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Ⅰ．序章

2011 年 4 月、日本初の医療安全管理学専攻修士課程を持つ滋慶医療科学大学院大学（以
下、「本学」という。）が開学した。本学は医療機関等で発生する医療事故の予防や事故
後の対応等を含めて、医療全般の質的向上、チーム医療を推進する人材の養成、及び医
療安全管理学と医療経営管理学の領域の教育・研究の体系化を目的とし、これらの成果
を通じて社会へ貢献することを使命としている。
開学 6 年目の 2016 年度に公益財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評
価を受審し、評価基準に適合していると判定された。2017 年度以降は毎年度自己点検・
評価を行い、自己点検評価書にまとめて公表している。これにより本学の現状を評価し、
課題を明らかにすることによって改善を図り、大学としての機能向上を目指している。
2018 年度からは日本高等教育評価機構の新たな基準項目に基づき、自己点検評価を行う
こととなった。
また、
「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」
（平成 28（2016）年文部科学省令
第 16 号

平成 29（2017）年 4 月 1 日施行）により、大学等が自らの教育理念に基づき

育成するべき人材像を明確化し、それを実現するための適切な教育課程を編成すること
により、体系的・組織的な教育活動を行うことが求められ、
「学位授与の方針（ディプロ
マ・ポリシー）」「教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」「入学者受入
れの方針（アドミッション・ポリシー）」の 3 つのポリシーを策定・公表することとなっ
た。本学においても 3 つのポリシーを公表し、その内容を踏まえて入学生の選抜や教育・
研究指導を行っている。
さらに、2017 年度に文部科学省職業実践力育成プログラム（BP）の認定を受け、2018
年度入学生より、所定の要件を満たす学生は専門実践教育訓練給付金の受給を受けるこ
とが可能となった。ほぼ全員が社会人学生である本学にとって、学生の経済的支援とし
て有効であると考える。
社会貢献活動に関しては、従来の医療安全実践教育研究会や医薬品等製造実践教育研
究会等の活動を継続するとともに、2018 年度に新たに医療機器安全管理研究会を立ち上
げた。この研究会の目的は、ますます高度化専門化する医療機器全般に関わる安全性、
有効性、妥当性そして経済性について研究を行い、実践的な医療機器の安全管理につい
て情報発信することである。
少子超高齢社会へと進む現代の日本において、医療供給体制が変化し、医療機関から
介護施設、在宅に至る患者・利用者等の安全への取組みの必要性が拡大しており、本学
の果たすべき役割はますます高まっている。今後も本学の運営について真摯に自己点
検・評価を行うことにより、大学機能の向上に向けて努力し、社会的要請に応えていく
所存である。
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Ⅱ．本章
１．使命・目的等
【概要】
滋慶医療科学大学院大学（以下、「本学」という。）は、わが国唯一の医療安全管理学
とその領域としての医療経営管理学を教育･研究する、職種横断型の大学院大学である。
本学の使命･目的は、「『高い職能実践能力と豊な人間性及び国際性の涵養』に基づき、
人々の保健医療を守るため、高度の教育･研究を実践し、（中略）すべての人々の健康と
安全を希求する精神と知力を育成すること」と学則に定められている。この使命･目的に
基づき、
「 医療安全管理学及び医療安全管理学の領域としての医療経営管理学に関する卓
越した実践能力と研究能力を持つ人材」及び「医療安全管理学領域の教育･研究体系のシ
ステム構築を行い得るリーダーシップを持った人材」を育成している。
本学は修士課程 1 研究科の大学院大学であり、大学の使命･目的に合致した 3 つのポリ
シーを定めて、教育･研究活動を行っている。本学の特色は以下の通りである。
【1】医療安全管理学と医療経営管理学に関わる人材養成
ヘルスケア領域の質向上と安全のための実践的人材を養成する大学院大学として、医
療安全管理学分野と医療経営管理学分野の体系的な教育課程を編成し、3 つのポリシー
に基づき、当該分野の研究能力と実践能力をもった人材を養成している。
【2】多彩な教員構成
医学、看護学、薬学、臨床工学、心理学、社会福祉学、経営学など医療安全管理学と
医療経営管理学に関わる多くの専門分野の教員が、教育･研究指導に対応している。
【3】入学前から修了後まで一人ひとりの学生を支援
入試合格者にはアドバイザー教員 1 人が配置され、履修科目や修士論文研究テーマ等
について支援を行っており、入学後は指導教員が多様な観点から研究指導を行う。
ヘルスケア領域で働く社会人を主たる対象とした大学院であるため、社会人選抜入試
の制度を設けるとともに、3 年以上の実務経験をもつ場合は個別の出願資格審査により
大学卒業者以外でも条件を満たせば入学が可能である。授業は平日夜間と土曜日昼間に
行われており、働きながら修士の学位の取得が可能であり、長期履修制度を活用すれば
修業年限分の学費負担で修了が可能である。
修了時には、診療報酬請求の医療安全管理加算が適用される医療安全管理者となるこ
とができる。また、看護師として所定の経験を有する場合は、公益社団法人日本看護協
会による審査の上、認定看護管理者認定試験の受験資格を得ることができる。さらに、
研究生制度を利用して、修了後の学会発表や論文作成などを支援している。
2018 年度より医療管理学研究科医療安全管理学専攻が専門実践教育訓練講座の認定
を受け、該当する学生は学費の支援を受けられるようになった。
【4】医療安全と医療経営に関わる社会貢献活動
本学が立ち上げた「医療安全実践教育研究会」や「医薬品等製造実践教育研究会」、
「医
療機器安全管理研究会」では学術集会や講座等を開催し、現場の実践的な人材育成を支
援している。また、
「医療マネジメントセミナー」等の多彩なセミナーを開催し、人材育
成と情報発信を行っている。
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【2019 年度の取組み】
１）3 つのポリシーの公表とそれに基づく教育・研究活動
学校教育法施行規則の改正（平成 28（2016）年 3 月）を受け、本学医療管理学研究科
のアドミッション・ポリシーを 2016 年度に、またディプロマ・ポリシー及びカリキュラ
ム・ポリシーを 2017 年度にそれぞれ改定･公表し、大学運営と実践にあたっている。ま
た 2019 年度にも改定を行った。この 3 つのポリシーは、次ページの通りである。
２）教育課程の改定
本学医療管理学研究科の 3 つのポリシーの改定に伴い、2020 年度入学生から教育課程
の見直しを行うことになった。これにより、修了要件の単純化と教育の体系化を図り、
学生は修士学位論文研究にさらに十分な時間をかけて注力することが可能となる。
３）社会貢献活動
本学では社会貢献活動として、
「医療安全実践教育研究会」及び「医薬品等製造実践教
育研究会」を設立し、医療や医薬品製造の現場での質向上と安全に関する実践教育と人
材育成を行ってきた。「医療安全実践教育研究会」は、2019 年 10 月 18 日（日）に第 7
回学術集会を開催した。「医薬品等製造実践教育研究会」は、2019 年 5 月～7 月に GMP
初級講座（全 3 回）を、11 月～2 月に GMP 実践講座（全 2 回）を開催した。
さらに、医療機器の安全管理に関する実践教育の場として「医療機器安全管理研究会」
を立ち上げ、2019 年 7 月 27 日（土）に開催した。
その他のセミナーとして、本学主催による医療マネジメントセミナー及び医療･福祉マ
ネジメントセミナーを計 10 回開催した。医療マネジメントセミナーについては、2019
年は AI に関するセミナーを開催し、医療経営における AI に関する最新の情報を発信し、
受講者に対する医療管理者養成に関する情報を提供した。
各研究会、及びセミナーの詳細は 24 ページを参照のこと。
４）「職業実践力育成プログラム」（BP）の認定及び専門実践教育訓練給付講座の指定
本学医療管理学研究科医療安全管理学専攻は、文部科学省の平成 29（2017）年度「職
業実践力育成プログラム」（BP）に申請し、プログラムとして認定を受けた。BP は、社
会人が職業に必要な能力や知識を高めるために、実践的かつ専門的な教育プログラムで
あることを認定するものであり、本学における教育内容が認められたものである。この
認定に伴い、厚生労働省「専門実践教育訓練」の講座指定を受けた。これにより、2018
年 4 月入学生から、所定の要件を満たす学生は授業料の一部を給付金として受給するこ
とが可能となっている。
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医療管理学研究科医療安全管理学専攻の使命・目的と教育目的、3 つのポリシー
使命・
目的

「高い職能実践能力と豊な人間性及び国際性の涵養」に基づき、人々の保健医療
を守るため、高度の教育･研究を実践し、（中略）すべての人々の健康と安全を希
求する精神と知力を育成する。

教育目的

「医療安全管理学及び医療安全管理学の領域としての医療経営管理学に関する卓
越した実践能力と研究能力を持つ人材」及び「医療安全管理学領域の教育･研究体
系のシステム構築を行い得るリーダーシップを持った人材」を育成する。

