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平成１７年度 国立大学法人鹿児島大学 年度計画

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にとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置

【学士課程】

、 、 。○教養教育においては 鋭い現実感覚を持ち 幅広い教養で総合判断できる人材を育成する

（ 、 、 、 、 ）・ 分野 思想と文化 社会と歴史 人間・生命・環境 自然と数理 科学・技術と応用5
別の履修状況調査を実施し、バランスのとれた教養科目の履修制度を検討する。

・教育センターは教養教育の質的改善の提言等を行う。

・共通教育と専門教育の有機的連携等の調査結果を分析し、検証を行う。

○学部教育においては、基礎学力、専門的知識・技能を備えた人材を養成する。

・低学年時を対象に基礎教育の質的充実に向けたカリキュラムを作成する。

・動機づけのための講義を新設する。

・課題解決型授業（チュートリアル教育）の充実を図る。

・ 対応型カリキュラムを導入・充実する。JABEE
・ システムに基づき、学生のインセンティブを高めるようカリキュラムを充実すISO9001
る。

○専門的職業能力等を高める。

・企業等からの講師による授業内容の充実を積極的に進める。

・臨地・臨床実習の充実を図り、実習施設の確保に努める。

・インターンシップを充実し、協力先・受講者数の増加に努める。

○ディベート能力とプレゼンテーション能力の向上を図る。

・口頭発表を中心とした演習科目等を取りいれたプログラムを増強する。

・少人数の選択専門科目を活用して発表、討論能力を身につけさせる。

・プレゼンテーションに必要な情報技術を身につけさせる。

・教養科目における『導入教育科目』において少人数教育を推進する。

○国際的コミュニケーション能力と情報リテラシーの向上を図る。

・外国人教員を活用した、外国語コミュニケーション教育を充実する。

・ 英語オープン（初級・中級・上級 』クラスの更なる増設を目指す。『 ）

・情報リテラシーの向上と情報技術を活用した教育の高度化を図る。

○教員の教育力を開発するための企画を導入する。
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・教員は学内 活動や ワークショップに積極的に参加し、その成果を教育活動に反FD FD
映させる。

・学生による授業評価及び教員による自己評価、クラス担任等講習会などの 活動を毎FD
年度実施し、その成果を公表する。

【大学院課程】

○学術研究の著しい進展や社会・経済の変化に対応できる幅の広い視野と総合的な判断力

を備えた人材を養成する。

・学部教育を基礎として、学部教育と大学院教育の連続性を高める。

・演習や実習等では積極的に を活用する。TA
・研究会や学会発表等に積極的に参加させる。

○世界の研究拠点大学院を目指し、国際化、情報化に対応でき、国際的に活躍できる人材

を育成する。

・学会や研究会等(国際会議を含む)での研究発表を行うよう支援する。

【社会人教育】

○社会人教育の教育内容、方法、体制の充実を図る。

・社会人を対象としたリカレント、リフレッシュ教育の場をつくる。

・地方の現職教員等を対象としたサテライト教室の設置に向けて準備する。

・大学院修士課程で社会人受け入れを増加させる。

【留学生教育】

○留学生の教育指導体制を充実する。

・地域との交流を通じて、留学生の教育・生活支援体制を充実させる。

・英語による特別及び一般セミナーの開講を推奨する。

・留学生への入学後のガイダンスとして多言語オリエンテーション、個別カウンセリング

を実施する。

・異文化理解の講義を開講し、内容の充実を図る。

【卒業・修了後の進路】

○学生が個々に適した職業を主体的に選択できるような能力を身につけさせる。

・企業体験（インターンシップ）に参加し、仕事の現場を体験するよう学生を指導する。

・就職した先輩との交流会を開き、学生の就職に対するモチベーションを高める。

・卒業生による講演会を実施する。

【教育の成果・効果の検証】

○教育の成果・効果を検証する方法を開発し、評価を実施する。

・授業科目間の連携性や学生の理解度についての評価を行い、その結果をカリキュラム編

成に活かす。
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「 」 。・ 研修授業 として個別授業を公開することによって教員相互の授業評価を実施するFD
・ 研修授業担当教員と参加者との間で、授業方法や教育方法等についての多面的な意FD
見交換を行い、教育方法の改善に反映させる。

（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置

○教育目標、鹿児島大学が求める学生像を周知する。

・学部別のアドミッションポリシーを全学統一的な基準で作成し、ホームページ、募集要

項等で公表する。

○評価尺度の異なる入試を行い、大学が求める多様な学生を広く受け入れる。

・推薦入試・ 入試・編入学試験の絶えざる見直しのもとに改善・拡充を図る。AO
・学生の入学後の学業成績と修学状況の追跡調査を行う。

・入試システムの見直しについて入学者選抜方法検討委員会で随時検討を行う。

・連合農学研究科の留学生特別コースの設置を検討する。

○受験生に対する入試情報の提供を充実する。

・高校への派遣授業や高校生の大学訪問を前年度実績より増やす。

・各種委員会等からの情報（入試情報、オープンキャンパス情報等）を随時ホームページ

に掲載し、広報の充実を図る。

・ホームページ等で指導教員の教育研究業績及び研究テーマなどを広く公開する。

○多様な学生・社会のニーズを考慮し、教育目標に沿ったカリキュラムを編成する。

・他学部、他学科、他コースの講義が受けられるような横断性の高い柔軟なカリキュラム

の編成を進める。

・オフィスアワーを設け、学生の質問や個別指導に対応する。

・多職種、多分野の講師による「教養特別科目」の更なる増設を目指す。

・現代の教育課題に対応できる教員養成を行うためのカリキュラムの研究開発に取りかか

る。

・大学院博士後期課程においては、地域社会に密着したプロジェクト研究を行うよう指導

する。

○外国語によるコミュニケーション能力を育成するための授業科目を充実する。

・ 英語オープン（初級・中級・上級 」クラスの受講生を増やし、 、 等の制「 ） TOEL TOEIC
度の有効活用を図る。

・大学院における英語による講義を拡充する。

○カリキュラムを見直し、一層充実したものとする。

・教育実習など教員養成向上のため、附属学校との連携を一層深め実践的な授業科目の充

実を図る。

・専門分野間の有機的な関連性を重視し、分野横断的講義を開講する。
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・社会人大学院学生に配慮した柔軟なカリキュラムを作成する。

