
指摘内容
説明
項目

27年度取組状況及び今後の取組予定

1

次期図書館システム更新計画を着実に
進められたい。なお、急激な円安の進行に
よりコアジャーナルの維持が困難になって
いることは遺憾である。最低限の維持のた
めに適切な財源措置を期待する。

　次期図書館システムについては、平成27年８月に入札により業者を決定
し、平成28年３月に稼働できるよう準備を進めている。今回の図書館シス
テムの更新により、一層の学術資料の検索・探索の効率化、インターネット
を介したサービスの充実を図ることができる。
　また、電子資料の整備については、①本体価格の上昇、②為替の影
響、③消費税課税により財源不足が懸念されていたが、本学の一部事業
の予算執行を停止することにより財源を確保し、昨年度と同程度の電子資
料を整備していくこととなった。

2

COC事業の中核となるべき地域実践プロ
グラムの履修登録をした者が34名に留まっ
ている。地域貢献を基本方針のひとつに掲
げている本学として、学生への履修指導の
充実を含め、より多くの学生が地域課題へ
の取組を実践的に学ぶ機会を、キャリア形
成支援科目等との関連も考慮しながら拡充
する方策をより積極的に進めることを期待
する。

　国際総合科学部１学年の在籍者約700人のうち、１年間で35人程度（約
５％弱）の登録者を想定している。文部科学省に対しては、29年度に修了
者延べ100人という目標であるとしているため、目標通りに進んでいると認
識している。
　さらに今後、多くの学生が登録を行えるよう、平成27年度は次の課題に
取り組んでいる。
①学系により設定された応用科目が少なく履修しにくい現状があるため、
平成28年度に新たな応用科目を設置する。
②本プログラム履修の効果の周知等、学生が履修の動機づけになるよう
な取組を行う。
　また、地域実践プログラムに加えて、平成27年度から全学生が履修する
ことを想定した地域志向科目を設定している。

3

24年度から減少を続けていた本学への留
学生数が27年度は若干増加に転じたもの
の、依然低迷していることは、資質の優れ
た留学生の確保が必ずしも容易ではない
現状とも相まって大いに残念である。中期
計画にも定められているとおり、英語による
授業の大幅拡充、海外大学等との遠隔講
義の開講、国際機関からの講師招聘、さら
に学事暦の大幅柔軟化、留学生宿舎の整
備などの具体的施策を着実、計画的に推
進し、真に留学生に魅力ある、留学生に選
ばれる大学づくりを目指して抜本的な取り
組み強化を期待する。 〇

　国際都市横浜にふさわしい真に国際性豊かで学生に選ばれる大学づく
りに向け、市大が育成するグローバル人材の定義、留学生受け入れ比率
および学生海外派遣比率についての明確な目標・計画策定に取り組んで
いる。策定にあたっては、スーパーグローバル採択大学を中心とした、特
色ある取組を有する国立大学５校、公立大学２校、私立大学４校をヒアリン
グ調査し、ベストプラクティスを学ぶことで、今後の抜本的な取組の参考に
していく。
　平成27年度は以下の内容について取り組んでいる。
・「英語による授業の拡充」については、日米教育交流事業（フルブライト・
プログラム）を通して米国人講師を招聘し、英語での授業を開講した。
・英語で行う授業を対外的に明示することを目的としたプログラムの立ち上
げを検討するとともに、学事暦の柔軟化に向けては、クォーター科目の試
行を平成28年度に行う。
・「留学生の宿舎整備」については、横浜国立大学寮の借り上げに加え、
本年度から新たに横浜市国際学生会館と覚書を締結し、交換留学生に
一定数の居室を提供。就職支援については、留学生のみを対象にした就
職ガイダンスやインターンシップの内容を充実させている。
・留学生志願者増へ向け、国内日本語学校を訪問しての広報活動を行っ
ている。また、省庁等の選考を経て来日する国費留学生やJICA事業を通
した留学生の受け入れ、協定大学が派遣する交換留学生の受け入れを
促進していくために、教員向け「留学生受け入れマニュアル」の整備を行
い、教員へ周知した。

平成26年度公立大学法人横浜市立大学の業務の実績に関する評価結果の主な指摘事項に対する法人の取組状況

指摘事項

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための取組

図書館システム

地域実践プログラ
ムの履修促進

留学生に対する取
組

平 成 2 7 年 1 1 月 2 5 日

横浜市公立大学法人評価委員会
資 料 ２
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4

学生に対する経済的支援充実のために、
日本学生支援機構（JASSO）の貸与制奨
学金のみに頼ることなく、市大として独自の
給費制奨学金制度の創設を期待する。ま
た、メンタルヘルス面など多岐にわたる心
身のケアやキャリア教育体制の充実など、
学生に対する物心両面にわたる支援のさら
なる充実を期待する。