ディプ ロマ ・ポ リシ ー

本研究科では、以下の 4 項目についての修得を学位授与の方針とします。
１．専門知識獲得
基盤となる専門性に加えてヘルスケア領域における質･安全の管理･経営の実践に
必要な専門知識、技術、倫理性を有している。
―コンピテンシー：
「知識活用力」、
「質･安全へのコミットメント」、
「倫理性」
２．課題探究力
ヘルスケア領域における質と安全に関する課題を明確にし、研究的手法を用いて
課題を達成できる能力を有している。
―コンピテンシー：「問題発見力」、「課題設定力」、「課題分析力」
３．実践力
利用者を含めた多職種連携の中でヘルスケア領域における質向上と安全を目指し
た活動や教育をマネジメントする力を有している。
―コンピテンシー：「資源活用力」、「人材開発力」、「連携力」
４．情報発信力
ヘルスケア領域における質と安全の学際的な知識を基礎に、グローバルな視点か
ら課題を理解し、自身の主張を社会に発信する能力を有している。
―コンピテンシー：
「国際社会への発信」、
「国内への発信」、
「地域社会への発
信」

カリキ ュラ ム・ ポリ シ ー

本研究科では、それぞれの専門性を基盤として、学位授与の方針に掲げるコンピ
テンシーを修得させるため、体系的な教育課程を編成します。
必修科目は、医療管理学の基礎となるもので、分野に関わらず必ず履修する科目
であり、選択科目は、分野や研究内容によって選択する科目です。また、選択必
修科目は、必修科目、および選択科目で学んだ内容を活用し、実際の状況を想定
して事例に取り組む演習科目として配置されています。選択した分野の開設科目
を履修しますが、視野を拡大するために他分野の開設科目の履修も推奨していま
す。
生涯にわたって学び続ける力、主体的に考える力を養うため、演習科目のみなら
ず、講義科目においてもアクティブ･ラーニングを積極的に取り入れています。ま
た、修士論文の指導は、主指導教員と副指導教員を置き、多面的に課題を捉え探
求できる体制をとっています。
さらに、国内外の課題を自己の課題と関連させて考え、発信する力を養うため、
関連学会や学外プログラム等への参加を推奨します。
在学中から到達目標に対する学修成果の評価を行い、人材開発力を育成します。
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アドミ ッシ ョン
・ポリ シー

本研究科では、ヘルスケア領域への関心、および修学の基礎となるリテラシー（読
解記述力）とコミュニケーション力を持ち、次のいずれかの意欲を持った人を求
めます。
１．ヘルスケア領域の質･安全または経営に関する知識･技術の獲得と実践を目指
す。
２．課題を明確にし、研究的手法を用いて解決の方策を考えるとともに、その成
果を社会に発信する能力の獲得を目指す。
３．多職種連携による業務の質･安全向上のための実践と教育のリーダーを目指
す。
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２．学生
2－1

学生の受入れ

【概要】
本学の求める人材像および入学者受入れの方針は、アドミッション・ポリシーとして
大学案内、募集要項、ホームページ、大学ポートレートに明記して周知を図っており、
入試相談およびオープンキャンパスにおいてもその説明を行っている。入学志願者の専
門性や職種が広範囲に及ぶため、入学者選抜試験の小論文・英語の各試験問題について
は、入試委員会の中に各々の作問委員会を設け、学長が学内から入試委員を含む各 3 名
の委員を指名して検討・作成している。また各試験とも所定の基準項目を設けて評価し、
公平性と個別適合性評価の実現に努めている。
本学の入学者選抜試験には、一般選抜入学試験と社会人選抜入学試験がある。社会人
選抜入学試験は、出願資格を満たし、かつ医療機関等における実務経験が満 3 年以上あ
る者が受験することができる。一般選抜入学試験の受験科目は小論文、英語、面接試験
であるが、社会人選抜では小論文と面接を重視し、英語は試験科目に採用していない。
本学の受験資格は大学を卒業した者の他、他の大学院修士課程の入学要件と同様に、
アドミッション・ポリシーに則り、専門学校や短期大学の卒業者であっても、実務経験
等を考慮し、
「大学卒業と同等の能力を有すると本学が個別に認定した者」には受験資格
を与えている。この個別の出願資格審査は、「修学の抱負」として(1)これまで行ってき
た業務、(2)入学後取組みたい研究内容、(3)大学院修了後の抱負の 3 項目について記述
した小論文提出を求め、所定の基準で評価する。また、3 年以上の実務経験証明書等の
提出書類に基づいて書類審査を行い、個別面接試験を行う。審査に合格した者は社会人
選抜入学試験を受験することができる。出願資格審査における書類審査、入学試験にお
ける小論文、英語、面接試験の採点は、学長が指名した各々3 人の採点委員によって所
定の項目について評価がなされ、拡大入試委員会で合議の上、合否を判定する。拡大入
試委員会は、入試委員会委員と小論文試験採点委員、面接試験採点委員等から構成され
る。判定結果は研究科教授会に報告されて承認を受け、学長が最終決定する。
合格決定後、入試合格者１人に対してアドバイザー教員 1 人を学長が指名し、研究指
導教員が決定するまでの間の履修科目や研究テーマについての相談･指導を行う。
学生募集対策では、教職員が近畿圏の医療機関等への訪問活動を行っている。また本
学が主催する各種研究会やセミナー及び各種学会や学校法人大阪滋慶学園主催の「就職
フェア」等で認知度向上を図るとともに、ホームページの充実等を推進している。
なお、入学試験成績や入学後の学修評価は匿名化した上で定期的に集計・分析されて
おり、入試制度の評価・検証や学生募集のための基礎資料として利用している。
【2019 年度の取組み】
2019 年度入学者選抜試験より、個別の出願資格審査の小論文試験を「修学の抱負」と
題する小論文を中心とした書類審査に変更した。2019 年度は審査のあり方を再検討し、
評価基準の充実を図った。これらの改定は、アドミッション・ポリシーに沿った入学者
選抜試験を実施する上で重要と考える。今後、入学者の実績等について比較し、改定に
関する検証を行い、さらなる改善を重ねる。
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2－2

学修支援

【概要】
学生に対する学修支援として、入学試験合格者に対するアドバイザー教員による支援
に続き、入学後は、主･副指導教員が修士学位論文研究を複数の観点から指導し、2 年次
7 月の中間報告会では、全教員から修士学位論文研究に対する助言を得る機会を設けて
いる。なお、学生の修学状況に応じて、最大 4 年まで在籍可能となる長期履修制度を設
けており、修業年限の 2 年分の学費負担で修学することが可能である。
本学では、すべての授業科目についてオフィスアワーが設定され、授業への質問だけ
でなく学修上の相談にも対応している。また、修士学位論文作成において重要な文献検
索方法等に関しては、専門家によるセミナーを開催するとともに、図書館司書が個別に
指導を行っている。統計分析手法についても、担当教員が個別に指導している。
学生の学修面や生活面等の相談に対しては、各学年に男女各 1 人の専任教員が担任と
して配置され、事務部窓口も相談に対応しており、社会人学生の抱える多様な問題に対
して教職協働による支援を行っている。
カリキュラム･アンケートや学生生活満足度調査等の結果は研究科教授会において教
職員全員に情報共有され、学修環境の改善につなげている。カリキュラム･アンケート結
果に対しては、科目担当のすべての講師に授業改善報告書の提出を求めており、これら
は本学ホームページの在学生ページで閲覧が可能である。
障がいのある学生への配慮について、本学では学生生活委員会で対応することになっ
ており、障がいのある学生から合理的配慮の申請があった際には直ちに合議の場を設け、
対応を検討するための体制が整っている。また、現在本学には障害支援技術および特別
支援教育を専門とする教員が一名在籍しており、学生側のニーズの確認や過重な負担に
ならない範囲での配慮の実施、および配慮の合理性の評価について、専門的観点から在
学生の利益になるようサポートしている。
退学者はこれまで計 4 人（2019 年 12 月現在）と少なく、休学者や留年者に対しては
指導教員や担任、事務職員等が個別に対応し、修了まで支援している。また、学長、研
究科長、教務委員長が研究指導教員と面談し、修士学位論文の進捗状況の確認とアドバ
イスを行っている。
修了後の支援として、研究継続を希望する者は、選考のうえ研究生として在籍可能で
あり、指導教員のもとで学会発表や論文作成等を行っている。
【2019 年度の取組み】
2018 年度入学生より、全ての学生に対して主･副指導教員 2 人以上による修士論文指
導体制を徹底した。また、2018 年度に教務委員会が行っていた研究実施計画書の事前審
査を、2019 年度から研究倫理委員会に学内委員からなる事前審査部会を設置し、研究内
容などに加え、倫理面での審査も行うこととした。
修了後の研究活動支援により、2019 年度も修士論文研究の一部が、複数、海外での国
際学会で発表され、また学術雑誌に掲載され、医療の質・安全学会をはじめとする国内
の関連学会において、多数の在校生・修了生が研究発表を行い、また活動報告やパネル
ディスカッション等でも研究や実践活動の成果が発表された。
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キャリア支援

