
川
崎
医
科
大
学

令 和 ４ 年 度

事 業 計 画

川 崎 医 科 大 学



─ 1 ─

川
崎
医
科
大
学

  ⅡⅡ  川川  崎崎  医医  科科  大大  学学 

 2022 年度は第３期機関別認証評価を受審する。また、医学教育分野別認証評価において指摘された課題に

対する改善報告を行う。これら第三者評価と自己点検・評価を軸に、質を向上させて国際基準の医学教育を

提供する。このために中期目標・中期計画を踏まえて事業計画を記し、この達成に向けた取り組みを中心に

大学運営を行う。 

 

１ 理念・目的 

創設者 川﨑祐宣先生は、「人間
ひ と

をつくる 体をつくる 医学をきわめる」の建学の理念を定め、患者や社

会のために、我を忘れて医療に尽す「人材」を養成することを目的に本学を開学された。この理念を踏まえ

て本学が目指すところは、（1）学生主体の大学であり、学生に使命感・自主性・独創性を培う教育体制の確

立、（2）医師としての人格形成、たくましい精神力と体力を持った、実力のある医師の養成が可能な教育環

境づくりの整備、（3）医療人連帯の精神の下、医学と医療の連携、（4）実際・実践的研究を重視した学風の

推進、（5）医学・医療について地域のあらゆる階層の人々に開放し、住民に対する医療福祉の貢献、（6）教

職員は立場の相違を越え、衆知を集め、融和結束することであると記されている（川崎学園創立 10 年誌から

抜粋）。 

 

２ 基本方針  

（1）本学は、2020 年に創立 50 周年を迎えたが、教育・研究活動を持続的に向上させるため、創設時の想い

を原点に「かわらぬ思い、このさきも」を引き継ぐ。（2）社会や患者のニーズに応え得る、「良医」の育成と

教育・研究の成果を社会に発信し、グローバル化する社会の発展に貢献する。（3）内部質保証システムを推

進し、教育・研究活動を自己点検・評価して、その質の向上につなげる。（4）これらの基本方針の下、大学

の適正な管理・運営を進める。 

2021 年度に策定した、「大学運営に関する方針」、「川崎医科大学内部質保証の方針」、「川崎医科大学にお

ける３つのポリシーを策定するための基本方針」、「教員組織の編制方針」、「学生支援の方針」、「教育研究等

環境の整備に関する方針」、「社会連携・社会貢献の方針」、「FD・SD に関する方針」、「求める教員像」、「学生

の行動規範」（HP）について、2022 年度はその周知に努め、併せて適切性を評価する。 

 

３ 内部質保証  

自己点検・評価とその結果の改善による教育の質保証・質向上を目指す。内部質保証を確実に推進するた

めに、2022 年１月１日これまで大学運営委員会が担っていた内部質保証の推進に責任を負う役割を分離し、

内部質保証推進会議を新設するとともに大学の運営組織も整理した。大学運営組織内の内部質保証の推進に

関連する組織を QPU(Quality Promoting Unit)としてまとめ、そこでは内部質保証推進会議を頂点として、

その下に自己点検・評価委員会、さらにその下に３つの委員会（点検実行委員会、事業計画点検委員会、学

修成果・教育プログラム点検委員会）を置く構成とした。今後は、大学運営委員会が内部質保証に責任を負

い、QPU が中心になって内部質保証を推進する仕組みを機能させ、成果を上げていく。 
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(1) 内部質保証推進会議 

QPU を統括して、大学全般にわたって点検と評価を行う。具体的には、まず自己点検・評価委員会から

報告される吟味し評価された課題に対して、中期計画、事業計画を踏まえて、短期プロセス、長期プロセ

スで実施できる具体的なアクションプランを策定し、大学運営委員会に付議する。そして、アクションプ

ランの実施結果を把握し評価して、大学運営委員会に報告する。また、企画室との協力・連携を充実させ

る。これらの活動を記録し、QPU で共有を図る。 

 
(2) 自己点検・評価委員会 

３つの委員会を統括して、大学全般にわたって定期的に点検と評価を行う。具体的には、定期的点検・

評価の進捗状況を確認し、その結果を内部質保証推進会議に定期的に報告する。明らかになった課題につ

いては、中期計画、事業計画を踏まえて吟味・評価し、その課題の改善を求めて内部質保証推進会議に報

告する。これらの活動を記録し、QPU で共有を図る。 

 

