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大分大学

大分大学は，人間と社会

豊かな創造性，社会性及

もに，地域の発展ひいては

類福祉の向上と文化の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分大学の基本理念 

社会と自然に関する教育と研究

社会性及び人間性を備えた人材を

ひいては国際社会の平和と発展

の創造に寄与する。 

  

 

研究を通じて，

を育成するとと

発展に貢献し，人



    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

本学は，平成１５年１０月に旧大分医科大学

タートしました。現在，３つのキャンパス

院，および附属学校等を擁し，学生

本学は大分県内唯一の国立大学

おり，教育，研究，社会連携，医療等

らの事業は，常にそれらが社会の

ん。学校教育法第１０９条第１項

設備の状況について自ら点検及び

り，本学でも自己点検・評価を実施

このたびとりまとめた平成１９

り分かりやすく自己評価の内容を

「概要版」を新たに作成いたしましたので

本学は，今後も地域拠点大学としての

組んで参りますので，皆様方のご

 

 

 

 

 

 

    

    

はははは    じじじじ    めめめめ    にににに    

大分大学長大分大学長大分大学長大分大学長        羽羽羽羽    野野野野        

旧大分医科大学と旧大分大学が統合し，新

つのキャンパス（旦野原，挾間，王子）に４学部

学生・院生約 6,000 名，教職員約 1,600 名

国立大学として，地域における「知」の拠点という

医療等の諸分野について，広範に事業を推進

の要請に応えているかという視点で，見直

項には，「大学は，教育及び研究，組織及

び評価を行い，その結果を公表するものとする

実施し，その結果を公開してきました。 

１９年度自己評価書の作成に当たっては，社会一般

を知っていただくため，自己評価の内容

いたしましたので，ここに公開します。 

としての責務を果たせるよう，全職員一丸

のご理解とご協力をお願いいたします。 

平成

 

  

        忠忠忠忠    

新しい大分大学としてス

学部・５研究科，附属病

名からなります。 

という重要な役割を担って

推進しております。これ

見直しを行わねばなりませ

組織及び運営並びに施設及び

するものとする」と定められてお

 

社会一般の皆様方へ，よ

内容を簡潔に取りまとめた

職員一丸となって諸事業に取り

平成２０年１２月 
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ⅠⅠⅠⅠ．．．．概況概況概況概況 

【【【【環境及環境及環境及環境及びびびび構成構成構成構成】】】】 

大分大学は大分県大分市郊外の丘陵地に設置されている。キャンパスは 3 カ所

に分かれ，教育福祉科学部，経済学部，工学部が旦野原キャンパス，医学部が挾

間キャンパス，附属小学校・中学校・幼稚園・特別支援学校（養護学校）は王子

キャンパスにある。 

本学は 4 学部（教育福祉科学部，経済学部，医学部，工学部），5 研究科（教育

学，経済学，医学系，工学，福祉社会科学）から成る。主な関連施設に，附属図

書館，附属学校園，附属病院，保健管理センター，イノベーション機構，地域共

同研究センター，生涯学習教育研究センター，総合科学研究支援センター，総合

情報処理センター，国際教育研究センター，ベンチャー・ビジネス・ラボラトリ

ー，福祉科学研究センター，先端医工学研究センター，高等教育開発センターが

ある。 

学生総数は，学部 5098 人，大学院 724 人，役員数は 7 人，教員総数は 654

人，教員以外の職員数は 962 人である(H20.5.1)。 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．理念理念理念理念・・・・目標目標目標目標 

【【【【大分大学大分大学大分大学大分大学のののの理念理念理念理念とととと目標目標目標目標】】】】 

大分大学は，平成 16 年に大学憲章を定め，本学の基本理念を明らかにし，そ

の基本理念に基づき，教育，研究，社会貢献，運営の 4 つの分野の目標及び指針

を定めている。 

各学部・共用施設等における理念等は，大学憲章に基づいて定められている。

各研究科の理念は，独立研究科である福祉社会科学研究科を除き，それぞれその

学部のものと同じである。 

 

【【【【中期目標中期目標中期目標中期目標・・・・中期計画中期計画中期計画中期計画】】】】 

 大分大学の中期計画は多数の項目（225 項目）から成り，実行すべき項目を盛

り込んだ計画を年度毎に作成して完遂することで PDCA（計画・実行・検証・改

善）を推進している。平成 19 年度計画は，前年度の業務実績に基づいて，教育，

研究，医療，社会連携，業務運営，財務，自己点検等の多領域に亘る項目で構成

されており，平成 20 年度に暫定的中期評価が実施されることに伴い，前倒しし

て実施する項目を含んでいる。 
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ⅢⅢⅢⅢ．．．．教育活動教育活動教育活動教育活動 