【概要】
本学の学生のほぼ全員が医療･福祉等の業界で働く社会人学生であるため、自らの職業
経験に本学での学業や研究を統合して、さらなるキャリア開発を目指すために入学して
きている。その希望に対して、学生全体に向けてキャリア開発の助言・指導を行うとと
もに、個別の相談や希望に対しては、担任、研究指導教員、学生生活委員会、事務部等
が連携して助言や支援を行っている。就職活動等が必要な場合は、本学園の系列専門学
校のキャリアセンターを利用することも推奨している。
本学において開講されている「医療セーフティマネジメント学特論Ⅰ・Ⅱ」
（計 2 単位）
および「医療リスクマネジメント学特論Ⅰ･Ⅱ」（計 2 単位）の計 4 単位の履修証明書を
提出することで、医療機関における医療安全管理加算の算定に必要な「医療安全管理者」
としての資格要件を満たすことができる。
また、本学は公益社団法人日本看護協会の認定看護管理者の受験要件にある「大学院
において管理関連の修士号を取得」する課程に該当すると認められているため、学生が
「看護師長以上で 3 年以上の管理経験」を有していれば、本学での関連科目履修と看護
管理に関連する修士論文作成を併せて、修了後に認定看護管理者の認定審査（書類審査･
筆記試験）受験資格が得られ、合格すれば認定看護管理者の資格が取得できる。これを
目指す学生には、試験対策や学習計画の相談など、修了後も継続して支援を行っている。
さらに学生が自らのキャリアを顧み、修了後のキャリアを視野に入れて計画的に学生
生活を送れるよう、2017 年度より学生生活委員会主催で年１回「キャリアガイダンス」
を実施している。具体的には、本学での学修を活かして活躍している修了生を講師に招
き、職場での職位・役割の変化、資格取得への取り組みなどについて話を聞き、学生と
修了生の交流を促している。
以上のように、教育課程の内外を通じ、学生が修了後に社会的・職業的により一層自
立した活動を行えるよう様々なキャリア支援を展開している。
【2019 年度の取組み】
2019 年度も学生に対するガイダンスやオリエンテーションの中でキャリア開発の重
要性について説明を行い、また就業に関する個別の相談に応じるなど、一人ひとりの学
生のキャリアに対する支援を行っている。
2019 年 7 月 20 日には「第 3 回キャリアガイダンス」を開催し、2 人の修了生がそれぞれ
在学中の努力や現在の役割、本学での学修を踏まえたステップアップの状況、資格試験
の受験経験などについて講演を行った。参加した学生の約 9 割が満足したとアンケート
に回答し、今後のキャリア開発の参考にすることができた。今後も継続してキャリアガ
イダンスを開催することが決定されている。なお、日本看護協会の認定看護管理者試験
では、2019 年度も引き続き合格者がでており、2015 年度以降毎年合格者を輩出している。

8

滋慶医療科学大学院大学

2－4

学生サービス

【概要】
修学環境としては、自習室に個人専用机とロッカーを整備し、IT 機器を含めて開校時
間帯は自由に利用できる。校舎地下 1 階の学生食堂は夜間や土曜日も利用可能である。
学生が安定した学生生活を送れるよう、学生生活委員会が中心となり、事務部と連携
して修学支援、経済的支援、就職支援、健康支援等を実施している。
修学及び学生生活に関しては、入学試験合格から指導教員決定までの期間はアドバイ
ザー（各学生に専任教員 1 人）、指導教員決定後は主・副の指導教員、および各学年の担
任（学生生活委員会委員を含む専任教員男女各 1 人）が連携して支援する。本学の学生
は仕事を継続しながら修学しており、仕事の多忙さや家庭環境の変化により学修継続に
困難を生じることがある。教員、事務職員等が連携して学修面、制度面、精神面で支援
しており、殆どの学生が修了に至っている。また学生の意見や要望を把握するため、入
学当初から半年に一回の頻度で、学修状況や学生生活満足度についてのアンケート調査
を実施しており、学生自習室には意見箱を設置している。得られた意見・要望や調査結
果は、主に学生生活委員会が検討し、研究科教授会に報告して共有するとともに、他の
委員会等と連携して改善を図っており、その内容を学生にフィードバックしている。
経済的支援としては、従来からの学費分納制度、日本学生支援機構の奨学金制度、本
学園独自の大阪滋慶奨学金制度（給付型）の利用に加え、2017 年度入学生には雇用保険
の一般教育訓練給付金制度、2018 年度入学生からは専門実践教育訓練給付金制度が適用
されることになり、学費負担の軽減につながっている。
課外活動の取組みとしては、患者参加の医療を実践している大阪府北部の医療機関を
希望者が見学し、施設の理念･方針を聴く機会を設けている。
学生の心身の健康管理等については、健康診断受診の有無を把握するとともに、学内
に医務室を設置して担当の教員（医師と看護師各 2 人）を指定している。また、滋慶ト
ータルサポートセンター（JTSC）新大阪は、心理面を中心とする各種相談等に予約制で
応じている。さらに学生全員が、公益財団法人日本国際教育支援協会による学生教育研
究災害傷害保険及び付帯賠償責任保険に加入しており、正課中、通学途中、研究活動に
伴う学外での活動中の事故に対して対応できる体制を整えている。
ハラスメント防止に関しては、オリエンテーションやホームルームを通じてハラスメ
ントのない学修環境の大切さを伝え、事案発生時の相談窓口等を繰り返し周知している。
また、
「ハラスメント防止規程」を学生便覧とホームページに掲載し、相談員及び事務部
が相談窓口となり、学生自習室に設置した意見箱でも対応する体制を取っている。ハラ
スメント委員会は教職員と学生に対し研修を定期的に主催し防止と啓発に努めている。
【2019 年度の取組み】
2018 年度入学生から専門実践教育訓練給付金制度の対象となり、経済的支援が一層充
実した。各種調査で得られた学生の要望に応えて、学内設備や機器類の充実を図るなど、
学修環境整備に努めている。課外活動としては、2019 年 11 月 2 日（土）に English Luncheon
Meeting を催し学生が英語に触れる機会を設けた。また、2019 年 5 月 25 日（土）にハラ
スメント防止研修を開催した。
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学修環境の整備

【概要】
本学は JR 新大阪駅から徒歩 3 分と通学に便利な立地にあり、2006 年に竣工した制振
構造の校舎である。
エントランスに車椅子用の駐車スペースを設置しており、1 階に車椅子用トイレを設
置している。エレベーターも車椅子対応であり、学生自習室および講義室は段差がなく、
一部の教室（視聴覚大教室）以外はすべて机と椅子が可動式となっており、車椅子対応
可能となっている。
校舎全体のメンテナンス管理については、設備点検、清掃、廃棄物処理等の業務を業
者に委託している。また、「防火･防災管理規程」や「施設管理規程」を整備し、消防避
難訓練や消火訓練の実施、防災マニュアルブックの配布等により、災害時の対応につい
て学生及び教職員に啓発している。
校舎内は全館無線 LAN が完備しており、学生や教職員がネットワークを利用して図書
館から提供している電子ジャーナルや各種データベースを利用することが可能である。
図書館は原則として平日 21 時まで、土曜日は 18 時まで開館し、閲覧席には快適で落ち
着いた学習環境を提供するため 23 席のキャレルデスク（個人用閲覧席）を設置している。
専任及び非常勤の司書が学生･教員の対応を行い、文献データベースや電子ジャーナル、
蔵書検索の使い方など、学生に IT リテラシーの援助も含めた個別支援を年間通して行っ
ている。2019 年度初めには文献検索法の専門書を執筆した著者を招き、文献検索法や著
作権法についての講演会（90 分）を開催した。
また、2014 年 5 月に国立国会図書館から承認を受け、約 149 万点に及ぶ国立国会図書
館所蔵デジタル資料が利用できる「図書館向けデジタル化資料送信サービス」を開始し
研究支援体制を整えた。教員や修了生が執筆し、学術雑誌等に掲載された論文や、全国
の病院が公開している医療事故調査報告書（1999 年以降）を収集・ファイリングし、専
用コーナーを設けて閲覧に供している。さらに、認定看護管理者資格取得を目指す学生
には、関連する日本看護協会指定テキストや参考書等を配架して学習を支援している。
図書館で稼働している図書館システムについては、開学時から使用している図書館シ
ステムを更新し、2018 年 9 月に新型システムを導入した。図書館システムを通して、本
学の利用者が必要な文献の取寄せ、図書の貸借、また本学所蔵文献や図書の公開を行っ
ており、学術情報相互提供の整備に努めている。
授業を行う際の学生数は、教育効果を十分にあげられるように管理しており、講義・
演習・グループワーク・ロールプレイ・ディスカッション・プレゼンテーション等の授
業内容を考慮し教室を選定している。18 名以上が受講する必修科目や選択必修科目にお
いて演習やグループワークを行う場合は、複数の教員で担当したり研究員が補助する体
制を整備しており、全ての受講者の修学を支援している。
実習施設としては本校舎にはないが、隣接する大阪ハイテクノロジー専門学校の校舎
内に医療機器安全管理学及び医療機器材料安全管理学実験・実習室および看護演習室を
設置しており、関連する研究を行う学生との共同使用が可能となっている。