・教養科目に『導入教育科目』を開設することにより、高等学校との連携を考慮した体系

的なカリキュラムの編成を目指す。

○海外を含めた他の教育研究機関との有機的な連携に努める。

・連携大学院制度を活用した授業及び研究指導を進める。

・研究所等他機関との連携を図り、大学院での授業内容や研究指導の充実を図る。

○社会との連携を図り、地域に密着した教育を行うためのカリキュラムを編成する。

・教育実習、フレンドシップ事業等地域と密接するカリキュラムを改善し、実践的な教育

の向上を目指す。

・離島地域の自然環境や地域の特性を学ぶための実習を実施する。

・地方で開講するサテライト授業を充実・展開するためのプログラムを研究開発する。

・長崎大学教育学部と琉球大学教育学部との連携協力協定に基づき、離島・僻地教育の充

実を図るための調査研究及び指導法改善のプログラムを開発する。

○授業時間外の準備学習、復習、補習教育などの実施体制を整備する。

・自習用スペースとしてコモンスペースやリフレッシュスペースの環境や機能を充実させ

る。

・利用者用端末を増設し、 学習環境の利用機能を高める。IT
・オフィスアワー等，学生の要望に対応できる体制を整備する。

・必要な学生に対して、準備学習・補習教育などを導入する。

○個別指導、少人数教育を重視した教育を行う。

・演習、卒業論文、修士論文作成の際の個別指導、少人数教育を充実する。

・留学生の母語別の発音指導や、作文・発話指導などを行う日本語ワークショップを設け

る。

○学生が自主的に行う授業や、学生の発表の機会を増やす。

・学生の課題探求能力、課題解決能力を養成する演習やセミナー等の充実を図る。

・双方向的・学生参加型・課題探求的な授業形態を拡充する。

・卒業論文発表や修士論文発表を通して、発表方法の指導を強化する。

○情報機器・教材等を有効に活用する。

・電子シラバスシステムを充実させ、事務の効率化を図るとともに教育に活用する。

・留学生対象の日本語研修コースで、パワー・ポイントによる日本語プレゼンテーション

の訓練を行う。

○シラバス等に評価基準を明確に示し、成績評価を厳正に行う。

・引き続き成績評価基準をシラバスに明示し、成績評価の一貫性の保持と厳格化に努め、
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成績を開示する。

・ 制度を導入し、評価基準を明確にする。GPA
・成績のグレードアップに挑戦できるよう、単位取得者も再受講できる制度を検討する。

○学習達成度把握のための調査研究と教育への応用を図る。

・教員及び学生による授業実態調査を実施し、調査結果を教育現場へ還元し授業改善を行

う。

・授業評価については、担当教員へフィードバックし、授業改善の効果を検証する。

○国家試験合格、国家資格取得等の目標を立て、勉学意欲の向上を図る。

・資格試験等の合格率を高めるための指導体制を整備する。

・国家試験・資格等受験可能な資格に関する情報を提供する。

・各種資格の取得に結びつくカリキュラムを提示・紹介する。

・複数学部、共通教育とで学芸員資格取得に関する教養科目を開講する。

・外国語資格取得を目的とした実用的英語教育を充実させる。

・各種資格試験(医療関係国家試験を除く)の受験資格に関わる教科・科目は学部横断的に

提供できるシステムを構築する。

○優秀な学生を表彰する制度を充実し、勉学意欲を高める。

・優秀な学生の表彰、顕彰制度を充実する。

・学術奨励賞の情報収集に努め、応募を支援する。

（３）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

○目標達成のため、教職員を適切に配置する。

・教育内容、教員の教育負担、学生のニーズ等の状況を各部局毎に点検し、大学、各部局

の基本理念、目標等に則って、また必要に応じて教員の定員配置を見直す。

○ＴＡ制度等の整備充実を図る。

・ 制度を活用し、大学院学生の助言や経験を学部学生の教育に活かす。TA

○大学院における教育研究指導体制を拡充強化する。

・複数の教員による個別指導を充実させる。

， 。・学内共同教育研究施設教員は他学部・他研究科と協力し 大学院教育に積極的に関わる

○教育体制を整備し、情報教育を推進する。

・ システムの開発と導入を進める。e-learning
・情報教育担当教員や技術系職員の研修を充実する。

○評価及び評価結果を活用し教育活動の質を改善する。

・学生と教員の意見交換の場を設け、教育内容の改善を図る。
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・ 活動、自己評価、学生の授業評価を実施・活用し、教育活動の質の改善を図る。FD
・授業評価・改善・実行のサイクルを円滑に機能させる。

○全国共同教育、学内共同教育等を積極的に進め、教育の質を高める。

・他大学、他学部等の教育研究機関と連携・協力し、教育の質を高める。

・客員教員等による特別講義等の充実を図る。

・学内共同教育研究施設及び教員を利活用した教育改善を進める。

・他大学教育学部との共同教育の視点に基づいて単位互換を推進する。

・九州大学法科大学院・熊本大学法科大学院等との三大学教育連携を促進する。

○附属病院、附属施設等における教育実施体制を整備する。

、 、 。・附属病院 附属家畜病院での臨床教育を充実し 効果的な臨床教育システムを検討する

・附属施設での実習教育を充実し、実践的な教育を行う体制を整備する。

・学部・附属校園との連携を教育実施体制の観点でより緊密にする。

○教室・演習室・実験室等を整備する。

・少人数教育の充実を目指し、可能な範囲で教室、演習室、ゼミ室等の整備を図る。

・自主ゼミ等にコモンスペースを開放する。

○図書館を整備拡充する。

・学生用図書としてシラバス対応図書を整備する。

・課題探求学習に資する工学系専門図書を整備する。

・新しい医学教育に対応できる学習環境の整備（桜ヶ丘分館）を図る。

・海外新聞（ニューヨークタイムズ紙外１１紙） 版を導入する。web
・ハングル版の図書館利用案内を作成する。

・貴重図書等の展示会及び講演会を実施する。

・展示会等で 等と連携協力体制を図る。NPO
・鹿児島県歴史資料センター黎明館との連携事業に取り組む。

・画像伝送を利用した文献複写業務を国立大学と連携して推進する。

・ 依頼、参考調査依頼、図書購入依頼などの各種リクエストサービスを拡充する。ILL
、 。・研究室からの図書館資料返却に伴う目録データの登録処理をし 共同利用の推進を図る