　学生に対する市大独自の経済的支援については、経済的困窮者に対
する「授業料減免」、授業料減免を受けた1年生のうち特に困窮度が高い
者に対する「スタートアップ奨学金」、学業優秀者に対する「成績優秀者特
待生」および「伊藤雅俊奨学金」等の制度を実施している。これらに加え
て、今後はYCUサポート募金を原資とした学業奨励制度やグローバル化
推進のための留学支援制度の創設を検討していく。
　学生の心身のケアについては、医師・臨床心理士・看護師等により、学
生生活や健康に関すること、進路就職等多岐にわたり相談に応じている。
今後も、教職員等と連携し対応の充実を図っていく。
　キャリア支援については、就職活動時期が後ろ倒しになったことにより、
内定を複数持っている学生と未内定の学生の二極化が顕著となったが、
未内定者向けの個別相談会を９月に３回（金沢八景キャンパス２回、福浦
キャンパス１回）、11月に１回開催した。９月の相談会への参加者17名のう
ち３名が、本相談会でのマッチングの結果、就職活動を終了することがで
きた。平成28年度も就職活動時期の変更が予定されているが、状況に柔
軟に対応できるようイベント開催や学生への情報提供を行っていく予定で
ある。

5

国際総合科学部が収容定員2,600人に対
し在籍者総数が3,186人と定員超過率が1.2
倍を超えていることは、良好な教育環境維
持の観点からやや疑問を持たざるを得な
い。適正な学生数の維持に十分配慮され
たい。

〇

　国際総合科学部入学者の定員超過率は、例年1.1倍程度で推移してい
るため、定員超過率が1.2倍を超えている理由は、Practical Englishの２年
次進級要件において、１割の学生が留年しているという状況と、語学研修
等、海外渡航を理由にした休学期間があることによる留年が多いという２
つが挙げられる。
　留年理由調査において傾向をみると、平成26年度卒業生のうち留年理
由として「休学による修業年限不足（かつ単位不足）」の者が70名であり、
そのうちの51名は海外語学研修やインターンシップ等、積極的理由による
休学となっている。現在本学では、学位の質の担保の観点から、長期の
語学研修等、単位取得を伴わない海外渡航については、学則に定める
「留学」の身分を付与しない方針を取っており、これら学生が休学すること
が、留年に結びついているものと思われる。
　かかる状況において、短期語学研修プログラム拡充や、交換留学プログ
ラムのアジア圏大学の追加、ブリッジプログラムの新設など、質を担保しつ
つも海外への留学を希望する学生が休学することなく、参加できる留学プ
ログラムを拡充している。
　また、帰国後において、留学先で履修した科目の単位認定の他、ゼミ等
の演習科目の同時履修を認めるなど、学生が留学しても4年で卒業できる
ようカリキュラムにおける取組を進めている。

6

大学院の適正な学生定員確保に向けて
の積極的な取り組みを評価するものの、相
変わらず定員割れが続いている研究科・専
攻があることは残念である。定員の確保な
いし適正化に向けて、さらに努力されたい。

　各研究科とも、募集時期に合わせ入試説明会を開催し、参加者数は昨
年度よりも増加傾向にある。また一部の研究科では、志願者数も昨年度よ
り増えている。
　生命ナノシステム科学研究科では、通常の説明会だけでなく、より志願
者に配慮するため、一定期間内であれば直接研究室を訪問し、説明を受
けることができる形式の説明会も開催した。
　生命医科学研究科では、今年度より学内推薦、学外推薦を新たに導入
し、募集人員の確保に向けて取り組んでいる。
　さらに、昨年度に引き続き、JASSO（日本語学校）での入試説明会を実
施し、説明会参加者から出願があるなど一定の成果を上げている。12月
頃に再度訪問し、第２期入試に向けて、さらなる広報を行っていく。
　引き続き、定員確保に向け取り組んでいく。

大学院定員の確
保・適正化

学生に対する支援

定員管理
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27年度取組状況及び今後の取組予定指摘事項

7

臨床研修医育成のための努力を重ね、セ
ンター病院では研修プログラム定員のフル
マッチを３年連続で達成したが、附属病院
では初期研修医のマッチ率が前年を下
回っており、次年度以降の努力を期待す
る。