コンピュータなどの IT 関連に対応する環境として 11 階に情報処理室を設置しており、
座席数 4 席、コンピュータ 4 台、そのうちコンピュータ 2 台には統計ソフト SPSS がイン
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ストールされておりデータ解析時に使用可能となっている。使用する際には、事前に利
用申請を行い、利用者には ID とパスワードを発行される体制となっており、利用者の管
理を行っている。
研究発表等に使用するポスター印刷の支援を行っており、大型プリンターの使用申請
をすることにより、A1 サイズと A0 サイズのモノクロ印刷及びカラー印刷に対応してい
る。
学生自習室には、学生が個人ごとに使用できる机とロッカーを配備しており、ロッカ
ーは施錠できるタイプのものを設置している。学生が休息したり団欒できる場所として
学生自習室の隣に学生ロビーを設置しており、学生が交流できる場として提供している。
さらに、学生がグループワークや小集団での勉強会等を行える環境として、11 階の一般
実験・実習室がある。通常は施錠管理している部屋であるが、必要に応じ適宜解放して
いる。
学修環境については、学生生活委員会が実施する学生生活アンケートや学生生活満足
度調査において学生の意見を聴取しており、その結果をもとに改善につなげている。
【2019 年度の取組み】
１）図書館資料の所蔵数（2020 年 3 月 31 日現在）
学術雑誌（種）
図書の冊数（冊）

10,093

電子ジャーナル（種）
国内誌

外国誌

437

197

9,181

２）データベース･電子ジャーナルリスト
データベース名

医中誌 web （4）、 JDreamⅢ （2）、 メディカルオンライン

（同時ｱｸｾｽ数）

最新看護索引 web

（1）、 MEDLINE with Full Text

CINAHL Complete

（1）、 PsycINFO

（無制限）、

（無制限）、

（無制限）、 ERIC

（無制限）

ジャーナル名

メディカルファインダー

（誌数）

JSTOR Collection Ⅰ,Ⅳ,Ⅶ, LifeSciences （562）、 SpringerLink （1600）、
Taylor&Francis Online
Wiley Online Library

（10）、 メディカルオンライン （1393）、

（1900）、 Sage Premier
（10）
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学生の意見・要望への対応

【概要】
学生の意見や要望は、年間定例で実施されるカリキュラム･アンケートや、学修状況・
学生生活満足度についての記名・無記名各種調査によって収集しており、その集計結果
は研究科教授会に報告され教職員に情報共有されている。また、学生自習室には学生意
見箱が設置されており、匿名で意見を述べることができるようになっている。
各種調査で得られた学生からの意見や要望に対しては、本学としての回答を作成し、
掲示により学生にフィードバックするとともに、項目ごとに該当する委員会や部署と連
携して大学全体としての支援や環境改善につなげている。
学修支援：カリキュラム･アンケートの結果は本学ホームページの在学生ページに公表
されている。各科目に対する学生からのコメントは担当講師にフィードバックされ、授
業改善報告書を提出することになっており、これらの内容はホームページ上で閲覧可能
である。また本学のすべての授業科目には担当講師のオフィスアワーを設定しており、
授業に関する学生の質問や意見等に対応している。さらに、研究活動に必要な文献の検
索・管理方法や代表的な文書作成・翻訳ソフトウエアの使用法などを含め、図書館利用
に関する問い合わせや相談に対しては図書館司書が支援している。
学生生活支援：学生生活の改善要望や意見についても、各種調査に項目を設け、意見
箱を活用するなどして収集に努めており、改善に努めている。指導教員や担任が相談に
応じるほか、事務部も履修時間や経済面等、学修継続に関する様々な相談の窓口として、
要望等に対応している。
学修環境改善：調査で得られた要望を共有し、対応に努めている。学年進行によって
討論や意見交換を希望する時期と、集中して論文執筆や研究を行う時期が交錯するので、
学生生活委員会や事務部が連携してそれぞれの要望を調整し満足度の高い環境を維持・
提供するよう努めている。また、IT 環境や図書・電子図書の要望も多く、十分な環境を
提供できるよう充実を図っている。
以上のように、本学では学生の意見や要望をくみ上げるシステムを整備しており、適
切に対応すると共に、教職員間で情報共有し、修学や生活・環境支援に反映させている。
また、学年ごとに 2 人の専任教員（男女各 1 人）が担任となり、指導教員と連携して学
生の学修面や生活面等、あらゆる相談に対応している。担任は必要に応じて担当学年の
ホームルームを開催しており、学生が相談しやすい環境を整えている。
【2019 年度の取組み】
2019 度も記名・匿名の各種アンケートや意見箱等から得られた学生の意見や要望に対
して、より良い教育･研究活動を進められるよう、学修環境の改善を行った。具体的な例
としては、文献検索データベースの利用枠増設、研究生や聴講生の自習室の使用環境改
善、学内無線 LAN 設備・IT 機器の更新、研究活動に伴って発生した資料の保管場所の確
保などを行った。
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3．教育課程
3－1

単位認定、卒業認定、修了認定

【概要】
授業科目の成績評価については、学則第 8 条第 2 項において、
「本大学院大学において
は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳
格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準
にしたがって適切に行うものとする。」と定めている。特別演習及び課題研究以外のすべ
ての科目の成績評価基準はシラバスに明記され、学生便覧及びホームページに公表され
ている。シラバスには、評価のポイントや授業時間外で必要な学修についても記載され
ている。さらに、履修等に関する規程第 6 条第 3 項に「授業科目の試験は、当該授業を
3 分の 2 以上出席した学生が受けられる」と定めており、出席状況も重視している。こ
れらの成績評価は、成績通知書として年 2 回学生に配布され、学生自身が単位修得状況
を把握できるようにしている。
本学で開講している授業科目には、関係するディプロマ・ポリシーを示す科目番号が
付与され、シラバスに明記されている。これは教育課程とディプロマ・ポリシーとの体
系化を示すものである。
修了要件については、学則第 14 条に「研究科の修了要件は、当該課程に 2 年以上在学
し、所要の授業科目について必要な単位数以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受け
た上、学位論文の審査及び最終試験に合格すること」と定めている。また、履修等に関
する規程第 12 条には「課題研究（修士論文作成）を提出しようとする学生は、1 年以上
在学し、第 2 条第 2 項第 1 号から第 4 号に規定する単位数をすべて修得していなければ
ならない」としている。
修士学位論文の学位審査は、
「学位規程」並びに「修士学位論文の学位審査に関する指
針」に基づき行っている。
以上のように、本学では単位認定や修了認定等は規程に基づき厳正に運用されており、
今後成績評価とディプロマ・ポリシーとの一貫性についてさらに検討を進める。
【2019 年度の取組み】
ディプロマ・ポリシーに基づく教育課程の見直しの一環として、2018 年度入学生より、
大学院設置基準の修了要件である 30 単位以上の修得をもって修了できるよう教育課程
を改定し、必修科目 8 単位、選択必修科目 1 単位以上、選択科目 11 単位以上、特別演習
2 単位、課題研究 8 単位の修得で修了が可能となった。この改定により、修士学位論文
研究がさらに充実することが期待される。
2018 年度に教務委員会が行っていた研究実施計画書の、主に研究内容に関する事前書
類審査を、2019 年度から研究倫理委員会に学内委員からなる事前審査部会を設置し、倫
理面での審査も加えて行うこととした。この結果、修士学位論文の内容の質向上に加え、
倫理面での問題点が指摘・修正され、学外委員も加わる研究倫理委員会に提出される研
究実施計画書の完成度がさらに向上した。
厳正な単位認定による成績評価として、2020 年度から必修科目における GPA 制度の導
入に向けて規程を新規作成した。
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3－2