1. 1. 1. 1. 教育教育教育教育のののの目標目標目標目標 

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 大分大学憲章を踏まえ，各学部及び研究科ごとに教育の目標を定めています。 

2. 2. 2. 2. 教育組織教育組織教育組織教育組織 

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 本学の教育組織は，4 学部，5 研究科，11 学内共同教育研究施設で構成され，

教員配置は，教育の目標を達成するのに，適切なものとなっています。教育支援

者の配置は，学生本位の本学の教育目標に照らして，一層充実する必要があるも

のの，教育補助者は各学部等の専門性・授業形態等に応じて適切に配置されてい

ます。 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 今後の取組事項としては，本学の教育目標に照らした教育支援者配置の一層の

充実が挙げられます。《2.3》 

3. 3. 3. 3. 学士課程学士課程学士課程学士課程のののの学生学生学生学生のののの受入受入受入受入    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 全学的なアドミッション・ポリシーを踏まえた学部ごとのアドミッション・ポ

リシーを策定・公表するとともに，オープンキャンパスやキャンパス大使の設置

等，精力的な学生募集活動を行うことで，適切な入学定員の確保を行っています。 

 平成 19 年度においては，入学者選抜方法及び体制に問題は生じなかったもの

の，医学部看護学科の合格者発表について，前年度合格者の受験番号を掲示する

という重大な事務処理ミスが発生したため，今後再発防止に万全の対策をとる必

要があります。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 今後の取組事項としては，合格者発表ミスの再発防止への対策等が挙げられま

す。《3.4》 

 

※ 《 》内は自己評価書本体の項目番号を示しております。 



 

3 

        

4. 4. 4. 4. 学士課程学士課程学士課程学士課程のののの教育内容教育内容教育内容教育内容・・・・方法等方法等方法等方法等    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 教育目標に照らして，適切に編成された教育課程ごとに特色ある教育を実施す

るとともに，教育的配慮の充実等を推進しています。 

卒業後の進路は，教育課程ごとの専門領域の特性に応じ選択されており，就職

率も向上しています。なお，国家試験の合格率及び教員免許の取得状況等につい

ては，概ね良好な水準にあります。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，新教務情報システムの導入《4.1.3》，ＶＯＤコン

テンツ「グローバルキャンパス」の充実《4.1.3》，長期インターンシップの実施

《4.1.3》，「再チャレンジプログラム」の実施《4.2.5》，「キャンパスライフ何で

も相談室」の充実《4.2.3，4.3.4》，全学教育機構の設置の決定《4.4.3》，「学生

と教員との意見交換会」の実施《4.4.5》，「きっちょむフォーラム」の企画・実施

《4.4.6》，「教員ハンドブック－教養教育と学生生活の支援－」の作成《4.5.1》

等が挙げられます。 

 また，今後の取組事項としては，編入学生や社会人学生に対する配慮の検討

《4.2.5》，留年・休学・退学についての更なる対応策の検討《4.5.1》，学生の資

格取得支援体制の一層の強化等が挙げられます。《4.5.5》 

5. 5. 5. 5. 留学生留学生留学生留学生のののの交流推進交流推進交流推進交流推進    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 留学生の受入体制と派遣体制が組織的に整備されており，適切であるものの，

大分大学国際交流・学術振興基金の拡大を図るとともに予算の重点化などを検討

する必要があります。 

 また，留学生への生活支援としては，留学生用宿舎の設備更新や補修を実施す

るなど適切に対応しています。平成 20 年 9 月に実施することとした学生寮の全

面改修によって留学生用の居室を確保することで需要の増加に対応します。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，学生寮を全面改修において留学生用の居室を確保

することで需要の増加に対応することとした《5.3》等が挙げられます。 

 また，今後の取組事項としては，大分大学国際交流・学術振興基金の拡大及び

予算の重点化の検討等が挙げられます。《5.1》 
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7. 7. 7. 7. 修士修士修士修士・・・・博士課程博士課程博士課程博士課程のののの教育課程等教育課程等教育課程等教育課程等    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 教育目標に照らして，適切に編成された教育課程ごとに特色ある教育・研究指