〇

　今年度は、合同説明会で当院のブースを訪れた学生や、病院見学に来
たことのある学生を対象に、メール等で説明会の情報提供を個別に行っ
た。当院主催の説明会では、初期臨床研修の魅力や研修医の待遇につ
いてより深く理解してもらえるよう、現役研修医にも参加してもらい、気軽に
話を聞くことができる機会を設けた。以上のようなきめ細やかな広報活動
に加え、学生の受験機会を拡大するため、試験の実施日を年4回から5回
に増やした。
　この取組の結果、平成27年度医師臨床研修マッチングにおいては、基
本プログラムで定員50名のところフルマッチを達成した。また、産科・小児
科プログラムでは定員4名中2名マッチし、前年度のマッチ率（定員4名中1
名）を上回った。
　今後も、附属病院臨床研修プログラムの魅力をより多くの医学生へ発信
し、基本・産科小児科プログラム共にフルマッチを達成できるように取り組
んでいく。また、平成29年度からの臨床研修プログラムの見直しを図って
おり、研修医の満足度のより高いプログラム作りに注力していく。

8

効率的な病床運用に努力し、病床利用率
の向上、平均在院日数の減、手術件数の
増加等が進められているが、附属２病院と
も医薬材料費比率の改善が進んでいない
ことは残念である。また、中期計画目標値
を達成していても、26年度はセンター病院
が赤字決算となっており、将来にわたる適
正な収支バランス確保のため同病院の役
割の再点検を含め、効果的な対策を期待
する。

〇

　附属２病院は、ソフト・ハード両面において附属病院とセンター病院が連
携の強化と明確な役割分担を進め、２病院あわせて１，３００床を超える規
模で、それぞれの病院が強みと特色を活かした医療を提供することが重
要である。また、県内唯一の公立大学附属病院、県域・市域における「
後の砦」として、政策医療や高度かつ先進的な医療の提供を行っていく。
　具体的には地域医療構想を踏まえ、大学病院・急性期病院としての役
割をしっかり果たしていくことが、健全かつ安定した経営基盤の確立に繋
がる。つまり、地域において求められる医療機能を提供することであり、地
域医療連携を充実・強化することで、短い入院期間でベッドを回転させ、
それがより多くの手術、救急患者を受け入られるようになる。また、外来患
者の削減を進めることとともに、附属２病院で診療すべき患者を一層受け
入れることを推進する。これらの結果、患者一人当たりの単価が高まり、経
営改善に寄与する。
　このような認識のもと、市民から頼られる「ブランド力のある病院」の実現
に向け、附属２病院では、次期中期計画の策定に向け取り組んでいるとこ
ろである。

9

医療安全について従来からの堅実な手
法を踏襲しつつも、例えば、レジリエンスエ
ンジニアリングなどの医療安全に関する新
機軸も知られているので、これらの視点を
入れた病院の運営・管理全般の進化も期
待したい。

　附属病院の医療安全の取組として、従来からの「失敗から学び、原因を
特定し、再発防止策を講ずる。」という安全管理手法では限界があるという
視点から、ご指摘の「失敗ではなくうまく行われたことに着目するレジリエン
スエンジニアリング」について、当院でもそれらを意識した医療安全の取
組を進めていく。
　具体的には、インシデントだけに捉われず成功した事例を含めて業務全
体を広い視点で観察して現場でどのような調整が行われているかを把握
し、不安定な要素の解消を一人ひとりの医療従事者が図ることのできるよ
うな取組を展開する。

　センター病院においては、レジリエンスに視点を当てた取組は今後の課
題となっているが、「失敗から学ぶ」を一歩進めて「成功から学ぶ」ことの重
要性は意識しているところである。とりわけ、インシデントレポートの中に
は、まさにアクシデントに至ることを防いだ事例も少なくなく、安全管理対
策委員会やリスクマネジャー会議などでの事例共有の際には、アクシデン
トを未然に防いだ成功事例としての紹介の仕方なども工夫していきたいと
考えている。特に、当事者が「何に気付き」、そして「どう判断し」、さらに
「安全で適切な対処」としてどのように行動したのか、状況認識力を含めた
レジリエンスの具体的な事例の共有を試みていく。

附属２病院の運営

Ⅱ　附属２病院（附属病院及び附属市民総合医療センター）に関する目標を達成するための取組

初期研修医のマッ
チ率

医療安全に関する
取組
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10

　27年４月に附属病院で個人情報紛失事
故が発生したことは極めて遺憾である。個
人情報保護の管理体制については、教職
員の意識改革に重点を置いて取組が進め
られているが、それとともに法人の運営・内
部統制システム不全の観点から、構造的
に情報を保護する仕組みの構築への取組
みを強く期待する。

〇

　２７年度については、個人情報の適正な取扱いに関する議論を行うた
め、全課長職による「個人情報保護責任者会議」を設置、開催した。会議
内にワーキンググループを設け、個人情報の取扱いルール（USBメモリの
管理等）や資産管理体制の見直し、学内ネットの統制構築、非常勤教職
員に対する研修実施方法等について年度内に検討を行う予定である。