教育課程及び教授方法

【概要】
本学では学則第1条及び第2条に定められた使命･目的、教育目的と、学則第3条（教育
課程の編成方針）に定められた「その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を
開設するとともに学位論文の作成等に対する指導の計画を作成し、体系的に教育課程を
編成する」という方針に基づき、医療管理学研究科医療安全管理学専攻のカリキュラム
を編成している。
本学のカリキュラム・ポリシーは、本学ホームページ、大学案内、学生便覧、大学ポ
ートレートに示されている。このカリキュラム・ポリシーに基づき、必修科目8科目、選
択必修科目2科目、選択科目33科目、リメディアル科目1科目と特別演習、課題研究を教
育課程として定めている。
課題研究以外のすべての科目のシラバスは、学生便覧、本学ホームページに公表され
ている。これらの授業科目には科目番号が付与されており、ディプロマ・ポリシーのど
の項目に関連するかが明示されている。
医療安全管理学分野や医療経営管理学分野は社会情勢を反映して変化していく内容を
包含しているため、各授業科目の内容や教育課程全体について常に確認を行い、必要な
改定を行っている。シラバスについても、教務委員会において内容の確認を行っており、
時代の要請への対応とともに学生がより深く理解できるよう努めている。また、医療安
全管理学分野を希望する学生には「医療安全管理学事例研究」を、医療経営管理学分野
を希望する学生には「医療経営管理学事例研究」を選択必修科目として配置しており、
これらの科目内容についてはそれぞれ専門家である複数の担当教員が検討を重ねて運営
している。
なお、本学の入学生は医療･福祉等の現場で働く社会人が主体であることから、学修歴
が多様であることを踏まえて、基礎科目である概論科目を5科目開講しており、さらにリ
メディアル科目として医療英語を開講している。
【2019 年度の取組み】
2019 年度は、文章化されていた 4 つのディプロマ・ポリシーをより理解しやすいもの
にするためにタイトルを付けた。また学位授与の方針がさらに明確になるようディプロ
マ・ポリシーを到達するためのコンピテンシーを再検討し 3 つずつ挙げることとした。
2020 年度の本学ホームページ、大学案内、学生便覧等に掲載する予定である。さらに、
ディプロマ・ポリシーに基づいた教育課程の編成を検討するために 2020 年度にはカリキ
ュラム・ポリシーを再検討する予定である。
2018 年度より導入した文部科学省「職業実践力育成プログラム」（BP）により社会人
である学生の各職業に必要な能力育成を支援することが可能になり、さらに専門実践教
育訓練給付金の支給により、これまでより多方面における修学を支援することが可能と
なった。
すべての授業科目にアクティブ・ラーニングを積極的に取り入れることを大学として
推奨しており、FD／SD 研修においても、毎年アクティブ・ラーニングに関する事例報告
を行うなど、より良い授業となるよう全教員が努力している。
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3－3

学修成果の点検・評価

【概要】
本学では 3 つのポリシーとディプロマ・ポリシーに含まれるコンピテンシーを学生便
覧及びホームページ等に公表している。必修科目を履修することにより、すべてのディ
プロマ・ポリシーが修得可能なカリキュラムとなっている。加えて、授業科目のシラバ
スに記載された到達目標や成績評価の基準等に沿って適切な評価を行っており、授業科
目の成績評価から学生自身がディプロマ・ポリシーを踏まえた履修状況の把握が可能で
ある。
教育内容・方法及び学修指導等の改善・向上については、FD／SD 委員会においてカリ
キュラム・アンケートを実施し、結果を教職員間で共有し、授業改善報告書とともに学
生ロビー掲示板及び本学ホームページに公開している。課題研究の学修成果については、
研究活動評価票を用いた学生の自己評価と指導教員による他者評価、中間報告会評価用
シートを用いた全教員による他者評価を実施し、結果を学生及び指導教員にフィードバ
ックすることでその後の研究進捗や指導の改善につなげている。さらに、必要に応じて
学長や研究科長等からも研究指導に関するアドバイスや支援を受けることができる環境
を整備している。また、主指導教員と副指導教員の複数指導体制による多視的評価を学
生及び教員間で共有することにより、指導方法等の点検・評価につなげている。
授業以外の学修時間等の状況については、学生生活委員会が実施する学生生活に関す
る調査及び学生生活満足度調査により把握している。修了後のキャリアアップや教育目
的の達成状況等については、自己点検・評価委員会を中心に実施された修了生アンケー
トにより状況把握に努め、各教員あるいは各委員会において改善に向けた対策を講じて
いる。また、学修成果を含む大学運営システム全般についても、大学関係者評価委員会
における業界からの外部評価を受け、改善への継続的な努力を続けている。さらに、FD
／SD 活動を通じて学修成果の点検・評価の意義や重要性を教職員間で共有し、修学環境
の改善や教職員の資質向上に向けて継続的に活動を行っている。
【2019 年度の取組み】
2019 年度は、学修成果の点検・評価を客観的なデータに基づき検証し、系統的・継続
的に収集するための環境整備を進めた。具体的には、カリキュラム・マップの再検討や、
学修成果の可視化を可能にする学生対象アンケートの調査項目について検討を行った。
このアンケートは従来各委員会が別々に所管していたものを全学横断的に実施するもの
で、アンケート項目と実施時期、個人情報保護に配慮した自己評価の収集と活用などを
考慮して、IRWG (Institutional Research Working Group) がその機能の充実を図るこ
ととした。
また、2018 年度から修士学位論文指導は主指導教員および副指導教員の複数指導体制
を必須化することにより、多角的な視点からの指導や研究指導方法の自己評価および他
者評価が可能となるよう体制を整備した。さらに FD／SD 研修において研究指導方法の事
例紹介を行い、効果的な指導方法を教員間で共有している。
2019 年度に実施した FD／SD 研修は「4-3 職員の研修」
（18 ページ）に記載の通りであ
る。
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４．教員・職員
4－1

教学マネジメントの機能性

【概要】
本学における意思決定は、大学の管理運営については本学園の理事会が行い、教学に
ついては研究科教授会で審議し、学長が行うこととしている。
学長は「校務をつかさどり所属職員を統督する」と学則第 46 条第 2 項に定められてお
り、本学園の理事として理事会に出席するとともに、大学院大学運営会議の議長として、
教学上の重要事項の協議に関わり、研究科教授会の議長として研究科を統括している。
学長は教学運営の責任者としてリーダーシップを発揮して教職員をまとめる一方、理事
会と緊密な連携を取り、大学の業務執行の要となっている。
研究科教授会は、教育課程、学生の入学、成績評価及び学位授与、学生の指導及び褒
賞、教育研究、教員の選考、自己点検・評価、ファカルティ･ディベロップメント等、教
学に関する重要事項を審議すると定められており、原則として月 1 回開催されている。
学長は教授会の意見を聞き、教学に係る最終的な決定を行う。
研究科教授会の下には、入試委員会、教務委員会、研究倫理委員会、学生生活委員会、
FD／SD 委員会、広報・情報委員会、図書委員会、自己点検・評価委員会、研究委員会、
ハラスメント委員会、将来計画委員会等が置かれており、入試委員会と将来計画委員会
の委員長は学長が兼務している。これらの委員会は学長のリーダーシップの下、諮問の
あった種々の問題を調査・討議・検討し、教授会に報告する。研究科教授会はこれを審
議し、学長が決定している。各委員会が収集した学生の意見は、学長のリーダーシップ
のもとに迅速に改善に取り組む体制を構築している。このように、教学運営が本学の使
命・目的に沿って適切に行われるよう、学長が全体を統括する体制となっている。
大学院大学運営会議は、教学に関する重要事項について教学部門と本学園理事会とが
意見交換し、検討する場として設置されたもので、学長の大学運営面での支援体制の一
つとなっている。副学長は現在空席であり、学長の職務の補佐及び業務執行面での支援
は研究科長が行なっている。さらに、2015 年に IR を担当する学長直轄のワーキンググ
ループが設置され、大学内の諸問題の分析に必要な種々のデータの収集及び管理を担当
している。教学運営の事務面での支援は事務部が対応しており、教務、学生、入試・広
報、図書、経理、総務と職務分掌に応じて支援を行うとともに、各委員会に正規の委員
として参加し、教職協働で教学運営にあたっている。
【2019 年度の取組み】
本学の教学運営を適切に進めるため、大学院大学運営会議、研究科教授会及び各委員
会は原則として毎月 1 回開催され、教学に係る諸問題を審議して学長が決定する体制が
整えられている。また、2019 年度には IR の一環として入学者に係る情報の分析を行い、
研究科教授会において報告がなされた。この分析結果に基づき、広報・情報委員会が学
生募集対策としての業界訪問の方針を策定して、教職員の訪問活動の実践につなげた。
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4－2

