
まることはできない。
なお、上記の条件と合わせて、2 年生では総合試験を、4 年生では共用試験を、5 年生で
は前期及び後期総合試験を合格することが進級のために必要となる。2 年生の総合試験は、
合格点が 65 点または全体の（平均−1.5×標準偏差）点以上。4 年生の共用試験は、合格点
が CBT は 65 点または全体の（平均−1.5×標準偏差）点以上、OSCE が 65 点以上。5 年
生では前期総合試験を 30%、後期総合試験を 70%として評価点を算出し、これが 65 点ま
たは（平均−1.5×標準偏差）点以上の場合に合格となる。
6 年生は臨床実習コース‐2 に合格し、総合学習コースを修了した後に卒業試験に合格
することで卒業となる。卒業試験は、2 回の試験の平均点が 65 点以上で合格となる。
進級及び卒業の判定は、進級判定会議・卒業判定会議を開催し決定する。進級判定結果
及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。
保健医療学部における成績評価は、A（85 点以上）、B（84‐70 点）、C（69‐60 点）、
D（60 点未満）とし、授業科目を履修して試験に合格した者について、所定の単位を修得
したものと認定している。卒業要件は 4 年以上在籍し（学則第 15 条）、看護学科 124 単位
以上（平成 24 年(2012)度以降の入学者）
、健康医療科学科 128 単位以上、医用生体工学科
127 単位以上、理学療法学科 129 単位以上を取得することである（学則別表第 3）。なお、
成績の評価基準や、卒業・進級に関する規定の詳細は「試験に関する規則、総括的評価基
準、評価方法」として学生便覧に明示し、さらに新学期のガイダンスで繰り返し説明して
いる。
学生が各学年で履修登録できる単位数の上限は 49 単位であるが、対象となるのは卒業
要件科目及び特定の資格を取得するために必要な科目としている（履修登録単位の上限に
関する規則）
。また、新入学生の既修得単位認定は 60 単位を越えない範囲までとし（学則
第 13 条の 3）
、看護学科の 3 年次編入学においては 90 単位を越えない範囲までとしてい
る（埼玉医科大学保健医療学部の既修得単位の認定に係る細則）。
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大学院の修了要件は、博士課程は 4 年以上、修士課程は 2 年以上在学し（大学院学則第
6 条）、所定の授業科目を医学研究科では 30 単位以上、看護学研究科では 32 単位以上修
得し（大学院学則第 11 条）
、かつ必要な研究指導を受けた上、学位論文を提出して審査及
び最終試験に合格することである（大学院学則第 23 条）
。ただし、優れた研究業績をあげ
た者については、医学研究科博士課程では 3 年以上、医学研究科修士課程では 1 年以上在
学すれば足りるとする早期修了の規定もある。優れた研究業績とは、インパクト･ファクタ
ー3.0 点以上または研究領域別インパクト･ファクターランキング上位 5 誌以内に、筆頭著
者として英文原著論文１報を発表（受理を含む）していることである。なお、履修単位の
認定は、筆記または口述試験若しくは研究報告等により行い、授業科目の成績評価は A、
B、C、D としている（大学院学則第 12 条）。
学位審査にあたっては、
「学位審査の申請と審査の流れ」にて明確にしている。学位審査
委員は各研究科委員会にて決定し、その審査委員にて組織された審査委員会（博士課程では
主査 1 人、副査 3 人、修士課程では主査 1 人、副査 2 人）において申請論文を厳正に審査
し、その審査結果報告を受けて、各研究科委員会で最終審議を行い、研究科委員会委員全員
の投票で合否が決定される。合格すれば、医学研究科博士課程では「博士（医学）
」、医学研
究科修士課程では、
「修士（医科学）
」、看護学研究科修士課程では「修士（看護学）」の学位
が与えられる。
以上のように、医学部、保健医療学部及び大学院各研究科では、単位の認定、進級及び
卒業・修了要件を適切に定め、厳正に適用しており、基準 2−4 を満たしていると判断した。
（3）2−4 の改善・向上方策（将来計画）
医学部では、平成 24(2012)年度に総合成績（各ユニットの成績の加重平均）の進級基準
への導入を行った（コース・ユニットの合否と総合成績を組み合わせて進級を決定する）
が、その判定方法の妥当性を検証した上で、評価には形成的評価も多く取り入れるととも
に、個々の科目試験よりも総合的な試験に重点をおいた進級基準を定める方向で、医学教
育センター医学部ブランチの企画部門会議で検討を重ねている。
2−5 キャリアガイダンス
≪2−5 の視点≫
2-5-①

教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備

（1）2−5 の自己判定
基準項目 2−5 を満たしている。
（2）2−5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
医学部では、ほぼ全ての卒業生は医師となる。新臨床研修制度発足に伴い、平成 16(2004)
年度以後は、多くの学生が医師臨床研修マッチング協議会を介し就職活動を行う。本学で
は 3 病院に研修管理委員会を設置し、このマッチングへの参加を支援している。研修管理
委員会は単に本学 3 病院への就職斡旋窓口ではなく、他の医療機関に就職をする学生から
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の相談にものっている。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や、就職、大学院進学に関する相談や助
言が行われている。参考までに、平成 25(2013)年 2 月 9 日（土）、10 日（日）及び 11 日
（月）に行われた第 107 回医師国家試験には、卒業生 99 人全員が合格し、その研修先は、
本学病院群（大学病院、総合医療センター、国際医療センター）に 54 人（55％）
、学外病
院等に 45 人（45％）となっている。
卒前教育のカリキュラムとしては、1 年次から 4 年次の医学概論において、卒業生、上
級生による講義を行い、キャリアにつながる「将来」をイメージしやすいように工夫され
ている。また、低学年という早期からの体験実習等を取り入れ、医師になるための動機づ
けを行い、学習意欲の向上が図れるように配慮している。5 年次より実施される臨床実習
は一種のインターンシップであり、なかでも、総まとめとして 5 年次末から 6 年次に実施
される診療参加型臨床実習（クリニカル・クラークシップ）では、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。なお、6 年次のクリニカル・クラーク
シップでは、学内のみならず学外や海外の診療施設を選択することも可能なため、医師と
して多様な将来像を意識することができる。
その他にも、夏期・春期休暇中及び通年の課外学習プログラムとして、基礎、臨床医学
の各科から提示されたテーマを学生自らが選び、医療の実際、医学の研究、医療従事者や
患者の日常を体験するといった選択科目がある。参加は学生個々の自主性に任せており、
学生自身のモチベーションを維持するのには、非常に有意義なプログラムとなっている。
全学の共通部門として医療人育成支援センターがあり、卒前、初期臨床研修、キャリア
形成支援、生涯学習、女性医師の各部門が有機的に機能し、卒前卒後にわたるキャリア形
成を支援している。卒前部門では、主に、将来、埼玉県の地域医療を担う地域枠の奨学生
を支援している。初期臨床研修部門では、病院群を調整し、初期研修医がより良い研修を
受けられるよう支援している。キャリア形成支援部門では、主に、初期研修修了後の専門
医取得に向けた後期研修とその後の就職について支援している。生涯学習部門では、地域
の病院勤務医や診療所の開業医を対象とした生涯学習を支援している。女性医師部門では、
結婚・出産・育児などによる休職・離職及び復職を支援する事業を行っている。
保健医療学部では、看護師、保健師、臨床検査技師、第 1 種衛生管理者、臨床工学技士、
理学療法士等の資格取得に関わる各種指定規則に従って教育課程が組まれており、これら
の資格を持った多くの教員が指導にあたっている。すなわち、教育課程そのものがキャリ
アガイダンスの一環となっており、さらに、担任やその他の教員との個別の接触により、
教員の経験を通した適切な指導・助言が可能となっている。
しかし、これらの資格取得後には、それぞれ臨床現場での就労、社会人としての大学院
への進学、研究者や教員を志望する道など、多様な選択肢が用意されており、学生時代か
らそのような体験をした先達の話を聞き、将来の方向性を定める道標とする機会を与える
ことは重要と考えられる。このような意味のキャリアガイダンスについては、体系化した
カリキュラムを具現化していないので、今後の課題として検討を進める予定である。
なお、学生部委員会の下部組織として進路・就職支援分科会議を設置し、各学科から選
出した構成員間では情報交換や情報発信がなされている。平成 24(2012)年度は、健康医療
科学科及び医用生体工学科の 4 年生を対象に、外部講師を招き就職セミナーも開催した。
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図書館には就職コーナーを開設し、就職関連書籍、資料などを収集し開示している。ま
た、図書館に隣接して開放の就職コーナーを設置し、各施設からの求人票を掲示するとと
もに、テーブルと椅子を置き自由に就職情報を閲覧できるようにしている。
なかでも健康医療科学科は、就職情報を学科専用のホームページに掲載し、マルチメデ
ィア講堂の PC から学生が自由にいつでも就職情報を入手できるようにしている。さらに、
学部ホームページのトップページに就職関係（企業の皆様へ）の項を掲載し、企業関係者
が学生への求人票などをダウンロードし返送できるように工夫している。
大学院については、従来、社会人入学制度がなかったため、医学部卒後 2 年間の初期臨
床研修を経た後でなければ進学することができなかった。しかし、本学では平成 19(2007)
年度の大学院社会人入学制度の導入に加え、平成 25(2013)年度からは、医学部卒業後、初
期臨床研修と大学院博士課程を社会人大学院生として両立させる「研究マインド育成自由
選択プログラム」を初期臨床研修プログラムとして新設した（※参考：初年度マッチ数 5
人）。従って、医学部卒後のキャリアパスとして、2 年間の初期臨床研修を修了し、専門分
野のシニアレジデント（助教）として臨床、研究を行うことも可能であり、また、卒後直
ちに社会人大学院生として初期臨床研修と並行して専門領域の研究に着手することも可能
である。
前者の場合は 2 年間の初期臨
床研修を修了後、いつでも大学
院への入学が可能である。後者
の場合は、医学部の卒業と同時
に 4 年間で博士（医学）の学位
が取得可能である。いずれも臨
床医あるいは研究医として、専
門医の資格取得、国内外への留
学などという研鑽を積み上げな
がら、大学・大学院の教員、病
院勤務医、行政機関の勤務医、
開業医など、将来へ向けた多様
な道の選択が可能となる。
図 2-5-1 医学部の卒後キャリアプラン
看護学研究科成人看護学領域がん看護学専攻の平成 23(2011)年度第 1 回修了生 3 人が、
また精神保健看護学専攻の 1 人が、本学大学院における履修単位及び各自の臨床看護実践
報告書により申請し、
日本看護協会専門看護師資格認定審査に合格した。
これに先駆けて、
本学大学院成人看護学領域がん看護学専攻では、がん専門看護師の指導による月 1 回のフ
ォローアップ研修会を開催し、本学大学院在学生とともに修了生の臨床看護実践報告並び
に事例検討会を実施している。これにより、修了生は各自の臨床看護実践について振り返
ることができ、具体的課題を明確化し臨床実践に反映しており、在学生は現行のがん看護
学における課題について理解を深めることができた。
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以上のように、医学部、保健医療学部及び大学院各研究科では、キャリア教育のための
支援体制及び就職・進学に対する相談・助言体制を整備し、適切に運営しており、基準 2
−5 を満たしていると判断した。
（3）2−5 の改善・向上方策（将来計画）
医学部では、平成 24(2012)年 9 月から、学長（医学部長）
、専務理事、その他の教員を
メンバーとしたキャリアデザイン検討会（責任者：永島雅文）を発足させ、学生のキャリ
アデザインを支援する目的で、医師のキャリアパスについて多様な事例を学び主体的に考
える機会を設けることを検討している。数年以内に「良医への道コース」内に 1 年次から
6 年次を通した新しいユニットを設置する予定であるが、平成 25(2013)年度は、１年生の
「良医への道コース」内の「医学概論」ユニットの 7 コマを使って、演習形式で行うこと
から始める。
平成 25(2013)年度から、卒業後の主な就職先である大学病院、総合医療センター、国際
医療センターでの臨床研修を統括する病院群研修管理センターが創設され、3 病院で個別
に行っていた臨床研修管理システムを統合する体制が構築できたので、今後は、初期臨床
研修のみならず後期臨床研修も含めた包括的管理・支援を進めていく。
保健医療学部では、卒業時の就職支援のみならず、長いスパンでの人生設計に関わる各
職種のキャリアパスを提示して、学生の視野を拡げることで、卒業生の多様な生き方を支
援したいと考えている。その一環として平成 25(2013)年度には、学務委員会と学生部委員
会の協働で、各学科の教員や現場の医療人による放課後の体験開示講座、
「キャリアパス・
セミナー」を開催するべく、両委員会で検討を開始した。
医学研究科博士課程では、初期臨床研修と大学院教育を一体化させたプログラムを平成
25(2013)年度からスタートさせたが、成功させるためには大学院指導教員の理解と熱意が
必須であり、博士課程運営員会による大学院指導教員の FD を積極的に行っていくことに
している。
看護学研究科では、すでに行っている修了生のフォローアップ研修に、平成 25(2013)
年度からは専門看護師の資格を取得した修了生も講師として招聘し、複数の専門・認定看
護師による臨床看護実践についての検討会を行うことにより、一層多角的かつ深まりのあ
る臨床看護実践例の検討を重ね、エビデンスに基づく実践モデルを開発していく。
2−6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック
≪2−6 の視点≫
2-6-①

教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発

2-6-②

教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック

（1）2−6 の自己判定
基準項目 2−6 を満たしている。
（2）2−6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
教育目的の達成状況について、平成 24(2012)年度における医学部、保健医療学部及び大

39

埼玉医科大学
学院各研究科の現状は、下記のとおりである。
医学部学生の平成 24(2012)年度の授業出席率（表 2-6-1）は、各学年平均 92.4％と概ね
良好であった。講義の欠席数は受験資格・成績には反映していないが、演習ではコマ数の
1/4、実習では 1/10 を越えて欠席した場合にはユニット不合格とすることを学生便覧に明
示し、毎学年のガイダンスでも周知している。また、欠席が目立つ学生には医学教育セン
ター医学部ブランチ学生支援室会議での資料に基づき、学年担当委員が学生に連絡し、適
宜面談を行い、状況把握に努めている。
留年率（表 2-3-1、p29 参照）は各学年平均 4.6％であった。各学年の進級判定基準は学
生便覧に明示してあり、毎学年のオリエンテーションでも周知し、この基準を厳格に適用
している。留年者には、留年決定時に、医学教育センター長、卒前教育委員長等が父兄と
ともに面談し、問題点の把握に努め、さらに、留年した年を通して、学生支援室の学年担
当委員及びアドバイザーが適宜面談を行い、学習・生活指導を行う。
平成 24(2012)年度医師国家試験合格率（表 2-6-2）は、新卒で 100%（全国平均 93.1%）
、
既卒を含めて 98.0%（全国平均 89.8％）であり、それぞれ全国 1 位及び 4 位の好成績であ
った。卒業生全員が、医師として学内及び学外病院で臨床研修を行っている。
保健医療学部学生の平成 24(2012)年度の学科毎の授業出席率（表 2-6-1）は、看護学科
98.3％、健康医療科学科 96.4％、医用生体工学科 96.9％、理学療法学科 96.9％、各学科
平均 97.2％と概ね良好であった。講義科目ではコマ数の 1/3、演習・実習科目では 1/5 を
越えて欠席した場合には受験資格を与えないこと（科目不合格）を学生便覧に明示し、毎
学年のガイダンスでも周知しており厳格に適用させている。また、欠席が目立つ学生には
科目担当者からの担任教員への連絡により、状況把握に努めている。
平成 25(2013)年 5 月現在の学科ごとの留年率（表 2-3-3、p32 参照）は、それぞれ 2.5％、
5.0％、7.5％、8.9％であり、平均 5.3％であった。各学年の進級判定基準は学生便覧に明
示してあり、毎学年のガイダンスでも周知し、この基準を厳格に適用させている。
各種資格の平成 24(2012)年度国家試験合格率（表 2-6-2）は、新卒で看護師 97.7％（全
国平均 94.1％）
、
保健師 97.8％
（全国平均 97.5％）、
臨床検査技師 79.6％（全国平均 90.5％）、
臨床工学技士 85.0％（全国平均不明）、理学療法士 89.1％（全国平均不明）であり、既卒
者を含めるとそれぞれ 97.9％（全国平均 88.8％）
、93.4％（全国平均 96.0％）、61.0％（全
国平均 77.2％）
、77.8％（全国平均 75.3％）
、89.1％（全国平均 88.7％）であった。既卒者
を含めた成績では、臨床検査技師の合格率が全国平均をかなり下回っており、平成
25(2013)年度以降の改善が急務となったが、その他の国家試験では全国平均とほぼ同等か
それを上回る結果となり、4 年間の学習成果が実ったものと考えている。
学科ごとの国家試験合格者 196 人の就職率は、看護学科（看護師）98.8％、健康医療科
学科（臨床検査技師）94.9％、医用生体工学科（臨床工学技士）96.8％、理学療法学科（理
学療法士）100％であり、就職未定者は 4 人（2.0％）である。それぞれ、大学院への進学
者（社会人入学を除く）や個人的事情（子育て等）は母数から省いてある。国家試験に不
合格の場合、就職が困難となるのは言うまでもないが、合格した者は、現在就職が未決定
の 4 人も例年通り、直ぐに就職するものと思われ、国家資格の重要性は明らかである。
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表 2-6-1 医学部・保健医療学部の学科・学年別授業出席率（％）
（平成 24 年度）
医学部
学部・学科

保健医療学部

医学科

看護学科

健康医療
科学科

医用生体
工学科

理学療法学科

89.9
92.9
90.5
94.2
99.3
87.5
92.4

98.0
97.3
98.7
99.0
−
−
98.3

98.3
96.2
96.2
94.7
−
−
96.4

96.1
97.3
97.2
−
−
−
96.9

97.8
97.2
98.0
94.5
−
−
96.9

1 年生
2 年生
3 年生
4 年生
5 年生
6 年生
計

表 2-6-2 各種資格の国家試験合格率（平成 24 年度）

医師国家試験

看護師国家試験

保健師国家試験

臨床検査技師国家試験

臨床工学技士国家試験

理学療法士国家試験

区分

受験者数

合格者数

合格率（％）

全国平均（％）

新卒
既卒
全体
新卒
既卒
全体

99
2
101
89
5
94
93
13
106
54
23
77
40
5
45
46
0
46

99
0
99
87
5
92
91
8
99
43
4
47
34
1
35
41
0
41

100.0
0
98.0
97.8
100.0
97.9
97.9
61.5
93.4
79.6
17.4
61.0
85.0
20.0
77.8
89.1
0.0
89.1

93.1
59.4
89.8
94.1

新卒
既卒
全体
新卒
既卒
全体
新卒
既卒

全体
新卒
既卒
全体

88.8
97.5
96.0
90.5
77.2

75.3

88.7

大学院医学研究科博士課程は、昭和 53(1978)年 4 月に開学し、平成 25(2013)年度（前
期）までの入学者数は、平成 21(2009)年度に導入した後期入学を含め 627 人である。その
内退学者数は 49 人である。平成 25(2013)年 3 月まで、大学院を修了して学位（博士）を
取得したもの（甲種）は 440 人である。修了後の進路は、殆どが医師として常勤職に就く。
参考までに平成 24(2012)年度の 7 人の修了者の進路は、本学の助教が 3 人、ゲノム医学研
究センターの特任研究員が 1 人、他病院の勤務医師が 3 人である。
大学院医学研究科医科学専攻及び看護学研究科看護学専攻は、平成 23(2011)年 4 月に開
学し、平成 25(2013)年 3 月で 2 回目の修了生を送り出した。
医科学専攻の 1 期生 14 人、2 期生 13 人のうち、進路変更（就職）のため退学した 1 期
生 1 人及び 2 期生で留年した 2 人を除き、24 人が学位（修士）を取得した。修了後の進
路は、就職 20 人、進学 2 人、未定 2 人である。看護学専攻の 1 期生 18 人、2 期生 9 人の
うち、家庭の事情で退学した 1 期生 1 人及び勤務と修学両立のため長期履修に切り替えた
8 人を除き、18 人が学位を取得した。修了後の進路は、就職 15 人、進学 2 人、未定 1 人
である。なお、3 期生は現在 2 年次となったが、看護学専攻では体調不良のため 1 人が退
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学している。
いずれの専攻においても、2 年次開始時に学生は公開の研究計画報告会を行い、研究の
計画や進捗状況について、他領域の教員からも意見やアドバイスを受ける。さらに、2 年
次の 12 月には公開の研究報告会を行い、ここでの質疑を十分に生かした形で修士論文の
完成を図ることとなる。
以上のように、教育目的の達成状況の評価とフィードバックについて検証するため、本
学では学生の学習状況の指標として授業出席率及び留年率、資格取得状況の指標として各
資格の国家試験合格率、就職状況の指標として就職率を取り上げて検討している。これら
の結果は、学務委員会や学生部委員会を通じて、教授会（医学部では教員代表者会議）に
報告され、次年度以降の学習・就職支援体制にフィードバックされるとともに、学内外へ
の周知のため大学ホームページや大学パンフレット、学内報等で開示されている。また、
大学院では学位取得状況を中心に教育目標の達成状況が評価され、各専攻の運営委員会、
研究科委員会を通じて大学院委員会に報告、次年度以降の学習・就職支援体制にフィード
バックされている。
学生の学習状況、資格取得状況、就職状況は、医学部、保健医療学部及び大学院各研究
科ともに一定の水準を維持しており、基準 2−6 を満たしていると判断した。
（3）2−6 の改善・向上方策（将来計画）
保健医療学部では、健康医療科学科の臨床検査技師国家試験合格率が全国平均を大きく
下回っていることを受け、平成 25(2013)年 4 月の学務委員会で意見を交換した。第一の要
因としては既卒者の合格率不良が考えられ、既卒者への対応策を含めて学科内でさらに検
討した上で、学部としても全面的に支援していく。
2−7 学生サービス
≪2−7 の視点≫
2-7-①

学生生活の安定のための支援

2-7-②

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用

（1）2−7 の自己判定
基準項目 2−7 を満たしている。
（2）2−7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-7-①

学生生活の安定のための支援

医学部、保健医療学部及び大学院学生の生活の安定のための支援組織として、埼玉医科
大学学生部委員会及び教職員・学生健康推進センターが置かれ、各学部の大学事務部学生
課が連携して各種の学生サービスを実施している。
学生部委員会は委員長 1 人（学生部長が兼任）、両学部の学生部委員 3 人ずつで構成さ
れ、両学部の学生部委員会の連絡・調整・協力を図っている。
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【学生生活支援】
医学部学生部委員会は、大学事務部医学部事務室学生課と連携して、各種証明書の発行、
食堂のプリペイドカード並びに補助券発行、旅客運賃割引証の発行などの対応、コピー機
の無料貸出（6 年生対象）
、15 号館オルコスホール（教育棟）や 16 号館落合ホール（学生
ホール）等のコピー機利用、家主会を介した住居の斡旋などを行っている。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。
保健医療学部学生部委員会は、4 学科からの委員 2 人ずつの計 8 人で構成されており、
事務室学生課と連携して、学生の学習及び学習環境支援、健康支援、就職・進学支援、課
外活動やその他の生活支援等について、学務委員会との協力のもとに活動している。
【健康推進支援】
教職員・学生健康推進センターはセンター長１人、医師若干名等で構成され、教職員・
学生の安全・健康を保持、推進することを目的としている。学生に係る組織として、毛呂
山キャンパスに教職員・学生健康推進室、日高キャンパス保健医療学部棟に保健医療学部
健康推進室、川角キャンパスに保健医療学部健康推進室分室が置かれている。
毛呂山キャンパスの教職員・学生健康推進室は、主として医学部及び大学院博士課程の
学生を対象とし、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行って
いる。医師 3 人、看護師 2 人、心の相談室として医師 1 人が配置されている。定期健康診
断は、毎年 5 月までに年 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、
麻疹・風疹予防接種、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。
日高キャンパス及び川角キャンパスの保健医療学部健康推進室は、主として保健医療学
部及び大学院修士課程の学生を対象とし、業務としては、①健康相談、②応急処置、診察
など、③定期健康診断、④各種予防接種が挙げられる。健康相談については、日高キャン
パスでは、原則として月曜日から金曜日の 9 時 00 分から 17 時 00 分まで、川角キャンパ
スでは原則として月曜日から金曜日の 9 時 00 分から 16 時 30 分まで看護師が常駐し、体
調不良や健康上の相談に応じている。また、学内で事故や急病などが発生した場合は、状
況に応じて、学部所属の医師や看護師による応急処置又は大学病院への受診など、適切な
処置を講じている。心的支援に関しては、日高キャンパスの学生保健室において、毎週金
曜日の 16 時 20 分から 17 時 50 分まで臨床心理士が待機し、心理相談やカウンセリング
に応じている。原則として事前の予約が必要であるが、当日でも余裕があれば面談は可能
である。
なお、学生の禁煙指導については、埼玉医科大学喫煙問題検討委員会があたっている。
両学部の健康推進室の年間利用状況を表 2-7-1 に示した。年度により若干の変動はある
が、医学部では 1,000 人前後、保健医療学部では日高キャンパスで 600 人前後、川角キャ
ンパスで 200 人弱を数えている。
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表 2-7-1 学生相談室、医務室等の利用状況 （エビデンス集データ編 表 2−12 を改変）
名称