（約 冊）15,000
・鹿児島県歴史資料センター黎明館と連携して奄美群島古文書群データベースの構築を図

る。

・図書目録データの電子化事業を推進する （約 冊）。 25,000
・電子ジャーナル・文献情報データベースの安定的供給を図る。

・学生及び大学院学生の教育研究支援のために学術情報アクセス及び文献検索講習会を実

施する。

○コンピュータ及び情報ネットワークを整備し、活用する。
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・学生が随時利用できる情報ネットワーク環境を整備する。

・大学院教員の研究内容・教育内容のホームページ掲載を推奨する。

○教材、学習指導法等の研究開発を進め、授業改善を図る。

・ｅ システムとコンテンツの開発とその導入を図る。-Learning
・ 研修授業を実施し、教育方法及び授業内容の改善を図る。FD

（４）学生への支援に関する目標を達成するための措置

○学生の学習相談・助言・支援に組織的に取り組む。

・入学時のオリエンテーションを充実する。

・留学生のチューター制度を充実し、日本での生活支援・日本語学習を支援する。

・各教員のオフィスアワーを学生に周知し、学生の個別相談を受け付ける体制を整える。

・ による評価を各学期毎に保証人に通知する。GPA
・実験、実習時の安全マニュアルを見直し、周知徹底する。

・アカデミックハラスメント防止体制を強化する。

○学生に対する生活相談・健康相談・就職支援体制を充実する。

・学生の日常生活を支援するため、アメニティの向上を図った環境整備を行う。

・学生のメンタルケアに関する教員、事務職員向けの研修会を開催する。

・セクシュアルハラスメント防止体制を強化する。

、 、 、 。・職業教育を充実し 就職ガイダンス 講演会 就職情報の充実等就職活動の支援を図る

○経済的支援に関する具体的方策を検討する。

・授業等における事故等に対応する支援組織・支援方法を整える。

２ 研究に関する目標を達成するための措置

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置

○学内の研究に目指すべき方向性を持たせて支援する。

・学問それぞれの分野に関する基礎的及び最新の研究を推進すると同時に、諸領域にまた

がる総合的・学際的な研究を推進する。

・九州からアジア、南太平洋諸国に至る地域に関する研究に積極的に取り組む共同研究を

推進し、鹿児島大学を拠点としたプロジェクトの構築を図る。

・独創性が高い基礎研究及び社会的ニーズの高い応用研究を評価し支援する。

○国際競争力があり、戦略研究的な要素を持つ研究を推進する。

・遺伝子改変医用ミニブタを用いた異種移植への実用化を目指した研究を継続する。

・島嶼圏をモデルとした健康・長寿社会の確立を目指した研究を推進する。

・学部、研究科等の枠を超えた総合的・学際的な研究を支援する。

○地球環境の持続的発展と人類の福祉の調和を図る研究に重点的に取り組む。
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・ 、鳥インフルエンザなど新興感染症対策研究プロジェクトを積極的に支援する。BSE
・シラス地帯における土砂災害総合防災情報ネットワークの構築を推進する。

・鹿児島フィールドミュージアム研究を支援する。

・島嶼域水圏資源環境の開発管理に関する研究を進める。

・屋久島の豊富な水資源を活用した電力による水素ガス利用システムの学際的研究プロジ

ェクト研究を積極的に支援する。

・国際的宇宙関連プロジェクト研究を立ち上げる。

・食の安全性に関するプロジェクト研究を立ち上げる。

○研究成果を公開し、社会へ還元する。

・研究成果を刊行物、インターネット等様々なメディアを用いて公開する。

・公開講座、シンポジウム等を積極的に行い、研究成果の普及に努める。

・プロジェクト研究あるいは、教育研究活性化経費など重点的配分経費により行われた研

究の成果及び進捗状況を公開する。

（２）研究実施体制等の整備に関する目標を達成するための措置

○研究体制を整備し、研究者等を適切に配置する。

・大学院での研究環境及び研究体制の更なる改善と点検を行う。

・研究資金、競争的資金の獲得のための全学的な資金援助策を策定する。

・戦略会議等において、重点領域、重点テーマの選定指針を策定し、重点的な資金配分シ

ステムを構築する。

・ 、 、 研究員、非常勤研究員などの確保を図り、研究効率を高める。TA RA PD
・優秀な外国人研究者等の招聘を積極的に進め、また国際的共同教育研究を推進し、相互

刺激により研究の質の向上を図る。

・大学が重点的に取り組むプロジェクト研究を推進・支援する新組織としてフロンティア

サイエンス研究推進センターを設置する。

○研究設備等を効率的に活用し、必要な設備等を整備する。

・学内共同研究施設の効率的整備・利用計画書を作成する。

・将来を見据えた教育研究実験環境の整備計画案を作成する。

○研究資金を有効に利用する。

・優れた研究、特色ある研究等への予算重点配分システムの改善を図る。

○知的財産の創出を図り、適正に管理し、活用する。

・知的財産本部専門員（戦略企画担当、契約担当、特許担当)の充足整備を検討する。

・産学連携ポリシーを策定する。

・特許セミナー等知財啓発活動を通じて、年間出願目標を４０件とする。

・共同出願契約、受託研究契約等の雛形の見直しを検討する。

・ロイヤルティの大学及び発明者への的確な還元手続きを確立する。
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・利益相反ポリシー、責務相反ポリシーを策定する。