導を実施するとともに，教育的配慮の充実等を推進している。学術活動について

も経年的に増加しています。 

修了後の進路は，教育課程ごとの専門領域の特性に応じ選択されており，資格

の取得状況も適切な実績を重ねています。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，大学院科目の開放がなされていること《7.2.2》，

長期履修制度や昼夜間開講を実施するとともに社会人に対する再チャレンジプロ

グラムを実施していること《7.2.4》，各研究科の学生の学術活動が経年的に増加

していること《7.5.4》等が挙げられます。 

また，今後の取組事項としては，学部・大学院教育の有機的連携についての検

討・改善の継続《7.2.2》，他大学大学院との連携推進方策の検討《7.2.3》，社会

人や外国人留学生への必要な教育上の配慮の更なる検討《7.2.4》，複数の評価項

目によって評価する場合の各項目の比率の明確化等が挙げられます。《7.3.2》    

6. 6. 6. 6. 修士修士修士修士・・・・博士課程博士課程博士課程博士課程へのへのへのへの学生学生学生学生のののの受入受入受入受入    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 各研究科とも目的・理念が明確に定め，それを踏まえたアドミッション・ポリ

シーを策定・公表しています。 

 入学定員充足に向けた取組により，大学院全体としては入学志願者及び入学者

ともに増加しているものの，依然入学定員に充たない専攻があり，今後はさらに

入試広報を充実させるとともに，学内からの進学者の拡大など入学志願者の確保

に努める必要があります。 

  

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 今後の取組事項としては，入学志願者の確保・入学定員及び収容定員の確保へ

の努力等が挙げられます。《6.3，6.5，6.6》 
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８８８８. . . . 学生生活学生生活学生生活学生生活    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 教員と事務系職員が連携して学生生活を支援する組織が整備されており，支援

体制の周知も適切に行われています。 

 経済支援にかかわる各種奨学制度の広報と活用支援が積極的に行われており，

本学独自の制度も導入するなど適切に対応しています。 

 進路指導体制については，「キャリア相談室」の設置や，就職相談体制の強化，

「キャリアサポーター制度」の導入等，整備が進められています。 

 課外活動についても適切な支援体制が整備されています。 

 学生生活の支援に関する学生の満足度はおおむね良好です。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，「キャンパスライフなんでも相談室」の設置

《8.1.2》，ノートテイク及び手話通訳等の支援実施，難聴の聴覚障害学生へのＦ

Ｍ補聴器の貸与《8.1.4》，授業料免除申請者の適格者の拡大《8.2.2》等が挙げら

れます。 

また，今後の取組事項としては，学生自らが進路を主体的に選択する能力の育

成プログラム《キャリア形成教育》の実施《8.4.2》，キャンパス環境と授業環境

の一層の整備等が挙げられます。《8.5.3》 

 

        

「「「「キャリアキャリアキャリアキャリア相談室相談室相談室相談室」」」」                    「「「「キャンパスライフなんでもキャンパスライフなんでもキャンパスライフなんでもキャンパスライフなんでも相談相談相談相談」」」」ポスターポスターポスターポスター    
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ⅣⅣⅣⅣ．．．．研究活動研究活動研究活動研究活動 

1111．．．．研究研究研究研究のののの目標目標目標目標    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 大分大学憲章を踏まえ，学部及び研究科ごとに研究の目標を定めています。 

2222．．．．研究活動研究活動研究活動研究活動のののの推進推進推進推進・・・・支援支援支援支援 

【【【【概要概要概要概要】】】】    

研究支援については，設備マスタープランによる設備整備や事務支援体制の充

実等，適切に進められています。    
 学内共同教育研究施設と社会との連携においては，イノベーション機構に対す

る学内連携の強化，リエゾンオフィスの開設による窓口機能の強化等，適切に連

携の強化が図られています。 

 また，研究活動に係る不正行為防止等に関する規程を定めるなど，着実に対応

しています。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，研究支援グループ及び社会連携グループの配置

《2.1.1》，「リエゾンオフィス」の開設《2.2》等が挙げられます。 

３３３３．．．．研究研究研究研究資金資金資金資金 

【【【【概要概要概要概要】】】】    

研究資金については，概算要求，科学研究費補助金を含む競争的研究資金，寄

付金，共同研究，委託研究等があり，資金の獲得への努力を行っています。 

獲得した研究資金は，基礎研究費として配分するほか，本学が重点的に取組む

領域へ投資している。重点領域への投資に当たって，研究者のモチベーションを

高めるために学内公募等が実施されており，適切な投資手法を用いています。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，大型研究プロジェクトの採択に向けた取組の継続