年間相談件数

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

1,143

952

970

保健医療学部健康推進室（日高）

708

599

536

保健医療学部健康推進室分室（川角）

197

160

193

医学部健康推進室

【経済的支援】
奨学金制度は、優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重要と考
え、本学では学生募集の段階で、日本学生支援機構の奨学金をはじめ各種の奨学金制度や
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。なお、保護者の負担を軽
減するため、その納付については、分納・延納制度も導入している。
医学部では、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。さらに、在学中に学費責任者の死亡、
災害等により、学費負担困難が生じたときのための救済制度として、医学部保護者会であ
る毛呂山会の育英会制度がある。また、医学部学生の医療費補助制度を設けており、本学
系列病院での受診料を一部補助している。
また、平成 22(2010)年度より、埼玉県地域枠医学生奨学金並びに埼玉医科大学医学部地
域医療奨学金の 2 種類の奨学金制度を新設した。
埼玉県地域枠医学生奨学金は、埼玉県が、県の地域医療を担う医師を養成するため、埼
玉県内の医療機関に一定期間勤務することを返還免除要件とする奨学金である。貸与額は
月額 20 万円、貸与人数は各学年 10 人、貸与期間は入学から卒業までの 6 年間である。卒
業後、本学の関連病院を含む埼玉県内の指定医療機関において貸与した月数の 1.5 倍の期
間、労働することにより返還免除となる。
埼玉医科大学医学部地域医療奨学金は、埼玉医科大学毛呂山会の後援により、地域医療
に従事する医師を志す本学医学部学生のために、大学が指定する医療機関に一定期間勤務
することを返還免除の要件とする奨学金である。貸与額は月額 5 万円で、貸与人数は 1 学
年 10 人の概ね 60 人であり、
貸与期間は貸与開始学年から卒業までの最短修業年限である。
卒業後、埼玉医科大学関連病院にて貸与月数と同数の期間勤務することにより、返還が免
除となる。
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。
保健医療学部では、日本学生支援機構を初めとして埼玉県看護師等育英奨学金、薫風園
基金奨学金、埼玉医科大学奨学金等の奨学金制度がある。
【課外活動支援】
医学部における学生の課外活動としては、学生会に文化会サークルが 11、体育会サー
クルが 19 あり、学生、教職員が加入し活発な活動が行われているほか、学園祭、医大オ
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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
ている。また、年 1 回、学生部委員会下のクラブ顧問・主将会議を開催し、学生部委員会
担当教職員とクラブ顧問教員並びに学生主将を交えて、クラブ活動についての意見交換や
注意事項の周知等を行っている。
保健医療学部における学生の課外活動としては、部活動、学園祭など学生会主催の各種
行事、学会やセミナーへの参加が挙げられる。現在、文化系 6、運動系 16 の部やサーク
ルがあり、活発に活動している、多くは学部単位での活動であるが、医学部の部活動と連
携して活動している部や、医学部の部活動に個人として参加している場合もある。部活動
の発足には顧問教員の存在を条件としており、年に 2 回開かれる学生部委員会と部活動責
任者との懇談会には顧問教員も参加している。学生会主催の行事としては、学園祭、スポ
ーツ大会、総合音楽祭などがあり、学生部委員会は各行事の事前相談や事後評価に関わり、
その結果を教授会に報告している。また、理学療法学科では学生の学会参加（発表を含む）
やセミナー参加を奨励しており、関連する教員の指導・引率のもとで課外活動支援を積極
的に行っている。
なお、保健医療学部では平成 22(2010)年 10 月に 2 階建て、378 人収容の学生ホール（オ
スラーホール）が完成、医学部でも平成 25(2013)年 4 月に地上 2 階、地下 1 階、340 人
収容でロッカールームを併設した学生ホール（落合ホール）が完成した。いずれも、学生
会の拠点となるとともに、学生の自己学習や放課後の交歓のためのスペースとして盛んに
利用されている。
2-7-②

学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用

医学部では、学生の意見等を汲み上げるシステムとして、個々の学生の学業・生活・健
康などあらゆる相談事を受けるアドバイザー制度、教員と各学年の学生代表が参加し、学
生の希望や問題を月に 1 回話し合う学年小委員会、授業改善に役立てるために全ての講義
毎に実施する授業評価アンケート、投書された意見は医学部長が閲覧し適切に対応する学
生意見箱などがあり、これらにより学生からの意見を取り入れ様々な改善等に常時取り組
んでいる。
保健医療学部では、学期ごとに学部長の出席のもと、学生会役員との懇談会、各学年代
表との懇談会、部活動責任者との懇談会を 1 回ずつ開催して、学生生活全般に関する学生
の意見吸い上げを図っている。得られた意見は必要に応じて学生部委員会で討議され、学
部長、事務室との連携のもとに解決が図られる。学生の意見吸い上げには、担任制度や個
別の教員からの報告も有効に機能しており、さらに、学部長への投書（Letters to the Dean
制度）も一役をかっている。
大学院では、学生と指導教員はマンツーマンの研究指導を通じて、日頃意見交換する機
会が多く、学生から出た意見は指導教員が吸い上げて、適宜、運営委員会に報告し、運営
委員会で審議、対処している。
ハラスメントの防止に関して、本学では全教職員を対象とした埼玉医科大学ハラスメン
ト防止規程を設けている。医学部、保健医療学部及び大学院研究科では、同規程に則りハ
ラスメント防止に対応すると共に、学生案内や大学院案内に記載して周知を図っている。
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以上のように、医学部、保健医療学部及び大学院では、学生生活の安定のための支援を
行う組織として、学生部委員会及び教職員・学生健康推進センターを設置し、大学事務部
と連携のもと、学生サービスや厚生補導のため、適切に機能させている。奨学金制度やそ
の他の経済的支援もほぼ充実しており、課外活動への支援も教職員の協力のもとで十分な
成果を上げている。学生に対する健康相談や心的支援、生活相談等についても、各種の受
け皿を用意して努力を重ねている。学生サービスに対する学生の意見吸い上げについては、
試行錯誤を積み重ねた上で、現在の諸システムを作り上げてきており、十分に機能してい
ると考えている。これらの事実を総合し、基準 2−7 を満たしていると判断した。
（3）2−7 の改善・向上方策（将来計画）
学生サービスの個々の事案の細部については、今後さらに改善・向上を要する部分があ
り、それぞれの部署で検討を重ねていくが、現時点で早急な改善を要する大きな問題点は
ないものと判断している。ただし、学生の心理相談への対応体制がなお不十分と思われ、
平成 25(2013)年度の重点課題として早期解決に取り組んでいく。
医学部では、平成 25(2013)年 3 月の医学教育センター医学部ブランチの学生支援室会議
での提案をもとに、医学部長、医学教育センター長、専務理事及び人事担当者が平成
25(2013)年度中に心理相談についての新たなシステムを構築するよう検討中である。保健
医療学部では、平成 25(2013)年 4 月の学務委員会において、臨床心理士の増員等の対応策
について検討を開始した。
2−8 教員の配置・職能開発等
≪2−8 の視点≫
2-8-①

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置

2-8-②

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめとす
る教員の資質・能力向上への取組み

2-8-③

教養教育実施のための体制の整備

（1）2−8 の自己判定
基準項目 2−8 を満たしている。
（2）2−8 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
2-8-①

教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置

医学部では、大学設置基準に則して教授、准教授、講師、助教及び助手を適正数確保し
ている。教育、研究、診療の基本的活動単位として基本学科（従来の教室に該当）が置か
れ、基本学科の中では、教育主任、研究主任、診療科長がそれぞれの領域の責任者となり、
教育員、研究員、医員を指導する。運営責任者が 3 つの領域の調整役となる。教育は、コ
ース・ユニット制で行われる。ユニットは、6 年一貫統合カリキュラムの教育内容に合致
するように基本学科横断的に構成される。各コースの責任者（コース・ディレクター）に
は教授、准教授があてられ、各コースを構成するユニット群の責任者（ユニット・ディレ
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クター）には、教授、准教授または講師があてられている。
保健医療学部では、大学設置基準及び各資格の養成学校指定規則に則して、各学科とも
教授、准教授、講師、助教及び助手を適正数確保している。各学科の主要授業科目では教
授、准教授が科目責任者となっており、ほとんどの授業科目は専任教員が担当しているが、
一部の科目は医学部教員や学外非常勤講師に依頼している。
大学院においても、大学院設置基準に則して教授、准教授等を適正数配置している。な
お、本学では、授業を担当することができる教員を大学院教員とし、大学院教員の中で研
究指導ができる教員を指導教員として学則に定め、それぞれの資格要件は、大学院設置基
準に則して大学院規則・取扱要領に規定している。指導教員は学位審査を担当することが
できる。さらに、大学院基本学科ごとに代表指導教員が一人選ばれ、3 キャンパスの代表
指導教員の中から一人が科目責任者となり、科目責任者は研究科委員会に出席する（図
2-8-1、図 2-8-2）
。大学院教員には、教授、准教授、講師、助教が、指導教員には教授、
准教授、講師があてられる。

代表指導教員
（1名）

指導教員
大学院教員のうち一定の条件をみたした講師以上

大学院教員
一定の要件を満たした助教以上の者

図 2-8-1 大学院教員の関係図 1

研究科委員会
構成員：科目責任者、役職指定者 等

＜１科目１大学院基本学科の場合＞

＜科目に複数の大学院基本学科がある場合＞

科目責任者

科目責任者

各大学院基本学科の責任者より互選
大学院基本学科 Ａ

代表指導教員

大学院基本学科 Ａ

代表指導教員

指導教員

指導教員

指導教員
指導教員

指導教員
大学院教員

大学院教員

毛呂山キャンパス

大学院基本学科

Ａ

指導教員

指導教員

指導教員
大学院教員

川越キャンパス

代表指導教員

指導教員

大学院教員
大学院教員

大学院基本学科 Ｂ

代表指導教員

指導教員

大学院教員

大学院教員

日高キャンパス

図 2-8-2 大学院教員の関係図 2
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2-8-②

教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめとす

る教員の資質・能力向上への取組み
【教員の採用・昇任】
本学における教授及び准教授の採用・昇任については、当該部署責任者からの申請に基
づき、学長から埼玉医科大学教員人事委員会（以下「教員人事委員会」という。）に書類が
提出され、その妥当性が審議される。教員人事委員会により基本方針が決定されると、そ
れぞれの学部の教員組織運営会議により教授（准教授）選考委員が選出され、教授会（医
学部では教員代表者会議）で承認された後、教授（准教授）選考委員会での審議が行われ
る。結果は教授会及び教員人事委員会に報告され、教員人事委員会の承認を経て決定され
る。なお、講師の採用・昇任については、教員組織運営会議が資格を審査し、教員人事委
員会に報告する。また、助教及び助手の採用については、学部長からの申請をうけて学長
が決定する。
上述の各委員会については、それぞれ学校法人埼玉医科大学教員人事委員会規程、両学
部の教員組織運営会議規則、教員選考委員会規則により定められ、教員の資格の基準や選
考委員会の構成員については教員選考委員会規則に定められている。
なお、大学院教員の採用・昇任については、それぞれの運営委員会が審議し、研究科委
員会が承認する。
【教員評価】
教員の評価に関し、医学部では平成 16(2004)年度から、教育、研究及び診療の業績評価
を目的とする教員人事考課が行われている。各教員は、人事考課評定一覧表、教育、研究
及び診療用人事考課表に自己評定結果を記入して提出し、各基本学科の教育主任、研究主
任及び診療科長による一次評定、医学教育センター長、医学研究センター長及び病院長に
よる二次評定を経て、その結果が基本学科の運営責任者により各教員にフィードバックさ
れる。運営責任者はフィードバック報告を人事課に提出、医学部長は総合評定結果を学長
に提出し、学長による最終評定が行われる。その結果は理事長にも報告される。
また、医学部では平成 21(2009)年度から、教育活動状況を定量的に把握し、医学教育の
改善に役立てる目的で、教育活動実績記録システムを構築した。各教員の教育実績（講義、
実習、試験、教育関係委員会活動など）を、費やした時間を中心に数値化し、実績を登録
していくシステムである。基本学科単位の実績は卒前教育合同会議などに報告され、各教
員の実績は、人事考課における自己評価の参考となる。
医学部では、平成 18(2006)年度から学生による授業評価を開始した。現在、全ての講義、
実習において評価がなされている。講義は、コマ毎に、①声の聞き取りやすさ、②話のわ
かりやすさ、③スライド・資料・白板、④興味を引く工夫・組立、⑤内容の伝わりやすさ、
⑥授業中の私語、について 5 段階評価が行われ、医学教育センター医学部ブランチの調査
解析室で解析した結果は、2 日以内に担当教員にフィードバックされる。臨床実習は、各
科実習終了時に内容、満足度などに関する 34 項目の 5 段階評価と自由記載による評価が
行われ、結果は 2 日以内に調査解析室から各科へフィードバックされる。これらの集計結
果は、卒前教育合同会議、教員代表者会議にも報告される。講義評価は学内にポスター掲
示もなされ、学生も閲覧できる。これらの授業評価の教員へのフィードバックにより授業
改善が積極的になされ、講義、実習とも年々評価点が上がっている。
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保健医療学部においては、開設 1 年後の平成 19(2007)年度から、毎年度、診療業務を除
き医学部と同様な教員人事考課が行われている。組織形態が医学部とは異なるので、一次
評定は各学科長が、二次評定は学部長が行い、その結果が学科長を通じて各教員にフィー
ドバックされる。学科長はフィードバック報告を人事課に提出、学部長は総合評定結果を
学長に提出し、学長による最終評定が行われる。
保健医療学部における教員の教育業績評価については、平成 23(2011)年度の自己点検・
評価委員会において検討し、教員からの意見聴取を繰り返した上で、教育業績を数量化す
る教育業績評価表を作成した。この評価表を用いたトライアルを平成 24(2012)年 3 月に実
施し、その結果をもとに職位別の評価基準を策定した。この評価基準は絶対的なものでは
なく、教員人事考課における教育面の自己評価の目安として位置付けている。平成 25(2013)
年度から、この教員の教育業績評価の本格実施を開始した。
保健医療学部では、開設年度から前期末及び後期末の 2 回、全講義科目についての学生
による授業評価を、さらに平成 21(2009)年度からは全演習・実習科目についても授業評価
を行ってきた。授業科目の評価項目は、①言葉の聞き取りやすさ、②話すスピード、③分
かりやすい説明、④媒体の効果的使用、⑤授業に対する熱意、⑥シラバスに沿った進行、
⑦授業の難易度、⑧内容（量）の適切性、⑨内容の理解度、⑩授業の満足度の 10 項目、
演習・実習科目では、①演習内容の分かりやすい説明、②機材・資料の準備状況、③シラ
バスに沿った進行、④アドバイスの適切性、⑤教員数の適切性、⑥グループ人数の適切性、
⑦時間配分の適切性、⑧授業の難易度、⑨内容の理解度、⑩授業の満足度の 10 項目とし
ている。なお、自己点検評価委員会において平成 18(2006)年度から平成 21(2009)年度ま
での 4 年間の授業評価結果（講義科目）を分析した結果、学生による授業評価を継続する
ことで教員全体の総合評価点平均が向上すること、個人の変化をみても大多数の教員で総
合評価点平均が向上し、
特に初年度評価が低かった教員ほど改善が明らかであることから、
授業評価の実施が教員の教育能力開発に有用であるとの結論を得ている。
上記を踏まえ、平成 22(2010)年度から学生による授業評価を基にした教員表彰制度を導
入した。講義科目については、各学科から 3 人ずつの Teacher of the Year 賞及び各学科か
ら 1 人ずつの Best Effort of the Year 賞を、演習・実習科目については、各学科から 3 科
目ずつの Subject of the Year 賞を授与するものであり、4 月の教授会に先立ち表彰式を行
っている。
大学院博士課程では、共通科目である最新医学特別講義、実用実験医学特別講義等につ
いては、受講した大学院生によって詳細な授業評価がなされ、教員にフィードバックされ
る。大学院修士課程では、各講義の最終日に学生による授業評価を実施して教員評価に反
映させている。学生による授業評価が適正になされるように、学生は授業評価票を教員で
はなく事務担当者に提出している。
【ＦＤ活動】
教員に対する FD 活動として、医学部では FD 部門を中心に医学教育に関するワークシ
ョップ、研修会を頻繁に行っており、教職員の資質向上を目指している。夏季の「医学教
育ワークショップ」は、講師以上の新任教員及び講師に昇格した教員を対象に、川越ビル
にてカリキュラム•プラニングをメインテーマとして 1 泊 2 日で開催している。20 年以上
の歴史を誇り、平成 24(2012)年度は 33 回目の開催となった。平成 23(2011)年度より、そ
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れまで夏季の医学教育ワークショップの第 2 部として開催された全体集会は分離、独立し
て、「医学部医学教育フォーラム」として 10 月に開催されるようになった。さらに平成
23(2011)年度より FD と SD(Staff Development)を兼ねて初めて教員と職員が合同で「卒
前医学教育部門ワークショップ」を毎年開催して、医学教育センターの業務改革について
教員と職員が議論し、緊密な連携の土台を強化するとともに、今後の医学教育改革の芽を
作り出している。また毎年秋に医学教育ワークショップとして臨床研修指導医講習会を開
催していたが、第 10 回より医学教育ワークショップの名称をはずして 3 病院主催、FD
部門共催の形での開催に変更となったが、基本的には FD 部門が中心となって企画、運営
している。その他に医療人育成支援センター、大学院との共催で、新任教員並びに講師昇
格教員を対象として研修会、試験管理室との共催で卒業試験問題作成の FD を兼ねた「医
師国家試験報告会」も開催している。PBL 形式である臨床推論ユニットの新規テュータ
向けの講習会も頻回に開催している。平成 24(2012)年度には著作権に関する講習会を開催
した。
保健医療学部では、
学部開設前の平成 17(2005)年夏に 2 回、教員予定者に参加いただき、
1 泊 2 日の「医療人教育者のためのワークショップ」を実施した。テーマは教育の原理を
学ぶ“カリキュラム・プランニング”、定員は 21 人とした。学部開設後の平成 18(2006)年
以降は毎年夏に同じテーマでワークショップを開催してきた。平成 22(2010)年度には参加
者が延べ 100 人を越え、ほぼ全教員が同一テーマを終了したため、平成 23(2011)年度から
はテーマを「評価」に特化した内容とし、新たな視点で評価に関する様々な事柄を見直す
ことを考えた。毎年 10 人前後を数える新規入職者については、従来のテーマを用いて、
半日 2 回のミニ・ワークショップを実施している。また、第 6 回からは毎回事務職員 2 人
が参加しており、教員と職員の間で教育の原理についての共通認識がもてるよう配慮し、
スタッフ・ディベロップメント（SD）も兼ねたものとしている。なお、看護学科では開設
当初から年 1 回の学科独自の FD 活動を実施してきている。
大学院博士課程では、教員の FD として、適宜開催される卒後教育委員会主催のセミナ
ーにて教員の資質•能力の向上に努めている。大学院修士課程では、教員の職能開発のた
めの研修機会として、FD を学部の FD と合同で実施している。
2-8-③

教養教育実施のための体制の整備

教養教育は、医学部では、
「医学の基礎コース」及び「良医への道コース」で実施される。
1 年次において、
「医学の基礎コース」の中に、数学、物理、化学、英語の各ユニットを、
「良医への道コース」の「選択必修ユニット」の中に、自然科学系、社会科学系及び人文
科学系にわたる 25 のサブユニットを配置している。また「良医への道コース」では 4 年
次まで、
「医学概論ユニット」で倫理、心理等を、
「医学英語ユニット」で英語を学習する。
従来は、医学基礎の教員が中心になって教養教育を行っていたが、平成 25(2013)年度から、
医学基礎を改組し、7 人の専任教員を新たに加えた医学教育センター医学部ブランチの教
養教育部門が発足し、同部門の専任教員を中心に教養教育を行う体制となった。
保健医療学部では、教養教育（基礎教育）としては、文学、哲学、法学、心理学等の人
文科学系、社会学、教育学、文化人類学等の社会医学系、数学、物理、化学、生物学等の
自然科学系と外国語科目を配置している。教養教育を含む 4 学科の教育課程の編成は、学
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務委員会の議を経て教授会で審議されるが、教養教育科目の多くは学内外からの非常勤講
師が担当しているため、専任の語学系教員 1 人が学務委員会委員として配置され、担当者
の人選など年度ごとの調整作業を、事務室と連携して補佐している。
大学院博士課程では共通科目として、実用実験医学特別講義／実験、最新医学特別講義、
総合医学特論、研究方法特論、統計情報解析特論があり、4 年間で計 10 単位の取得を義務
づけており、これらの科目を履修することにより教養教育を実践している。また、定期的
に開催される卒後教育委員会主催のセミナーも受講できる体制となっている。看護学研究
科の共通科目 11 科目の中で、高度実践看護学分野の選択必須科目以外の 3 科目（「人体統
合機能論」
、
「ヒューマンセクシャリティ」
、
「看護情報処理論」
）が教養科目であり、例年複
数の学生が受講している。
以上のように、医学部、保健医療学部及び大学院各研究科では、大学設置基準及び大学
院設置基準に則り、それぞれの学位に適した専任教員を必要数配置して、教育目的を達成
できるよう配慮している。教員の採用・昇任にあたっては、教員人事委員会を中心として
両学部の教授会、教員組織運営会議等の役割が定められ、適切に機能している。また、授
業内容等の改善のため、組織的な FD 活動を活発に行うとともに、教員の評価体制として
教員人事考課、教員業績評価、学生による授業評価を実施、教育研究の活性化を図ってい
る。
なお、教養教育を効果的に行うための組織として医学教育センター医学部ブランチに教
養教育部門が置かれ、保健医療学部では学務委員会により教養教育の充実が図られている。
これらの事実を総合し、基準 2−8 を満たしていると判断した。
（3）2−8 の改善・向上方策（将来計画）
教員の採用や昇任、FD 活動や教員の評価体制に大きな問題はないと考えるが、教養教
育は更なる充実を図っていく予定である。医学教育センターには平成 25(2013)年度に十分
な人員が配備された。この部門の運営準備委員会において、この部門の今後は、医学部の
みならず保健医療学部も含めた全学的な教養教育を担っていただくという方針を立ててい
る。
なお、大学院教員の採用・昇任については、大学院設置基準に基づいた明確な基準があ
り、基準の適用は適切に行われているが、教員の更なる質の向上を求めて、博士課程運営
委員会の中のワーキンググループで、より厳格な審査基準・手続きを作成する予定である。
2−9 教育環境の整備
≪2−9 の視点≫
2-9-①