○研究活動を適正に評価し、評価結果を質の向上に結びつける。

・教員の研究業績評価に関する適切な評価基準を策定し、研究業績評価システムを構築す

る。

・研究の評価結果を質の向上に結びつけるための方策策定に積極的に取り組む。

○全国共同研究、学内共同研究等を推進する。

・国内外の大学及び他研究機関との共同研究を推進する。

・連携大学院の相手先との連携・協力を促進する。

・全学合同研究プロジェクト等の学内共同研究を推進する。

・学部を超えた連携により、研究の国際的拠点化を目指す。

○地域の高等教育機関、研究機関等との研究協力を推進する。

・地域共同研究センターを活用し、地域の教育機関、研究機関等との連携・交流を図り、

共同研究を進める。

・地域の社会的要請の強い課題の解決に取り組む。

・地域産業の発展に寄与するために地域自治体との連携を更に推進する。

３ その他の目標を達成するための措置

（１）社会との連携、国際交流等に関する目標を達成するための措置

○地域社会と積極的に連携し、協力する。

・地域住民との知的交流を推進し、地域社会における知的ネットワークの核として、公開

講座、講演会、イベント等を開催する。

・地域医療施設との研究連携、巡回相談の試みなど地域医療に積極的に参画する。

・地域の文化財保存の推進、自然の保護支援など、地域還元型の研究・教育体制の充実を

図る。

・公開授業の充実を図る。

・社会人学生の長期履修学生制度を導入する。

○総合大学の総合性を活かし、地域に貢献する。

・地域に特有な課題などを全学的合同研究プロジェクトあるいは学部研究プロジェクトと

して引き続き推進する。

○産学官連携を積極的に推進する。

・地域共同研究センターを中心に地域社会のニーズに対応した研究を戦略的にコーディネ

ートし、共同研究を推進する。

・地域産業の抱える問題解決を支援する目的で産学官連携による交流会、相談会等を積極

的に開催する。

・地域との協力体制を深め、自治体の主催する各種審議会等への教員の委員就任を推し進
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める。

・産学官等で構成される旧グリーンピア指宿跡地利用計画の検討会議に参画する。

○地域の公私立大学等と積極的に連携を図る。

・県内の高等教育機関と地域社会が連携する「大学コンソーシアム鹿児島（仮称 」の創設）

に向けた協議会に参加する。

○留学生交流を含め、諸外国の大学等との教育研究交流を深める。

・組織的な留学生交流促進のため、留学生の受け入れ及び派遣に関する基本方針を策定す

る。

・学生の学術交流協定校への海外派遣を促進するための制度を確立する。

・同窓会等と連携し、留学生の経済的支援体制を整備する。

・海外留学を促進するため、希望者に対し派遣大学からの外国人留学生及び帰国日本人学

生合同による報告会を開催し、留学情報の提供を全学的に行う。

・若手教員の海外派遣を進めるため、文部科学省海外教育研究実践支援プログラム事業の

学内審査基準見直し等、派遣支援体制を整備する。

・外国語版（英語、中国語、韓国語）ホームページ開設の実態調査に基づき海外向けウェ

ブの充実を図る。

・アジア圏・島嶼圏との地域特性を活かした交流・共同研究を推進するため、学術国際交

流協定校を厳選し、組織的交流を目指す。

・帰国した外国人研究者等との継続的交流を行うための情報交換システムを整備する。

・留学生に対する地域の理解を促進するため、留学生、日本人学生、地域住民の三者によ

る大規模な交流活動「多国籍合宿」等を継続、充実させる。

・帰国留学生等の実態調査に基づき、留学生のデータベースの構築を図る。

○教育研究活動面で国際的に貢献する。

・ （独立行政法人国際協力機構）を通じた離島医療分野における （政府開発援JICA ODA
助）プロジェクト（ 地域提案型 ）を継続するとともに、医療分野等における新規事業「 」

を企画・立案し、実施の提案をする。

・国際機関を通じた プロジェクトの企画・立案・評価に参加する。ODA
・アジアにおける動植物遺伝資源の実態調査に基づき、その保存活用に関する教育研究を

展開する。

・ （財団法人海外漁業協力財団）等を通じ、農水産、医療等の分野の研修員を受け入OFCF
れ、技術指導を行う。

・フィリピン大学ヴィサヤス校との拠点大学方式による学術交流事業（ 年計画）の第３10
フェーズとして、水産資源に関する分野別共同研究成果の総合化を開始する。

・東アジア、東南アジア及び島嶼圏等の発展途上国の諸課題の解決に貢献するため、当該

地域から有機農業（熱帯農業）の研究者を多島圏研究センターに招へいして国際共同研

究を促進する。
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（２）附属病院に関する目標を達成するための措置

○医療サービスの向上や経営の効率化を図る。

・本院の治療方針・治療成績を地域の医療機関等に積極的に公表することにより地域との

連携体制を深める。

・無医・歯科医地域への巡回診療活動を実施する。

・診療情報 を構築し、安全なネットワーク上で情報共有が迅速、正確に行えるようにDB
する。

・適正な貢献度評価方法の確立とそれに基づいた人員の適正配置を行うシステムの確立を

図るための検討を引き続き行う。

・コ・メディカル・スタッフは、外部との人事交流を積極的に推進するとともに、専門的

知識・能力を有する人材が確保できるような採用システムを検討するために必要な資料

収集を行う。

・診療実績、臨床教育実績などの業務評価を充実し、その結果を人事面に反映させるシス

テムの構築を検討する。

・事務部門は、病院の経営戦略の中で外部委託を検討しながら、業務の見直しと職員の評

価・再配置を積極的に推進する。

・教職員を機動的に配置できる体制を整えるため、他大学におけるプール・バンク制の導

入の実情把握を行う。

・各種医療専門職員の適切な業務習得と指導者養成のため、他病院・医療機関等への派遣

及び視察を積極的に実施する。

・前年度に引き続き、業務遂行上必要な講習会・関連学会等へ積極的に参加させる。

・院内研修会や講習会等を積極的に開催し、職員の資質の向上を図る。

・臓器移植の体制整備を推進するとともに、難病対策の拠点としての役割・診療成果等の

広報の充実を図る。

・患者満足度調査を毎年実施し、患者及び家族からのニーズを把握し、サービスの提供に

努める。

・外来・病棟の一貫した臓器別・疾患別診療体制及び医科と歯科の連携の充実を図り、患

者本位で効率的な診療体制を推進する。

・患者中心の診療環境の整備・充実のため病院アメニティー等の向上を図る。

・私立大学病院・民間病院の経営手法を学ぶため、講師招へいと職員の派遣を実施する。

・マネジメント改革を推進するため、日本医療機能評価機構の更新及び 基準の認ISO9001
証取得に向けた環境作りについて検討する。

、 、・医薬品・医療材料の価格情報の収集を図り 合理的な購入方法の見直しを行うとともに

消耗材料等の節約に努める。

・臨床試験の推進のための外部資金の導入拡充を図る。

・医系と歯系双方で有効活用できる医療機器・設備の整備に当たっては、レンタル、リー

ス契約を推進する。

・管理会計システムを活用して部門の業績評価や損益改善等を行い、病院全体の効率化を

図る。

・職員の自己研鑽意識の向上及び組織の活性化策として、外注、外部委託を促進しつつ、
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看護部、薬剤部、臨床技術部職員の専門性の妥当性を検討する。