《3.2》，「学長裁量経費」に「外部の競争的資金の獲得に積極的に挑戦する」こと

を目的に掲げたプログラムを設定《3.2》，科学研究費補助金の申請支援の改善及

び採択額・採択率の向上《3.3》等が挙げられます。 

また，今後の取組事項としては，研究推進に係る概算要求件数及び採択件数の

増加を図るための検討等が挙げられます。《3.1》 
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４４４４．．．．研究研究研究研究活動状況活動状況活動状況活動状況 

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 研究成果は，研究論文等の発表や著書の発行，研究成果や芸術作品の発表，学

会等による受賞等から判断でき，適切に研究活動が実施されています。 

 共同研究・受託研究の実施，学外活動や学会活動への参加についても，積極的

に実施されています。 

 また，研究活動の成果は，本学における教育に反映されたり社会へ還元されて

います。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 今後の取組事項としては，教員業績データ入力率を高めること等が挙げられま

す。《4.1》 

5. 5. 5. 5. 研究者研究者研究者研究者のののの派遣及派遣及派遣及派遣及びびびび受入受入受入受入    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 研究能力等の向上を目的に，他大学，研究機関等へ研究者を派遣している。平

成 19 年度においては，派遣数，招聘数とも平成 18 年度と比して減少しました。 

 研究者の国外への派遣・招聘には大分大学国際交流・学術振興基金が使用され

ており，派遣数，招聘数とも前年度並みでした。 

外国人研究者等の招致数及び教職員の海外出張・研修件数は，平成 18 年度と比

して減少しています。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 今後の取組事項としては，外部資金の獲得や予算の重点化などによる教職員の

海外出張・研修の推進等が挙げられます。《5.4》 

6. 6. 6. 6. 研究活動研究活動研究活動研究活動・・・・成果成果成果成果のののの情報発信情報発信情報発信情報発信    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 本学は，公開ホームページへの研究者情報の公開，研究誌等の発刊，研究成果

発表会・展示会への参加，研究シーズ集の発行を通して積極的に研究活動やその

成果を情報発信しています。 

 また，学部等の単位での研究誌の収集が行われており，発信情報の原資が蓄積

されています。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，研究会の開催による研究成果の情報発信《6.3》，

各学部の特性に基づく特色ある学術講演活動の実施《6.4》等が挙げられます。 
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ⅤⅤⅤⅤ．．．．施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備 

1. 1. 1. 1. 施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備のののの現状現状現状現状とととと整備整備整備整備    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 施設・設備の整備状況については，計画的な整備が実施されていますが，施設

パトロール結果や施設の有効利用調査結果等を踏まえ，設備マスタープランに沿

って，今後一層の整備を推進する必要があります。 

 また，身体障がい者等の活動を支援するための各種施設の整備，情報ネットワ

ークの整備は計画的に実施されていますが，今後一層の整備を推進する必要があ

ります。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，校舎改修工事において学生ラウンジ・共用研究室・

共用ミーティング室・共用談話室等の共通スペースを確保《1.1》，財政調整資金

の新設《1.1》，「ユニバーサルデザイン推進計画」に基づく整備《1.2》等が挙げ

られます。 

 また，今後の取組事項としては，老朽化した施設・設備等の一層の整備の推進

《1.1》， 身体障がい者等の活動を支援するための各種施設の更なる整備《1.2》，

基盤情報システムの更新に伴う主要な建屋間通信容量の増強等が挙げられます。

《1.4.3》 

２２２２. . . . 施設施設施設施設・・・・設備設備設備設備のののの管理管理管理管理・・・・運営運営運営運営    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 施設・設備の管理・運営については，全学的な施設マネジメント（クオリティ

マネジメント，スペースマネジメント，コストマネジメント）を適切に実施でき

る体制が整備されています。 

 また，安全や衛生に関する諸規程が整備されており，適切な安全管理体制が整

備されるとともに，施設に対して概ね適切な警備が行われています。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，「大分大学施設マネジメントシステムの概念とその

目標と対策の基本指針」に基づく「施設の整備・管理に関する計画」の実施《2.1》，

「防災ハンドブック」の作成・全教職員への配布《2.2》，「災害対策マニュアル」

の策定・公表《2.2》等が挙げられます。 

 また，今後の取組事項としては，災害発生時の危機対応の組織的推進と防災備

品等の計画的整備《2.2》，更なるセキュリティの強化等が挙げられます。《2.3》 
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3. 3. 3. 3. 学内環境整備学内環境整備学内環境整備学内環境整備    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 学内環境は，計画どおり整備している。一部の屋外施設・設備については老朽