校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理

2-9-②

授業を行う学生数の適切な管理

（1）2−9 の自己判定
基準項目 2−9 を満たしている。
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（2）2−9 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
【キャンパス】
本学は埼玉県中西部に位置し、毛呂山キャンパス、日高キャンパス、川角キャンパス、
川越キャンパス、の 4 つのキャンパスで構成されている。毛呂山キャンパスには、本学の
法人本部、医学部（医学科）
、大学院（医学研究科）、附属図書館、学生部が置かれ、医学
部には基礎医学部門、臨床医学部門が置かれている。また、共通部門として、医学教育セ
ンター、医学研究センター、国際交流センター、情報技術支援推進センター、アドミッシ
ョンセンター、医療人育成支援センター、地域医学・医療センター、アレルギーセンター
がある。日高キャンパスには、ゲノム医学研究センターと、平成 18(2006)年に開設した保
健医療学部（看護学科・健康医療科学科・医用生体工学科）
、平成 19(2007)年に開設した
国際医療センター及び平成 22(2010)年度に開設した大学院修士課程（看護学研究科、医学
研究科）がある。川角キャンパスには、平成 19(2007)年に開設した保健医療学部の理学療
法学科がある。川越キャンパスには、総合医療センターがあり、高度救命救急センターと
総合周産期母子医療センターが併設されており、川越駅から徒歩 5 分の位置には、かわご
えクリニック（診療所）が設置されている。大学病院、総合医療センター、国際医療セン
ターの 3 病院は、医学部、保健医療学部の実習病院としての役割を果たしている。また、
ゲノム医学研究センターは、学部及び大学院学生の研究実践の場となっている。その他の
施設として、毛呂山キャンパスには、丸木記念館（研修センター）、錬成館（体育館）、日
高キャンパスには、創立 30 周年記念講堂、錬心舘（弓道場）、川角キャンパスには、学生
会館、体育館、運動場がある。
【図書館】
埼玉医科大学の図書館は、4 館（附属図書館、総合医療センター分館、日高キャンパス
分館、川角キャンパス分館）で構成され、うち、附属図書館（毛呂山キャンパス）、川角キ
ャンパス分館は独立棟であり、平成 18(2006)年度に開館した日高キャンパス分館は、保健
医療学部棟の一部である 2 階と 3 階に、総合医療センター分館は、総合医療センター3 階
の 1 画に位置している。
サービス対象学部としては、附属図書館及び総合医療センター分館が医学部の、日高キ
ャンパス分館が保健医療学部 3 学科の、川角キャンパス分館が保健医療学部の 1 学科（理
学療法学科）に対して、サービスを行う。合わせて、総合医療センター分館が病院図書室
としての役割をもつように、各館がそれぞれのキャンパスに役割をもつ。
ネットワーク対応の図書館業務システム CARIN を使った受入業務が、平成 18(2006)年
より始まり、平成 21(2009)年度には、CARIN を使った貸出が本格開始された。同時に、
学内各キャンパスから、いつでも、所在情報にアクセスできることになった。この間、平
成 18(2006)年には、NACSIS-ILL システムを使った相互貸借業務が開始され、平成
19(2007)年には、
（国立情報学研究所）
ILL 文献複写料金相殺サービスに参加、平成 20(2008)
年以降、学内外文献手配が Web 上で行えるようになった。
また、平成 19(2007)年度には、メディカルオンライン（国内医学誌 PDF）、STAT!Ref
（EBM ツール）
、CINAHL（看護系データベース）などが提供開始され、電子リソーシス
が拡大した。平成 20(2008)年には、リンクリゾルバー(SFX)を導入し、サービス（誌名か
らのナビゲート、データベース検索結果からのナビゲートほか）を開始している。その後、
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研究評価などにも使われるツール JCR on the Web 、引用索引データベース Scopus、CiNii
（NII 論文情報ナビゲータ、機関定額制）
、最新看護索引 Web など利用可能な電子リソー
シスが拡大した。一方、平成 23(2011)年より利用者側で使われる文献管理ツール（Web サ
ービス）RefWorks、同じく、EndNote Web が同時提供された。提供中のデータベースは
8 点、電子ブックプラットフォーム 3 点である。
雑誌の電子化は着手してから 10 年が経過、購読タイトル数は、7,000 余り（国内誌を含
む）となっている。リンクリゾルバーによって、全学で利用できる雑誌は、この倍に及ぶ。
反対に、冊子購読タイトル数は減って、附属図書館でも 500 タイトル余り（国内誌を含む）
となっている。
【情報技術支援推進センター】
情報技術支援推進センターは、毛呂山キャンパス基礎医学棟 3 階（占有床面積約 100 ㎡）
にあり、コンピュータをはじ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。当センターは、全学の共同利用施設であることから、医学部、保健医療学部、
ゲノム医学研究センター、大学病院、国際医療センター、総合医療センター及びかわごえ
クリニックの各ブランチで構成され、各ブランチの実務担当者で構成される情報技術支援
推進センター運営委員会によって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、専任の教員 2 名、事務員 1 名、兼
担の教員 3 名が配置されている。利用者数は年間延べ約 1,000 人、利用時間は約 1,500 時
間、サポート回数は約 1,200 回であり、活発に利用されている。学内 LAN については、
接続端末約 3,500 台、電子メール利用約 2,000 万通／年、WWW 接続約 20 億回／年であ
る。また、医学部のコンピュータ実習室 140 台、保健医療学部のコンピュータ実習室 90
台、図書館及び学習室のコンピュータの約 50 台の管理運営及び技術サポートも行ってい
る。これらのコンピュータは講義や演習などで利用され、それ以外の時間には学生に解放
されている。また、学内の教室などにおいて無線 LAN の環境が整備され、学生が利用可
能である。学習のための情報機器及びネットワーク環境は十分に整備されている。
【医学部】（毛呂山キャンパス）
医学部の学習環境整備については、大学設置基準に則り適切に整備している。医学部の
ある毛呂山キャンパスは敷地面積が 17 万 8,000 ㎡で、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（少人数教育・学習
室）、11 号館（教員棟）
、15 号館（講義棟：オルコスホール）、16 号館（学生ホール：落
合ホール）
、錬成館（体育館）
、図書館、学習棟などがあり、講義室 11 室、演習室 18 室、
マルチメディア室 1 室、学生自習室 25 室（学
習棟 23 室、
16 号館 2 室）
で構成されている。
平成 23（2011）年 3 月に竣工した新講義棟
（オルコスホール）には、大教室（140 人収
容）が 6 部屋とマルチメディア教室（140 人
収容）が 1 部屋あり、1 年生から 4 年生の講
義、Team-based learning （TBL）及び情報
教育を行う。また、4 階は、間仕切りをとっ
て 280 人収容の大教室にすることもでき、試
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験会場としても活用している。後ろの席でもディスプレイを通して授業内容を間近に確
認できる。
5 年生から 6 年生に対しては 3 キャンパスの病院
（毛呂山の大学病院、川越の総合医療センター、日
高の国際医療センター、ベッド数計 2,500 床）が実
習施設として対応している。6 年生の総合学習は本
部棟の第 3 講堂（240 人収容）で行われる。別棟で
ある 9 号館には、問題基盤型学習及び医学セミナー
などの少人数教育を実施するために、6 人から 8 人

写真 2-9-2 オルコスホール教室

用のセミナールーム 18 室が整えられている。
各ゼミ室には、解剖学、生理学、内科学の教科書の他に、インターネットに接続可能な
検索用のパソコンを設置している。定員増に伴い、9 号館 5 階にゼミ室を 3 室増室した。
平成 16(2004)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ミュレーション教育を行っている。徐々にシミュレータを補充し
て拡充してきたが、平成 24(2012)年度に私学教育の補助金を取得し、大規模にシミュレー
タを補充することが可能となった。基礎医学系の実習室としては、基礎医学棟に解剖実習
室、基礎医学実習室等を確保してある。
図書館の建物規模は、地下 1 階地上 4 階、延面積 4,238 ㎡、収容能力は 40 万冊である。
3 階閲覧室に 124 席があり、4 階書庫に 40 席のキャレルがある。他に、3 階視聴覚資料室
に 3 ブース、2 階 AV 教育ルームに 42 席、1、3 階情報機器コーナーに PC 台数（27 台、
他にカラープリンター3 台がある）に合わせた席数がある。キャンパス間を結ぶネットワ
ーク対応の図書館システムの中心として機能している。開館日数は年間 290 日前後、開始
時間は、平日が 8 時 45 分から 20 時 00 分、土曜日 8 時 45 分から 17 時 00 分（うち 1 階
情報機器コーナーは、土曜日を含む平日 8 時 45 分から 22 時 00 分に利用できる）
。入館者
数は年間 4 万人前後で、来館しないデータベースの（学内）利用件数は、この 4 倍ある。
学生の昼食や休憩用としては、平成 25(2013)年 3 月に、全 340 席の学生ホール（落合ホ
ール）が新設された。学生ホールは、毎日 6 時に自動開錠し、22 時に自動施錠、講義棟（オ
ルコスホール）は、月曜日から土曜日の 6 時に自動開錠、22 時（土曜日のみ 17 時）に自
動施錠となるセキュリティ・システムを採用している。
バリアフリー対策については、キャンパス内の患者が利用する全ての階段、坂道には手
摺を完備し、出入り口は全て段差無しとし、それ以外はスロープを設置済みである。車椅
子対応の駐車スペースを常設し、入口にはスロープを整備し、階段手摺及びエレベーター
押ボタンには点字表示をしている。耐震対策については、病院部分の大部分は耐震構造に
なっており、耐震補強が必要な一部の建物の工事も平成 25(2013)年 7 月には完了する。医
学部の基礎医学棟、本部棟の耐震補強工事は平成 26(2014)年 2 月完了予定である。
施設・設備に関する学生の意見汲み上げについては、前述のように、学生部委員会、学
年小委員会における教員と学生の話し合い、アドバイザー制度、学部長への意見箱が有効
に機能している。このような話し合いの中から、図書館の開館時間延長、学生ホールの建
設、グラウンドの整備等、種々の問題点の改善が実現してきた。
クラスサイズについては、各学年（定員 100 人〜121 人）が 1 クラスであり、講義はク
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ラス全体で、実習・演習の多くは、少人数グループに分かれ、前述したような大教室、セ
ミナー室、実習室で行われる。
【保健医療学部】
（日高キャンパス、川角キャンパス）
保健医療学部の学習環境整備については、大学
設置基準に則り適切に整備している。日高キャン
パスは敷地面積が 19 万㎡で、校舎には教育研究
に必要な講義室、実習室、実験室、教員研究室等
を配置している。講義室は中教室（50 人用）12
室、大教室（100 人用）5 室で、さらに少人数教
育を実施するために 6 人から 8 人用のセミナール
ーム 16 室を備えている。セミナールームの壁面
片側には大きな白板を設置し、学生が討議内容を
記したり、整理するのに十分である。

写真 2-9-3 保健医療学部棟

実習については、看護学科に 1,030 ㎡、健康医療科学科及び医用生体工学科に各 680 ㎡
の実習室を確保している。実験については、各学科の卒業研究や教員の研究に必要な実験
室を計 17 室、工作室を含め総計 1,050 ㎡を確保してある。
情報教育に関しては、100 人収容のマルチメディア教室を確保し、学内 LAN は図書館
を始め、マルチメディア教室、各講義室、各研究室等に整備し、情報教育とともに、各学
生、教員が適切に利用できるように配備してある。
図書館（日高キャンパス分館）の床面積は約 1,400 ㎡で、収容可能冊数は 14 万冊余り、
閲覧席数は 140 である。また、キャンパス間を結ぶネットワーク対応の図書館システムを
導入し、検索端末を館内に設置して大学全体のリソースを共有している。開館時間は平日
が 8 時 45 分から 19 時 45 分、
土曜日は 8 時 45 分から 17 時 00 分となっている。平成 24(2012)
年度の利用者数は 53,243 人であった。
学生・教職員の昼食や休憩用としては、全 440 席の厚生棟（テレサホール）及び全 312
席のラウンジヤマネがあり、さらに、全 378 席の学生ホール（オスラーホール）が広く利
用されている。校舎及び学生ホールについては、月曜日から土曜日の 7 時に自動開錠し、
21 時に自動施錠となるセキュリティ・システム
を採用している。この時間帯以外の出入口は 1
ヵ所だけとなり、教職員及び大学院学生は身分
証をカードリーダにかざすことにより入館可能
である。なお、日高キャンパスは、同じ敷地内
にある国際医療センター、ゲノム医学研究セン
ター、30 周年記念講堂も含めて、全キャンパス
でバリアフリー対策がとられている。また、建
物は耐震構造となっている。
写真 2-9-4 厚生棟テレサホール
川角キャンパスは敷地面積 14,000 ㎡で、講義室は中教室（50 人用）6 室、大教室（100
人用）1 室で、さらに 6 人から 8 人用のセミナールーム 6 室を整備している。実習・実験
室としては、水治療室、物理療法実習室、動作解析室、ADL 実習室、運動療法実習室Ⅰ、
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運動療法実習室Ⅱ、を確保し、50 人収容のマルチメディア教室を整備している。別棟とな
っている図書館（川角キャンパス分館）の床面積は約 1,000 ㎡で、収容可能冊数は 4.5 万
冊余り、閲覧席数は 56 席である。開館時間は平日のみで 8 時 30 分から 18 時 30 分とな
っている。平成 24(2012)年度の利用者数は 53,243 人であった。
敷地内には医学部と共用の体育館（面積 1,510 ㎡）及びグラウンド（面積約 22,000 ㎡）
が整備されている。学生・教職員の昼食と休憩のためには、全 72 席の食堂兼ラウンジが
用意されている。校舎と食堂は常駐する警備員により、月曜日から土曜日の 6 時に開錠さ
れ、21 時に施錠される。なお、大学開設時に医学部の進学課程として整備された川角キャ
ンパスの校舎（昭和 47(1972)年竣工）、体育館（昭和 47(1972)年竣工）及び図書館（昭和
56(1981)年竣工）には若干老朽化がみられ、耐震対策もやや不十分であるとともに、バリ
アフリー対策も十分にはとられていないため、適時改修工事を実施して対処している。
施設・設備に関する学生の意見汲み上げについては、前述のように学部長・学生部委員
会と学生代表との懇談会、担任制、Letters to the Dean 制度が有効に機能している。この
ような話し合いの中から、通学バスの時間調整、昼休みで混雑する厚生棟対策としての授
業時間帯の調整、図書館の開館時間延長、学生ホールの建設、ロッカールームへのシャワ
ー整備、部活動用屋外倉庫の整備、グラウンドの備品整備等、各種の建設的提案と問題点
の改善が実現してきた。
なお、クラスサイズの大きい看護学科（3 年次編入学生を含めて定員 90 人）及び健康医
療科学科（定員 70 人）の場合は、講義科目では大教室（100 席）
、演習・実習科目では大
教室と 14 のセミナールーム（6 人〜8 人用）の併用、または専用の実習室を用いている。
演習・実習科目では、科目責任者に加えて教員数名がサポートする形をとり、さらに健康
医療科学科の実習ではクラスを二分して隔週で実習を行う体制もとっている。また、比較
的クラスサイズの少ない医用生体工学科（定員 40 人）と理学療法学科（定員 50 人）につ
いても、同様に講義科目では中教室（50 席）、演習・実習科目では中教室とセミナールー
ムの併用または専用の実習室を用いることで、教育効果を十分に上げられるよう配慮して
いる。なお、4 学科とも英語の演習では、科目責任者に加えて、ネイティブ・スピーカー
を含む複数の非常勤講師を配置し、20 人から 30 人程度の少人数クラスとして授業を行っ
ている。
【大学院】
大学院博士課程では、講義は主に毛呂山キャンパス大学院講義室で行われ、この講義は 3
キャンパスどこででも受講が可能な TV 中継講義である。中継講義では、質疑応答、意見
交換等リアルタイムでも行われ効率よく授業を受けることができる。
大学院修士課程は、日高キャンパス保健医療学部校舎の一部（看護学専攻及び医科学専
攻）、川角キャンパスも図書館の一部（医科学専攻）及びかわごえクリニックに置いたサテ
ライトキャンパス（看護学専攻及び医科学専攻）を専有施設として使用している。日高キ
ャンパスには院生用研究室（8 人用、20 人用）2 室及び院生用セミナールーム各 1 室があ
り、川角キャンパスにも院生用研究室（8 人用）1 室が用意されている。川越ビルのサテ
ライトキャンパスには、テレビ会議システムが備わっており、日高キャンパス、毛呂山キ
ャンパスで行われる講義も受講でき、リアルタイムで質疑応答ができる。
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以上のように、医学部、保健医療学部及び大学院両研究科では、教育目的の達成のため
に必要な校地、運動場、校舎、図書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等を適切
に整備し、かつ有効に活用している。毛呂山キャンパスのオルコスホールや多くの附属施
設、日高キャンパスの校舎や附属施設は耐震構造で、バリアフリー対策にも配慮されてい
るが、毛呂山キャンパスの基礎医学棟及び川角キャンパスの校舎については、若干の老朽
化がみられ、耐震構造やバリアフリー対策もやや不十分であるため、必要に応じた改修工
事によって対応している。施設・設備に対する学生の意見は適切に汲み上げられ、反映さ
れている。また、授業を行うクラスサイズには教育効果を十分あげられるよう工夫してい
る。これらの事実から、基準 2−9 を満たしているものと判断した。
（3）2−9 の改善・向上方策（将来計画）
本学における学習環境の整備については、全体として大きな問題点はないと考えている
が、ごく一部の建物では老朽化やバリアフリー対策の不十分さが懸念されるため、改修整
備を進めている。なお、第 3 次長期総合計画（平成 23(2011)年〜平成 27(2015)年）にお
いては、平成 25(2013)年以降での川角校舎（理学療法学科）の日高移転を中長期的事案と
して掲げている。
現在、日高キャンパスと毛呂山キャンパスの間に、新たな運動場を建設中であり、学生
の課外活動、健康推進をさらに支援していく。
医学部では、基礎医学実習を行う新たな実習棟を講義棟（オルコスホール）の近くに建
設する予定であり、今後、講義と実習の連携をより緊密にしていく。
［基準 2 の自己評価］
基準 2 に挙げられた学生の受け入れ（2-1）については、医学部、保健医療学部、大学
院医学研究科及び看護学研究科のそれぞれで、入学者受け入れ方針を明確に示すと同時に、
各種媒体を通じて周知を図っている。また、上記の方針に沿った入学者選抜を工夫すると
ともに、適切な学生受け入れ数を維持している。なお、大学院医学研究科博士課程では定
員割れが続いているが、社会人入学や後期入学制度等を導入して改善を図っている。
教育課程及び教授方法（2-2）については、それぞれの学部、研究科で教育目的を踏ま
えた教育課程編成方針を明確に示し、その方針に沿って教育課程を体系的に編成している。
また、教育目的を達成できるよう、知識に偏ることなく、医療現場における技能と態度を
十分に身につけられるよう、事前の演習や臨床実習を重視した教授方法を工夫している。
なお、平成 25(2013)年度以降にも、教育課程の更なる向上に向けて各種の検討を開始して
いる。
学習及び授業の支援（2-3）については、医学教育センター医学部ブランチの各部門、
保健医療学部学務委員会、大学院においては各運営委員会が、大学事務部職員と協働して
計画を策定し実施している。修士課程の開設を受け TA 制度が開始されたが、その需要は
少なく十分に活用されているとは言えない。留年者や中途退学に至りそうな学生への対策
には、アドバイザー制度や担任制度、学生支援室の設置等の様々な工夫を行っており、こ
れらの制度は学生の意見汲み上げにも役立っている。
単位認定、卒業、修了認定等（2-4）については、それぞれ課程修了や進級、卒業、学
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位の授与等を学則に定めるとともに、学生便覧や大学院案内に明示して、厳正に適用して
いる。なお、進級と卒業に関する総括的評価基準に関しては、より適正な評価の確立を目
指す立場から、常に点検・評価を行い、その見直しを図っている。
キャリアガイダンス（2-5）については、本学が医療系大学であることから、医師、看
護師等の各種資格の取得を目指す教育課程が組まれ、それらの資格を持った教員が直接指
導に関わっており、教育課程そのものがキャリアガイダンスの一環となっている、また、
医学部研修管理委員会、保健医療学部学生部委員会の進路・就職支援分科会議等を通じて
進路指導等のプログラムが用意され、さらに全学共通部門である医療人育成支援センター
も機能している。なお、今後は、卒前における体系的なプログラムとしてのキャリアパス
教育を導入すべく検討を開始した。
教育目的の達成状況の評価とフィードバック（2-6）については、医学教育センター医
学部ブランチ、保健医療学部学務委員会及び学生部員会等が中心となって、授業への出席
率や留年率、各種資格の国家試験合格率、就職率等の集計と分析をもって自己点検・評価
としている。教授会への報告や大学年報、医学教育センターニュース等へこれらの情報を
開示することで、
教育内容・方法及び学習指導の改善のためのフィードバックとしている。
学生サービス（2-7）については、学生部委員会及び教職員・学生健康推進センターが
置かれ、大学事務部の職員との協働により、学生の課外活動支援、奨学金等の経済的支援、
健康相談や心的支援、生活相談等の学生サービスと厚生補導全般について適正に機能して
いる。また、アドバイザー制（医学部）や担任制度（保健医療学部）、学生との懇談会等を
通じて学生の意見汲み上げも円滑に行われ、改善のための取り組みに反映されている。
教員の配置・職能開発等（2-8）については、医学部、保健医療学部及び大学院各研究
科において、それぞれの教育目的と教育課程に即した専任教員を、大学及び大学院設置基
準に従って適正数配置している。教員の採用と承認に関しては、埼玉医科大学教員人事委
員会を中心として、教員組織運営委員会、教授会、研究科委員会及び大学院委員会が適正
に機能している。また、教員に対する FD 活動については、医学教育センター医学部ブラ
ンチの FD 部門及び保健医療学部学務委員会 FD 実施小委員会が置かれ、積極的な FD 活
動を展開している。さらに、全学的に教員人事考課と教員の教育業績評価、学生による授
業評価が行われ、教員の教育研究活動の活性化を図っている。教養教育については、平成
25(2013)年 4 月から医学教育センター医学部ブランチに教養教育部門が置かれ、保健医療
学部学務委員会とも連携して、教養教育の充実を図ることとなった。
学習環境の整備（2-9）については、教育目的の達成のため、校地、運動場、校舎、図
書館、体育施設、情報サービス施設、附属施設等を適切に整備し、かつ有効に活用してい
る。校舎や附属施設は耐震構造で、バリアフリー対策にも配慮されているが、校舎の一部
については若干の老朽化がみられ、耐震構造やバリアフリー対策もやや不十分であるため、
必要に応じた改修工事によって対応している。施設・設備に関する学生の意見汲み上げの
仕組みは整備されており、改善策の検討に反映されている。なお、授業を行う学生数につ
いては、演習や実習等の授業形態によりクラスサイズを工夫し、また少人数での討論型演
習も多用されている。
以上のことから、全体としては基準 2 で問われる学修と教授の内容を、質的にも量的に
も満たしているものと判断する。
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基準 3．経営・管理と財務
3−1 経営の規律と誠実性
≪3−1 の視点≫
3-1-①

経営の規律と誠実性の維持の表明

3-1-②

使命・目的の実現への継続的努力

3-1-③

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関
連する法令の遵守

3-1-④

環境保全、人権、安全への配慮

3-1-⑤

教育情報・財務情報の公表

（1）3−1 の自己判定
基準項目 3−1 を満たしている。
（2）3−1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-1-①

経営の規律と誠実性の維持の表明

大学の設置者である学校法人における経営の規律と誠実性を維持するための管理運営方
針は諸規程などに定められ、以下のとおり明確にしている。
①学校法人埼玉医科大学寄附行為 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経営の基本理念「限りなき愛」
基本理念を具現化し、共有するための合い言葉「Your Happiness Is Our Happiness」
③運営の基本方針
1．患者さんには満足度の高い安全で安心できる質の高い医療を提供する
2．学生には満足度の高い教育を提供する
3．職員には生き甲斐を持って安心して働き易い職場を提供する
④学校法人埼玉医科大学倫理綱領
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。
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これらの経営の規律と誠実性の維持を表明した管理運営方針は、規程集、
「第 3 次長期
総合計画」及び学内ホームページ等にも掲載されており、常に教職員が閲覧、確認でき
るようになっている。さらに、今年はこれら全てが集約されたリーフレット〝行動のし
おり〟を製作し、教職員・学生のみならず、学生のご父兄まで本学の考え方をより一層
ご理解いただくために多くの式典等においても配付した。
全教職員は、この〝行動のしおり〟を携帯し、「Your Happiness Is Our Happiness」
のデザインバッジを胸につけ、
「限りなき愛」の中で、それぞれの職務を遂行している。
3-1-②

使命・目的の実現への継続的努力

本学では、管理運営方針に基づき、大学及びその設置者である学校法人の管理運営体制
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、
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で運営されている。
経

営

組 織

（責任者：理事長）

教 育・研 究 組 織

診

（責任者：学長）

療

組 織

（責任者：各病院長）
管

理

組 織

（責任者：事務局長）

図 3-3-1 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、学校法人の最高議決機関である「理事会」
、理事会の諮問機関
である「評議員会」をはじめとした各種会議並びに委員会が設置されている。それらは管
理運営に関する基本方針に基づき運営され、その役割を十分果たすとともに適切に機能し
ている。また、平成 13(2001)年度以降 5 年ごとに「長期総合計画」並びに「長期財務計画」
を策定している。それら中長期計画に基づき具体的な単年度ごとの事業計画及び予算を策
定するとともに業務を着実に遂行している。このように使命・目的を実現するためにたゆ
まぬ努力がなされている。
3-1-③