・外来、病棟ごとの収支を分析し、経営効率化のための病床配分、人員配置の再編成を行

う。

・管理的経費の削減策として、会議資料の精選、 ・電子メールによるペーパーレスの推HP
進等による業務の効率化や定期保守契約内容の見直し等を図る。

○良質な医療人を養成する。

・共用試験 ・ の実施体制の充実により、臨床実習に必要な基礎的知識・技能のCBT OSCE
修得を図る。

・歯科臨床教育においても診療参加型の臨床実習を推進する。

・卒後研修プログラム「桜島」の評価・検証を行い、体系的で質の高い臨床実習教育及び

卒後臨床研修を実施する。

・卒後歯科研修プログラムを作成するとともに、 を立ち上げて、教育効果を評価するWG
体制を整備する。

・学生・研修医の進路指導、カウンセリング等を中心とした指導体制の充実を図る。

・卒後研修プログラム「桜島」の充実策を検討する。また、歯系においては、卒後臨床研

修必修化( )に向けて研修プログラムや指導体制を策定する。H18
・卒後研修初年度の実態を把握・分析し、より効果的な教育・指導体制に発展させるとと

もに、研修評価システムの充実を図る。

・各学会の専門医研修プログラムを調査し、２年間の研修期間終了後の各種専門医の取得

を積極的に支援する。

・研修登録医の専門研修内容を充実する。

・地域医療機関と連携し、社会的ニーズに対応した生涯教育システムを構築する。

○研究成果を診療へ反映させ、先端的医療を導入する。

・専門性強化のためのセミナー等を公開する一方、各教員の関連診療科の症例報告会や症

例検討会への参加を推進する。

・遺伝カウンセリングの充実を図る。

・金属アレルギー患者に対する医科と歯科の診療連携を図る。

・医系と歯系の連携により入院患者の 向上、早期社会復帰を推進する。QOL

○安全管理体制を強化し、安全管理に万全を期すことで、医療の質の向上を図る。

・研修医に対する安全管理体制の充実を図り、院内安全管理研修会への参加を推進する。

・リスクマネージャー会議への スタッフの参加を推進する。ICT
・大学間相互チェックの評価結果などに基づき、計画的に改善を行う。

・有益性の高いインフォームド・コンセントを実施するため、説明すべき内容、項目等の

充実を図る。

・ 下のクリティカル・パスと診療録の充実を図る。DPC
・入院計画、サマリー、紹介状等の電子化を一部実施する。
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（３）附属学校に関する目標を達成するための措置

○附属学校と大学・学部との連携・協力を一層強化する。

・定期的に行っている公開研究における学部・教育委員会との共同研究等の充実化を図る

とともに、学部教員の参加及び共同授業等を更に推進する。

・各教科等ごとに授業改善のための研究会の組織化及び実施の拡充を推進する。

・ワクワクサーズディ（附属小学校）等各附属学校園は、幼児児童生徒一人一人に応じた

、 、 、 。育成推進のために 学部教員 大学院学生 学部学生の参加の拡充を継続的に推進する

・事前研究に入る前から、学部の担当教員と附属学校園の教諭が連携を密にし、その実習

、 。計画や内容の検討等を共同で行い 事前研究や実習が効果的に実施できるように努める

○附属学校の運営を見直し、改善する。

、 。・附属学校園運営協議会を前・後期毎に開催し 同協議会が決定した課題の実現に努める

・附属養護学校は、その特性に基づき地域における特別支援教育のセンター的役割を担う

ため、ボランティア養成、スキルアップセミナー、卒業生のアフターフォロー等の一層

の拡充を図る。また、早期教育相談については、巡回相談に加えて「支援教室」を開始

し 「しょうがい支援センター（仮称 」設立の基本構想を策定する。さらに、文部科学、 ）

省の「特別支援教育推進体制事業」に基づく小・中学校支援についても一層の推進を図

り、地域貢献度を高める。

・学部国際交流委員会等と連携して、附属学校園の国際理解教育を推進する。附属小学校

にあっては、既に作成している６年間の英語教育の教育課程を再検討し、その充実を図

るとともに大学・学部や提携校との交流等を検討する。

・日本教育大学協会における附属学校部門等の諸組織を通じて、体制の整備に努める。

・安全管理マニュアル・教育課程実施中の事故への対応マニュアルを附属学校園運営協議

会において今後も適宜検討し改善する。

○附属学校の目標を達成するため、入学者選抜を見直し、改善を図る。

・各附属学校園において、入学者選抜に関する研究を行い、附属学校園運営協議会におい

て最も適切なあり方を引き続き検討する。

○公立学校との人事交流を図るとともに、体系的な教職員研修を実施する。

・県教育委員会との連携協議会において、人事交流のさらなる円滑化と優秀な人材の確保

の推進に努める。

・附属学校園運営協議会において、附属学校教員の研修制度の計画について検討する。

・現職教員研修等企画実施委員会を中心として、県教育委員会・県総合教育センターと緊

密に連携して、引き続き公立学校教職員の短期及び長期的研修体制の整備に努める。

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置

効果的な運営体制を構築する。

○経営戦略確立に必要な情報の収集・分析能力向上に努め、意思決定のプロセス、権限と
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責任が明確な体制を構築し、整備する。