11

卒業生向けの情報提供の改善等、寄附
金増のための種々の取組によって寄附件
数は増加したが金額は25年度より減少し
た。広く浅く寄附を募る方策以外に、特定
の目的のためにある程度まとまった寄附を
募る方策など、更なる工夫を期待する。

　卒業生向け広報紙（YCU通信）を創刊し、発送の際に寄附の振込用紙
を同封した結果、受入件数は昨年度比で約5倍となり、寄附額も増えてい
る。また、寄付者の利便性向上のためコンビニ及びPay-easyによる支払い
が可能となる仕組みを11月から導入するなど、寄附獲得に向けた取組を
行っている。
　特定の目的のためにまとまった寄附を募る方法としては、YCUサポート
募金を原資とした学業奨励のための奨学金制度やグローバル化推進のた
めの留学支援制度の創設を検討している。

※Pay-easy：各種料金の支払いを、パソコンやスマートフォン・携帯電話、
ATMから支払うことができるサービス
　

12

教員のサバティカル制度が本格実施され
たことを評価するが、実際に活用する者が
なお少数に留まっていることは残念であ
る。早い機会に対象人員の増加を期待す
る。

　対象人員の増加に向けては、サバティカル教員の代替講義を行う非常
勤講師の予算の調整等が課題であるため、本学教員内での代替講義の
調整等を推進し、増加に努めていく。

13

子育て支援、外国籍教員支援については
前期と同様に情報提供等を行っているが、
アンケートや聞き取り調査等によって根本
的ニーズを把握し、それへの対応を検討す
る取組を期待する。

　子育て支援については、学内イベント時にニーズを調査し一時保育等
の対応を実施しているほか、外国籍教員に対しても、生活環境上の事項
も含めた様々な相談に随時対応している。
　今後は、第３期中期計画に向け、ワークライフバランスや子育て等の支
援について、教職員のニーズ調査をする予定である。

14

消費増税をはじめ職員給与減額措置の
終了、診療報酬改定等の厳しい社会的環
境の中にあっても、各種外部資金の獲得等
の経営努力を重ね、法人全体として黒字決
算を達成したことは評価するが、センター
病院において赤字決算となったことは残念
である。その原因を確実に分析し、改善へ
の効果的な取り組みを期待する。

〇

　赤字となった要因であるが、費用面では、消費増税に伴い医薬品や診
療材料等の購入に伴う税負担が約４億円の増となった。一方、収益面で
は、３％の消費増税に対し、国の診療報酬は０．１％のプラス改定にとどま
り、また９０％を超える病床利用率を維持するなど、効率的な病院運営に
も務めたが、病院収益は約２億円の増にとどまったため、結果として、消費
増税の影響を賄いきれず、赤字決算につながったとセンター病院では分
析している。
　収支改善に向け、引き続き、医薬品や診療材料の契約単価の引き下
げ、無駄が生じないよう適切な在庫管理、後発医薬品の使用促進、附属
病院との共同購入の検討など、コスト削減について努めていく。増収の取
組としては、２７年度に入ってから５月に検体管理加算、８月に急性期看護
補助体制加算を取得したほか、２８年度の特定集中治療室管理料、総合
入院体制加算の取得に向け準備を進めている。また、効率的な手術室の
運用により手術件数の増を図る。
　しかしながら昨今の疾病動向や社会保障制度の中で、これまでと同様な
経営戦略では、安定した経営を持続することは難しくなっていることを踏ま
え、地域医療連携の充実・強化により患者一人当たりの単価の増を図るこ
とで経営効率を高めることが必要である。また、高齢化社会の進展による
疾病動向の変化に伴い、医療ニーズに適した診療スペースの再編や、老
朽化・陳腐化した医療機器の更新・新設を、中長期の視点で的確かつ迅
速に進め、増収を図ることで、持続可能な病院経営の実現を目指す。
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評価委員会は会社法でいう外部監査的
であり、各部が自己評価した内容を法人内
で経営陣からも、職員サイドからも真に独
立した内部監査的部署がその自己評価を
現実的、中立的に中間評価する仕組みが
必要と考える。

　本法人には、定款第９条に基づき、業務を監査する目的で監事が２名設
置され、毎年テーマを変えて業務監査を行っている。２７年度は、「地域貢
献に関する取組」について監査を実施する予定である。
　また、毎年の自己評価については、監事や外部有識者も加わった経営
審議会で審議したうえで法人評価委員会に提出している。引き続き、現実
的かつ客観的な視点からの自己評価に取り組む。

子育て支援、外国
籍教員支援

自己評価の仕組
み

Ⅲ　法人の経営に関する目標を達成するための取組

個人情報保護

寄付金の拡充

サバティカル制度

Ⅳ　自己点検及び評価に関する目標を達成するための取組

センター病院の収
支改善
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