学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関
連する法令の遵守

本学における寄附行為、学則並びに諸規程については、学校教育法、私立学校法、大学
設置基準等の各種法令に則って制定されており、本学においてはこれらの各種法令及び諸
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規程をしっかりと遵守している。また、各法令で定められた各種申請及び届出書類等にも
正確かつ適切に対応している。そして、当該書類の提出の際には、
「学校法人埼玉医科大学
稟議規程」に基づき、理事長等決裁者の承認決裁はもとより、関連する部署の所属長の合
議手続きにより、相互のチェックが有効的に機能している。また、3-4-②で詳述するが、
「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」と業務監査室及
び監査委員会による「業務監査」を制度化し、管理運営における自己点検機能及びコンプ
ライアンス強化を図り、その結果、相互チェックによるガバナンスの機能性が保たれてい
る。このように大学の設置、運営は法令遵守のもと適切かつ円滑に行われている。
3-1-④

環境保全、人権、安全への配慮

本学は学校法人という社会的公共性の高い事業体であるという観点から、社会的責務と
して環境、人権、安全への配慮を常に念頭に置き、管理・運営を行ってきた。それは、3-1-①
で既述したとおり、本学における組織倫理の根幹である「学校法人埼玉医科大学倫理綱領」
を基本としている。
環境保全への配慮としては、
「埼玉医科大学環境安全規程」に基づき、適正な環境安全管
理運営に努めている。また、本学では平成 20(2008)年から全学的に取り組んでいる「経済
危機突破対策全学プロジェクト・エコ推進プロジェクト」で省エネ対策の強化、廃棄物の
削減について目標の達成に向けて鋭意取り組んでいる。また、東日本大震災の原発事故に
よる電力需給問題に対する本学の対策として「節電対策プロジェクト」を立ち上げて、全
学を挙げて節電対策に取り組んでいる。
人権への配慮として、労働条件・服務規律については「学校法人埼玉医科大学就業規程」
で定めている。個人情報保護については「同個人情報保護規程」に基づき学生部門、患者
部門、教職員部門のそれぞれの部門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に、全ての教職員がそれぞれの業務内容に応じた個人
情報の適切な取り扱いを確保している。さらに同規程に基づき個人情報保護に関する業務
監査を毎年実施し、監査とともに指導・情宣活動を実施している。ハラスメント対策につ
いては平成 12(2000)年に制定した「同ハラスメント防止規程」を平成 23(2011)年に一部改
正し、従来各キャンパスに設置されたハラスメント防止委員会に加えて相談窓口（相談員）
を設置することとし、分かりやすい学内用ハラスメント対策に関する手引きの配付や学内
LAN で閲覧できる態勢としている。これら業務に関わる各種規程を整備するとともに、業
務監査や賞罰委員会を通じ、日常業務を厳格かつ円滑に問題解決できる環境も整えている。
業務監査においては毎年科学研究費補助金の適正使用のチェック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ている。賞罰委員会においては理事長の諮問
機関として「同賞罰委員会規程」に基づき、理事長に内申された審議すべき事案に対して
事実の認定、証拠の確認、賞罰区分の適用について審議し、理事長に答申し、厳正な対応
を行っている。
安全への配慮としては「学校法人埼玉医科大学危機管理規程」及び「同危機管理委員会
規則」が制定されている。東日本大震災時に同規程に基づき即時に対策本部を立ち上げ、
対策本部長の適切な指示のもと初動時並びにその後の対応に適切にあたったため、混乱及
び被害拡大を未然に防ぐことができた。また、災害時、緊急時等では連絡網を整備すると
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ともに、消防法に基づく「同防火防災管理規程」、電気事業法に基づく「同電気保安規程」
、
労働安全衛生法に基づく「同労働安全衛生規程」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を実施している。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技術職員及び事務職員が 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のみならず、
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。
3-1-⑤

教育情報・財務情報の公表

本学では、従前より「学校法人埼玉医科大学財務情報公開取扱要領」に基づき、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態勢を整えている。さらに「埼玉医
科大学々内報」において事業計画、事業報告、消費収支計算書、資金収支計算書、貸借対
照表を学生及び父兄、教職員並びに大学関係者に対して情報を公開している。しかし、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及び透明性と
いう観点から鑑みて、教育情報並びに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、学外ホームページへの掲載を平成 22(2010)年度から開始し、現在では教育
研究上の基礎的な情報、修学上の情報、財務情報を掲載し、適切な公表に努めている。
（3）3−1 の改善・向上方策（将来計画）
昨今の社会情勢・環境等のめまぐるしい変化によって環境問題、人権問題、危機管理等
安全への配慮のあり方も常に変化しており、あらゆる状況に迅速かつ適切に対応できるよ
う常に諸施策の検討及び実行を図っていく。
教育情報並びに財務情報の公表については、開示方法及び内容については法令上特に問
題ないものの、今後将来についても学校法人という公益法人の一つとして社会が求めてい
る情報開示要求に対して柔軟かつ積極的に対応し、説明責任を果たしていかなければなら
ない。そのため、更なる情報の公表に努めるとともに財務情報については分かりやすく加
工（グラフを使用）するなど、より一層工夫を加えていく。

3−2 理事会の機能
≪3−2 の視点≫
3-2-①

使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性

（1）3−2 の自己判定
基準項目 3−2 を満たしている。
（2）3−2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学では私立学校法及び寄附行為の定めにより「理事会」並びに「評議員会」を設置し、
理事会は大学の設置者である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
て位置づけている。理事会は通常、3 月に予算理事会、5 月に決算理事会、11 月には中間
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決算理事会を定例的に開催しており、評議員会は寄附行為第 20 条の定めに基づき、予算
及び事業計画等について諮問するため、又は寄附行為第 33 条第 2 項の定めに基づき決算、
事業報告並びにその他報告事項の報告のため、理事会に併せ開催している。
また、法人の円滑な管理・運営を図ることを目的とし、理事会の下部組織として「常任
理事会」を設置している。
常任理事会は法人の円滑な管理及び運営を図ることを目的とし、
理事長以下学内理事 11 人で構成し、
「学校法人埼玉医科大学寄附行為細則」第 5 条第 1 号
に基づき、緊急に議決を要する案件等では事前に理事会の議決を得ていれば、その議決を
常任理事会へ委任することができるため、理事会からの委任事項並びに諮問事項に対して
機動的意思決定することが可能である。また、平成 23(2011)年に理事会組織の中に、教育・
研究・診療の質の向上を図り、本学のあるべき将来像を創造するという目的のもと「埼玉
医科大学 21 世紀ビジョン会議」を設置した。理事長以下学内理事と各病院長の 9 人で構
成され、現在の具体的な取り組みとしては、
「“患者のニーズを最優先する”という基本的価
値観を持つ米国メイヨークリニックをモデルとし、本学の諸施策を展開する。そのために
「日本の Mayo Clinic を目指す会」を発足させ、医療の本質、原点を踏まえた誇りある医
科大学を目指し、取り組みを行う。
」というものである。同ビジョン会議を理事会組織の中
に設置した理由として、昨今の大学を取り巻く環境の変化が著しく、なおかつ先行き不透
明な状況の中、本学が戦略的かつ機動的な運動を行えるよう設置したものである。このよ
うに「評議員会」
、
「常任理事会」及び「埼玉医科大学 21 世紀ビジョン会議」の三者は理
事会機能の補完するものとして十分に機能している。
理事の選考に関しては寄附行為第 6 条に基づき、
「学長」、
「評議員のうちから評議員会
において選任した者 5 名以上 6 名以内」、
「学識経験者のうちから理事会において選任した
者 9 名以上 10 名以内」と明確に定めており、適切に選考されている。また、
「同寄附行為
細則」第 3 条において各理事の職務分担と責任所在を明確に規定している。また、平成
24(2012)年度中に 4 回開催された理事会の平均出席率は 86％であり、概ね良好な出席状況
のもとで適切な意思決定が行われている。
（3）3−2 の改善・向上方策（将来計画）
大学を取り巻く環境の変化が著しい状況下において、法人の意思決定は迅速かつ適切に
行わなければばらない。そのため、現状の運営に満足することなく、今後も時代の変化及
び要求に対して応えていくべく理事会の機能を強化するとともに、経営の透明性の確保を
さらに推進していく。
3−3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ
≪3−3 の視点≫
3-3-①

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性

3-3-②

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮

（1）3−3 の自己判定
基準項目 3−3 を満たしている。
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（2）3−3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-3-①

大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性

本学における意思決定組織は、学則第 35 条に規定されている教授会（医学部では教員
代表者会議と称する）であり、学校教育法及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る。各学部に所属する教授等によって組織され、教育と研究に関わ
る重要な事項をはじめ、学生に関する事項、カリキュラム等を審議し決定する。ただし、
寄附行為及びその他規定の定めに基づき、事案によっては理事会での議決承認を要する事
例もある。原則として毎月 1 回、教授会を開催しており、各組織の状況について共通の認
識が持つことができ、意見調整が図られる体制が整備されている。
教授会の専門委員会として教授会運営規則第 8 条に基づき、教員組織運営会議を各学部
に設け、教育・研究、診療の各組織の連携に向け、各組織の基本方針を定め、共通する課
題の解決、方向性の基本を協議するとともに、教員人事委員会の要請に基づく教員の人事
に関する事案などを審議し、教授会及び教員人事委員会へ報告する体制となっている。
また教授会の下には各種委員会が設置され、これらの委員会において多角的な検討が行
われ、諸問題について意見の調整が行われる。委員会におけるそれぞれの目的に沿った審
議結果は、教授会に報告され承認を得ている。
このように諸規程において本学の意思決定組織並びに同組織の権限・責任が明文化され、
その権限及び責任も明確になっている。教育・研究組織に関する意思決定は迅速かつ的確
に実施される機能性も有しており、体制は適切に整備されている。
3-3-②

大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮

大学の意思決定の仕組みについては 3-3-①で述べたが、業務執行における学長の適切な
リーダーシップが発揮できる体制は、以下のとおりである。
学長は、教育・研究組織の最高責任者であるとともに、寄附行為第 6 条による第 1 号理
事であり、経営組織に参画する権限が明確となっている。よって経営組織及び教育・研究
組織の状況を的確に把握し得る立場にあり、業務執行におけるリーダーシップとともに教
育・研究活動におけるリーダーシップを発揮し、本学の適切な運営を図っている。
業務執行を進めていく上での企画立案や各部門における意見調整を行っていくために、
副学長、学部長、副学部長、学部長補佐を置き、学長を補佐する体制がとられており、教
育・研究活動が滞りなく運営できるよう適切に管理されている。
また、大学事務部として医学部事務室、保健医療学部事務室（庶務課、教務課、学生課）
を配置するとともに、大学事務局として、総務部、経理部、施設部、情報システム部を設
置し、教育・研究支援のための万全な体制が確立されている。
（3）3−3 の改善・向上方策（将来計画）
特になし。

64

埼玉医科大学
3−4 コミュニケーションとガバナンス
≪3−4 の視点≫
3-4-①

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる
意思決定の円滑化

3-4-②

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性

3-4-③

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営

（1）3−4 の自己判定
基準項目 3−4 を満たしている。
（2）3−4 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-4-①

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ
る意思決定の円滑化

教育・研究組織には、その責任者である学長（理事）の他、法人の経営陣から副理事長、
専務理事、常務理事が、寄附行為細則に定められているそれぞれ所管業務について管理業
務にあたっている。これらの理事は、理事会、評議員会、常任理事会によって意思決定さ
れた事項の執行にあたるとともに、各所管業務について発表し報告している。学長は本学
の寄附行為第 6 条第 1 項第 1 号の理事として経営組織の意思決定に参画し、教育・研究組
織の最高責任者としての立場から意見を述べ、経営組織と教育・研究組織の意思疎通と連
携を保っている。
また、教職員に関する事項の報告、情報の伝達・共有を目的として、全教授及び運営責
任者が出席する「合同教授総会」は、理事長をはじめとする経営組織及び管理組織の幹部
職員も同席し、年 1 回開催される。特に理事長講話により、大学や病院を取り巻く環境の
変化を踏まえ、大学改革、理事会報告、当面の運営方針や課題等についての表明が行われ、
経営組織と教育・研究、診療組織との情報の共有化及び連携強化が図られている。
そして理事長、学長、副学長、病院長及び副院長、専務理事、常務理事等を構成員とす
る「教育・研究、診療連携会議」を経営組織に平成 18(2006)年に設置し、経営陣との密接
な協議を行うことにより、教育・研究組織と診療組織の連携が円滑化とともに強化され、
本学の機能を十分に発揮できる体制となっている。
教授等の採用と教員人事に関しては、理事長を委員長とする「教員人事委員会」を設置
し、学長、副理事長、専務理事、3 病院長等の構成委員にて審議し、教員人事の最終決定
を経営組織として行っている。委員会の決定は理事会には理事長、教授会（医学部では教
員代表者会議）及び教授総会には学長又は学部長が、科長会には各病院長が報告する体制
がとられている。
事務、看護、コメディカル部門における連携に関しては、
「部長会」を原則として毎月 1
回、理事長が招集し開催している。専務理事、事務局長（常務理事）及び各部長等が出席
し、理事長から指示事項、各部からの報告、連絡事項及び協議事項等を審議し、経営組織
と事務・コメディカル部門との情報共有がなされ、意思疎通が図れる体制となっている。
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3-4-②

法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性

監事の選考に関しては、寄附行為第 5 条第 1 項第 2 項により、
「2 名以上 3 名以内」と
明確に規定され、現在 3 人が就任している。寄附行為第 7 条には、「この法人の理事、職
員（学長、教員その他の職員を含む。
）又は評議員以外の者であり、理事会において選出し
た候補者のうちから、評議員会の同意を得て、理事長が選任する」ことが明記され、適切
に選考が行われている。監事の職務についても寄附行為第 14 条により規定され、適切に
職務が遂行されている。平成 24(2012)年度における監事の理事会・評議員会の平均出席率
は、87％で良好である。
監事による「監事監査」と区分して、法人のコンプライアンス（法令遵守）体制の推進
及び業務の改善・合理化への助言、提言等法人の健全な運営に資することを目的とする「業
務監査規程」を制定し、業務監査室及び監査委員会による「業務監査」を制度化している。
具体的には毎年、科学研究費補助金の使用に関する業務監査、個人情報保護に関する業務
監査、経理部門に関わる業務監査等が行われている。平成 23(2011)年度には管理部門に対
して、事務局長による業務マニュアルのチェックを目的とした業務監査を実施した。上記
より相互チェックによるガバナンスが適切に機能している。
評議員の選考に関しては寄附行為第 22 条に基づき、
「この法人の職員で理事会において
推薦された者のうちから、評議員会において選任した者 13 名以上 14 名以内」、
「この法人
の設置する学校を卒業した者で、年齢 25 年以上の者のうちから、理事会において選任し
た者 9 名以上 10 名以内」
、
「学識経験者のうちから、理事会において選任した者 9 名以上
11 名以内」と明確に定めており、適切に選考が行われている。また、現在 33 人の評議員
の平成 24(2012)年度における平均出席率は、90％で良好である。
理事会の諮問機関である評議員会の運営に関しては、寄附行為第 20 条に「理事長があ
らかじめ評議員会に意見を聞かなければならない諮問事項として、予算、借入金、事業計
画、予算外の新たな義務の負担又は権利放棄、寄附行為の変更、合併、目的たる事業の成
功の不能による解散、寄附金品の募集に関する事項、その他この法人の業務に関する重要
事項で理事会において必要なもの」を規定している。
また、寄附行為第 21 条に「評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員
の業務執行の状況について、役員に意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から
報告を徴することができる」と定めており、寄附行為に基づき適切に運営がなされ、諮問
機関としての役割を果たしている。
3-4-③

リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営

理事長は法人の最高議決機関である理事会を主軸とした経営組織の責任者として、「教
育・研究組織」
、
「診療組織」
、
「管理組織」を統轄している。その中で理事長は新年拝賀式
での式辞、定期的に開催される理事長講演会での講演、年 2 回開催される教授総会で理事
長講話を行い、教職員に向けて本学の経営方針や進むべき指針等を発信している。また、
全学的なプロジェクトとして「21 世紀ビジョン会議」、
「経済危機突破対策全学プロジェク
ト」の総括責任者として強いリーダーシップを発揮している。
本学では平成 13(2001)年度から、教職員の経営や業務に積極的な取り組み意欲の高揚を
図り、経営や業務の合理化、効率化に資することを目的として、幅広く教職員が提案でき
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る「提案制度」を整備した。しかし平成 19(2007)年度までの 6 年間取り組んで有望な提案
もあったが、実際に実行し大きな成果に結び付けることは個の力では限界があり、組織の
バックアップが必要不可欠であることが分かった。そのため個人による提案制度は現在中
止し、平成 20(2008)年度から従来とは一新して「経済危機突破対策全学プロジェクト」
（当
時は石油危機突破対策全学プロジェクト）を立ち上げた。すべての部署・部門から業務効
率化、収入増加並びに経費削減等の提案を募り、各種アイデア・提案を組織経由でくみ上
げ、様々なワーキンググループで検討・討議し、取り組みを実施した。検査業務委託の経
費削減及び効率化、節電対策の推進、後発医薬品導入推進、医療消耗品の一括購入等のテ
ーマで、成果を挙げることができた。そして現在も全学的に継続して取り組み中であり、
教職員の提案等をもとにした運営管理の改善に反映させている。
（3）3−4 の改善・向上方策（将来計画）
平成 24(2012)年 12 月に「業務監査室」が設置され、新たな業務監査を含む各種監査の
実施により、業務改善及び合理化等が推し進められ、相互チェックによるガバナンスの機
能性の向上が期待されるところである。既存の監査体制との連携を踏まえ、監査体制の充
実化を図っていく。
「経済危機突破対策全学プロジェクト」への取り組みについては、満 5 年を経過したの
で初心に戻り、本学の理念の遂行のためプロジェクト項目を集約・再編し、より一層の収
支及び業務改善に取り組んでいく。引き続きプロジェクトの牽引役として若手・中堅職員
を実務責任者に選任することにより、ボトムアップが反映できる体制を維持して、職種、
職域にとらわれない情報の共有、組織の活性化に向けた横断的な取り組みを遂行し、目標
の達成とともに質の向上及び人材育成の強化に取り組んでいく。
3−5 業務執行体制の機能性
≪3−5 の視点≫
3-5-①

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業
務の効果的な執行体制の確保

3-5-②

業務執行の管理体制の構築とその機能性

3-5-③

職員の資質・能力向上の機会の用意

（1）3−5 の自己判定
基準項目 3−5 を満たしている。
（2）3−5 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-5-①

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編成及び職員の配置による
業務の効果的な執行体制の確保

学校法人の運営管理は、3-1-②で記述したが、責任体制の確立、明確化を狙いとし、平
成 16(2004)年 8 月から「経営組織」
、「教育・研究組織」、
「診療組織」、
「管理組織」で構
成され、各組織は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
っている（図 3-3-1 管理運営体制の組織図、p60 参照）。
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管理組織は事務局長を組織の長とし、法人事務局と大学事務局で構成される。法人事務
局では企画、広報等の事務を行うが、平成 24(2012)年 4 月から職員の資質向上の支援を強
化するため職員キャリアアップセンターを新たに設置した。大学事務局では教育研究の支
援、学生の厚生補導等の事務を担当している。また、医学教育センター、医学研究センタ
ー、国際交流センター及びゲノム医学研究センターに事務室を設置あるいは事務員を配置
し、教育、研究業務を支援している。全ての学務系の会議には構成員又は事務局として大
学事務部が出席しており、教員と共同で業務を遂行している。教員と職員間のコミュニケ
ーションを円滑に行えるよう教職員合同で合宿勉強会を開催し、意見交換を行っている。
法人事務局には総合企画部、広報室等、大学事務局には大学事務部、総務部、経理部、
施設部、情報システム部等の多数の部署が設置され、それぞれが業務分掌に従って業務を
行っているが、本学を取り巻く環境の変化に的確に対応するため、現体制のあり方につい
ても常に見直しを行っている。
また「部長会」
、
「連絡会議」を月に 1 回開催して情報共有を図り、部署間の連携を強化
している。
本学の職員数は平成 25(2013)年 5 月 1 日現在、正職員 970 人、嘱託職員 4 人、パート
職員 272 人、派遣職員 4 人の計 1,250 人であり、十分な職員数であると考える。適正な人
員配置と業務の見直しを随時行っているが、今後の少子高齢化や人口減社会の急速な進行
等、社会環境の変化に対応できる組織の確立に向けて、今まで以上に厳格な見直しを行っ
ていく。また国際化への対応として有望な外国人事務職員の採用に着手した。今後も新た
な試みに積極的にチャレンジしていく。
人事制度については厳しい社会情勢の続く中で環境の変化に耐え得る体質とするため、
平成 18(2006)年の第 2 次長期総合計画で示された本学の人事制度体系の抜本改革を推進し、
平成 23(2011)年の第 3 次長期総合計画へと継承している。組織を活性化し、生産性の向上
を図り、なおかつ職員の働きがい、やりがいを高めていくために、従来型の年功序列処遇
体系から成果主義的処遇体系への移行を中心に検討し、全面的な見直しを目指している。
昇進昇格制度については、成果及び能力主義に対応するために、昇進昇格試験を平成
24(2012)年 9 月から実施した。昇進昇格試験の実施により、昇進昇格制度が透明化され、
職員のモチベーションの向上につながっている。管理職の登用にあたっては、単なる業務
知識や経験のみならず、問題解決能力、人材を育てる能力、統率力、リーダーシップ、情
熱、視野の広さ、バランス感覚、柔軟性等総合的なマネジメント能力を備えているかをポ
イントとしている。
また、管理者の職務執行能力の維持向上並びに組織の活性化を図るため、平成 20(2008)
年 4 月から役職任期制を、平成 24(2012)年 4 月から役職定年制を導入した。また、これら
の制度を円滑に運営していくために平成 24(2012)年 4 月から職員人事委員会を設置した。
人事考課制度は平成 13(2001)年度より、年度初めに年間の目標設定を行い、年度終了後
達成状況を自己判定し、所属長の判定後、還元面接までのサイクルで毎年実施している。
今後は人事考課に基づき、よりきめ細やかな処遇への反映を検討していく。
3-5-②

業務執行の管理体制の構築とその機能性

本学全体の業務執行の管理体制については、
「学校法人埼玉医科大学寄附行為細則」に副
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理事長、専務理事、常務理事等の職務範囲が明記されており、各業務を所管している。
平成 24(2012)年 12 月から新たに業務監査室を設置し、各部署の活動内容のチェック、
経営目標に沿った施策が効率的に実行されているかなどコンプライアンス（法令順守）へ
の取り組みを強化している。
また各部署において年間事業計画を作成し、年度終了後、事業報告書を作成して年間の
業務遂行状況を検証している。
3-5-③

職員の資質・能力向上の機会の用意

人材育成については OJT を軸とした指導や支援、職員を対象とする研修会や日本私立医
科大学協会等の外部団体による研修会への参加、また通信講座については修了者に受講料
の補助を行い、職員のスキルアップが図られている。また平成 24(2012)年 4 月から職員キ
ャリアアップセンターを設置して組織的、体系的に支援し、人材育成の強化、キャリア開
発を積極的に推進している。平成 24(2012)年度の事務職員フォローアップ研修については
研修内容の見直しを行ったが、より効率的で効果的な研修ができるよう研修の対象者や内
容について随時見直しを行っている。
【職員を対象とする主な研修会】（平成 24(2012)年度、一部病院職員の参加を含む。
）
・職場内研修

103 回開催、延べ 2,162 人参加

・職場外研修

340 回開催、延べ 627 人参加

・通信講座受講

受講者 86 人

・事務職員フォローアップ研修（入職 1、2 年目対象）

参加者 34 人

・新入職員研修
(1) 3-5 の改善・向上方策（将来計画）
正職員のみならず契約職員、パート職員、派遣職員、外注化、アウトソーシングなど多
種多様な雇用並びに運営形態を柔軟に活用して、すべてのマンパワー（ヒューマンリソー
ス）を最も効率的かつ効果的に配置できるよう計画する。
また、短期的ではなく中長期的な視野で職員の活用を総合的に検討し、成果主義的人事
を推進するために、人事制度の公平性、透明性、納得性を基本に諸施策を検討していく。
3−6 財務基盤と収支
≪3−6 の視点≫
3-6-①