・教育・研究・総務・財務等各担当理事の権限と責任のもとに設置された常置委員会及び

役員会と各部局の連携を促進する。

・経営戦略の構築を行い、役員会や大学運営会議に反映させる。

○機動的な運営体制を構築する。

・学長をトップとする戦略会議において、中期目標を達成するべく新な方策・経営方針を

決定する。

・常置委員会に戦略会議で決定された内容を反映し、機動的な学内運営をさらに進める。

・各学部運営方針を反映した学内資源配分システムを構築する。

・内部監査にて行われた自己点検結果により大学運営システムを見直す。

○大学に相応しい運営体制を構築する。

・経営協議会において教育研究評議会の構成員である部局長との意見交換の場を設ける。

・大学運営におけるボトムアップ型の意見集約機構として、部局長会議の持つ機能を高め

る。

・事務職員・技術職員の専門性を評価する制度を整備する。

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

教育研究組織の編成・見直しのシステムを整備する。

○附属病院等を含め教育研究組織の見直し、統合・再編、教員配置の見直し、学生定員等

の見直しを適宜行う。

・戦略会議及び企画・評価委員会の討議結果を反映し、教育研究組織、統合・再編、教員

配置、学生定員等の見直し案を策定する。

・各部局の活動状況を評価し、学長裁量定員（７７名）の定員活用を開始する。

○地域社会の要望に応じて、学部組織の充実を図る。

・研究・社会連携担当理事を中心に地域社会のニーズについての調査と分析を行い、戦略

会議でその反映方法を検討する。

○社会の要請に応じて大学院の拡充、再編を図る。

・企画・評価担当理事を中心に、前年度に引き続きさらなる専門職大学院等に関する具体

的構想を提示し、全学的な検討を行う。

・東京に鹿児島大学事務所を設置し、鹿児島大学と社会連携を全国展開する。

・学問の高度化に合わせた大学院の整備充実を図る。

保健学研究科に博士後期課程（保健学専攻）を設置する。学位：博士（保健学）

○学部・大学院の教育研究の方向性に合わせた附属施設の整備充実を行う。

・学内共同教育研究施設の一部（アイソトープ総合センター、機器分析センター、生命科

学資源開発研究センター）を統合・再編して、フロンティアサイエンス研究推進センタ
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ーを設置する。

・京セラ経営学講座（寄附講座）を発展的に改組し、学内共同教育研究施設として稲盛経

営技術アカデミーを設置する。

３ 教職員の人事の適正化に関する目標を達成するための措置

柔軟かつ多様な人事システムを構築する。

○教員選考のより一層の適正化と人材の多様化を図る。

、「 」 。・引き続き人事制度の在り方を検討し 国立大学法人鹿児島大学の人事制度 を策定する

・任期制について、教員の全職種適用の明記や再任の際の業績審査を盛り込むため 「教員、

の任期に関する規則」を一部改正し、実施についての細則を各学部で検討する。

・能力・業績・適性に基づく採用を行うとともに、国籍、性別の区別なく公正な人事を行

う。

○大学運営の専門職能集団として事務・技術職員の資質向上を図る。

・ 事務職員の研修制度の基本方針について （事務局長裁定）を踏まえ、平成１７年度職「 」

員研修計画に基づき実施する。

・事務職員の評価システムを国家公務員制度改革を参考にしながら継続して構築するとと

もに、能力・実績主義の人事評価制度を試験的に導入することを検討する。

４ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置

事務処理の効率化・合理化を図り、事務組織を見直す。

○事務組織を再編し、職員を適正に配置する。

・法人化後の急速な事態の変化に合わせて事務組織を見直し、職員を適正に配置する。

・技術職員の一元的な組織化を進め、教育研究支援に参画させる。

○事務処理の電算化と外部委託を推進し、効率化を図る。

・刊行物等の見直し、会議資料の精選による省力化・経費節減を図る。

・掲示板システムに各種様式等を掲示し、事務処理の効率化を図る。

・テレビ会議システムの導入による移動時間短縮・業務の効率化を検討する。

・洗濯業務の医科・歯科一元化に向けて検討を行う。

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置

１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置

○外部研究資金等の増加と授業料収入等の安定確保を図る。

・外部研究資金獲得の研究支援としての研究経費の政策的な予算編成を実施する。

・受託研究・共同研究、産学連携等を推進する。

・公開授業を試行から本格実施に移す。

・入学者確保のため、積極的な大学のＰＲを実施する。

・休学者・退学者の減少に向けて改善を図る。
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○病床稼働率の向上等により、病院収入の増加を図る。

・病床管理の一元化や病々診連携の在り方を工夫して、病床稼働率の向上を図る。

・歯科部門における自由診療に関するアンケート調査の結果等を参考に、本院独自の妥当

な自費料金と新たな自由診療の設定を検討する。

・治療計画書を周知してインフォームドコンセントの徹底を図る。

・有効な経営分析手法を開発し、増収や節減のために必要なデータを容易に把握できる体

制を確立する。

・各部門ごとに公正な業績評価を行い、部門の活性化と職員の意識高揚を図る。

・国立大学病院の使命である診療・教育・研究機能の全ての面で、社会のニーズに応じな

がら、各部門の経営分析を図る。

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置

○ 事務管理の効率化、合理化によって管理的経費の削減を図る。

・業務内容の見直し、事務の合理化等を推進する。

・光熱水料等の経常経費の節減を推進する。

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置

○全学の資産状況を常に把握し、運用できる体制を整備するとともに、各部局が管理運用

する資産については定期又は随時に点検し、その実効性を高める。

・各部局の管理運営する資産についても定期又は随時に点検を実施し、実効ある運用を図

る。

○外部資金等の余裕資金は、ペイオフ対策を図りながら、確実な運用管理を行う。

・余裕資金については、ペイオフ対策に気を配りながら、確実な運用管理に努める。

○大学施設を学外者が容易に借りられる方策を検討する。

・学外者に対して大学施設を貸付する仕組みの構築を図る。

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置

○自己点検・評価を行う体制等を常に改善する。

・自己評価及び構成員（教育職員、一般職員、医療職員、海事職員）の活動状況等の点

検・評価を実施する諸規則を整備する。

・自己評価の評価基準を策定する。

・構成員の活動状況等の点検・評価の領域、評価項目、基準を策定する。

・個人情報保護に配慮して、教育・研究総合データベースシステムを導入し、データ収集

を開始する。

○評価結果を大学運営の改善に活用する。

・平成１６年度の年度計画の達成状況を検証・公表するとともに経営協議会の学外有識者
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からの意見を求め、大学運営の改善を図る。