教員の配置・職能開発等

【概要】
本学は 1 研究科 1 専攻の修士課程のみの大学院大学で、大学院設置基準に定める必要
教員数（保健衛生学関係）は、研究指導教員 6 人及び研究指導補助教員 6 人の計 12 人で
ある。2011 年の開学時には研究指導教員として教授 12 人、准教授 2 人、研究指導補助
教員として准教授 1 人の計 15 人が認められ、その後学年進行終了後の 2013 年 4 月の研
究科教授会における審査により、講師以上を全員研究指導教員、助教を研究指導補助教
員相当として認定することが承認された。
2019 年 5 月 1 日現在の教員数は、研究指導教員 16 人（教授 9 人、准教授 6 人、講師 1
人）、研究指導補助教員 1 人（助教 1 人）の計 17 人であり、研究指導教員は全員が博士
の学位を有している。なお、女性教員の比率は 35.3%である。
本学が教育目的とする医療安全管理学や医療経営管理学は学際領域の学問であるため、
医学･看護学･薬学･工学･人間科学･経営学など多様な分野の専任教員を配置している。専
任教員は教育課程に定められた授業科目を担当するとともに、学生の修士学位論文指導
にあたっており、特別演習と課題研究を担当している。
本学における教員の採用及び昇任については、
「教員等選考基準」及び「教員等の任用
及び昇任手続に関する規程」に基づいて進められる。教員の任用及び昇任においては、
専任教員 3 人からなる審査委員会が組織され、候補者を選考して研究科教授会に報告す
る。なお、研究科教授会での投票は教授のみで行われる。
教員の職能開発等に関しては、FD／SD 委員会が学長･研究科長と連携し、教員の教育
指導･研究指導等の能力向上を目的とした FD／SD 研修を企画・運営している。各研修終
了後にはアンケートを実施・集計のうえ、FD／SD 委員会及び研究会教授会に報告し、次
年度の企画・運営に向けた改善を図っている。
以上のように、本学は多職種の連携に基づく医療安全管理学を教育･研究する機関であ
り、教育目的及び教育課程に合致した教員を配置している。また、教員の任用、昇任、
評価、研修等についても、規程に則り適切に行っている。
【2019 年度の取組み】
2019 年度は、教員の配置等に変更はない。
FD／SD 研修は、2019 年 4 月から 2020 年 3 月までの期間に計 9 回開催した。主なテー
マとして、
「論文執筆に関わる文献の取扱い・著作権について」、
「研究活動における不正
防止に関する研修」、「本学の 3 ポリシーに基づく教育に関する研修」、「アクティブ・ラ
ーニング事例紹介」等を実施した。詳細については、18 ページを参照のこと。
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4－3

職員の研修

【概要】
本学では、開学当初よりファカルティ・ディベロップメント（FD）委員会が教員の教
育の資質向上のための FD 研修を行ってきたが、教職員全体の資質・能力向上を図るため、
2016 年度に「滋慶医療科学大学院大学

FD／SD（スタッフ・ディベロップメント）委員

会規程」を整備し、FD 委員会を改組して FD／SD 委員会を設置した。FD／SD 委員会では、
コンプライアンスに関する研修等を企画・運営しており、教職員の出席を義務付けてい
る。その外、教職員を対象とした研修として、ハラスメント委員会が実施する「ハラス
メント研修」等があり、これらも教職員の出席を義務付け、素養向上に努めている。
事務職員のみを対象とした研修は、事務職員が少数であるため、本学園が主催する新
入職者研修や広報研修等への参加が主となっている。
また、文部科学省や日本私立大学協会、独立行政法人日本学生支援機構、公益財団法
人日本高等教育評価機構等が主催する研修等に教職員を積極的に派遣しており、大学運
営に関わる法制度等への理解を深めるとともに、業務遂行能力の向上に努めている。図
書館運営については、特定非営利活動法人日本医学図書館協会等の研修に司書が参加し、
図書館のより良い運営に努めている。研修参加者は研修の内容を文書で報告することと
なっており、重要な内容については研究科教授会等の会議において情報を共有している。
職員の評価については、
「学校法人大阪滋慶学園事務職員人事考課規則」に基づいて年
1 回行われ、上長面談を通して職員の資質に応じた配置と業務分担を行っている。
【2019 年度の取組み】
2019 年度は、FD／SD 研修として「医療安全に関する研修（透析）」、「個人情報保護と
情報セキュリティ」、「研究活動における不正防止に関する研修」等の研修やハラスメン
ト研修「大学におけるハラスメント防止と対応」を実施した。
2019 年度に実施した FD／SD 研修は以下の通りである。
日

程

4 月 27 日（土）
5 月 8 日（水）

テ

ー

マ

論文執筆に関わる文献の取扱い・著作権について
医療安全に関する研修（透析非導入・中断に関するインフォームドコンセント）

6 月 12 日（水）

AED 講習会

7 月 10 日（水）

研究活動における不正防止に関する研修

9 月 11 日（水）

個人情報保護と情報セキュリティ～個人と組織ですべきこと～

10 月 9 日（水）

本学の 3 ポリシーに基づく教育に関する研修

11 月 13 日（水）

アクティブ・ラーニング事例紹介

12 月 11 日（水）

研究指導法事例紹介

1 月 8 日（水）

4－4

大学における障害支援と合理的配慮

研究支援
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【概要】
本学では全教員が個人の研究室をもち、研究活動を行っている。学生の研究活動に対
しては、情報処理室、一般実験・実習室、心理学実験室などの実習室を整備している。
図書館では、専門図書や学術雑誌等を収集するとともに、「医中誌 Web」「JDreamⅢ」
「MEDLINE」「ERIC」など学術データベース、電子ジャーナル等の充実を図り、最新の学
術情報の体系的な収集、蓄積により、学術情報基盤を整備している。
ICT 環境については、広報・情報委員会が中心となり、学内の情報システムの構築と
環境整備に努めており、学内無線 LAN 接続環境についてネットワークシステムの検証を
行い、情報セキュリティを強化し、かつ利便性の高い学内ネットワークの整備を推進し
ている。
研究倫理については、研究倫理規程を整備するとともに、
「滋慶医療科学大学院大学に
おける研究者および研究支援者の行動規範」をはじめとする研究活動に関連する各種規
程を本学ホームページにも掲載している。教職員・学生ともに研究倫理に関する研修の
受講を義務付けており、独立行政法人日本学術振興会が主管する「研究倫理 e-ラーニン
グ」を 1 年生の夏前に修了することとしている。教職員に対しては、研究費の不正使用
防止及び研究活動の不正防止も含めたコンプライアンス研修が毎年実施されている。
研究活動に対する資源配分として、教員は年間定額の個人研究費の使用が可能であり、
その他の公的研究費や外部資金の獲得に向けた支援体制も整備している。学生の修士学
位論文研究に対しても、必要と認められた経費について大学から支援が行われている。
【2019 年度の取組み】
ICT 環境の整備の一環として、学内無線 LAN 接続環境についてネットワークシステム
の検証を行い、情報セキュリティを強化し、ネットワーク回線を見直し整備した。
研究委員会では、学外機関（企業、病院等）との間で共同研究契約、及び秘密保持契
約の締結に向けた検討を行い、共同研究 2 件と秘密保持契約 1 件を締結した。また、学
外機関との共同研究に関わる規程、及び知的財産ポリシーと知的財産に関わる規程を整
備した。尚、外部資金の獲得に向けた活動として、FD/SD 研修「科研費；採択される 3
要素―アイデア･業績･見栄え―」を実施し支援した。
さらに研究倫理委員会は、学内委員による研究実施計画書の事前審査部会を設置し、
研究内容や倫理面から審査して、学生に適切なアドバイスを行うことで、研究実施計画
書の作成を支援し、結果として研究実施計画書の質の向上につなげた。また、研究委員
会では、外部機関との共同研究や知的財産等に関する諸規程の整備を行った。
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５．経営・管理と財務
【概要】
本学の経営と運営は、寄附行為等の本学園の諸規程、並びに学則等の本学の諸規程に
基づき行われている。本学園の運営方針は理事会と評議員会で審議されており、理事会
は年 3 回の定例理事会（予算承認理事会、決算承認理事会、秋季開催理事会）の他、必
要に応じて臨時理事会が開催される。評議員会は理事会に先立ち同日開催されている。
理事会及び評議員会の理事、評議員の出席状況は毎回 80%以上であり、良好である。
監事は本学園及び本学の業務及び会計に関して監査を行い、その結果を理事会及び評
議員会で報告している。理事会･評議員会への監事の出席状況は、100％となっている。
監事は、学園が設置する学校へ出向いてヒアリングを行い、学校の状況を把握し適時
アドバイス等を行っている。財務・会計においては財務担当者にヒアリング及び証憑等
の閲覧・確認を行い、最終的に決算の内容について説明を求めて法人財務の状況を把握
している。決算承認理事会・評議員会においては 1 年間における監事監査の報告を行い、
学園の業務・財産の状況について意見を述べている。
教学部門と本学園理事会が意見交換する場として、大学院大学運営会議が設置されて
いる。この会議では学長が議長となり、常務理事、研究科長、図書館長、学長の指名し
た教員 1 人、及び事務部長が出席し、本学園と本学との意思疎通と連携を可能にしてい
る。この会議においては本学の各委員会等の活動内容が報告され、教職員の提案等を直
接理事会に伝えられる仕組みとなっている。
本学園の財務状況においては、過去 5 年間（2014 年度～2018 年度）の経営状況は 2017
年度、2018 年度と経常収支差額がマイナスとなっているが、これは 2018 年度に岡山県
美作市において新設校２校が開校したことによる支出があったためで、中長期計画（５
か年）に基づいて予算配分を考え、既存校の学生生徒納付金収入の確保ができればプラ
スに転じ、安定した財務基盤が確立される。これは、新しい学校の新規開拓によって学
園のさらなる活性化が期待され実現可能となる。
財務基盤の維持・確立のためには５か年の中期計画に基づいた財政計画、予算が重要
であり、これを理事会、学園財務部門、各校運営責任者が情報共有して目標達成に向け
て実現していく。そのために３ヵ月ごとの予算実績の把握、予算実行の修正、半年ごと
の修正予算の作成を行う。また、毎年、単年度の事業計画を作成して中期計画もそれに
伴い若干の修正を行っている。
また、学生生徒納付金以外の収入獲得については外部資金の獲得に力を入れている。
外部資金については、科学研究費補助金（科研費）、国立研究開発法人日本医療研究開
発機構助成金（AMED）、日本私立学校振興･共済事業団の受配者指定寄付金、及び共同研
究費などを獲得し、学内の研究活動に活用されている。
会計処理は学校法人会計基準、及び本学園の経理関係規則に基づき適正に行われてい
る。会計監査は、監事による会計監査、会計監査人（公認会計士）による監査の他、内
部監査室による会計処理やコンプライアンスなどの内部監査が行われている。監事、会
計監査人及び内部監査人の情報共有の場も設け、監査の有効性、効率性を図っている。
各種の監査で指摘された事項は速やかに事務業務の改善につなげており、また、研究
科教授会等で本学の教職員にも報告され、大学全体の業務改善を図っている。