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

3-6-②

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

（1）3−6 の自己判定
基準項目 3−6 を満たしている。
（2）3−6 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-6-①

中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

本学が開学して節目の 40 年が経ち、経営理念である「限りなき愛」を基本として様々
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な計画に沿って事業を展開してきた。
現在推進中の第 3 次長期総合計画（平成 23(2011)年度〜27(2015)年度）において、各キ
ャンパスに関連した諸事業の着実な推進による計画を策定している。主な施設・設備計画
は次のとおりである。毛呂山キャンパスにおいては学生ホール並びに東館（新外来棟）新
築工事、サブパワー電気室整備や各建物の耐震補強工事、川越キャンパスにおいては総合
周産期母子医療センター増床工事や高度救命救急センター整備工事、日高キャンパスにお
いては総合グラウンド・体育館及びプールの施設整備などが挙げられる。
年度により事業規模は異なるが直近 5 年間の消費収支状況を検証して見ると、平成
19(2007)年は国際医療センター（日高キャンパス）の開設に伴い、繰越消費支出超過額は
213 億円となった。しかし、平成 22(2010)年度から平成 24(2012)年度までの 3 年間は 27
億円、54 億円、43 億円の消費収入超過となり、繰越消費支出超過額を改善しつつある。
また本学の「学校法人埼玉医科大学資金運用規程」に定めているとおり、資金運用にあ
たっては元本の安全性が最重要課題である。従って従来から元本リスク、期間リスク等を
十分考慮し国債、地方債、政保債等を中心とした、より安全・確実な運用を図っている。
本学の財政状態及び経営状況を示す諸計数を、平成 23(2011)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
ると次のとおりである。
（平成 23(2011)年度の私立医科大学 29 校の数値が直近のデータで
あり比較の参考とした。
）
まず、消費収支計算関係比率の 4 項目は、以下のとおりである。
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
とができる。本学は 90.3％で他校平均 96.1％より 5.8 ポイント低く、平成 24(2012)年
度では 86％となり、この比率が年々減少傾向にある。
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 41.8％で、他校平均
45.1％より 3.3 ポイント低く、平成 24(2012)年度では 41.3％とさらにこの比率が減少し
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・発展のためには必
要不可欠なものである。本学は 42.6％で他校平均 44.2％に比べて 1.6 ポイント低く、平
成 24(2012)年度は 40.7％とさらに低くなった。
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 4.3％で他校平均 4.8％に比べて 0.5
ポイント低く、平成 24(2012)年度は 3.6％となり直近 3 年間でも 4％前後を維持し安定
している。
次に、貸借対照表関係比率の 3 項目は、以下のとおりである。
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
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である。一般的に金融機関等では、200％以上であれば優良と見なしているが、本学は
126.7％で他校平均 245.9％を大きく下回っている。これは将来更新すべき施設・設備資
産の購入資金として、預金等を固定資産勘定である減価償却引当特定資産に計上してい
るためである。平成 24(2012)年度は 151.2％で、当該預金を含めた流動比率は 703.2％
になり極めて健全である。
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 114.0％で、他校平均の 115.5％に比べ
1.5 ポイント低く、平成 24(2012)年度は 110.5％と直近 3 年間の平均も 120％以下と安
定している。
③総負債比率
自己資金に対する負債総額の割合で、他人資金が自己資金を上回っていないかどうか
を見る指標である。100％以下で低いほうが望ましいとされ、本学は 26.3％で他校平均
の 50.9％に比べ 24.6 ポイント低く、平成 24(2012)年度は 23.7％で全く問題ない。
従って中長期的な計画に基づく適切な財務運営が確立されている。
3-6-②

安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

本学は建学の理念に基づき、昭和 47(1972)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(1985)年に川越市に高度救命救急センターを備えた 792 床の総合医療センター
を開設した。年々病床を増加・稼働させ、平成 25(2013)年 4 月には総合周産期母子医療セ
ンターの増床を行い、現在の許可病床数は 991 床となっている。
また平成 10(1998)年に日高市に新キャンパス用地を取得、平成 13(2001)年に文部科学
省より「学術フロンティア推進事業」の認定を受け、日高キャンパスにおける最初の施設
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(2006)年 4 月に医学部と並ぶ
新たな学部「保健医療学部」を開設し、平成 21(2009)年度に第 1 回生が卒業し学校が完成
した。
平成 19(2007)年 4 月には同キャンパスに 600 床を有し埼玉県全域を範囲とした、がん・
心臓に対する高度専門医療に特化し、かつ高度の救命救急医療の提供を目的として「国際
医療センター」を開設した。国際競争力のある世界最高水準の病院づくりを目指し、地域
及び日本の高度専門医療に貢献する中、徐々に病床を増加・稼働させ現在では 700 床とな
っている。
創立以来、教育・研究の充実と病院運営の安定化に向け、教職員が一丸となって取り組
んできた。まず繰越消費支出超過額約 89 億円（平成 24(2012)年度末）の早期解消が課題
ではあるが、平成 24(2012)年度末の総資産は約 1,964 億円となり、年々事業活動及び内部
留保の充実が着実に図られてきている。このうち、自己資金に相当する基本金と繰越消費
収支差額の合計は、約 1,589 億円が確保できており、自己資金比率は 90％を超える高水準
を維持し、強固な財務基盤を確立している。
本学の主な収入は医療収入、学生生徒等納付金及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 24(2012)年度決算では、帰属収入の 8 割を超えており、この医
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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、
教育研究経費で構成されており、教育研究経費は研究経費と医療経費である。
なお、研究経費については、教育環境の整備並びに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、的確な資金運用管
理を組み合わせて、全体的な収支バランスを考慮した財務運営を行ってきている。
よって安定した財務基盤が確立され、収支バランスが確保されている。
（3）3−6 の改善・向上方策（将来計画）
3-6-①で述べたように、各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に
加えて、外部資金の獲得強化策を具体化していく必要がある。平成 24(2012)年度に新たな
学内公募型の研究助成を設けたが、最終的に科学研究費補助金等の公的研究費獲得につな
げられる基盤としたい。また新たな資金獲得のため、寄附金募集活動の取り組みを検討し
ている。特定公益増進法人としての証明や日本私立学校振興・共済事業団の受配者指定寄
附金制度を有効に生かし、地域連携協定を結んだ自治体を含め広く呼び掛けていく。
3−7 会計
≪3−7 の視点≫
3-7-①

会計処理の適正な実施

3-7-②

会計監査の体制整備と厳正な実施

（1）3−7 の自己判定
基準項目 3−7 を満たしている。
（2）3−7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
3-7-①

会計処理の適正な実施

本学は学校法人会計基準、寄附行為、
「学校法人埼玉医科大学経理規程」に則った会計処
理を行っている。日々の会計処理にあたり疑問が生じ判断に迷う場合は、公認会計士ある
いは顧問税理士、さらに日本私立学校振興・共済事業団等に適宜照会しながら適正な会計
処理を行っている。
本学では、現在推進中の「第 3 次長期総合計画」
（平成 23(2011) 年度〜平成 27(2015)
年度）のうち、各項目を単年度の事業計画に区分し予算編成を行っている。
予算の立案及び執行は、
「学校法人埼玉医科大学予算管理規程」により定められた各予算
管理部署の所属長が予算管理責任者としてその任に当たる。
予算編成方針に基づき各予算管理部署が作成した予算申請を受け、経理課担当者はヒア
リングを実施する。その上で各部局責任者及び法人役員（理事長、専務理事）との検討を
重ねながら予算原案を作成する。その後、常任理事会及び評議員会を経て、理事会におい
て事業計画とともに議決される。
決定した予算は経理課が各予算管理部署に通知し、以後毎月報告する予算執行状況表に
よって各部署が予算管理を行う。会計システムでは「部署」
「業務」「予算」の各コードを
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入力することにより部署、業務単位の予算管理が可能になっている。
3-7-②

会計監査の体制整備と厳正な実施

会計監査人による会計監査は、①内部統制、②取引記録、③実査、④計算書類項目、⑤
前年度監査報告書検討事項について行われる。1 回につき概ね 3 人で年間を通じて監査日
数は 35 日（平成 23(2011)年度実績）と十分な時間により適時、適切に実施されている。
監事による会計監査についても、公認会計士としての専門的能力を発揮して監事独自あ
るいは会計監査人との連携による厳正な監査が実施されている。
また、会計監査人及び監事は共に連携を図りながら、理事長、専務理事及び経理部長等
と監査内容について意見交換を行っており、さらに、評議員会、理事会に出席し監査結果
報告及び意見を述べている。
これらにより、会計監査の体制整備は十分であり、かつ監査は厳正に実施されている。
（3）3−7 の改善・向上方策（将来計画）
学校法人会計基準の一部が改正され、平成 27(2015)年度から適用されるに合わせて、本
学の会計が円滑かつ正確に移行できるよう準備を進めていく。
また、会計監査については会計監査人及び監事による監査の重要性を十分認識し、監査
結果について経理部のみならず、他の管理部門も関連する指摘事項をしっかり共有し業務
改善につなげる努力を積み重ねていく。
【基準 3 の自己評価】
経営・管理に関しては、学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめ各種法令及び
本学の諸規程を遵守し、経営理念を基本として策定した長期総合計画に沿い、単年度ごと
の事業計画を掲げて運営にあたり、使命・目的の実現に努めている。
理事会は私立学校法及び寄附行為の定めにより設置され、法人の最高議決機関として適
切に運営している。
評議員会は理事会の諮問機関として、常任理事会は補完機関として十分に機能し、監事
も適正にガバナンス機能を発揮している。
理事長及び学長はリーダーシップを遺憾なく発揮し、経営組織、教育・研究組織、診療
組織、管理組織との意思疎通及び連携を保つとともに、各部門間の円滑な意思決定が図ら
れており、本学の機能が十分に発揮できる管理運営体制が構築されている。
事務体制については適格な人員配置が図られ、業務は適切に執行されており、人材育成
の強化、キャリア開発を推進し、職員の資質・能力の向上に努めている。
財務運営については、全体的な収支バランスを考慮した財務運営を行っており、安定し
た財務基盤が確立され、収支バランスが確保されている。
会計処理については、学校法人会計基準、寄附行為、経理規程に則り、適正に行われて
いる。会計監査体制は整備されており、厳正に実施している。
以上のように、本学は関連法令を遵守し、適正な運営体制、監査体制を構築、厳正な会計
処理を実施しており、基準 3 について十分満たしているものと判断する。
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基準 4．自己点検・評価
4−1 自己点検・評価の適切性
≪4−1 の視点≫
4-1-①

大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価

4-1-②

自己点検・評価体制の適切性

4-1-③

自己点検・評価の周期等の適切性

（1）4−1 の自己判定
基準項目 4−1 を満たしている。
（2）4−1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学学則に掲げた使命・目的を達成するためには、不断の自己点検・評価が必要である
ことは言うまでもなく、本学では教授会を中心として開学以来その努力を続けてきた。さ
らに、平成 3(1991)年 6 月の大学設置基準の大綱化に伴う大学の自己点検・評価に関する
努力義務規定の通達を受けて、平成 4(1992)年 2 月に学長を委員長とする自己評価検討委
員会を発足させ、具体的な自己点検・評価の方策について検討を開始、平成 5(1993)年か
ら「埼玉医科大学年報」の発刊を開始し、学内外に公表してきた。
なお、自己評価検討委員会は、平成 6(1994)年 4 月から自己点検・評価委員会と改称さ
れたが、平成 18(2006)年 4 月の保健医療学部開設に伴い、両学部にまたがる自己点検・評
価委員会として活動することとなり、医学部における自己点検・評価は医学部教員組織運
営会議が、保健医療学部での自己点検・評価は保健医療学部自己点検・評価委員会が実施
する仕組みが構築された。
大学全体としての自己点検・評価は、学長を委員長とする上記の自己点検・評価委員会
が行い、各部署での独自の自己点検・評価に加え、年報の発刊、大学機関別認証評価の受
審、教員人事考課、教員の教育業績評価等を統括している。また、法人による長期総合計
画の策定及び毎年の事業計画作成等により、法人全体の自己点検・評価が図られている。
医学部教員組織運営会議は、平成 23(2011)年 7 月以降、医学部教員組織運営会議・医学
部自己点検評価委員会と改称しており、大学院においても平成 25(2013)年度から、医学研
究科及び看護学研究科のそれぞれで、運営委員会に併せて自己点検・評価委員会を開催す
る仕組みができ上がった。
医学部教員組織運営会議・医学部自己点検評価委員会は、医学部長を委員長とし、副医
学部長、3 病院の院長・副院長、担当理事により構成される。委員会は、教員組織運営会
議と同時開催される。主たる活動は、以下のとおりである。①医学部部分の年報の編纂に
関与し、各部局の自己点検・評価内容を検討し、対応策を審議する、②大学機関別認証評
価における認証評価の基準に合致するように、適宜、医学部内の体制・活動を点検・整備
する、③医学部の人事考課について、関連する指針・実施内容を検討し、結果を評価する
ことにより、各人・各部局の業務内容改善に役立てる、④任期満了した医学部教員の再任
について、この委員会のもとに評価委員会を開催し、人事考課をもとに再任の可否につい
て検討する。以上の審議結果を、全学自己点検評価委員会及び教員代表者会議（医学部教
授会）に報告、提案する。
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保健医療学部自己点検・評価委員会は、学部長を委員長とし、看護学科、健康医療科学
科、医用生体工学科、理学療法学科の 4 学科からの委員各 2 人により構成されている。委
員会は隔月の年 6 回開催され、年度初めに提示された検討課題及び新規事項への対応につ
いて審議し、得られた結論を教授会に報告、提案している。学部開設以来の 7 年間で委員
会として検討・実施してきた事項としては、学生による授業評価、教員への FD 活動、年
報の作成、教員人事考課、Letters to the Dean 制度、授業評価の結果に基づく教員表彰制
度、教育業績評価制度、保健医療学部危機管理委員会規則の策定等が挙げられ、これに加
えて、教育環境整備、学生生活の支援と学生保健管理体制、入学者選抜、広報活動、研究
活動、カリキュラム評価、学生の海外研修、各種規程の整備状況、各種委員会の活動状況、
学部プロジェクト研究の運用状況、教員組織のあり方等の多岐にわたる事項について点
検・評価を行ってきた。
埼玉医科大学年報は、当該年度における大学運営の現状を自己点検・評価し、その結果
を教育研究や大学運営の改善・向上に生かすことを目的とし、学部、大学院、図書館、附
属する各種センター及び各種委員会を対象として年 1 回刊行されてきた。記載される評価
項目は、教育実績、研究実績、診療実績（医学部のみ）、代表的な業績一覧等及びこれらに
対する自己点検・評価と次年度目標である。このように年報の作成を行うことにより、各
部署では教育・研究体制の総合的な自己点検・評価を行うために、PDCA サイクルに基づ
いて当該年度における事業計画を立案・実施するとともに、その成果を年度末までに点検・
評価し、次年度計画に生かしていく形を整えてきた。
大学機関別認証評価については、平成 18(2006)年度に日本高等教育評価機構による認証
評価を受審し、同機構が定める大学評価基準を満たしていると認定されており、さらに、
平成 25(2013)年度に第 2 回目の受審を予定している。なお、認証評価の結果は、評価結果
報告書として同機構より冊子及びホームページにて社会に公表されている。
教員人事考課及び教員の教育業績評価については、基準 2-8 に詳述した（p46〜p 51 参
照）。
法人による長期総合計画の策定については、平成 13(2001)年度の第一次長期総合計画
「夢」に始まり、平成 18(2006)年度の第二次長期総合計画「飛躍」、平成 23(2011)年度の
第三次長期総合計画「誇り」と、5 年毎の見直しと新規計画の策定を通じ、全学を挙げて
中長期的な大学運営の改革と発展に臨んできた。内容は、教育部門、研究部門、診療部門
及び管理部門の 4 部門のそれぞれが、過去の実績の点検・評価結果から得られた 5 年間の
年次計画を提示するものであり、その中からゲノム医学研究センターの開設、創立 30 周
年記念講堂の竣工、保健医療学部の設置、国際医療センターの開院等の日高キャンパス整
備事業、新たな教員組織制度の確立、大学院の機構整備等の大改革が実現されてきた。
各部署による事業計画の作成は総合企画部を主管として年 1 回行われ、法人としての新
年度事業計画の策定の基礎資料として使われている。各部署では目標として掲げた各事項
に対して、当該年度における達成状況を自己点検・評価し、次年度の計画立案に生かして
いる。
以上のように、本学では教育研究活動の改善向上を図るために、自己点検・評価委員会
を中心に、教育研究活動に関わる各種の事項について、恒常的かつ定期的な自己点検・評
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価を実施し、教育研究内容の改善や新たな計画の導入を果たしてきた。さらに、法人によ
る長期総合計画の策定、年度ごとの事業計画の点検評価も継続されている。これらの事実
を総合し、基準 4−1 を満たしていると判断した。
（3）4−1 の改善・向上方策（将来計画）
本学における自己点検・評価体制については、教育研究活動に関する適切な自己点検・
評価と、評価結果への迅速な対応により多くの実績を上げてきており、機能的に大きな問
題はない。
4−2 自己点検・評価の誠実性
≪4−2 の視点≫
4-2-①

エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価

4-2-②

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析

4-2-③

自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表

（1）4−2 の自己判定
基準項目 4−2 を満たしている。
（2）4−2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学では、年報、長期総合計画及び年度ごとの事業計画の策定にあたっては、数字で裏
打ちされたデータの提示を求めることとしており、エビデンスを重視した自己点検・評価
を心がけている。また、年報は学内 LAN を通じて公表され、学内各部署での情報共有を
可能としており、さらに、学外向けホームページや国立国会図書館その他の図書館への CD
送付を通じて、広く社会に公表している。
これらの自己点検・評価にあたり、これまでは各部署が個別にデータを収集・管理し、
必要に応じて他部署のデータを合わせて分析・整理するという手法がとられてきた。個々
の部署では十分な調査のもとでデータを収集し、その管理も適切に行われてきたが、大学
全体を俯瞰した自己点検・評価を行うには、必ずしも適切な体制ではない。
大学全体としての問題点の整理とその解決策の検討には、これらのデータを多角的に集
計・分析・視覚化することが必要と考え、本学では平成 24(2012)年 7 月に、学長を委員長
とした Institutional Research (IR)準備委員会を設置し、IR を実施できる体制を構築する
こととした。
現時点での進行状況としては、IR 実施体制構築の第 1 段階として、教学部門の様々なデ
ータを、医学部では医学教育センター医学部ブランチの教育情報部門に、保健医療学部で
は同学部事務室に蓄積し、統計表と視覚化した解析結果を出力できる仕組みを構築中であ
る。今後はさらに専門化した IR 部門として発展できるよう、国内外の状況も参考に検討
を重ねていく。
以上のように、本学では各部署での十分な調査・分析によるエビデンスに基づいた資料
によって自己点検・評価が行われている。また、自己点検・評価の結果は学内 LAN を用
いて共有され、学外向けホームページを通じて社会へも公表されており、基準 4−2 を満
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たしているものと判断した。
（3）4−2 の改善・向上方策（将来計画）
大学及び法人全体としての教育・研究・診療及び管理体制の改善・向上を図るために、
本学では平成 24(2012)年度から IR 機能の導入を目的とした IR 準備委員会を設置し、IR
実施体制構築のための活動を開始している。
4−3 自己点検・評価の有効性
≪4−3 の視点≫
4-3-①

自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性

（1）4−3 の自己判定
基準項目 4−3 を満たしている。
（2）4−3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
大学における教育研究、診療及び大学運営・管理では、もともと PDCA サイクルの考え
方が内在し、本学においても大学開設以来、それぞれの部署で自己点検・評価に基づく事
業内容の改善・向上を目指した努力が続けられてきたが、部署単位での自己点検・評価に
は限界があり、大学全体としての取り組みとするには不十分な状態であった。
しかし、平成 5(1993)年、埼玉医科大学年報が発刊・公表され、各部署での情報共有と
相互のチェック体制が可能となったこと、また、年報の原稿作成にはデータに基づいた目
標の達成状況、当該年度の実績と自己点検・評価、それに基づいた次年度目標の設定が求
められたことが、本学における PDCA サイクルの体制と機能を確立する原動力となった。
現在では、年報の発刊に加えて、病院要覧、長期総合計画や事業計画の策定等、各部署に
おける自己点検・評価の仕組みが効率的に機能しており、その結果を医学部及び保健医療
学部の教授会、大学院研究科委員会、さらに理事会において検証することで、大学全体の
改善・向上につなげることが可能となっている。
以上のように、本学では PDCA サイクルの考え方に適合する組織改善の仕組みを整えて
きており、基準 4−3 を満たしていると判断した。
（3）4−3 の改善・向上方策（将来計画）
特になし。
［基準 4 の自己評価］
本学では自己点検・評価委員会を中心に、エビデンスに基づく恒常的かつ定期的な自己
点検・評価を実施しており、その結果を教育研究をはじめとする大学運営の改善・向上に
つなげる体制を構築してきた。しかし、適切な自己点検・評価を実施し、そのための十分
な調査とデータの収集・解析を行って、大学全体の更なる改善・向上を目指すためには、
IR 機能の充実が不可欠であり、現在、その確立を目指した活動を開始している。
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価
基準Ａ．社会性・国際性
A−1 社会的活動
≪A−1 の視点≫
A-1-①

地域社会に貢献する活動

A-1-②

公共団体（国・自治体）に貢献する活動

A-1-③

公益的組織（学会等）に貢献する活動

（1）A−1 の自己判定
基準項目 A−1 を満たしている。
（2）A−1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
A-1-①