(3) 点検実行委員会  

点検・評価の作業に挙げられている改善事項を速やかに自己点検・評価委員会に付議し、改善プロセス

の進捗を管理する。点検・評価報告書を基にした大学基準協会による実地調査の準備と対応を行う。日本

医学教育評価機構（JACME）による分野別評価結果に対する改善策と、その改善実施の進捗状況を年次報

告書としてまとめて提出する。点検・評価作業が、大学の内部質保証システムの中で、継続的に有効に機

能する委員会として構築する。 

 

(4) 事業計画点検委員会  

本委員会は、事業計画全体がどの程度達成されたかを求めること及び実働組織としての委員会・室等の

活動を円滑かつ有効に行われるように支援することを目的としている。 

事業計画中の各項目を実施する委員会・室が決定されているかを点検する。事業計画の各項目の進捗状

況を年に２回点検する。点検結果を多方面から分析・評価し、全体としての達成率を求める。達成率を自

己点検・評価委員会に報告する。 

各委員会・室等の担当する各項目について「成果（アウトカム）、プロセス、構造」の因果連鎖を示す

BSC（Balanced ScoreCard）の提出を求める。BSC は KPI（Key Performance Indicators）を含むものとし、

KPI に基づいて、各委員会・室等の計画の実施状況について自己点検・評価を求める。この自己点検・評

価結果を評価してフィードバックする。 

 

(5) 学修成果・教育プログラム点検委員会  

学修成果・教育プログラムに関する評価項目を整理し、点検のためのプロセスを策定する。評価の基盤

となる調査について、適切性と有効性を検証する。点検・評価の結果を適切に還元する仕組みを整える。

本学独自の医学教育の点検・評価方法の開発に努める。 

 

(6) 企画室  

企画室は、本学の将来像の実現に向けた方策の立案並びに教育研究活動の検証から抽出される諸課題に

対し、全学的観点から改善策を立案することを目的として、2021年４月に新設した。2021年度は会議資料

のペーパーレス化、学生サポートデスク及び教育活動促進委員会の設置に取り組んだ。 

会議資料のペーパーレス化は、医大業務の IT 化及び事務負担の軽減を目的とし、2021 年度に教授会か

ら運用を開始した。2022 年度は運用の問題点・改善点を確認し、さらに各委員会等へ運用を広げる。また、

この目的を更に推進させ、各種冊子類の web 化等、業務のデジタル化について検討する。 

学生サポートデスクについては、より良い学生支援の継続のため、現存する様々な学生支援部署を学生

が上手に活用できるよう、相談窓口として学生課内に設置を決定した。2022 年度から運用を開始するが、

状況を確認し、学生課と連携して学生支援の改善を継続する。 

教育活動促進委員会は、教室及び教員の教育に対する意識を高めるため、教育活動に係わる客観的項目

を決定し、実績集計及び公表を行う目的で設置した。2022 年度から、この委員会を通じ、教室を単位とし

た教育活動の実績集計及び公表が開始される予定であり、その状況を確認する。 

 

(7) IR（Institutional Research）室   

IR 室は、各委員会の活動記録の収集、各種アンケートの実施、ファクトブックの作成、ニュースレタ

ーの発刊を滞りなく行う。教学や学生生活に関連する調査の結果を分析し、適切に学内に提供する。教学

に関して、学生個々の成長の様子や課題を客観的に把握し、適切に表示できる指標の作成、開発に努める。

入学時の状況や、入学後の成績、学生の成長との相関関係について解析する。文部科学省等の公的機関に

おける教学に関わる情報を適切に収集し、分析して学内に開示する。他大学の IR 室等と積極的に交流を

図り、情報収集に努める。IR 活動内容と成果・意義について、教職員の意識を高めることを含め、学内

に周知を図る。 

 

４ 教育研究組織  

大学の理念・目的を達成する上で、教育研究組織として医学部医学科と大学院医学研究科の体制が適切

であるかについて点検・評価し、そのプロセスを明確にする。教育研究の支援体制が円滑に機能している

かについて点検・評価し、そのプロセスを明確にする。医学部医学科と大学院医学研究科からなる教育研

究組織に、学問の動向や社会的要請、大学を取り巻く国際的環境等への配慮がなされているかについて点

検・評価し、そのプロセスを明らかにする。 

 