・外部評価に関する諸規則を整備する。

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成するための措置

○大学情報を積極的に公開する。

・平成１６年度に設置された広報組織を積極的・効果的に利活用する。

・個人情報保護法への対応状況を調査し、本学の個人情報管理体制を整える。

・大学紹介ビデオ／ 等の作成を行う。DVD
・新たな広報手段としてメールマガジン等を検討する。

・大学ホームページを充実させる。

①可能な限り多くのサイトでリンクしてもらうよう努める。

②策定した基準(指針)に基づき、各部局ホームページの内容を充実させる。

③英文サイトの見直し・充実に着手する。

・一般公開（キッズツアー・校内探索ツアー等開催）に適した大学施設の調査を継続し、

公開に必要な整備を施しながら、可能な施設から公開に着手する。

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置

○「鹿児島大学における施設マネジメントに関する基本方針」に基づき、計画的な施設設

備の整備を行う。

・キャンパスマスタープランに基づき （郡元）環境バイオ研究棟等改修施設整備等事業を、

推進することとし、事業契約の締結、基本設計の完了、５号館の実施設計完了及び着工

を目指す。

・ 郡元）環境バイオ研究棟等改修施設整備等事業において策定した計画をもとに、農学部（

５号館の計画を大学と事業者により具現化する。

・桜ヶ丘団地の駐輪場計画を策定し、良好な教育研究環境を実現できるよう整備を推進す

る。

・農学部５号館において中央冷暖房方式から２４時間対応可能な個別空調方式への移行を

推進する。

・郡元団地における外来者へのサービス向上、大学のイメージアップのために案内板（サ

イン）の整備を推進する

・ 郡元）環境バイオ研究棟等改修施設整備等事業において、農学部５号館のバリアフリー（

対策を具現化する。

・ 医・歯）附属病院の将来計画をふまえ先進医療に対応した整備計画を推進する。（

・建物等維持保全マニュアルに基づく現状調査、修繕計画書策定を推進する。

・省エネルギーを推進し、エネルギー使用の効率化、合理化を図る。

・ 郡元）環境バイオ研究棟等改修施設整備等事業において、農学部５号館の早期着工を目（

指す。

○「鹿児島大学の施設等の有効利用に関する基本方針」に基づき、教育研究の活性化を促
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す空間の創出や全学共通スペース等の確保を図る。

・講義室の利用実態を調査し、有効活用のための資料を作成する。

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置

○防災計画の策定と防災訓練の実施に努める。

・鹿児島大学防災基本規則に基づき、各部局において防災マニュアルを策定する。

・学生・教職員を対象にした防災手帳（仮称）を作成する。

○安全管理体制の強化と事故防止対策の確立を図る。

・安全衛生委員会を中心に、安全管理体制及び事故防止体制の強化を進める。

・各地区の衛生委員会を中心に、安全管理についての基本方針・方向性について検討・点

検を行っていく。

・衛生管理者の資格取得者の倍増、各種作業に係る免許取得者の増、作業環境測定士の養

成を行う。

・化学物質の使用・管理に関する講習会を開催する。

・健康診断の受診率向上のための施策を実施する。

・附属病院における医療事故防止体制を見直し、整備する。

Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画。）

別紙参照

Ⅶ 短期借入金の限度額

１ 短期借入金の限度額

４１億円

２ 想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として

借り入れすることも予想される。

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画

１ 重要な財産を譲渡する計画

農学部高隈演習林の土地の一部（鹿児島県垂水市海潟 、 ㎡）を譲渡する。3237 160
２ 重要な財産を担保に供する計画

附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借入れに伴い、本学病院の敷

地及び建物について、担保に供する。

Ⅸ 剰余金の使途

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上及び組織運営の改善に充

てる。
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Ⅹ その他

１ 施設・設備に関する計画

（単位 百万円）

施設・設備の内容 予 定 額 財 源

総額

・環境ﾊﾞｲｵ研究棟等改修施設 施設整備費補助金 （ ）1,029 811
整備等事業 事業 船舶建造費補助金 （ ）（ ）PFI 14-1 0
・角度可変型２検出器ガンマ 長期借入金 （ ）145
カメラシステム 国立大学財務・経営ｾﾝﾀー 施設費交付金

・小規模改修 （ ）73
・ 附小）校舎等改修（

・災害復旧工事

注）金額については見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備

の整備や老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。

２ 人事に関する計画

（１）方針

ア 教育研究の活性化と教員の流動性向上のため、任期制、公募制を拡充する。

・対象とする教育研究組織・職をさらに拡充する。

イ 公正な再審査システムの構築を図る。

・教員の任期に関する規則を改正して、本則で教員の全職種適用の明記、業績審査

。 、 。の大項目を明記する また 業績審査の実施についての細則を各学部で検討する

ウ 職員の能力開発の推進のため、共通研修及び専門研修を実施する。

・ 事務職員の研修制度の基本方針について （事務局長裁定）を踏まえ、平成１７「 」

年度職員研修計画に基づき実施する。

エ 他大学等関係機関との間で広く計画的な人事交流を行い、組織の活性化を図る。

・九州地区を中心として定期的に他法人等との人事交流を行い、職員の資質向上、

組織の活性化を図る。

（２）人事に係る指標

職員について、その職員数の抑制を図る。

・平成１７年度当初において、事務系職員 名を削減する。11
（参考１）平成１７年度の常勤職員数 人2,275

また、任期付職員数の見込みを 人とする。18

（参考２）平成１７年度の人件費総額見込み 百万円（退職手当は除く）21,701
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（別紙）

○予算（人件費の見積りを含む 、収支計画及び資金計画。）

（別表）

〇学部の学科、研究科の専攻等の名称と学生収容定員、附属学校の収容定員・学級数
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（別紙）予算、収支計画及び資金計画