地域社会に貢献する活動

【地域医学･医療センターの活動】
本学の起源は地域医療を担ってきた総合病院であり、その建学の理念は、すぐれた実地
臨床医を育成し社会に貢献することである。特に地域社会への貢献は、本学が最も重視し
てきた課題である。本学では設立以来、大学病院の診療を通じて、先進医療のみならず、
地域密着型の医療を展開してきた。平成 18(2006)年 8 月には、それをさらに推し進め、地
域社会に幅広く貢献するために、地域医学･医療センターを設立した。
地域医学･医療センターの方針は、①予防医学に立脚した満足度の高い保健・医療･福祉
サービス提供システムの構築、②地域医療に貢献できる医師・医療従事者など地域医療に
関わる人材の育成、③地域医学・医療に関する集約的･集学的研究の展開であり、卒前から
卒後初期研修の地域医療研修までの地域医療に関する教育研修を担当する他、社会的視野
を持った医療人を育成するための低学年からの早期体験実習や導入教育を計画担当し展開
してきた。さらに、地域保健･地域医療に関する地域の課題に関して、学校、行政と連携し、
地域社会に貢献する活動を行ってきた。
平成 18(2006)年からは、埼玉県東松山市において東松山市立市民病院のあり方委員会に
参加するなど、比企地域の地域医療体制の構築に関わった。平成 19(2007)年度からは、高
齢者医療確保法に基づく特定健康診査・特定保健指導の導入に伴い、毛呂山町健康づくり
アドバイザーとして特定健康診査･保健指導の実施方法の検討や実際の保健指導に関わる
など、毛呂山町の健康づくりに寄与し、それまで老人保健基本健診受診率が低かった毛呂
山町において、平成 23(2011)年度には毛呂山町国民健康保険加入者の特定健康診査受診率
が 40％以上となるなど、県内でも受診率が上位になった。学校保健領域では、毛呂山町、
坂戸市の小中学校を対象に平成 19(2007)年より学校感染症による出席停止数を Web を用
いて随時収集するとともに、週に 1 回週報を作成し、学校での感染症流行状況をタイムリ
ーに学校、教育委員会に還元する活動を継続している。この間平成 21(2009)年の新型イン
フルエンザの流行に際しては、学校ごとの流行状況を情報提供するなど、流行対策に寄与
することができた。この取り組みを通して、大学近隣の市町村である毛呂山町、越生町の
養護教諭や、毛呂山町、日高市の学校保健委員会における保護者に対する健康に関する講
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演、鳩山町の教育委員会主催の講演など、地域における健康の保持増進に関する知識の普
及啓発を行った。また、埼玉県がん検診統一集計の分析に協力し、埼玉県がん対策推進協
議会の委員として第二次がん対策推進計画の策定に関与している。
平成 20(2008)年度より埼玉県立大学が開講する専門職連携教育に本学医学部 4 年生が参
加し、地域医療機関･福祉施設において、専門職を目指す複数の学科の学生が共に学ぶこと
を通して、地域に貢献できる専門職の育成に関わり、埼玉県立大学が運営する入間東、入
間西専門職連携推進会議のメンバーとして地域の専門職の連携に関わった。
直接的な診療以外の面から社会医学的、予防医学的な視点から、地域社会に貢献するた
めに、公共団体を初めとする地域の関連機関と連携するための土台作りを行った。
【その他の地域健康推進活動】
保健医療学部看護学科においては、保健医療学部開設以来、近隣の市町を対象に様々な
取り組みを展開してきた。
地域看護学領域では、平成 18(2006)年度より 24(2012)年度まで、継続して日高市健康
づくり応援隊事業を受託し、地域健康づくり調査や新規事業における保健活動の計画立案
に携わってきた。平成 22(2010)年度からは日高市心の健康づくり事業として、市内の公民
館に出向き、
「心も体もリラックス」
、
「心も体もリラックス Part 2」として、自殺予防講
座・ストレッチ体操・アロマハンドケア・ハーブティ試飲を組み合わせた内容やコミュニ
ケーションスキルの学習を行い、平成 20(2008)年度より日高市、平成 22(2010)年度より
毛呂山町の健康まつりに、平成 20(2008)年には日高市双子ちゃんミニフェスタに学生ボラ
ンティアを引率して参加してきた。平成 22(2010) 年度･平成 23(2011)年度には、理学療法
学科と共同で日高市健康体操制作業務として、体操制作、モデル事業実施、事前と事後の
変化の評価を担当した。近隣の保健師の育成を目指して、平成 21(2009)年度より埼玉医科
大学保健師活動研究会を立ち上げ、近隣行政保健師対象に研修会を開催した。その他、看
護学科教員有志による子育て支援活動推進プロジェクトとして、平成 19(2007)年度より
23(2011)年度まで子育ておしゃべり広場を開催し、地域の子育て支援に貢献するなど、地
域の保健師活動を直接的、
間接的に支援するとともに、地域の保健師の育成に取り組んだ。
本学は埼玉県内唯一（防衛医大を除く）の医学部を有する医療系総合大学として、地域
の保健医療福祉に関して、専門的な立場で地域保健医療分野の教育に関わり、各委員会の
委員として参加し、地域の保健医療福祉従事者の育成に寄与している。具体的には、埼玉
県の保健医療福祉に関連する委員、その他県内市町村の保健医療福祉介護に関連する委員
等を委嘱されている教職員、県内の保健医療福祉に関連する教育機関（大学、専門学校等）
における非常勤講師を委嘱されている教職員など、多くの教員が地域活動を行っている。
平成 17(2005)年度からは、毎月、川越駅近くの本学川越ビルにおいて、市民公開講座を
開催し、地域住民の皆様の健康増進に役立つ講演を行っている。学外向けホームページや
東武東上線の電車内の中吊り広告等で積極的に情報開示し、積極的に広報活動に努めてい
る。
現在まで、延べ 93 回（毎開催 2 回から 3 回の講演）開催され、毎回百数十人、延べ約 1
万 2,000 人以上の参加者を得ており、今なお、多くの市民の皆様から好評を得ながら継続
されている。
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図 A-1-1 市民公開講座の電車内中吊りポスター
【診療部門における地域連携活動】
本学病院群は、連携施設との相互の情報交流による地域医療連携を構築し、地域医療に
貢献することを目的として、平成 10(1998)年 3 月より、年 2 回、
「埼玉医科大学・連携施
設懇談会」を開催し、活動を行っている。参加人数は毎回 400 人を超える。今後もさらに
親密な関係を築き、地域の医療を守るために地域の医療機関の診療機能を十分に生かした
医療分担の確立とともに、患者のために安心で安全な医療を提供する医療連携体制の構築
に取り組んでいる。
また本学病院群は、災害時医療支援活動も随時行っている。総合医療センター及び国際
医療センターでは、共に災害拠点病院の役割を果たすべく、大規模災害や事故などの発生
時に被災地に迅速に駆けつけ救急治療を行う埼玉県災害派遣医療チーム「埼玉 DMAT
(Disaster Medical Assistance Team)」の運営協力を行っている。埼玉 DMAT 指定病院（総
合医療センター：平成 18 年(2006)年 7 月、国際医療センター：平成 22(2010)年 12 月）に
指定され、様々な研修・訓練に参加して専門的な知識を身につけ、地域の災害時における
救急医療体制の充実に寄与している。東日本大震災の発生直後には派遣依頼を受け出動し、
災害派遣医療活動を行った。東日本大震災における本学の医療支援活動では、法人本部で
3 病院の窓口情報を一元化し、大学として気仙沼市立病院をはじめ南相馬市立総合病院（全
国医学部長病院長会議からの要請）等、被災地へ合計 36 の医療チームを派遣し、延べ 605
人が、延べ日数 191 日にわたって、医療支援に取り組んだ。また一連の医療支援活動を受
け、危機管理体制の確立に向け、各病院において医療支援の活動報告会を開催し一連の対
応を検証し危機管理体制の向上に努めた。
大学病院では、オンライン予約システム「カルナ」（埼玉医科大学病院地域連携サービ
ス）を構築し、平成 22(2010)年 4 月より、インターネットによる診療予約、検査予約のサ
ービスを開始した。24 時間 365 日アクセスが可能で、随時空き状況を把握でき、確実な
予約が可能となった。診療予約は 25 診療科、検査は MR、CT、心臓超音波、腹部・乳腺・
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甲状腺超音波、上部内視鏡検査の予約ができる。この予約システムによる平成 24(2012)
年の受診件数は 1,163 件（平成 23(2011)年は 820 件）で年々増加しており、地域の医療機
関との一貫性のある医療提供に貢献している。また、地域の先生方とのきめ細かい情報交
換を行い病診連携を深めるため、
「シンフォニー（紹介患者報告会）」を新たに開催した。
紹介元医療機関の地域の先生方に、患者のその後の経過を主に診療科の特色等も交えなが
ら、顔の見える形で報告を行う会である。紹介元の先生方からもご発言いただき、病診連
携をさらに深める第一歩となった。
総合医療センターでは、独自にコンパクトで地域性に合った懇談会として、近隣医療機
関との「意見交換会」を平成 25(2013)年 3 月に新たに開催した（18 連携病院／合計 61 人
参加）。連携病院の先生方から率直な意見を伺い顔の見える関係を築き、よりスムーズな患
者の受け入れ及び転院先の確保に向けた双方向の交流に努め、更なる地域連携の強化に取
り組んでいる。また、埼玉県唯一の高度救命救急センターを有する病院として、平成
19(2007)年 10 月より専用機によるドクターヘリの運航を開始した。15 分以内に埼玉県内
のほとんどの地域に到着することができ、埼玉県全域にわたる救命救急医療に貢献してい
る。県や医師会、県警、消防などで構成する「運航調整委員会」の開催や、埼玉県・飯能
市総合防災訓練（九都県市合同防災訓練）への参加など、関係機関との連携強化を図り円
滑な事業運営に努めた結果、平成 24(2012)年度運航実績は 353 回（前年度比 51 回増）と
なった。引き続き地域住民の救急医療ニーズに的確に応えるため、関係する消防本部との
連携を密にし、出動要請件数をさらに伸ばすことに努め、一人でも多くの命を救い、救命
救急医療に貢献していく。
国際医療センターでは、平成 19(2007)年 4 月より、地域の先生や医療関係者を対象に、
地域の病院との情報交換の場として、
「国際医療センター地域医療連携懇話会」を定期的に
開催している。診療科の紹介や医療現状の紹介を行うとともに、地域の先生方にも発表い
ただき意見を伺うなど、相互連携が図られている。また連携医療機関と共有している症例
についての成果発表の場にもなっている。平成 24(2012)年度は計 6 回開催し、総数 382
人が参加している。また、平成 24(2012)年度の診療報酬改定に伴い、「感染防止地域連携
カンファレンス」を地域の医療機関の方々を交え、平成 24 年(2012)年 5 月より開催（年 4
回）している。地域の医療機関と連携して感染防止対策の充実、推進を図ることを目的と
して、各医療機関で行われている感染防止対策についての意見交流、事例検討を行うなど、
感染防止対策の強化に取り組んでいる。
A-1-②

公共団体（国・自治体）に貢献する活動

国や自治体に関する活動としては、平成 24(2012)年度は、本学から、裁判所専門委員及
び鑑定人候補者約 30 人、政府・自治体の委員会委員 13 人（政府 6 人、埼玉県 7 人）、国
家試験作成委員 8 人（医学部 6 人、保健医療学部 2 人）が選ばれ、公共体への貢献を行っ
ている。
A-1-③

公益的組織（学会等）に貢献する活動

公益的組織に関する活動としては、多数の教員が、各学会の理事・評議員として運営に
携わっている。また、各科において多くの学会も主催している。さらに、国内外を問わず、
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多数の教員が、学会誌の査読にあたっている。
以上、本学は、地域・医学医療センターの活動や市民公開講座などを通して、地域社会
へ貢献し、また公共体関連委員活動や災害支援活動により公共体への貢献を行い、さらに
活発な学会活動によって公益的組織にも貢献している。これらの活動により、本学の社会
的活動は十分であると考え、基準 A−1 を満たすと判定した。
（3）A−1 の改善・向上方策（将来計画）
地域医学・医療センターは専任教員が着任してからの 5 年間で地域社会に貢献するため
の連携づくりを進めてきた。これらを基盤として、今後、地域と大学とが連携するための
窓口として機能できるよう学内体制を構築する。また、平成 24(2012)年度に文部科学省大
学間連携共同教育推進事業に埼玉県立大学が代表校として申請した「彩の国大学連携によ
る住民の暮らしを支える連携力の高い専門職育成」の取り組みが選定されたことから、埼
玉県立大学、城西大学、日本工業大学と連携し、今後、全国一のスピードで高齢化する埼
玉県において、連携力（高い専門性を基盤にしたコミュニケーション能力）の高い人材の
育成に取り組む。
A−2 国際的活動
≪A−2 の視点≫
A-2-①

国際的視野をもった活動

A-2-②

教育環境の国際基準への適合

（1）A−2 の自己判定
基準 A−2 を満たしている。
（2）A−2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
本学では平成 17(2005)年から国際交流センターを設置し、本学と諸外国との学術、文化、
教育、研究、診療等に関する交流を支援・推進している。
平成 7(1995)年度に発足した学生相互交換留学制度 Student Exchange Program は、医
学部 4 年生の学年末に 22 人を選抜し、5 年生前半の半年間で英語学習、コミュニケーショ
ン技術を学習するコースを課外で行い、海外からの留学生とともにキャンプを行い、夏季
休暇中に提携校へ留学するプログラムである。海外の提携校は、リンシューピン大学（ス
ウェーデン）
、シャリテ医科大学（ドイツ）、ボッフォム大学（ドイツ）、リバプール大学（イ
ギリス）
、センメルワイス大学（ハンガリー）
、ペーチ大学（ハンガリー）、チャンガン大学
（台湾）、アルバートアインシュタイン医科大学（アメリカ）、ジョーンズホプキンス大学
（アメリカ）
、マニトバ大学（カナダ）の 10 校である（図 A-2-1 参照）
。
現在まで 341 人を海外の提携校へ 1 ヵ月の臨床実習に派遣してきた。同時に海外提携校
からの外国人交換留学生の受け入れも 279 人に及んでいる。帰国後は後述の教員短期留学
者とともに学生、教職員を対象として公開している帰国報告会における報告を義務付けて
いる。
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図 A-2-1 海外の提携校
学生時代から海外の医療事情に触れることにより、より国際性を持った優れた医療人の
育成に貢献している。また各臨床の現場においても、海外からの留学生を受け入れ研修指
導することにより現場の活性化に役立っている。
さらに、平成 18(2006)年より開始した医学部・保健医療学部の 1 年次及び 2 年次の低学
年を中心とした春季語学・医療研修にも力を入れている。アメリカ・サンフランシスココ
ースとオーストラリア・ゴールドコーストコースの 2 ヵ所にて実施している。学生は 2 週
間、現地でホームステイをしながら、病院見学と語学研修を行うプログラムである。参加
費の一部を大学で補助し、より多くの学生が参加できるよう援助している。
また、不定期の開催ではあるが、英語教育の一助として学部や学年を問わず多くの学生
が気軽にネイティブスピーカーや外国人留学生と交流をもてる場として〝English Café〟
を企画・開催している。
楽しく自然に英会話の練習ができるため学生にも好評を得ている。
教職員に対しては平成 21(2009)年度に教員短期留学制度を発足した。毎年 5 人の留学志
願者を募集し、若手の医師、研究者の海外留学を積極的に奨励している。3 ヵ月間の短期
間であるが、給与全額保障、渡航費も援助される。特に 3 大学との研究者の相互交換留学
制度がある。その他、担当診療科毎に、1 年以上の留学の奨励や、外国からの研修・留学
生受け入れを行っている。また、海外からの研究者に対する奨学金制度がある。
医学教育における評価の国際基準としては、世界医学教育連盟グローバルスタンダード
基準があり、国際水準の医学教育という視点も必要である。現時点で、日本の医科大学、
医学部で正式にその基準による国際認証を得ているところはないが、本学でもそういった
視点からの検討を始めている。基準 2-2 で述べたように、医学部では、将来の医学教育を
考える「今後の医学教育の方向性に関するワーキンググループ」が平成 23(2011)年 9 月に
学長の下に設置され、第 3 班（森茂久委員長）が、国際認証を担当し検討している。本学
の医学部においては、現時点でも既に基本的な国際基準は満たしていると考えるが、臨床
実習時間と試験回数等については改善を検討している。
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以上、学生相互交換留学制度は、学生の国際的視野を広め、国際人として活躍するモチ
ベーションを高める上で、また海外の大学との友好関係を築く上で、大きな役割を果たし
ている。また、国際的な基準にも適合できる医学教育体制も整いつつある。本学の国際的
活動は十分であると考え、基準 A−2 を満たしていると判定した。
（3）A−2 の改善・向上方策（将来計画）
学生相互交換留学制度は大きな成果を上げているので、今後は海外からの留学生や研究
者をより多く受け入れるための魅力的なプログラムを策定し、さらに充実させていく。
［基準 A の自己評価］
本学は、地域・医学医療センターや市民公開講座などによる地域社会への貢献、公共体
関連委員活動や災害支援活動による公共体への貢献及び学会活動による公益的組織への貢
献などの社会的活動を活発に行い、また、学生相互交換留学制度などの国際的活動によっ
て国際交流を盛んに行っている。本学の社会的活動、国際的活動はともに十分であると判
断している。
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基準Ｂ．研究
B−1 研究倫理
≪B−1 の視点≫
B-1-①

研究倫理の評価体制の整備

B-1-②

研究倫理の遵守

（1）B−1 の自己判定
基準項目 B−1 を満たしている。
（2）B−1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
B-1-①

研究倫理の評価体制の整備

「研究倫理の評価体制の整備」に関しては、埼玉医科大学に 5 つの倫理委員会が設置さ
れており、倫理審査体制が整備されている。埼玉医科大学倫理委員会は学長が最終責任者
となる研究の倫理審査を担当する委員会で、両学部委員と外部委員から構成され、同時に
医学部倫理委員会も兼ねている。保健医療学部倫理委員会は学部長が最終責任者となる研
究の倫理審査を担当する委員会、3 病院の倫理審査委員会はそれぞれの病院長が最終責任
者となる臨床研究や疫学研究の倫理審査を担当している。各倫理委員会に対応する規程が
整備されており、同時に「臨床研究に関する倫理指針」に基づいて厚生労働省の倫理審査
委員会情報サイトに登録され、審査委員一覧や審査手順書が公表されている。また、埼玉
医科大学倫理委員会はヒトゲノム遺伝子解析研究の審査や先端医療の審査も担当しており、
さらにヒト幹細胞研究に特化した専門部会も設置している。埼玉医科大学の 5 つの倫理委
員会は独自に倫理審査を行っているため、埼玉医科大学倫理委員会には他の倫理委員会か
ら 1 人以上の兼任委員の出席を求めており、各倫理委員会議事録の報告を通して調整すべ
き問題を埼玉医科大学倫理委員会で検討している。
各倫理委員会で承認された研究の責任者は、
年 1 回実施報告書を各倫理委員会に提出し、
研究の進捗状況を報告することになっている。さらに、埼玉医科大学倫理委員会では年に
1 回外部から監査委員を招き、ヒトゲノム遺伝子解析研究の実施状況について、倫理委員
会事務局と委員の立会いの下に実地調査を行っている。監査結果は学長に報告され、全て
の研究者にフィードバックされている。
また、埼玉医科大学倫理委員会の委員に対する教育は、委員同士による倫理指針の読み
合わせや年 2 回の医学系大学倫理委員会連絡会へ委員を派遣することにより、最新情報の
収集に努め、全委員で情報を共有している。研究者に対しては、インターネット上に臨床
研究を実施する研究者に対する e-learning のサイトがあり、埼玉医科大学倫理委員会に研
究の倫理審査を申請する場合は e-learning の受講を義務付けている。
研究費の適正使用に関しては、
「公的研究費の管理・監査の法人責任体制」を毎年定め、
特別監査並びに一般監査を実施している。それとは別に文科省科研費、厚労省科研費の採
択者を対象に毎年 7 月に研究費の取扱説明会を開催している。数回の説明会を開催するこ
とにより、全員受講を義務付けている。さらに、利益相反の管理に関しては、埼玉医科大
学利益相反管理委員会が設置されており、公的研究資金を得た研究については毎年 1 回自
己申告に基づいた利益相反の審査･管理を行っている。平成 24(2012)年度は合計で 244 件
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の申請を受け付け、審査結果を学長に報告すると同時に、研究者個人に審査結果を文書で
通知した。また、公的研究資金以外の資金を用いた臨床研究の場合は、各病院の倫理審査
委員会に申請する時に、利益相反に関する自己申告書の提出を求めている。
論文ねつ造などを含むその他の研究倫理に関しては、
「学校法人埼玉医科大学研究活動の
不正行為の防止等に関する規程」を定めて管理している。
B-1-②

研究倫理の遵守

「研究倫理の遵守」の状況は、以下のとおりである。
1）利益相反に関しては「深刻な利益相反が懸念される」と判断された事例はこれまで存
在していない。
2）研究費の適正使用に関しては公的研究費を中心に管理を行っているが、この 7 年間に
「管轄省庁に報告の必要あり」と判断された事例は存在していない。
3）その他の研究倫理に関しては、
最近 7 年間に 3 例に対し学内処分（1 例は諭旨退職処分、
2 例はけん責処分）を行った。いずれも論文作成に関わる問題であった。
結果を学外から閲覧可能なホームページに公表し、全研究者に注意喚起を促すと同時
に、再発防止の対策として「論文投稿報告書」の提出を義務付けた。これにより、論文
投稿時に倫理審査の状況や学内規程の遵守状況を自己診断させている。
以上、論文作成に関わる倫理面で 3 件の不祥事が発生したが、結果を公表して再発防止
策をとっており、基準 B-１を満たしているものと判断した。
（3）B−1 の改善・向上方策（将来計画）
大学として、医学生に対する倫理に関する講義はあるが、卒業後の研究者に対しての教
育が不十分であるため、全学として取り組む体制を整備する。具体的には、文科省の主導
プロジェクトで、研究者育成のための行動規範教育を標準化し教育システムをe-learning
として全国展開されるという、
「CITI Japanプロジェクト」への参加を平成26(2014)年度
から予定している。このため、平成25(2013)年3月15日に開催されたCITI Japanプロジェ
クトセミナーに大学教員を参加させた。
B−2 研究環境
≪B−2 の視点≫
B-2-①

研究支援体制の整備

B-2-②

研究施設の整備と運営・管理

B-2-③

研究員の人員と配置

（1）B−2 の自己判定
基準項目 B−2 を満たしている。
（2）B−2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
B-2-①

研究支援体制の整備

「研究支援体制」は、医学研究センター、大学事務部、経理部が役割を分担することに
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より整備されている。医学研究センターは、以下の 7 部門で構成され、それぞれが異なる
視点から研究を支援している。
1）研究支援管理部門
外部資金獲得の支援や学内グラントに関わる。平成 24(2012)年度から学内グラント
の申請システムを文科省科研費申請と連動されるように変更した。
2）知財戦略研究推進部門
知的財産の管理や TLO 活動に関わる。
3）共同利用施設運営部門
各種共同利用施設の運営に関わる。
4）安全管理部門
RI、DNA、薬物、環境、動物、感染など、研究活動における安全管理に関わる。
5）フェローシップ部門
大学院生以上助手未満への経済的支援に関わる。
6）研究主任部門
医学部の全基本学科及び保健医療学部の各学科と医学研究センターの情報共有に関
わる。
7）研究評価部門
研究活動の内部評価や外部評価に関わる。

図 B-2-1 医学研究センター組織図
毛呂山キャンパス（医学部）
、日高キャンパス（医学部）、日高キャンパス（保健医療学
部）、川越キャンパス（医学部）の全キャンパスから選出された構成員からなる運営会議を
月に 1 度開催し、活動している。部門内での会議も必要に応じながら開催されている。
大学事務部医学部事務室庶務課は、文部科学省科学研究費に関する申請・報告について
機関の事務窓口となり全学を統括している。経理部研究支援課は、厚生労働省科学研究費
に関する申請・報告の機関窓口業務に加え、文部科学省の科学研究費も含めた全ての競争
的資金と呼ばれる公的研究費の学内執行を全学的に管理し、定期的な内部監査も実施して
いる。
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B-2-②

研究施設の整備と運営・管理

研究施設の整備と運営・管理の状況は、以下のとおりである。
上記 3）の共同利用施設運営部門は毛呂山キャンパス（医学部）、日高キャンパス（医
学部）、川越キャンパス（医学部）の各キャンパスから選出された 7 人の構成員からなり、
全学的視点で研究体制を整備することを前提として、研究設備・機器・材料等の情報の管
理と配信、共同利用実験室の運営等を遂行し、共同研究の推進に寄与している。
医学部においては基本学科、保健医療学部においては各学科がそれぞれ有する固有の研
究スペースの他に、各キャンパスに共同利用研究施設が存在する。
1）毛呂山キャンパス（医学部）
機能部門、形態部門、RI 部門、実験動物部門からなる中央研究施設を有している。機
能部門は、基礎的研究機器、遺伝子工学関連、蛋白科学関連研究機器、P2 実験室、低温
実験室等を使用する研究者の支援と設備の管理運営を担当している。形態部門は、電子顕
微鏡、共焦点レーザー顕微鏡、細胞培養関連設備等の管理運営を使用する研究者の支援と
設備の管理運営を担当している。RI 部門は、ラジオアイソトープを取り扱う専用管理区
域を整備し、ラジオイムノアッセイ、液体シンチレーション測定、オートラジオグラフィ
ー等の実験の遂行を支援し、RI 取り扱いに関わる教育訓練と使用される RI の厳格な管理
を行っている。実験動物部門は、研究用実験動物の飼育室、専用実験室を整備し、各種動
物実験の遂行を支援するとともに実験動物の取り扱いに関わる教育訓練、法律的管理を行
っている。各部門は、最新の研究手法等の情報の収集を行い、随時提供し各種のセミナー
を開催している。また、受益者負担を原則とした予約制の共同利用実験室も運用されてお
り、固有の研究スペースが十分でない研究者の活動を施設全体で支援している。
2）日高キャンパス（医学部）
ゲノム医学研究センターには、プロジェクト研究部門、RI 施設、動物実験施設がある。
国際医療センターは教員棟の 1 フロア（実験室 4 室、共同実験室 1 室、細胞培養室 1 室、
フリーザー室 1 室）を研究施設として使用している。
3）川越キャンパス（医学部）
総合医療センターには、動物実験施設、RI 研究施設、共同利用研究施設、電子顕微鏡施
設、細胞プロセッシング室で構成される研究部が存在し、教員の研究活動を支援している。
4）日高キャンパス（保健医療学部）
学部棟内に動物実験施設を設置している。
B-2-③