５ 教育課程・学修成果 

(1) 教育プログラム・教務委員会   

卒業時到達目標（コンピテンス・コンピテンシー）を定め、これを確実に達成できるよう学修成果基盤

型教育(Outcome-Based Education: OBE)の実践に取り組む。カリキュラムは「科目別パフォーマンスレベ

ル一覧表」を活用して、段階的にコンピテンシ-を修得する体系的な構成にする。学生が修得すべき医学

知識は膨大であり講義で教えられる量は限られていることから、必要最低限の医学教育モデルコアカリキ

ュラムに準拠しつつ、学生自ら学び修得する能動教育(active learning)の一層の充実を図る。 

教務委員会・カリキュラム検討委員会では、カリキュラム改革、active learning の推進、コロナ禍で

の円滑な学修継続、厳格な学修到達度評価と進級基準の見直し、医師国家試験（国試）合格率の向上など

に継続的に取り組む。新型コロナウイルス感染症蔓延状況下でも、所定の医学教育が実施できるようオン

ライン教材などの充実を図るとともに、オンラインを活用したチーム基盤型学習(Team-Based 

Learning:TBL)、問題基盤型学習(Problem-Based Learning:PBL)、反転授業など新たな active learning

の積極的な導入を目指す。 
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会議資料のペーパーレス化は、医大業務の IT 化及び事務負担の軽減を目的とし、2021 年度に教授会か

ら運用を開始した。2022 年度は運用の問題点・改善点を確認し、さらに各委員会等へ運用を広げる。また、

この目的を更に推進させ、各種冊子類の web 化等、業務のデジタル化について検討する。 

学生サポートデスクについては、より良い学生支援の継続のため、現存する様々な学生支援部署を学生

が上手に活用できるよう、相談窓口として学生課内に設置を決定した。2022 年度から運用を開始するが、

状況を確認し、学生課と連携して学生支援の改善を継続する。 

教育活動促進委員会は、教室及び教員の教育に対する意識を高めるため、教育活動に係わる客観的項目

を決定し、実績集計及び公表を行う目的で設置した。2022 年度から、この委員会を通じ、教室を単位とし

た教育活動の実績集計及び公表が開始される予定であり、その状況を確認する。 

 

(7) IR（Institutional Research）室   

IR 室は、各委員会の活動記録の収集、各種アンケートの実施、ファクトブックの作成、ニュースレタ

ーの発刊を滞りなく行う。教学や学生生活に関連する調査の結果を分析し、適切に学内に提供する。教学

に関して、学生個々の成長の様子や課題を客観的に把握し、適切に表示できる指標の作成、開発に努める。

入学時の状況や、入学後の成績、学生の成長との相関関係について解析する。文部科学省等の公的機関に

おける教学に関わる情報を適切に収集し、分析して学内に開示する。他大学の IR 室等と積極的に交流を

図り、情報収集に努める。IR 活動内容と成果・意義について、教職員の意識を高めることを含め、学内

に周知を図る。 

 

４ 教育研究組織  

大学の理念・目的を達成する上で、教育研究組織として医学部医学科と大学院医学研究科の体制が適切
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究組織に、学問の動向や社会的要請、大学を取り巻く国際的環境等への配慮がなされているかについて点

検・評価し、そのプロセスを明らかにする。 

 

５ 教育課程・学修成果 

(1) 教育プログラム・教務委員会   

卒業時到達目標（コンピテンス・コンピテンシー）を定め、これを確実に達成できるよう学修成果基盤

型教育(Outcome-Based Education: OBE)の実践に取り組む。カリキュラムは「科目別パフォーマンスレベ

ル一覧表」を活用して、段階的にコンピテンシ-を修得する体系的な構成にする。学生が修得すべき医学

知識は膨大であり講義で教えられる量は限られていることから、必要最低限の医学教育モデルコアカリキ
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2022 年度カリキュラムにおいても、既存科目の単位数を大きく変更することなく講義コマ数を削減す