化・陳腐化が進行しており，まだ多くの老朽化した施設・設備等があるので，今

後一層の整備を行う必要があります。 

 また，環境保全への取組については，総エネルギー投入量などが横ばいであり，

より一層の削減努力が必要とされます。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，寄付による挾間キャンパス立体駐車場の整備《3.1》

等が挙げられます。 

 また，今後の取組事項としては，老朽化した施設・設備等の一層の整備《3.1》， 

総エネルギー投入量の一層の削減努力等が挙げられます。《3.2》 

 

 
    

「「「「挾間挾間挾間挾間キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場」」」」 
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リエゾンオフィスリエゾンオフィスリエゾンオフィスリエゾンオフィス    

ⅥⅥⅥⅥ．．．．社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動社会貢献活動 

1. 1. 1. 1. 社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献のののの目標目標目標目標    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 大分大学憲章を踏まえ，各学部及び研究科ごとに社会貢献の目標を定めていま

す。 

2. 2. 2. 2. 地域地域地域地域とのとのとのとの連携連携連携連携    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 「利益相反ポリシー」の策定により，産学官連携の基礎的条件を整備していま

す。 

 地域の産学交流会や相談会等を積極的に開催し，地域連携推進会議等へ参加す

ることで地域の産・官との交流活動を適切に実施しています。 

 自治体との協定を予定通りに実施するとともに，地域医療のニーズや企業のニ

ーズにも積極的に応えています。 

 共同研究・受託研究・受託事業等，地域に結びついた研究活動を実施するとと

もに，ベンチャー企業の設立や新商品への関わり等，地域の産業創出・製品開発

にも成果を挙げています。 

 小・中・高の教員を対象とした（研修）講義を実施し，地域の教育委員会から

の要請にも応えています。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，MOT（Management of Technology＝技術経営）

に関する講義の社会人への開放及び「地域 MOT 推進協議会」の発足《2.2》，リ

エゾンオフィスの設置《2.2》，大分県及び県下すべての市町村（14 市 3 町 1 村）

との協定の締結《2.3》，派遣医師数の増加《2.4》，大分県教育委員会と連携した

「大分県教育職員免許法認定講習」の開講《2.6》，大分県教育委員会及び大分市

教育委員会が開催した「10 年経験者講習」への講師の派遣《2.6》等が挙げられ

ます。 

 

  
リエゾンオフィスリエゾンオフィスリエゾンオフィスリエゾンオフィス                        姫島村姫島村姫島村姫島村とのとのとのとの相互協力協定調印式相互協力協定調印式相互協力協定調印式相互協力協定調印式    
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3. 3. 3. 3. 地域社会地域社会地域社会地域社会とのとのとのとの交流交流交流交流    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 地域社会との交流については，さまざまな事業を通じて積極的に実施していま

す。 

 小・中・高校生を対象としたイベント等を活発に行い，本学並びに学びへの興

味を引き立てることに貢献しています。 

 大学施設の開放について本学施設利用の要求は広がっており、きめ細かい対応

に努めています。 

 公開講座の数，受講者数とも増加傾向にあり，地域に受け入れられています。 

 公開授業科目数は毎年増加しており，教員の意識は授業公開に積極的です。今

後は，広報活動の拡充を図り，受講者数の拡大に努めます。 

  

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，平成 18 年度実施の「大分大学活き２プロジェクト：

彫刻を活かしたまちづくり」の大分市との共催化《3.1》，「大分大学活き２プロジ

ェクト：世界のダイニング」の開催《3.2》等が挙げられます。 

 

    

活活活活きききき２２２２プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    

「「「「きれいなきれいなきれいなきれいな彫刻彫刻彫刻彫刻のあるのあるのあるのある街街街街づくりづくりづくりづくり」」」」    
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4. 4. 4. 4. 教員教員教員教員のののの社会的活動社会的活動社会的活動社会的活動    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

教員はその専門性を活かし，審議会等の活動や学外での講演等，社会の様々な

分野において活動しており，地域・社会の要請に十分に応えています。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，相互連携協力協定を締結している大分県及び県下すべ