20

滋慶医療科学大学院大学

【2019 年度の取組み】
2019 年度理事会及び評議員会は、2019 年 5 月 27 日、9 月 3 日、12 月 9 日、2020 年 3
月 13 日に開催した。監事監査は 2019 年 5 月 7 日と 5 月 17 日、内部監査は 2019 年 3 月
20 日、23 日、27 日、29 日に実施した。会計監査は 2018 年 7 月～2019 年 6 月を対象と
して実施した。
2019 年度は FD／SD 研修を計 9 回、ハラスメント研修を 1 回開催した。詳細は、18 ペ
ージを参照のこと。
2019 年度の外部資金の獲得状況は以下の表の通りである。
年

度

2019 年度
※

科研費獲得件数
研究代表者 研究分担者
4（0）

5（1）

科研費
総 数
9（1）

その他の
外部資金
3

外部資金
総額（※）
千円

15,872

備

考

その他の外部資
金は AMED（1）、共
同研究（2）、厚労
事業費補助金

総額には科研費等の間接経費を含む。科研費欄の（）内は新規採択数を示す。
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６ ．内部質保証

【概要】
本学では、教育・研究水準の維持向上を通じて、本学の目的と社会的使命を達成する
ために、開学（2011 年）時に「自己点検・評価委員会規定」を制定し、自己点検・評価
委員会を設置した。自己点検・評価委員会規定において全学的な方針を明示するととも
に当該規定に基づき、本学の使命・目的に即した組織的な自己点検・評価を継続して行
っている。
授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究としての
FD 活動を実施するとともに、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るために必要
な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修の機会を
設けるなど SD 研修などの取り組みを行っている。
さらに、2017 年には、本学が行う自己点検・評価および内部質保証に関する評価を行
うにあたり、大学関係者評価委員会を設置している。大学関係者評価委員会は学外の有
識者で構成され、大学レベルの外部評価として位置づけられている。
自己点検・評価に基づき作成した報告書については毎年度末に報告書を教員及び事務
職員配布することで自己点検・評価結果の学内共有を図り、大学ホームページに毎年度
の自己点検評価書を公益財団法人日本高等教育評価機構による「平成 28 年度大学機関別
認証評価」とともに掲載し学外に公表している。また日本高等教育評価機構が作成する
エビデンス集（データ集）に基づき、事務部が管理するデータを取りまとめ、現状把握
のための十分な調査・データの収集に努めている。
全学的な自己点検・評価の結果に活用に関する PDCA サイクルは、自己点検・評価の結
果については自己点検・評価委員会が審議し、学長への答申、教授会、大学関係者評価
委員会への評価結果報告を経て、大学関係者評価委員会の「自己点検・評価書」等の審
議結果に基づき、自己点検・評価委員会が審議し計画している。その後、各担当委員会、
事務部が改善に結びつけている。
3 つのポリシーに基づいた評価についても「学修・生活状況調査」の結果の収集と分
析を進め、前述のとおり 3 つのポリシーの不断の見直しと改訂を検討し、将来計画委員
会による議決を経て教務委員会での執行と授業内容への反映に努めて不断の改善を実行
している。
また、大学機関別認証評価の結果や、毎年実施している「学修・生活状況調査」
「カリ
キュラム・アンケート」の結果についても、教職員、担当委員会に報告され、本学の改
善及び向上に結び付けている。
上記のとおり、本学は開学以来、適切で有効な自己点検・評価の実施に努めており実
施及び結果の公表においても誠実性を確保した取り組みを行っている。
【2019 年度の取組み】
本学では、自己点検・評価に関して「自己点検・評価委員会」が中心となって実施体
制を整え、毎年度点検・評価を行っている。2018 年度に日本高等教育評価機構の基準項
目改訂を受けて、2018 年度より改定後の基準項目に基づき自己点検・評価を行い、自己
評価における留意点などについても最新の内容に準拠し評価を計測している。また教育
の質的向上、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営に関することは、
「FD／SD 委員会」

22

滋慶医療科学大学院大学

が中心となって、本学の教育水準の維持・向上に努めている。
内部質保証のための自己点検・評価に関する改善・向上について「自己点検・評価委
員会」が中心となって実施体制を整え、適切な周期で点検・評価を行ってきているが、
2019 年度は学内の各委員会、事務部より主体的に点検・評価に関わる体制構築に着手し
た。
自己点検・評価の有効性に関する改善・向上については、学修・生活状況調査や社会
からの要請を加味し、前述のとおりアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシ
ー、ディプロマ・ポリシーについても必要に応じ不断の見直しを実行し，2019 年度にお
いても学生により理解しやすくされるようにするための改訂を行った。また 3-3 学修成
果の点検・評価で前述したとおり、教育の質に関してより精緻に情報を収集するべくア
ンケートの調査項目の検討や記名式の移行をはかり、2018 年度に整備した IR 推進室規
定に基づき IR 推進室の構築に着手し IR 推進室と共同での収集と分析を行う体制の確立
に着手し、学内データの収集と分析を共同ですすめている。
自己点検・評価の有効性に関する改善・向上について、引き続き「自己点検・評価委
員会」における自己点検・評価結果の分析と学内各委員会および事務部における改善検
討の仕組みを活用し、自己点検評価等の結果を本学の教育研究活動及び大学運営の改善、
向上に努めていく。
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７．社会貢献
【概要】
本学は、医療安全管理学の修士課程を有するわが国で初･唯一の大学院大学であり、医
療安全の実践的リーダーとなる人材の育成が本学の使命である。一方、1 学年 24 人の修
士課程教育だけでこの重要課題を解決することは困難であるため、現場の医療職者等と
連携し、それらの人々への情報発信や研究の場の提供なども並行して活動してきた。
その一環として、2014 年に「医療安全実践教育研究会」を設立し、年 1 回の学術集会
や緊急セミナーを開催するとともに、医療機関における医療安全教育の実態調査を行い、
その結果を公表してきた。これらの活動は、患者･利用者の安全･安心という医療安全の
最大の目的達成に合致するものであり、本学の使命･目的そのものであると考えられる。
また、医薬品製造における安全管理に関わる質向上を目的として、2015 年に「医薬品等
製造実践教育研究会」を、医療機器の製造から使用までの安全管理の質向上を目的とし
た「医療機器安全管理研究会」を 2018 年にそれぞれ立上げ、業界の人材育成に寄与して
いる。
さらに、わが国で最初に設立された医療安全関連の学会である一般社団法人医療の質･
安全学会において、教員や修了生等が多くの研究発表を行って学会活動に貢献している。
【2019 年度の取組み】
本学では、各種団体･組織との連携事業を通じて、医療機関、企業･団体、地域、経営
者のレベルアップを目的としたネットワーク化を進めており、地域の振興･推進に協力す
べく、本学の研究･教育の取り組みを社会へ貢献･還元するための事業を展開している。
１）連携協力協定締結
連携協力協