ることで、スリム化を図るとともに、必要科目を追加し臨床実習を充実させる。具体的には、１学年にお

いては「日本語リテラシー」を廃止し、新規科目「医学の歴史」を開講する。AI 技術の医学分野での応用

に対応すべく数理・データサイエンス教育を強化するため、学年をまたいだ「EBM(Evidence-Based 

Medicine)・データサイエンスシリーズ」を新設し、その中に１学年での「医用統計学」と「発表の技法」、

２学年での「データサイエンス講義とプログラミング実習」を組み込む。これに伴い「情報活用と組織行

動」を廃止する。３学年の「臨床実習Ⅲ」においては、根拠に基づく医療(EBM) の学修機会を組み込む。

４学年においては、「医学論文と USMLE」を廃止し、「Medical English Ⅳ」を新規科目として実施する。

また「地域医療とプライマリ・ケア」において、保健・医療に関する国際的課題など国際医療への貢献を

取り入れる。４・５学年における「臨床実習 IV・V」では、４学年の１月〜５学年の 12 月までの１年間

は必修コースとして全科をローテートする。実習期間は医学教育分野別評価で重要な診療科とされている精

神科・産婦人科・小児科に加えて内科４科（血液内科、循環器内科、腎臓内科、リウマチ・膠原病科）で

４週間、それ以外の診療科は各々１週間とする。その後、選択型コースとして学生が選択した２つの実習

科で各々３週間の診療参加型実習を行う。１〜６学年の通算した臨床実習期間は 69 週間となる。６学年

における臨床実習Ⅵはコロナ禍の状況が見通せないため、静岡県・長崎県地域枠学生を除いて学外医療機

関での実習は行わない。「総合医学１・２」は国試に向けた最も重要な総括講義と位置付け、これまで教

室単位で行っていた講義を領域別に再編し、新たに医学総論と感染症領域を加えて実施する。ICT につい

てはそのワーキンググループを中心に授業への導入を積極的に行う。さらに、今年度は新型コロナウイル

ス感染症対策としてオンライン授業を行ったが、オンライン化の有用性も認識され、新型コロナウイルス

終息後も対面とオンラインの併用を検討する。  

① 一般教養教育 

入学時までの学力やモチベーションの維持を図るため、早期に入学が決定した総合型選抜の合格者

に入学前準備教育として、入学後に必要となる内容の課題を提示し、入学時に提出を求める。英語分

野では、実用的な基礎医療英語を軸に、４技能(writing, reading, listening, speaking)の修得を目

標とするカリキュラムを構築する。小グループ(20～25 名)による授業を行い、学生に英語でのプレゼ

ンテーションを求めるなど speaking 能力の向上を図る。医師を目指す理由など身近な話題から、本

学の教育システムや我が国の医療制度、医療保険制度などを説明できる英語４技能の教育を目指す。

自然科学分野では、e-learning システムによる予習・復習教材を学生に提供し、active learning を

加速する。「医科学入門」では、リメディアル授業内容に加え、自然科学３分野(物理学・化学・ 生

物学)が融合した学修テーマを精選して TBL を継続する。また、感染症予防対策を施した上で、ドジ

ョウの発生観察実習を含め基礎科学実験を再開する。基礎科学実験は、顕微鏡や電子天秤などの機器

の正しい使用法やピペット操作などの基本的実験手技を修得する実習科目であり、２学年で実施され

る基礎医学分野の実習や「医学研究への扉」への橋渡しとして必須である。情報科学分野では、EBM

とデータサイエンスを連動させた医学部ならではの「EBM とデータサイエンスシリーズ」を新設する。

１学年再履修生を対象とする研修では、３密を避けた上で、再履修生の心身両面の支援を行うととも

に、学修法の修得と基礎学力の補強を図る。ポスト・コロナを見据えて、ICT 活用の授業と対面授業

を効果的に配置し、学生の自律的な学びを促すことができる教養教育カリキュラムの構築を検討する。  

② 基礎医学教育  

生物学をはじめ科学の発展は分子レベルでの病態解明や新規診断・治療法の開発に間断なく応用さ

れる時代となり、効果的な基礎医学学習の重要性が高まっている。2020 年度から再編された「基礎医
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学による病態理解」を継続する。医学生の研究マインドのかん養を目的に実施している、「医学研究