研究員の人員と配置

「研究員の人数と配置」の状況は、以下のとおりである。
医学部においては基本学科内に研究主任、研究副主任、研究員をおいている。基本学科
を構成する教員はこの 3 つの職位のうち 1 つを必ず有している。医学部全体におけるその
内訳は、研究主任 114 人、研究副主任 112 人、研究員 570 人である。
保健医療学部においては全教員が研究員を兼ねており、総数 95 人である。また、共同
利用施設に所属する教員と職員の総数は、以下のとおりである。

88

埼玉医科大学
中央研究施設 20 人、ゲノム医学研究センター6 人、総合医療センター研究部 9 人、国際
医療センター0 人、保健医療学部 0 人。大学院教員は 564 人で、博士課程在籍者 81 人、
修士課程在籍者 40 人の研究活動を支援している。
以上、本学では研究環境の整備が適切に行われており、基準 B-2 を満たしているものと
判断した。
（3）B−2 の改善・向上方策（将来計画）
先進的な大学ではすでに整備が始まっているところの教職員が一体となった「リサーチ
アドミニストレーション」体制を検討している。このために、平成 25(2013)年 4 月 2 日に
開催された私立医科大学協会主催の研究体制検討委員会に参加し、慶応義塾大学における
体制整備の情報を得た。
B−3 研究業績
≪B−3 の視点≫
B-3-①

論文、学会発表、特許

B-3-②

業績評価

B-3-③

外部資金獲得

（1）B−3 の自己判定
基準項目 B−3 を満たしている。
（2）B−3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）
B-3-①

論文、学会発表、特許

論文、学会発表などの情報は研究業績データベースに個人が入力したデータをベースと
してまとめている。この情報の管理（質問への対応やパスワードの発行など）には医学研
究センター研究評価部門があたっている。特許に関する情報は医学研究センター知財戦略
研究推進部門が一元的に把握している。印刷体としての年報にはこのようなデータを基本
学科（保健医療学部では学科）単位でまとめて記録に残している。
平成 23(2011)年度の医学部における著書・論文発表は 1,854 件、学会発表は 2,989 件、
保健医療学部における著書・論文発表は 91 件、学会発表は 267 件であった。平成 24(2012)
年度は集計中である。
平成 24(2012)年度の特許出願については医学部の法人承継は 8 件、保健医療学部 4 件で
あった。特許を含む知財活動状況については、本学は私立医科大学中第 3 位という高いレ
ベルを示している。国公立大学を含む全ての大学においても 17 位につけている。
B-3-②

業績評価

業績評価は人事考課を介して行われている。全教員が一定の基準を設けて自己評定を行
い、医学部ではこれをもとに直属の教育主任、研究主任、診療科長がそれぞれ、教育、研
究、診療面での 1 次評定を行う。2 次評定は医学教育センター長、医学研究センター長、
病院長が行っている。また、保健医療学部では 4 学科の学科長が教育及び研究面での 1 次
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評定を行い、学部長が 2 次評定を行っている。若手の原著論文は重く評価するなど、若手
のモチベーション向上を図っている。また、さらに定量的な評価を目指して、医学部では
研究活動をポイント化する作業も開始した。
B-3-③

外部資金獲得

外部資金獲得については、大学事務部庶務課、経理部研究支援課、医学研究センター研
究支援管理部門の連携によって管理されている。平成 25(2013)年度、文部科学省科学研究
費の医学部における獲得額は 115 件、2 億 2,102 万円で、保健医療学部においては 8 件、
1,066 万円であった。総計 123 件、2 億 3,168 万円と増加傾向にある。
申請件数を増やし、資金獲得を振興するため、B-2-①にも記載したように平成 24(2012)
年度から学内グラントの申請システムを変更した。具体的には、申請資格者を「前年度の
文科省科研費に応募したが採択されなかった者」とし、文科省・日本学術振興会での審査
結果も学内評価の参考にして学内グラントを配分している。平成 24(2012)年度の文科省科
研費に申請したが不採択となり、平成 24(2012)年度に学内グラントを得たものは 22 人で
ある。このうち 4 人が平成 25(2013)年度の文科省科研費に採択された。平成 21(2009)年
度から 5 年連続で本学の文科省科研費の採択数・交付額は増加を続けている。
以上、本学の研究業績とその評価体制、外部資金の獲得状況については、他大学との比
較においても優れた点を有しており、基準 B−3 を満たしているものと判断した。
（3）B−3 の改善・向上方策（将来計画）
文科省科研費獲得の一層の振興を目指し、平成 24(2012)年度から学内グラントの申請シ
ステムを変更した。今後は若手研究者の研究環境整備を通じて、研究業績の更なる向上に
取り組んでいく。
［基準 B の自己評価］
研究倫理については、学内に 5 つの倫理審査を行う委員会が設置され、適切に機能して
いる。現在、各倫理審査委員会の間の意思疎通を深める方策を検討中である。研究倫理の
遵守は概ね良好であるが、一部の不祥事に対しては、再発防止策を含めた対応をとってい
る。
研究環境については、医学研究センターの各部門を中心に、事務との協力で研究支援体
制は整備されている。研究施設の有効利用に向けて、人員配置を含めて、全学的な共同利
用施設の整備を推し進めている。
研究業績については、論文数、外部資金獲得については、比較的良好な成績を修めてい
る。業績評価システムについては、現在の人事考課における研究業績評価をさらに一歩進
めた客観的な評価システムを検討中である。
以上、大学としての研究機能は十分に発揮していると判断しているが、今後、より先進
的な研究が実行でき、その成果を社会に還元できるよう、教職員一体となった研究支援体
制の構築を目指す。
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保健医療学部学生便覧 p3〜p9 教育方針
学外ホームページ
TOP ページ＞大学概要＞教育の理念（建学の理念、教育方針、
本学の期待する医療人像等）
建学の理念、教育方針、本学の期待する医療人像等

【資料 1-1-7】

医学部案内 Road to the Medical Doctor2013 p42
保健医療学部案内 2013 p43・p44
大学院案内 医学研究科 博士課程 p7・p8
大学院案内 医学研究科 医科学専攻修士課程 p5・p6
大学院案内 看護学研究科 看護学専攻修士課程 p7〜p9

【資料 F-2】と同じ

1-2．使命・目的及び教育目的の適切性
【資料 1-2-1】

学則 第 1 章 目的及び使命 p2
大学院学則 第 1 章 総則 目的

p2

【資料 F-3】と同じ

建学の理念、教育方針、本学の期待する医療人像等
【資料 1-2-2】

【資料 1-2-3】
【資料 1-2-4】

医学部案内 Road to the Medical Doctor2013 p42
保健医療学部案内 2013 p43・p44
大学院案内 医学研究科 博士課程 p7・p8
大学院案内 医学研究科 医科学専攻修士課程 p5・p6
大学院案内 看護学研究科 看護学専攻修士課程 p7〜p9
医学部学生便覧 教育方針 p3〜p7
保健医療学部学生便覧 教育方針 p3〜p9

【資料 F-2】と同じ

【資料 F-5】と同じ

学内報 第 155 号抜粋 医療人像の改定 p11

1-3．使命・目的及び教育目的の有効性
埼玉医科大学の期待する医師像について
【資料 1-3-1】

【資料 1-3-2】

理事会議事録（平成 11 年 11 月 13 日 8.-（9）配付資料 15）
建学の理念と埼玉医科大学の期待する医療人像について
理事会議事録（平成 20 年 3 月 22 日 9.-2.配付資料 12）
学則 第 1 章 目的及び使命 p2
大学院学則 第 1 章 総則（目的）p2

【資料 F-3】と同じ

建学の理念、教育方針、本学の期待する医療人像等
【資料 1-3-3】

【資料 1-3-4】
【資料 1-3-5】

医学部案内 Road to the Medical Doctor2013 p42
保健医療学部案内 2013 p43・p44
大学院案内 医学研究科 博士課程 p7・p8
大学院案内 医学研究科 医科学専攻修士課程 p5・p6
大学院案内 看護学研究科 看護学専攻修士課程 p7〜p9
医学部学生便覧 教育方針 p3〜p7
保健医療学部学生便覧 教育方針 p3〜p9
第 1 次長期総合計画の表紙と目次
第 2 次長期総合計画の表紙と目次
第 3 次長期総合計画 教育部門 p33〜p79 研究部門 p81〜p89
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【資料 F-2】と同じ

【資料 F-5】と同じ

埼玉医科大学
【資料 1-3-6】

埼玉医科大学教授会運営規則

【資料 1-3-7】

医学部･保健医療学部合同教授総会次第(平成 20〜24 年度)

【資料 1-3-8】

医学部関連会議・委員会一覧表
保健医療学部関連会議・委員会一覧表

【資料 1-3-9】

IR 準備委員会議事録（平成 24 年 7 月 30 日、11 月 27 日）
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埼玉医科大学
基準 2．学修と教授
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

2-1．学生の受入れ
アドミッションポリシー
【資料 2-1-1】

保健医療学部案内 2013 p44
大学院案内 医学研究科 博士課程 p8
大学院案内 医学研究科 医科学専攻修士課程 p6
大学院案内 看護学研究科 看護学専攻修士課程 p8

【資料 F-2】と同じ

アドミッションポリシー

【資料 2-1-2】

医学部 平成 25 年度学生募集要項 p1
保健医療学部
平成 25 年度学生募集要項の目次ページ
平成 25 年度看護学科 3 年次編入学試験用 p3
平成 25 年度医用生体工学科 2 年次編入学試験用 p3

【資料 F-4】と同じ

大学院の教育目標・ポリシー
平成 25 年度(前期)医学研究科博士課程第 1、2 回学生募集要項 p1
平成 25 年度(後期)医学研究科博士課程学生募集要項 p1
平成 25 年度 医学研究科医科学専攻修士課程学生募集要項 p1・p8
平成 25 年度看護学研究科看護学専攻修士課程学生募集要項 p1・p3

【資料 2-1-3】

アドミッションセンター規程

【資料 2-1-4】

平成 25 年度入学生選抜
医学部 臨時教員代表者会議議事録
臨時保健医療学部 教授会議事録
臨時大学院医学研究科委員会議事録

【資料 2-1-5】

学外ホームページ

【資料 2-1-6】

【資料 2-1-7】

【資料 2-1-8】

【資料 2-1-9】
【資料 2-1-10】
【資料 2-1-11】

TOP ページ入試情報

医学部推薦入試指定校について
平成 24 年度第 3 回医学部入試委員会議事録 p3 中段⑦
同委員会資料 7 平成 25 年度推薦入試指定校
入試面接評価と入学後成績について
平成 24 年度第 4 回医学部入試委員会議事録（p2 の 4）①）
同会議資料 平成 24 年度の入試面接評価と入学後成績
高大接続に関する報告
第 451 回教員代表者会議々事録（抄）
｢埼玉医科大学連携医療講座｣実施要領
今後の医学教育の方向性に関するＷＧの設置について
第 433 回教員代表者会議々事録（p10（キ）・p11（24））
第 433 回教員代表者会議資料 17
学外ホームページ
TOP ﾍﾟｰｼﾞ＞各病院ｻｲﾄ＞研究ﾏｲﾝﾄﾞ育成自由選択ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
平成 25 年度大学院語学試験問題

2-2．教育課程及び教授方法

【資料 2-2-1】

【資料 2-2-2】
【資料 2-2-3】

保健医療学部案内 2013 建学の理念と教育方針 p43
大学院のポリシー
大学院案内 医学研究科 博士課程 p8
【資料 F-2】と同じ
大学院案内 医学研究科 医科学専攻修士課程 p6
大学院案内 看護学研究科 看護学専攻修士課程 p7・p8
医学部学生便覧 p3〜p7 教育方針
【資料 F-5】と同じ
保健医療学部学生便覧 p3〜p9 教育方針
学外ホームページ
TOP ページ＞大学概要＞教育の理念（建学の理念、教育方針、 【資料 1-1-6】と同じ
本学の期待する医療人像等）
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埼玉医科大学
【資料 2-2-4】

埼玉医科大学の医学教育について（医学部保護者会配布資料）
医学部
平成 25 年度シラバス（1 年生〜4 年生、6 年生）
平成 25 年度臨床実習ガイドブック

【資料 2-2-5】

【資料 2-2-6】

保健医療学部
平成 25 年度シラバス
平成 25 年度シラバス
平成 25 年度シラバス
平成 25 年度シラバス
大学院

看護学科（1 年生〜4 年生）
健康医療科学科（1 年生〜4 年生）
医用生体工学科（1 年生〜4 年生）
理学療法学科（1 年生〜4 年生）

平成 25 年度大学院案内シラバス 医学研究科博士課程
平成 25 年度大学院案内医学研究科医科学専攻修士課程
平成 25 年度大学院案内看護学研究科看護学専攻修士課程

【資料 F-5】と同じ

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-2-7】

学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞学生のペ
ージ＞医学部＞CBT・OSCE

【資料 2-2-8】

共用試験 CBT 受験心得、告示ポスター、実施マニュアル

【資料 2-2-9】

共用試験 OSCE 実施要領、共用試験 advancedOSCE 実施要領

【資料 2-2-10】

医学部学生便覧 p32 共用試験

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-11】

臨床実習ガイドブック

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-12】

医学部学生便覧 p59〜p65 課外学習について

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-13】

学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞学生のペ
ージ＞医学部＞課外の学生受入プログラム

【資料 2-2-14】

医学教育センター規程

【資料 2-2-15】
【資料 2-2-16】
【資料 2-2-17】

第 451 回 教員代表者会議資料 1-1
第 79 回卒前教育合同会議記録
平成 25 年度医学教育センター卒前医学教育部門ワークショッ
プ（第 3 回）実施要領、第 2 回ワークショップ記録
今後の医学教育の方向性に関するＷＧの設置について
第 433 回教員代表者会議々事録（p10（キ）・p11（24））
第 433 回教員代表者会議資料 17

【資料 2-2-18】

第 449 回教員代表者会議資料 16-1

【資料 2-2-19】

学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞学生のペ
ージ＞医学部＞医学部学生の質問窓口

【資料 2-2-20】

第 8・10・11 回医療人教育者のためのワークショップ報告書

【資料 2-2-21】

埼玉医科大学保健医療学部の履修登録単位の上限に関する規則

【資料 2-2-22】

今後の医学教育の方向性に関するＷＧについて
第 433 回教員代表者会議々事録（p10（キ）・p11（24））
第 433 回教員代表者会議資料 17

【資料 2-2-23】

今後の医学教育の方向性に関するＷＧ第 3 班の議事録 第 1〜6 回

【資料 2-2-24】

保健医療学部 第 78 回 学務委員会議事録
6 - 2）
（7）授業期間の弾力的な設定について

【資料 2-1-9】と同じ

p8 教養教育新任 7 名

【資料 2-1-9】と同じ

2-3．学修及び授業の支援
【資料 2-3-1】

医学部学生便覧 p13〜p15 医学教育センターについて

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-3-2】

臨床推論
平成 25 年度
平成 25 年度
平成 25 年度
平成 25 年度

【資料 F-5】と同じ

医学部シラバス 1 年生
医学部シラバス 2 年生
医学部シラバス 3 年生
医学部シラバス 4 年生
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p213〜p215
p158・p159
p222・p223
p218〜p240

埼玉医科大学
【資料 2-3-3】

平成 25 年度臨床実習ガイドブック

【資料 F-5】と同じ

臨床入門
【資料 2-3-4】

【資料 2-3-5】
【資料 2-3-6】
【資料 2-3-7】

平成 25 年度
平成 25 年度
平成 25 年度
平成 25 年度

医学部シラバス 1 年生 p216〜p219
医学部シラバス 2 年生 p160・p162
医学部シラバス 3 年生 p224・p226
医学部シラバス 4 年生 p241〜p244

平成 25 年度第 2 回医学教育センター企画部門会議議事録
第 451 回教員代表者会議資料 1-1
第 79 回卒前教育合同会議記録
平成 25 年度医学教育センター卒前医学教育部門ワークショッ
プ（第 3 回）実施要領、第 2 回ワークショップ記録

【資料 2-3-8】

平成 25 年度医学部学生便覧 p47・p133 アドバイザー制

【資料 2-3-9】

平成 25 年度学生アドバイザーに関わる資料について

【資料 2-3-10】

平成 25 年度 第 1 回 6 年学年小委員会議事（案）

【資料 2-3-11】

医学部学生便覧 p67 学生健康推進室

【資料 2-3-12】

平成 24 年度 医学部学生健康推進室業務報告

【資料 2-3-13】

医学部学生便覧 p83 学生意見箱について

【資料 2-3-14】

第 49 回 学生支援室会議々事録（案）

【資料 2-3-15】
【資料 2-3-16】
【資料 2-3-17】
【資料 2-3-18】

【資料 2-3-19】

【資料 F-5】と同じ

学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞学生のペ
ージ＞医学部＞講義収録・配信システム
医学部毛呂山キャンパススキルスラボ管理運用規則
医学部毛呂山キャンパススキルスラボ利用細則
平成 24 年度私立大学教育研究活性化設備整備費補助金確定通
知書、採択事業の概略イメージ図
学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞学生のペ
ージ＞医学部＞医学部学生の質問窓口
学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞基本学
科・教育研究施設関連＞医学教育センター＞教育情報部門＞医
学部における教育資料の印刷について

【資料 2-2-15】と同じ
【資料 2-2-16】と同じ
【資料 F-5】と同じ

【資料 F-5】と同じ

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-2-19】と同じ

【資料 2-3-20】

講義資料印刷申込書

【資料 2-3-21】

国際交流センター規程

【資料 2-3-22】

学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞学生のペ
ージ＞医学部＞課外の学生受入プログラム

【資料 2-2-13】と同じ

【資料 2-3-23】

埼玉医科大学学則 28 条

【資料 F-3】と同じ

【資料 2-3-24】

学内報 第 179 号 p3 表彰

【資料 2-3-25】

保健医療学部学務委員会規則

【資料 2-3-26】

医学教育センター規程

【資料 2-3-27】

保健医療学部学生部委員会規則

【資料 2-3-28】

保健医療学部関連会議・委員会一覧表

【資料 1-3-8】と同じ

【資料 2-3-29】

第 11 回 医療人教育者のためのワークショップ報告書

【資料 2-2-20】と同じ

【資料 2-3-30】

保健医療学部 平成 24 年度学生懇談会記録集（第 1〜6 回）

【資料 2-3-31】

保健医療学部学生便覧 p113 Letter to the Dean 制度

表彰

第3条

部門構成
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【資料 2-2-14】と同じ

【資料 F-5】と同じ

埼玉医科大学

【資料 2-3-32】

保健医療学部 第 78 回 学務委員会議事録
6 - 2）
（5）
： TA 制度の活用

【資料 2-3-33】

埼玉医科大学大学院ティーチング・アシスタント取扱要領

【資料 2-3-34】

大学院学則 第 11 条の 2 教育方法の特例

【資料 2-2-24】と同じ

【資料 F-3】と同じ

2-4．単位認定、卒業・修了認定等
【資料 2-4-1】

【資料 2-4-2】

【資料 2-4-3】

【資料 2-4-4】
【資料 2-4-5】

埼玉医科大学学則 第 3、4、12、14〜16 条
医学部
平成 25 年度学生便覧
平成 25 年度シラバス（1 年生〜4 年生、6 年生）
平成 25 年度臨床実習ガイドブック
保健医療学部
平成 25 年度学生便覧
平成 25 年度シラバス 看護学科（1 年生〜4 年生）
平成 25 年度シラバス 健康医療科学科（1 年生〜4 年生）
平成 25 年度シラバス 医用生体工学科（1 年生〜4 年生）
平成 25 年度シラバス 理学療法学科（1 年生〜4 年生）
大学院
平成 25 年度大学院案内シラバス 医学研究科博士課程
平成 25 年度大学院案内医学研究科医科学専攻修士課程
平成 25 年度大学院案内看護学研究科看護学専攻修士課程

医学部学生便覧 p35〜p44 学生健康推進室、平成 25 年度試験
に関する規則,総括的評価基準および評価方法
臨時教員代表者会議 議事録 p2 進級判定
第 449 回 教員代表者会議 議事録 p1 進級判定

【資料 2-4-6】

埼玉医科大学保健医療学部の既修得単位の認定に関わる細則

【資料 2-4-7】

埼玉医科大学大学院学則 第 6、11、12、23、24 条

【資料 2-4-8】

【資料 2-4-9】

【資料 2-4-10】
【資料 2-4-11】

大学院案内シラバス 医学研究科博士課程 p33〜p37 履修
大学院案内医学研究科医科学専攻修士課程 p23 履修
大学院案内看護学研究科看護学専攻修士課程 p25 履修
学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞教員のペ
ージ＞大学院の情報＞学位審査・申請関連＞学位審査の申請と
審査の流れについて
埼玉医科大学学位規則
大学院案内シラバス 医学研究科博士課程 p304〜p307
埼玉医科大学学位規則のうち博士に関する運用細則
大学院案内シラバス 医学研究科博士課程 p308〜p310

【資料 F-3】と同じ

【資料 F-5】と同じ

【資料 F-2】と同じ

【資料 F-5】と同じ

【資料 F-3】と同じ
【資料 F-2】と同じ

【資料 F-2】と同じ
【資料 F-2】と同じ

2-5．キャリアガイダンス
【資料 2-5-1】

埼玉医科大学病院研修管理委員会規則

【資料 2-5-2】

埼玉医科大学総合医療センター研修管理委員会規則

【資料 2-5-3】

埼玉医科大学国際医療センター研修管理委員会規則

【資料 2-5-4】

埼玉医科大学夏の OPEN HOSPITAL BUS TOUR
第 449 回教員代表者会議々事録 p9（20）オ.
同会議資料 15 平成 25 年第 107 回医師国家試験受験者
医学部案内 Road to the Medical Doctor2013 p36〜p41
卒業後の進路
医学部案内 Road to the Medical Doctor2013 p9
早い時期から医療現場を知るための臨床入門

議事録は【資料 2-4-5】
と同じ

【資料 2-5-8】

臨床実習ガイドブック

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-5-9】

学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞学生のペ
ージ＞医学部＞課外の学生受入プログラム

【資料 2-2-13】と同じ

【資料 2-5-5】
【資料 2-5-6】
【資料 2-5-7】
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【資料 F-2】と同じ
【資料 F-2】と同じ

埼玉医科大学
【資料 2-5-10】

医療人育成支援センター規程

【資料 2-5-11】

第 451 回教員代表者会議資料 7-1
第 33 回医療人育成支援センター運営会議々事録

【資料 2-5-12】

保健医療学部案内 2013 p39

【資料 2-5-13】

保健医療学部保護者会 立花会報（抜粋）就職セミナー

【資料 2-5-14】

学外ホームページ
TOP ページ＞各病院＞研究ﾏｲﾝﾄﾞ育成自由選択ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

【資料 2-5-15】

がん看護専門看護師フォローアップ研修の講師依頼状

【資料 2-5-16】

医学部 第 1 回キャリアデザイン検討会 議事録等

【資料 2-5-17】

学校法人埼玉医科大学病院群臨床研修センター運営会議規則

【資料 2-5-18】
【資料 2-5-19】

卒業生の進路

第 449 回教員代表者会議資料 16-1 p6
病院群臨床研修センターの新体制の人事
保健医療学部 第 78 回 学務委員会議事録
6 - 2）
（6）キャリアパス教育の充実について

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-1-10】と同じ

【資料 2-2-18】と同じ
【資料 2-2-24】と同じ

2-6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック
【資料 2-6-1】

医学部学生便覧 p36 講義、実習および演習の出欠席

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-6-2】

第 49 回 学生支援室会議々事録（案）

【資料 2-3-14】と同じ

【資料 2-6-3】

医学部学生便覧 p30・p31 試験と進級について

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-6-4】

医学部学生便覧 p40・p41 学年毎の判定基準

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-6-5】

学内報 第 180 号 p11・p12 第 107 回医師国家試験合格者
第 449 回教員代表者会議々事録 p9（20）オ.
同会議資料 15 平成 25 年第 107 回医師国家試験受験者