１．予 算

平成１７年度 予算

（単位：百万円）

区 分 金 額

収入
運営費交付金 16,981
施設整備費補助金 811
船舶建造費補助金 0
施設整備資金貸付金償還時補助金 1,354
国立大学財務・経営センター施設費交付金 73
自己収入 20,523
授業料及入学金検定料収入 6,558
附属病院収入 13,652
財産処分収入 0
雑収入 313

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 1,773
長期借入金収入 145

計 41,660

支出
業務費 36,192
教育研究経費 23,000
診療経費 12,340
一般管理費 852

施設整備費 1,029
船舶建造費 0
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 1,773
長期借入金償還金 2,666

計 41,660

「運営費交付金」のうち、17年度当初予算額 16,977百万円、前年度よりの繰越額のうち

使用見込額 4百万円

「施設整備費補助金」のうち、17年度当初予算額 61百万円、前年度よりの繰越額750百万

円

[人件費の見積り]

期間中総額 21,701百万円を支出する （退職手当は除く）。
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２．収支計画

平成１７年度 収支計画

（単位 百万円）

区 分 金 額

費用の部
経常費用 39,447
業務費 36,664
教育研究経費 4,248
診療経費 7,324
受託研究費等 818
役員人件費 123
教員人件費 12,962
職員人件費 11,189
一般管理費 98
財務費用 379
雑損 0
減価償却費 2,306

臨時損失 0

収入の部
経常収益 40,289
運営費交付金 16,966
授業料収益 5,090
入学金収益 791
検定料収益 190
附属病院収益 13,652
受託研究等収益 818
寄附金収益 791
財務収益 0
雑益 258
資産見返運営費交付金等戻入 106
資産見返寄附金戻入 34
資産見返物品受贈額戻入 1,593

臨時利益 0
純利益 842
総利益 842
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３．資金計画

平成１７年度 資金計画

（単位 百万円）

区 分 金 額

資金支出 43,649

業務活動による支出 36,761

投資活動による支出 2,178

財務活動による支出 2,666

翌年度への繰越金 2,044

資金収入 43,649

業務活動による収入 39,218

運営費交付金による収入 16,977

授業料及入学金検定料による収入 6,558

附属病院収入 13,652

受託研究等収入 818

寄付金収入 955

その他の収入 258

投資活動による収入 1,487

施設費による収入 1,487

その他の収入 0

財務活動による収入 145

前年度よりの繰越金 2,799
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別表（学部の学科、研究科の専攻等）

法文学部 法政策学科 440人
経済情報学科 580人
人文学科 620人
３年次編入 20人

教育学部 学校教育教員養成課程 900人
養護学校教員養成課程 60人
生涯教育総合課程 140人

理 学 部 数理情報科学科 160人
物理科学科 180人
生命化学科 200人
地球環境科学科 200人

医 学 部 医学科 560人
（うち医師養成に係る分野 560人）

保健学科 520人

歯 学 部 歯学科 345人
（うち歯科医師養成に係る分野 345人）

工 学 部 機械工学科 376人
電気電子工学科 312人
建築学科 220人
応用化学工学科 240人
海洋土木工学科 192人
情報工学科 240人
生体工学科 240人
３年次編入 20人

農 学 部 生物生産学科 320人
生物資源化学科 240人
生物環境学科 260人
獣医学科 180人

水産学部 水産学科 520人
水産教員養成課程 40人

計 8,325人

人文社会科学研究科 法学専攻 10人
（うち修士課程 10人）

経済社会システム専攻20人
（うち修士課程 20人）

人間環境文化論専攻 10人
（うち修士課程 10人）

国際総合文化論専攻 16人
（うち修士課程 16人）

臨床心理学専攻 18人
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（うち修士課程 18人）
地域政策科学専攻 18人

（うち博士課程 18人）

教育学研究科 学校教育専攻 12人
（うち修士課程 12人）

教科教育専攻 64人
（うち修士課程 64人）

保健学研究科 保健学専攻 50人
うち修士課程 44人

博士課程 6人

理工学研究科 機械工学専攻 54人
（うち修士課程 54人）

電気電子工学専攻 48人
（うち修士課程 48人）

建築学専攻 36人
（うち修士課程 36人）

応用化学工学専攻 36人
（うち修士課程 36人）

海洋土木工学専攻 30人
（うち修士課程 30人）

情報工学専攻 36人
（うち修士課程 36人）

生体工学専攻 30人
（うち修士課程 30人）

数理情報科学専攻 24人
（うち修士課程 24人）

物理科学専攻 22人
（うち修士課程 22人）

生命化学専攻 30人
（うち修士課程 30人）

地球環境科学専攻 30人
（うち修士課程 30人）

物質生産工学専攻 21人
（うち博士課程 21人）

システム情報工学専攻21人
（うち博士課程 21人）

生命物質システム専攻24人
（うち博士課程 24人）

ナノ構造先端材料工学専攻92人
うち修士課程 56人

博士課程 36人

農学研究科 生物生産学専攻 52人
（うち修士課程 52人）

生物資源化学専攻 41人
（うち修士課程 41人）

生物環境学専攻 44人
（うち修士課程 44人）

水産学研究科 水産学専攻 64人
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（うち修士課程 64人）

医歯学総合研究科 医科学専攻 40人
（うち修士課程 40人）

健康科学専攻 108人
（うち博士課程 108人）

先進治療科学専攻 174人
（うち博士課程 174人）

（旧医学研究科） 58人
（旧歯学研究科） 18人

司法政策研究科 法曹実務専攻 60人
（うち専門職学位課程60人）

連合農学研究科 生物生産科学専攻 24人
（うち博士課程 24人）

生物資源利用科学専攻19人
（うち博士課程 19人）

生物環境保全科学専攻12人
（うち博士課程 12人）

水産資源科学専攻 12人
（うち博士課程 12人）

計 1,478人

教育学部附属小学校 1,016人
学級数 27

教育学部附属中学校 600人
学級数 15

教育学部附属養護学校 60人
学級数 9

教育学部附属幼稚園 90人
学級数 3

（備考） 本文中、○印は中期計画