ての市町村（１４市３町１村）を訪問し，地域が抱えている課題についての調査，課

題解決を行っていること等が挙げられる。《4.1》 

5. 5. 5. 5. 国際交流国際交流国際交流国際交流    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 本学は，国際交流促進の一環として，各国の大学・病院等と国際交流協定を結

んでいます。 

平成 19 年度においては，協定校数，派遣・受入留学生数は増加し，海外の活

動拠点を確保するなど，国際交流事業は適切に展開しています。 

 また，研究調査のための海外渡航や外国研究者の参加を得た国内でのフォーラ

ムの開催等を行っており，一過性の協力ではないところが評価できます。 

  

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，７校との新たな国際交流協定の締結《5.1》，

TOEFL-ITP の実施《5.1》，ドミニカ共和国への医療支援の継続《5.2》等が挙げ

られます。 

６６６６. . . . 同窓会同窓会同窓会同窓会とのとのとのとの連携連携連携連携    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 本学の同窓会は学部・学科等の単位で組織されています。さらに，大学と同窓会と

の連携及び同窓会相互の連携を目的として全同窓会の合同交流会を開催する等，学部

別同窓会を連携しようと積極的に働きかけており，適切に対応しています。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，同窓会連合体の結成に向けての検討等が挙げられる。 
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  ⅦⅦⅦⅦ．．．．学内共同教育研究施設等学内共同教育研究施設等学内共同教育研究施設等学内共同教育研究施設等 

１１１１．．．．共同教育研究施設共同教育研究施設共同教育研究施設共同教育研究施設のののの概要概要概要概要    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 各学内共同教育研究施設等は、設置趣旨に従って業務内容を適正に展開してい

ます。 

 学内共同教育研究施設等への職員配置は適正であり，学長裁量定員による増員

は本学の重点的投資の方向性を明確にしています。また，センターのあり方につ

いての検討を開始するなど常に見直しを行っています。 

 予算は，設置目的，業務内容を勘案し適切に配分しています。 

 各施設の発行物に関わる業務は，発行物の評価・見直しが計画的に進められて

いることもあり，その結果に応じた適切な対応が計画されています。 

  

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，戦略的な「投資」としての学長裁量定員のセンタ

ーへの配分《1.2》，センターのあり方の継続的見直し《1.2》，発行物の評価・見

直しの計画的推進及び対応《1.4》等が挙げられます。 

 また，今後の取組事項としては，各学内共同教育研究施設等における業務内容

の再検討・新たな展開《1.1》，センターのあり方の検討の加速と具体化《1.2》，

学内共同教育研究施設への予算配分執行の検証及び適切な予算配分のあり方につ

いての検討等が挙げられます。《1.3》 

２２２２．．．．附属図書館附属図書館附属図書館附属図書館    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

本学の附属図書館の蔵書冊数は，本学と同規模大学の図書館の蔵書冊数と比較

して，全国レベルを 14 万冊程度上回っている。利用者は開架・書庫内図書も自

由に閲覧でき，蔵書数の多さをさらに有効利用できています。 

 また，利用者サービスについても，開館時間の延長，閲覧サービス体制の整備，

予約サービス体制の整備，参考調査の実施や情報検索データベースの整備，電子

ジャーナルの整備，他館利用制度の推進，地域貢献活動等，様々な取組を実施し

ています。 

  

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，開館日・開館時間の延長《2.2.1》，本館における

延滞者へのペナルティの見直し《2.2.5》，全国平均を上回る貸出冊数《2.2.6》，

両館の図書館業務システムの統合による予約サービス体制の整備《2.2.8》，全国

平均を上回る参考調査件数《2.2.9》，検索データベースの充実《2.2.10》，横断

検索の参加館の増加《2.2.12》，読み聞かせ会等の地域貢献活動《2.2.14》等が

挙げられます。 

 また，今後の取組事項としては，図書資料費の安定的かつ継続的な確保のため

の対応《2.1.5》，減少した本館の一般利用者の登録者数の推移の観察《2.2.3》，

減少した分館の入館者数の推移の観察《2.2.4》，減少傾向にある本館の学生によ

る貸出人数，貸出冊数の推移の観察等が挙げられます。《2.2.6》 
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３３３３．．．．附属附属附属附属校園校園校園校園    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