議事録は【資料 2-4-5】
資料 15 は【資料 2-5-5】
と同じ

【資料 2-6-6】

保健医療学部学生便覧 p86・p87 試験に関する規則

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-6-7】

保健医療学部学生便覧 p88〜p92 各学科の卒業・進級の規定

【資料 F-5】と同じ

2-7．学生サービス
【資料 2-7-1】

学生部規程、学生部委員会規則、医学部学生部委員会規則

【資料 2-7-2】

医学部学生便覧 p81・p82 学生生活窓口業務、p86 家主会

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-3】

医学部学生便覧 p49 学生保険

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-4】

教職員・学生健康推進センター規程

【資料 2-7-5】

平成 24 年度 医学部学生健康推進室業務報告

【資料 2-3-12】と同じ

【資料 2-7-6】

医学部学生便覧 p67 学生健康推進室

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-7】

喫煙問題検討委員会規則
第 97 回喫煙問題検討委員会議事録

【資料 2-7-8】

保健医療学部学生部委員会規則

【資料 2-3-27】と同じ

【資料 2-7-9】

医学部学生便覧 p85 奨学金制度について

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-10】

医学部学生便覧 p125〜p127 医学部地域医療奨学金貸与規程

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-11】

埼玉医科大学医学部地域医療奨学金貸与の手引き

【資料 2-7-12】

医学部学生便覧 p128〜p130
埼玉県地域枠医学生奨学金貸与規程

【資料 2-7-13】

埼玉県地域枠医学生奨学金貸与の手引き

【資料 2-7-14】

医学部学生便覧 p59 学生相互交換留学

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-15】

医学部案内 Road to the Medical Doctor2013 p10・p11 留学

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-7-16】

医学部学生便覧 p55 課外活動について

【資料 F-5】と同じ
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【資料 F-5】と同じ

埼玉医科大学
【資料 2-7-17】

医学部案内 Road to the Medical Doctor2013

【資料 2-7-18】

平成 24 年度 東日本医科学生総合体育大会プログラム表紙

【資料 2-7-19】

学内報 第 180 号 p18 毛呂山キャンパス学生ホール竣工

【資料 2-6-5】と同じ

【資料 2-7-20】

医学部案内 Road to the Medical Doctor2013 p33
学生の保険、アパート斡旋、食費補助

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-7-21】

第 118 回 日本解剖学会総会・全国学術集会

【資料 2-7-22】

学内報 第 167 号 p9 抜粋 日高キャンパス学生ホール竣工

【資料 2-7-23】

医学部学生便覧 p47・p48・p133 アドバイザー制度

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-24】

医学部案内 Road to the Medical Doctor2013
アドバイザー制度

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-7-25】

医学部学生便覧 p29 授業評価

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-26】

医学部案内 Road to the Medical Doctor2013 p33 授業評価

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-7-27】

医学部学生便覧 p83 学生意見箱について

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-28】

学校法人埼玉医科大学ハラスメント防止規程

【資料 2-7-29】

医学部学生便覧 p51・p52 ハラスメント等の防止について

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-30】

保健医療学部学生便覧 p110〜p113 ハラスメント

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-31】

保健医療学部 平成 24 年度学生懇談会記録集（第 1〜6 回）

【資料 2-3-30】と同じ

【資料 2-7-32】

保健医療学部学生便覧 p113

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-7-33】
【資料 2-7-34】

p50〜p52

p33

Letter to the Dean 制度

第 49 回 学生支援室会議々事録（案）
最終ページ項目 4 カウンセラーの必要性等に関する議論
保健医療学部 第 78 回 学務委員会議事録
6 - 2）
（4）学生保健室での心理相談について

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-3-14】と同じ
【資料 2-2-24】と同じ

2-8．教員の配置・職能開発等
【資料 2-8-1】
【資料 2-8-2】

学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞事務組織
＞総務部＞教員 資格・職位一覧表
医学部学生便覧 p34
平成 25 年度コース／ユニットディレクター一覧

【資料 2-8-3】

埼玉医科大学大学院の教員の資格要件等に関する規則

【資料 2-8-4】

埼玉医科大学大学院博士課程及び各修士課程の大学院教員の資
格要件等に関する取扱要領

【資料 2-8-5】

学校法人埼玉医科大学教員人事委員会規程

【資料 2-8-6】

埼玉医科大学医学部教員組織運営会議規則

【資料 2-8-7】

埼玉医科大学保健医療学部教員組織運営会議規則

【資料 2-8-8】

埼玉医科大学医学部教員選考委員会規則

【資料 2-8-9】

埼玉医科大学保健医療学部教員選考委員会規則

【資料 2-8-10】

【資料 2-8-11】

学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞事務組織
＞総務部＞教員人事考課関連書式＞医学部と保健医療学部の教
員人事考課表の流れ
学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞基本学
科・教育研究施設等＞医学教育センター＞卒前医学教育部門＞
調査解析室＞教育活動実績記録システム入口

【資料 2-8-12】

医学部における｢教育活動実績記録システム｣の運用について

【資料 2-8-13】

授業評価の構内ポスター掲示状況（写真）
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【資料 F-5】と同じ

埼玉医科大学
【資料 2-8-14】

保健医療学部 教育業績評価表

【資料 2-8-15】

保健医療学部教育業績評価表の作成とその利用に関する見解

【資料 2-8-16】

保健医療学部授業評価の分析結果 学会抄録

【資料 2-8-17】

第 33 回埼玉医科大学医学教育ワークショップ参加候補者の推
薦について（依頼）及び第 32 回ワークショップの記録

【資料 2-8-18】

平成 24 年度第 2 回医学教育フォーラム次第と参加者一覧

【資料 2-8-19】

平成 25 年度医学教育センター卒前医学教育部門ワークショッ
プ（第 3 回）実施要領、第 2 回ワークショップ記録

【資料 2-8-20】

埼玉医科大学第 11 回臨床研修指導医講習会報告書

【資料 2-8-21】

第 107 回医師国家試験報告会次第及び参加者一覧

【資料 2-8-22】

第 8・10・11 回医療人教育者のためのワークショップ報告書

【資料 2-8-23】

第 451 回教員代表者会議 資料 2-2
平成 24 年度卒後教育委員会主催学術集会の一覧表

【資料 2-8-24】

医学部 平成 25 年度シラバス（1 年生〜4 年生）

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-8-25】

医学教育センター規程

【資料 2-2-14】と同じ

【資料 2-8-26】

平成 25 年度大学院案内シラバス 医学研究科博士課程

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-8-27】

平成 25 年度大学院案内看護学研究科看護学専攻修士課程

【資料 F-2】と同じ

【資料 2-8-28】

第 449 回教員代表者会議資料 16-1

【資料 2-2-18】と同じ

p8 教養教育新任 7 名

【資料 2-2-16】と同じ

【資料 2-2-20】と同じ

2-9．教育環境の整備
【資料 2-9-1】
【資料 2-9-2】
【資料 2-9-3】

医学部 案内 Road to the Medical Doctor 2013
キャンパスマップ p54・p55、アクセスマップ裏表紙
保健医療学部 案内 2013
キャンパスマップ p29〜p32、アクセスマップ p42
NURSE MIND 埼玉医科大学グループ看護師募集案内
病院概要 p13〜p20、アクセスマップ裏表紙

【資料 F-2】と同じ
【資料 F-2】と同じ

【資料 2-9-4】

埼玉医科大学病院 病院案内

【資料 2-9-5】

埼玉医科大学総合医療センター

病院案内

【資料 2-9-6】

埼玉医科大学国際医療センター

病院案内

【資料 2-9-7】

埼玉医科大学ゲノム医学研究センター案内

【資料 2-9-8】

学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞事務組織
＞広報室＞キャンパス写真＞その他の大学関連施設の概観写真
として抜粋

【資料 2-9-9】

埼玉医科大学附属図書館規程

【資料 2-9-10】

埼玉医科大学附属図書館委員会規則

【資料 2-9-11】

埼玉医科大学附属図書館利用規則

【資料 2-9-12】

埼玉医科大学附属図書館総合医療ｾﾝﾀｰ分館図書館委員会規則

【資料 2-9-13】

埼玉医科大学附属図書館日高ｷｬﾝﾊﾟｽ分館図書館委員会規則

【資料 2-9-14】

埼玉医科大学附属図書館管理規則

【資料 2-9-15】

医学部学生便覧 p70〜p76 図書館の利用方法

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-9-16】

保健医療学部学生便覧 p137〜p139 図書館の利用方法

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-9-17】

学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞基本学
科・教育研究施設関連＞図書館＞各図書館

【資料 2-9-18】

学内報 第 170 号 p18・p19 抜粋

職場紹介 図書館
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【資料 2-9-19】

図書館利用案内（各キャンパス）

【資料 2-9-20】

平成 24 年度 埼玉医科大学付属図書館

【資料 2-9-21】

埼玉医科大学情報技術支援推進センター規程

【資料 2-9-22】

埼玉医科大学情報技術支援推進センター運営委員会規則

【資料 2-9-23】

埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク規則

【資料 2-9-24】

埼玉医科大学情報技術支援推進センター利用規則

【資料 2-9-25】

埼玉医科大学情報技術支援推進センター機器等利用細則

【資料 2-9-26】

医学部学生便覧 p134〜p141 諸施設の利用方法等

【資料 2-9-27】

学内報 第 170 号 p20 抜粋

【資料 2-9-28】

保健医療学部学生便覧 p154〜p156 マルチメディア教室

【資料 F-5】と同じ

【資料 2-9-29】

第 3 次長期総合計画 p61・p62 日高・川角キャンパス整備計画

【資料 1-3-5】と同じ

事業報告書

【資料 F-5】と同じ

オルコスホール竣工式典
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基準 3．経営・管理と財務
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

3-1．経営の規律と誠実性
【資料 3-1-1】

学校法人埼玉医科大学寄附行為

【資料 F-1】と同じ

【資料 3-1-2】

学校法人埼玉医科大学倫理綱領

【資料 3-1-3】

第 3 次長期総合計画

【資料 3-1-4】

学内報 第 179 号 p4・p5

【資料 3-1-5】

学校法人埼玉医科大学組織規程

【資料 3-1-6】

学校法人埼玉医科大学会議運営規程

【資料 3-1-7】

学校法人埼玉医科大学委員会運営規程

【資料 3-1-8】

長期財務計画書

【資料 3-1-9】

埼玉医科大学学則

【資料 3-1-10】

学校法人埼玉医科大学稟議規程

【資料 3-1-11】

学校法人埼玉医科大学業務監査規程

【資料 3-1-12】

埼玉医科大学環境安全規程

【資料 3-1-13】

平成 23〜24 年度経済危機突破対策全学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ結果報告書

【資料 3-1-14】

学校法人埼玉医科大学就業規程

【資料 3-1-15】

学校法人埼玉医科大学個人情報保護規程

【資料 3-1-16】

埼玉医科大学学生等個人情報保護規則

【資料 3-1-17】

埼玉医科大学病院患者個人情報保護規則
埼玉医科大学総合医療センター患者個人情報保護規則
埼玉医科大学国際医療センター患者個人情報保護規則
埼玉医科大学かわごえクリニック患者個人情報保護規則

【資料 3-1-18】

学校法人埼玉医科大学教職員個人情報保護規則

【資料 3-1-19】

学校法人埼玉医科大学ハラスメント防止規程

【資料 3-1-20】

ハラスメント対策に関する手引き

【資料 3-1-21】

学校法人埼玉医科大学賞罰委員会規程

【資料 3-1-22】

学校法人埼玉医科大学危機管理規程
学校法人埼玉医科大学危機管理委員会規則
埼玉医科大学保健医療学部危機管理委員会規則

【資料 3-1-23】

学校法人埼玉医科大学防火防災管理規程

【資料 3-1-24】

学校法人埼玉医科大学電気保安規程

【資料 3-1-25】

学校法人埼玉医科大学労働安全衛生規程

【資料 3-1-26】

学校法人埼玉医科大学財務情報公開取扱要領

【資料 3-1-27】

学内報第 176 号 p2〜p8 抜粋

【資料 3-1-28】

学内報第 180 号 p15〜p17 平成 25 年度事業計画

【資料 2-6-5】と同じ

【資料 3-2-1】

学校法人埼玉医科大学寄附行為

【資料 F-1】と同じ

【資料 3-2-2】

埼玉医科大学常任理事会規程

【資料 3-2-3】

学校法人埼玉医科大学寄附行為細則

【資料 1-3-5】と同じ
2013 年医学部卒業式理事長祝辞

【資料 2-3-24】と同じ

【資料 F-3】と同じ

【資料 2-7-28】と同じ

平成 23 年度事業報告

3-2．理事会の機能
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【資料 3-2-4】

21 世紀ビジョン会議・日本の Mayo Clinic を目指す会資料

3-3．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ
【資料 3-3-1】

埼玉医科大学学則

【資料 F-3】と同じ

【資料 3-3-2】

学校法人埼玉医科大学寄附行為

【資料 F-1】と同じ

【資料 3-3-3】

埼玉医科大学教授会運営規則

【資料 1-3-6】と同じ

【資料 3-3-4】

埼玉医科大学医学部教員組織運営会議規則

【資料 2-8-6】と同じ

【資料 3-3-5】

埼玉医科大学保健医療学部教員組織運営会議規則

【資料 2-8-7】と同じ

【資料 3-3-6】

学校法人埼玉医科大学教員人事委員会規程

【資料 2-8-5】と同じ

【資料 3-3-7】

学校法人埼玉医科大学事務組織規程

3-4．コミュニケーションとガバナンス
【資料 3-4-1】

学校法人埼玉医科大学寄附行為細則

【資料 3-2-3】と同じ

【資料 3-4-2】

学校法人埼玉医科大学寄附行為

【資料 F-1】と同じ

【資料 3-4-3】

埼玉医科大学教授会運営規則

【資料 1-3-6】と同じ

【資料 3-4-4】

学校法人埼玉医科大学教育・研究、診療連携会議規程

【資料 3-4-5】

学校法人埼玉医科大学教員人事委員会規程

【資料 3-4-6】

埼玉医科大学病院科長会議運営規則
埼玉医科大学総合医療センター科長会運営規則
埼玉医科大学国際医療センター科長会議運営規則

【資料 3-4-7】

学校法人埼玉医科大学部長会運営規則

【資料 3-4-8】

学校法人埼玉医科大学業務監査規程

【資料 3-1-11】と同じ

【資料 3-4-9】

平成 23〜24 年度経済危機突破対策全学ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ結果報告書

【資料 3-1-13】と同じ

【資料 3-4-10】

21 世紀ビジョン会議・日本の Mayo Clinic を目指す会資料

【資料 3-2-4】と同じ

【資料 2-8-5】と同じ

3-5．業務執行体制の機能性
【資料 3-5-1】

学校法人埼玉医科大学組織規程

【資料 3-1-5】と同じ

【資料 3-5-2】

学校法人埼玉医科大学事務組織規程

【資料 3-3-7】と同じ

【資料 3-5-3】

学校法人埼玉医科大学部長会運営規則

【資料 3-4-7】と同じ

【資料 3-5-4】

連絡会議議事録

【資料 3-5-5】

職員数

【ﾃﾞｰﾀ 表 3-1】と同じ

【資料 3-5-6】

第 2 次長期総合計画

【資料 1-3-5】と同じ

【資料 3-5-7】

第 3 次長期総合計画

【資料 1-3-5】と同じ

【資料 3-5-8】

学校法人埼玉医科大学管理職任期制規程

【資料 3-5-9】

学校法人埼玉医科大学管理職定年制規程

【資料 3-5-10】

学校法人埼玉医科大学職員人事委員会規程

【資料 3-5-11】

人事考課表

【資料 3-5-12】

学校法人埼玉医科大学寄附行為細則

【資料 3-2-3】と同じ

【資料 3-5-13】

学校法人埼玉医科大学業務監査規程

【資料 3-1-11】と同じ

3-6．財務基盤と収支
【資料 3-6-1】

第 3 次長期総合計画

【資料 1-3-5】と同じ

【資料 3-6-2】

学校法人埼玉医科大学資金運用規程

105

埼玉医科大学
3-7．会計
【資料 3-7-1】

学校法人埼玉医科大学寄附行為

【資料 F-1】と同じ

【資料 3-7-2】

学校法人埼玉医科大学経理規程

【資料 3-7-3】

第 3 次長期総合計画

【資料 3-7-4】

学校法人埼玉医科大学予算管理規程

【資料 3-7-5】

埼玉医科大学常任理事会規程

【資料 1-3-5】と同じ

【資料 3-2-2】と同じ
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埼玉医科大学
基準 4．自己点検・評価
基準項目
コード

備考

該当する資料名及び該当ページ

4-1．自己点検・評価の適切性
【資料 4-1-1】

平成 4 年度年報 自己評価検討委員会及び編集後記

【資料 4-1-2】

平成 6 年度年報 序言、自己点検・評価委員会等

【資料 4-1-3】

平成 18 年度年報 教員組織運営会議、自己点検・評価委員会（医
学部）抜粋

【資料 4-1-4】

平成 19 年度年報 自己点検・評価委員会抜粋

【資料 4-1-5】

医学部関連会議・委員会一覧表

【資料 4-1-6】
【資料 4-1-7】

抜粋
抜粋

【資料 1-3-8】と同じ

第 147 回医学部教員組織運営会議・医学部自己点検評価委員会
議事録（案）
第 1 次長期総合計画の表紙と目次
第 2 次長期総合計画の表紙と目次
第 3 次長期総合計画（冊子体）

【資料 1-3-5】と同じ

4-2．自己点検・評価の誠実性
【資料 4-2-1】

学外ホームページ
TOP ページ＞大学概要＞自己点検評価＞大学年報

【資料 4-2-2】

IR 準備委員会議事録（平成 24 年 7 月 30 日、11 月 27 日）

【資料 1-3-9】と同じ

【資料 4-2-3】

平成 4 年度年報 自己評価検討委員会及び編集後記抜粋

【資料 4-1-1】と同じ

4-3．自己点検・評価の有効性
【資料 4-3-1】

平成 4 年度年報 自己評価検討委員会及び編集後記抜粋

【資料 4-3-2】

大学病院平成 22 年度病院要覧の表紙と目次

【資料 4-3-3】

第 1 次長期総合計画の表紙と目次
第 2 次長期総合計画の表紙と目次
第 3 次長期総合計画（冊子体）
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【資料 4-1-1】と同じ

【資料 1-3-5】と同じ

埼玉医科大学
基準 A．社会性・国際性
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

A-1．社会的活動
【資料 A-1-1】

地域医学・医療センター規程

【資料 A-1-2】

毛呂山町健康増進計画 健康ともろー21 推進協議会委員名簿

【資料 A-1-3】

平成 19 年度・平成 20 年度 学内グラント報告書

【資料 A-1-4】

医学部平成 25 年度シラバス 4 年生 p188 地域社会と健康

【資料 A-1-5】

平成 24 年度 IP 演習（専門職連携演習）報告会

【資料 A-1-6】

彩の国連携力育成プロジェクト｢サイピー｣

【資料 A-1-7】

感染症情報収集システム操作マニュアル（学校編）v2.1

【資料 A-1-8】

平成 25 年度がん検診精度管理事業等担当者会議における講演
について（依頼）等

【資料 A-1-9】

第 1 回入間西・入間東地域専門職連携推進会議 議事録等

【資料 A-1-10】

日高市健康づくり応援隊事業調査報告書の表紙等

【資料 A-1-11】

｢心も身体もリラックス｣教室開催における講師派遣依頼等

【資料 A-1-12】

日高市 学生ボランティアの要請について

【資料 A-1-13】

毛呂山町健康まつりに係る学生ボランティアの協力について

【資料 A-1-14】

双子ちゃん集まれ〜ミニフェスタ

【資料 A-1-15】

健康体操製作業務委託契約書等
日高健康ロコモ体操 A 案・B 案

【資料 A-1-16】

第 4 回埼玉医科大学保健師活動研究会 研修会報告

【資料 A-1-17】

看護学科子育て支援活動のための会議々事録

【資料 A-1-18】

第 5 回子育ておしゃべり広場活動報告

【資料 A-1-19】
【資料 A-1-20】

【資料 A-1-21】
【資料 A-1-22】

【資料 F-5】と同じ

ボランティア活動報告

第 25 回・第 26 回 埼玉医科大学・連携施設懇親会冊子表紙
埼玉医科大学・連携施設懇談会会則
埼玉 DMAT 指定証(写)
学内報第 146 号抜粋 埼玉 DMAT の発足について
平成 24 年度研修及び訓練参加一覧
学内報第 170 号 p16・p17 抜粋 東日本大震災医療支援実績
学内報 171 号 p27 抜粋 東日本大震災医療支援実績
国際医療ｾﾝﾀｰﾆｭｰｽ第 17 号 p5 抜粋東日本大震災 DMAT 派遣報告
埼玉医科大学病院ニュース第 48 号抜粋（カルナの紹介）
オンライン検査・診療予約サービスシステム「カルナ」資料

【資料 A-1-23】

埼玉医科大学病院シンフォニー紹介患者報告会資料

【資料 A-1-24】

総合医療センター意見交換会資料

【資料 A-1-25】

ドクターヘリ・リーフレット、埼玉ドクターヘリ運航要領

【資料 A-1-26】

国際医療センター地域医療連携懇話会プログラム

【資料 A-1-27】

国際医療センター感染防止地域連携カンファレンス議事録

A-2．国際的活動
【資料 A-2-1】

国際交流センター規程

【資料 2-3-21】と同じ

【資料 A-2-2】

医学部学生便覧 p59 学生相互交換留学

【資料 F-5】と同じ

【資料 A-2-3】

学生相互交換留学生募集要項
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【資料 A-2-4】

平成 24 年度相互交換留学派遣予定学生

【資料 A-2-5】

2012 埼玉医科大学春季語学研修報告書

【資料 A-2-6】

教員短期留学生度、学生相互交換留学生度 帰国報告会

【資料 A-2-7】

2013 埼玉医科大学春季語学研修ポスター

【資料 A-2-8】

English Café ポスター

【資料 A-2-9】

埼玉医科大学教員短期留学生度規則

【資料 A-2-10】

平成 25 年度埼玉医科大学教員短期留学生度募集要項

【資料 A-2-11】

今後の医学教育の方向性に関するワーキンググループ第 3 班
議事録 第 4 回
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【資料 2-2-23】と同じ

埼玉医科大学
基準 B．研究
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

B-1．研究倫理

【資料 B-1-1】

埼玉医科大学倫理委員会規則
埼玉医科大学保健医療学部倫理委員会規則
埼玉医科大学病院アイ・アール・ビー規則
埼玉医科大学国際医療センターアイ・アール・ビー規則
埼玉医科大学総合医療センター倫理委員会規則

【資料 B-1-2】

医学部関連会議・委員会一覧表

【資料 B-1-3】

埼玉医科大学ヒト幹細胞研究倫理審査規則

【資料 B-1-4】
【資料 B-1-5】

【資料 1-3-8】と同じ

学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞事務組織
＞倫理委員会
学外ホームページ
医学関連情報＞公的研究費の不正使用防止等の取組

【資料 B-1-6】

埼玉医科大学における文科省科研費助成事業の事務処理要領

【資料 B-1-7】

平成 25 年度公的研究費に係わる説明会開催について（通知）

【資料 B-1-8】

埼玉医科大学利益相反管理規程

【資料 B-1-9】

学校法人埼玉医科大学研究活動の不正行為の防止等に関する規程

【資料 B-1-10】

学校法人埼玉医科大学公的研究費の管理・監査体制要領

B-2．研究環境
【資料 B-2-1】

埼玉医科大学医学研究センター規程

【資料 B-2-2】

埼玉医科大学医学研究センター運営会議規則

【資料 B-2-3】

【資料 B-2-4】

学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞基本学
科・教育研究施設関連＞医学研究センター
学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞基本学
科・教育研究施設関連＞埼玉医科大学中央研究施設

【資料 B-2-5】

ゲノム医学研究センター案内 p10 プロジェクト研究部門

【資料 2-9-7】と同じ

【資料 B-2-6】

学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞事務組織
＞総務部＞教員 資格・職位一覧表

【資料 2-8-1】と同じ

B-3．研究倫理の遵守

【資料 B-3-1】

学内ホームページ
SMSNET 埼玉医科大学教育学術情報ネットワーク＞基本学
科・教育研究施設関連＞医学研究センター＞研究業績プロ入り
口＞ログインページ

【資料 B-3-2】

本学研究業績データベース（業績プロ）操作簡易マニュアル

【資料 B-3-3】

学校法人埼玉医科大学知的財産に関する規程

【資料 B-3-4】

【資料 B-3-5】
【資料 B-3-6】

埼玉医科大学知的財産ポリシー
学外ホームページ
TOP ページ＞知財・産学連携窓口＞医学研究センター知財戦
略研究推進部門＞埼玉医科大学知的財産ポリシー
学内報 第 180 号 p22〜p27
平成 25 年度文部科学省科学研究費採択状況
平成 25 年度｢学内グラント｣募集要項
平成 24 年度学内グラント選考委員会報告
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【資料 2-6-5】と同じ
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