社会医療法人

祐生会

定締結機関

医療法人社団

慶生会

（2017 年 10 月 16 日締結）

ユー･ユー･ユー

（2017 年 9 月 1 日締結）

株式会社

みどりヶ丘病院

（2017 年 10 月 13 日締結）

２）人材育成･教育研究事業
医薬品等製造実践教育セミナー『GMP 初級講座 2019』
会場
日時･内容

滋慶医療科学大学院大学
【第 1 回】

視聴覚大講義室

2019 年 5 月 17 日（金）10:00～17:30

医療現場の医薬品安全管理、医薬品等の基礎知識・ステロイド 47（視聴）、GMP の基本原則、
GMP・GQP 省令と法規制、GMP 組織と責任体制、GMP 文章（基準書、手順書、製品標準書）な
ど
講師：大石

【第 2 回】

雅子（滋慶医療科学大学院大学

中山

昭一（NPO-QA センター

添田

慎介（NPO-QA センター）

藤定

繁夫（製薬企業アドバイザー）

2019 年 6 月 21 日（金）

教授）

理事）

10:00～18：00

前回の質問事項から解説、製造管理、衛生管理、構造設備（設備の整理･保守点検等）、適格
性評価・バリデーション、逸脱・変更管理、医薬品における委受託製造など
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滋慶医療科学大学院大学

講師：中山

【第 3 回】

昭一（NPO-QA センター

理事）

添田

慎介（NPO-QA センター）

藤定

繁夫（製薬企業アドバイザー）

山中

朗（NPO-QA センター）

2019 年 7 月 19 日（金）

10:00～18：00

前回の質問事項から解説、自己点検、教育訓練、出荷管理（最終製品保証）、品質管理と品
質保証、品質情報（苦情）・回収管理、GMP 適合性調査（査察）など
講師：中山

昭一（NPO-QA センター

理事）

添田

慎介（NPO-QA センター）

藤定

繁夫（製薬企業アドバイザー）

小山

靖人（NPO-QA センター・小山ファーマコンサルティング、
シオノギファーマ）

医薬品等製造実践教育セミナー『GMP 実践講座 2019』
会場

滋慶医療科学大学院大学

日時･内容

【第 1 回】

視聴覚大講義室

2019 年 11 月 15 日（金）10:00～17:00

後発医薬品の理解、後発医薬品承認申請の留意点、後発医薬品の同等性試験、後発医薬品
CTD 作成のポイントなど
講師：中山

【第 2 回】

昭一（NPO-QA センター

理事）

藤定

繁夫（製薬企業アドバイザー）

人見

英明（ヒトミライフサイエンス研究所）

2019 年 12 月 20 日（金）10:00～17:00

GMP 適合調査対応の留意点、模擬査察（前半）、模擬査察（後半）、品質管理室査察のポイン
トなど
講師：中山

昭一（NPO-QA センター

理事）

藤定

繁夫（製薬企業アドバイザー）

奥川

隆政（NPO-QA センター）

医療機器安全管理研究会セミナー『単回使用医療機器再製造と RFID の“今”』
会場

滋慶医療科学大学院大学

視聴覚大講義室

日時･内容

2019 年 7 月 27 日（土）13:00～17:0
パネルディスカッションⅠ
座長

『単回使用医療機器の「再製造」に関する各論と現状』

高階 雅紀（大阪大学医学部附属病院

病院教授 材料部部長）

1.「単回使用医療機器再製造の進捗」
伊藤

由美（日本ストライカー株式会社

シニアディレクター）

2.「再製造洗浄ガイドライン」
宮島

敦子（国立医薬品食品衛生研究所

室長）

3.「使用済み SUD 収集上の課題」
佐々木

勝雄（株式会社ホギメディカル
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生産本部）

滋慶医療科学大学院大学

パネルディスカッションⅡ
座長

『医療現場での RFID：基礎と実際』
高階 雅紀（大阪大学医学部附属病院

病院教授 材料部部長）

1.「RFID の基礎」
澤

勉（KRD コーポレーション株式会社

技術担当副社長）

2.「SPD 受託施設の RFID 活用事例」
島田

医療マネジメントセミナー
会場
日時･内容

取締役事業部長）

「医療現場・病院経営における AI の導入を考える」

滋慶医療科学大学院大学
【第 1 回】

正司（小西医療機器株式会社

視聴覚大講義室

2019 年 6 月 2 日（日）13:00～16:00

テーマ：AI の到達点

～今何が論じられているのか～
講師：山下 哲平（滋慶医療科学大学院大学

【第 2 回】

講師）

2019 年 8 月 25 日（日）13:00～16:00

テーマ：AI の危険性

～セキュリティの観点から～
講師：木下 諒（株式会社クロイツ

代表取締役）

『医療情報機器の展示会』2019 年 8 月 25 日（日）13:00～16:30
場所：滋慶医療科学大学院大学 9 階講義室Ⅰ
主催：NEC ネクサソリューションズ株式会社
【第 3 回】

2019 年 10 月 27 日（日）13:00～16:00

テーマ：AI の法律的論点と経営

～AI はだれに責任が発生するのか～

講師：秋沢
【第 4 回】

伸哉（ウェールズ大学経営大学院

教授）

2019 年 11 月 10 日（日）13:00～15:00

テーマ：働き方改革とそのゆくえ

～法整備とその狙い～

講師：岡崎

淳一（東京海上日動火災保険株式会社

顧問、

元厚生労働審議官）

医療･福祉マネジメントセミナー
会場

滋慶医療科学大学院大学

日時･内容

【第 1 回】

視聴覚大講義室

2019 年 9 月 21 日(土)

14:00～16:00

テーマ：情報通信技術の進歩は医療をどう変えるのか
～2025 年の不都合な未来とその処方箋～
講師：黒田
【第 2 回】

知宏（京都大学医学部附属病院

2019 年 10 月 19 日(土)

医療情報企画部

教授）

14:00～16:00

テーマ：地域包括ケアにおける薬局・薬剤師の役割
～外科医が薬局に帰って見えてきたもの～
講師：狭間

研至（ファルメディコ株式会社
医療法人嘉健会

【第 3 回】

2019 年 11 月 30 日(土)

思温病院

代表取締役社長、
理事長・院長）

14:00～16:00

テーマ：看護における発達障害傾向がある人への教育支援やサポートのあり方について
講師：草地 仁史（一般社団法人 日本精神科看護協会
業務執行理事
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医療政策部長）

滋慶医療科学大学院大学

【第 4 回】

2019 年 12 月 21 日(土)

14:00～16:00

テーマ：これからの大阪医療圏構想と将来展望

～中之島 4 丁目と未来医療のビジョン～

講師：澤 芳樹（大阪大学大学院医学系研究科 心臓血管外科 主任教授）
【第 5 回】

2020 年 1 月 25 日(土)

14:00～16:00

テーマ：医療機関における人材育成と人事評価の考え方
講師：渡辺
【第 6 回】

明良（学校法人 聖路加国際大学 常任理事・法人事務局長）

2020 年 2 月 22 日(土)

14:00～16:00

テーマ：2020 年診療報酬改定の課題と展望

～医療・福祉の現場に与える影響～

講師：石田 昌宏（参議院議員/参議院厚生労働委員会 委員長）

医療安全実践教育研究会 第 7 回学術集会
会場

大阪大学中之島センター

佐治敬三メモリアルホール

日時･内容

2019 年 10 月 20 日（日）10:00～16:50
テーマ：患者を支え見守る医療機器の安全管理～病院から在宅まで～
大会長講演：医療における電波の利用と安全対策
加納

隆（滋慶医療科学大学院大学

特別講演：医療事故が起きた時
講師：堤

教授）

どう対応するか？

晴彦（埼玉医科大学総合医療センター

病院長・教授）

一般演題発表
(1) 人工心肺事例からフィードバックしたシミュレーショントレーニングの必要性
演者：篠原

智誉（三菱京都病院）

(2) 中小規模病院で心電図モニタを安全に運用するための教育的取組み
演者：藤井

耕（京都民医連あすかい病院／公益社団法人信和会 川端
診療所）

基調講演：医療現場における医療機器アラームの現状の問題点と対策
講師：高階

雅紀（大阪大学医学部附属病院

臨床工学部

部長・病院

教授）
シンポジウム：医療機器の安全性確保の取組み
(1) より安全な医療機器デザイン－看護師の視点から
シンポジスト：和田山

智子（京都大学医学部附属病院

看護師長）

(2) 医療におけるシミュレーションの意義
シンポジスト：上農

喜朗（紀南病院

麻酔科

主任部長）

(3) 在宅呼吸療法機器の安全管理
シンポジスト：井上

勝哉（京都ルネス病院

臨床工学科

(4) IoT で実現する医療機器安全管理の新たな形
シンポジスト：高木 洋典（株式会社日立システムズ
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科長）

研究員）