附属四校園は共通目標を定めて一体的な運営に努めており，適切に運用されて

います。 

中期目標の達成過程において，教育研究や学校運営に関して，一層の学部と附

属校園間の協働が必要であるとの認識を強めました。また，各校園が独自に取り

組む研究・開発との関わりが教員の個人的レベルに留まっていることから，組織

的・積極的な関与への模索を始めました。 

 附属校園は，研修会への講師派遣や授業公開・公開研究会，公開講座の開催を

通して，地域の教育の発展に貢献しています。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，「四校園子ども集会」及び「各校園間の授業交流」

の実施《3.3》，大分県教育センター主催の現職教員研修会への講師派遣《3.7》等

が挙げられます。 

 また，今後の取組事項としては，施設・設備の老朽化への対処等が挙げられま

す。《3.2》 

 

 

附属中学校附属中学校附属中学校附属中学校    

 



 

15 

 

  

４４４４．．．．医学部附属病院医学部附属病院医学部附属病院医学部附属病院    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 医学部付属病院の管理運営組織及び経営体制は適切に設定されており，平成 19

年度における医業収入は，対前年度比で 1,277,265 千円の増収となりました。 

 診療機能については，臓器別診療制度により，診療体制の充実に向けて取組ん

でいます。安全管理体制についても適切に整備・運用されており，医療事故発生

時の危機管理体制及び院内感染管理体制は，適切に整備・運用されています。 

 臨床教育については，卒後臨床研修センターを中心に，初期臨床研修・後期研

修に対して十分なスタッフと施設を備えるとともに，適切な臨床教育の体制が整

備・運用されています。 

 先端医療研究の推進については，積極的な先端医療の研究体制ができています。

また，平成 19 年度には新たに 3 件の先進医療の承認を受けるとともに，治験の

支援体制の積極的な展開を図り実績を挙げました。 

 地域医療については，域医療機関とのネットワークの構築とともに，統合的に

地域医療への窓口となる部署を配置し，積極的な地域連携を推進して患者紹介等

の実績を挙げています。また，地域の高度医療の拠点としての取組や地域医療へ

の貢献を行っています。 

 

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，対前年度比で 1,277,265 千円の医業収入の増収

《4.3.2》，包括的がん医療を行うための腫瘍センターを設置《4.4.1》，卒後臨床

研修センターの設置《4.5.1》，新規３件の先進医療の承認《4.6.2》，豊の国臨床

試験ネットワークの体制整備《4.6.3》，地域医療機関とのネットワークの構築

《4.7.1》等が挙げられます。 

 また，今後の取組事項としては，安全管理体制における対応人員の増員及び患

者相談窓専用の相談室の設置《4.4.2.a》，院内感染管理体制おける専任医師の配

置《4.4.2.c》，研修医確保に向けた更なる取組《4.5.5》，全職種におけるコメデ

ィカル学生についての卒後の継続的な教育体制の確立等が挙げられます。《4.5.7》 

 

    

「「「「卒後臨床研修卒後臨床研修卒後臨床研修卒後臨床研修センターセンターセンターセンター」」」」                                            臨床研修風景臨床研修風景臨床研修風景臨床研修風景    
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１１１１．．．．運営運営運営運営のののの方針方針方針方針    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

 学長は，就任時や各年度の教育研究評議会及び経営協議会等において運営方針

を明らかにしています。 

ⅧⅧⅧⅧ．．．．管理運営管理運営管理運営管理運営 

２２２２．．．．大学運営大学運営大学運営大学運営    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

全学委員会方式を部門会議制とし，学長，理事の下で迅速な意思決定が行える

体制のもとで運営を展開しました。また，各部局における意思決定体制を見直し，

より効率的な運営が図られました。 

  

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，理事の担当業務の再編成の実施《2.1.1》，学長補

佐体制の再構築の実施《2.1.1》，副学部長体制の整備《2.1.2》等が挙げられます。 

３３３３．．．．財政財政財政財政    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

財政状況について，財政運営の基本方針を策定する際には，国立大学法人評価

委員会による評価結果を運営に活用するなど，財務運営の健全性を確保するため

の方策の検討が図られています。 

 大学運営に必要な資産を有しており，債務超過もなく，収益が費用を上回って

おり健全な状態であると言えます。 

 予算編成方針については，毎年度見直し，適正な予算編成・予算配分を行って

います。 

概算要求事項については，説明会の実施，要求書作成上の留意点をまとめたマ

ニュアルを作成するなど，本学の特色を活かした取組ができています。 

  

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，「産学連携等研究収入及び寄付金収入等」（決算報

告書）における 77.8％（653 百万円）の増収《3.1》，学長裁量経費の戦略的経

費としての重点化の推進《3.4》，概算要求事項評価員の設置《3.5》等が挙げられ

ます。 
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４４４４．．．．人事人事人事人事    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

教員の選考・採用は「教員選考の基本方針」を定め，外国人，女性及び社会人

の積極的な任用に配慮しています。また，学長から外国人，女性等の積極的任用

について，各学部等に依頼しました。 

事務組織は常に見直され，適切に設置されるとともに，事務職員の資質向上を

図るため，職員研修等を適切に実施しています。 

  

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，平成 21 年度までの間の学長裁量定員を確保すること

により，大学運営上重点的な分野及び戦略的に取り組む分野に対応できる人事システ

ムを設定したこと等が挙げられます。《4.1》 

５５５５．．．．福利厚生福利厚生福利厚生福利厚生    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

人権に関わる「ガイドライン」を定め，ハラスメント等の問題事例に対して適

切に対応しうる体制を整備しています。 

 職員の健康保持・増進のために必要な対応や改善を進めるとともに，定期健康

診断受診率 100％を目指し，職員への周知等，徹底した意識改革を促しています。 

心身両面の相談窓口を設置し，十分対応できる体制を整え実効ある対応をして

います。 

  

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，「男女共同参画の推進に関する調査研究プロジェ

クト」の調査・研究の実施《5.1》，喫煙対策を推進《5.2.1》等が挙げられます。 

６６６６．．．．情報公開情報公開情報公開情報公開    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

法人文書については，学内規則に基づき，適切に管理が行われるとともに，法

人文書ファイル管理簿を公開し，開示請求に対しては法に基づき適切に処理して

います。 

 財務諸表等を公表するとともに，自己点検・評価に関する情報についても公開

体制が整備されています。 

個人情報保護については，学内諸規程及び対応組織が整備されています。 
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７７７７．．．．点検点検点検点検・・・・評価活動評価活動評価活動評価活動    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

点検・評価活動のための組織が適切に整備され，規程及び要項等の策定，評価

実施組織の設置など，適切な自己点検・評価体制を整備しています。 

平成 19 年度においては，全学の自己評価（平成 18 年度）及び外部評価，法

人評価（年度評価），「大学教員評価」，「教育福祉科学部附属学校園教員評価」及

び「事務職員等評価」等を実施するとともに，大学機関別認証評価受審について

の準備を進めました。 

  

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，「大学教員評価」，「教育福祉科学部附属学校園教員

評価」及び「事務職員等評価」の本格実施《7.4》等が挙げられます。 

８８８８．．．．監査体制監査体制監査体制監査体制    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

監事と会計監査人が連携し，緊密な情報交換を行うことにより効率的な監査に

努めました。 

監査室長（総務担当理事），財務担当理事及び監事の三者による「三者会議」を

発足させ連携を図りました。 

また，監査体制充実のため，「四者協議会（学長・監事・会計監査人・監査室）」

を設置して問題事項等の共有に努めました。さらに，監事，会計監査人及び監査

室との連携を図るため，「三者連絡会」を発足しました。 

  

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

 特徴的な取組事項としては，「三者会議」の発足《8》，「四者協議会（学長・監

事・会計監査人・監査室）」の設置《8》，「三者連絡会」の発足《8》等が挙げら

れます。 

９９９９．．．．危機管理危機管理危機管理危機管理    

【【【【概要概要概要概要】】】】    

法人として総合的，体系的に適切な対処をする体制を整えるとともに，諸事案

に対して実効的な対応を進めました。 

  

【【【【特徴的特徴的特徴的特徴的なななな取組取組取組取組】】】】    

  特徴的な取組事項としては，「災害対策マニュアル」の周知《9》，「防災ハンドブ

ック」の作成・配布《9》等が挙げられます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

主な組織 所 在 地 代表電話番号 

事務局 

教育福祉科学部 

経済学部 

工学部 

福祉社会科学研究科 

旦野原キャンパス 

 〒870-1192 大分県大分市大字旦野原 700 番地 
097-569-3311 

医学部 

医学部附属病院 

挟間キャンパス 

 〒879-5593 由布市挾間町医大ヶ丘 1丁目 1番地 
097-549-4411 

教育福祉科学部 

 附属小学校 

 附属中学校 

 附属特別支援学校 

 附属幼稚園 

王子キャンパス 

 〒870-0819 大分市王子新町 1番 1号 

 

097-543-6732 

097-543-6731 

097-543-8317 

097-544-4449 
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