への扉」を引き続き行う。学生は事前に研究に関する講義を受講し、夏期休暇中に指導教員と個別面

談し、実施する研究の概要の説明を受ける。研究期間は 11 月中旬から５週間、各研究室で個別指導

を受け研究を実施する。最終日には学生学術発表会を開催して、パワーポイントを利用して口頭発表

を全員が行う。教員と学生(２学年及び前年度に受講した３学年)が審査委員となり、優秀な発表を

表彰する。  

③ 行動科学・社会医学教育  

６年一貫の行動科学•社会医学教育を実施している。１学年「医療人類学(基礎編)」に続き、２学

年「他者への関心と新たな交流」、「人の行動と心理」と「臨床入門」、３学年「データ分析に基づ

く研究講義」、４学年「環境社会医学」、「法医学」、「予防医学」と「地域医療とプライマリ•ケア」、

５学年「医療人類学(応用編)」を段階的に実施する。 

④ 水平的統合・垂直的統合教育  

2020 年度から臨床医学に必要な生物学の基盤的概念を修得するために１学年の「生命科学Ⅰ」と 

２学年の「生命科学Ⅱ」を連続する内容として構築し、更なる応用として「基礎医学による病態理解」

に水平的に統合した。その効果を３学年の成績や授業アンケートなどで検証し、情報をフィードバッ

クすることで継続的に改善していく。１学年の「人体の構造と機能Ⅰ」での臨床教員による講義、３

学年の臨床医学講義での基礎医学の再確認講義を継続し、基礎と臨床の教員による垂直的相互補完を

行う。「EBM とデータサイエンスシリーズ」として「医用統計学」、「発表の技法」、「数理サイエ

ンス講義とプログラミング実習」を水平・垂直統合した。 

⑤ 臨床医学教育  

臨床医学教育については、２学年の臨床入門、３学年からの臓器別臨床講義、４学年では腫瘍・感

染症・免疫・アレルギー疾患など全身に及ぶ疾患を中心に学修する。臨床現場で必要な思考法や医療

技能を低学年から学べるように、３学年の「臨床実習Ⅲ」では、１週目に医療面接や身体診察につい

ての基礎的知識及び技能の修得、そして２週目は附属病院において１週間の見学型臨床実習と EBM 

教育を行う。 健康診断センターにおいて、健康増進・予防医学を体験実習する機会も新たに設ける。

４学年「臨床実習入門」では、血液、尿、眼底、耳鏡、超音波などの検査、放射線診断などを学ぶ。

さらに、臨床教育研修センターにおいて、外科基本手技、心肺蘇生、静脈採血や導尿などの基本的な

診療手技とシミュレーターを用いた実践的なトレーニングを行う。また、学生は模擬患者の協力を得

て、一次的診断法(医療面接、身体所見の把握)の技術の向上を図り、医療面接を自ら体験する。薬害

被害者の声を直接聞く授業、診療録作成や電子カルテ入門実習に加え、多職種連携に特化した講義も

行う。５学年以降の診療参加型臨床実習では、学生はこれまで学生用電子カルテシステムにカルテ記

載していたが、2022 年度からは正式な電子カルテに直接記載し、指導医が記載内容を確認・修正・

上書き保存することで承認するという運用に変更する。 

2022 年度にはラーニングマネジメントシステム及びポートフォリオシステムが組み込まれたシス

テム「WebClass(日本データパシフィック(株))」を段階的に導入し、まずは臨床実習における学生評

価・学生による実習評価に使用する予定である。また、国立大学病院長会議が全国医学部長病院長会

議の支援を得て開発した、オンライン臨床教育評価システム（Clinical Clerkship E-POrtfolio 

of Clinical training ：CC-EPOC）の導入を検討する。CC-EPOC は、学生医と教員が経験症例の記録

など到達度の確認をするためのポートフォリオ機能を搭載し、卒前から卒後まで、いつ、どんな症例

を経験し、どういう能力を得たか、卒前臨床実習と卒後臨床研修の評価をシームレスに連携すること
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が可能である。臨床実習において既に導入している WebClass での臨床実習評価と併せて、どのよう

に運用するかも含めて検討を行う。 

コロナ禍のため地域医療の現場での実習の実施が困難な状況下において、実習を補完する資源とし

て地域医療や在宅医療の実際を紹介したドキュメンタリーなどをオンデマンドで視聴できるシステム

の構築を検討する。  

プライマリケア教育では、個々の患者に最適な医療を行えるように、EBM を正しく理解し、実践で

きる教育を提供する。まず３学年で EBM の５段階を学修する。具体的には患者が抱える医療上の問題

に対し、疑問の定式化(①疑問(問題)の定式化)を行い、MEDLINE やコクランライブラリーなどのデー

タベースや UpToDate 及び診療ガイドラインなどから情報を収集する方法を学ぶ(②情報の収集)。続

いて、情報を批判的に吟味し(③情報の批判的吟味)、その情報が目の前の患者にあてはめることがで

きるかについて学修する(④情報の患者への適用)、最終的に振り返りを行う(⑤フィードバック)。４

学年では様々な状況のシナリオを用いて EBM の実践を行う。そして、５学年では、総合診療科実習中

に、同科の外来を受診した実際の患者に対し、EBM を実践する。これらの学修により、患者の多様な価

値観を理解し、患者が抱える健康上の問題に対応する能力を修得する。健康増進と予防医学を体験す

るカリキュラムを準備する。  

⑥ 漢方を中心とした補完医療教育  

2020 年度から必要最低限の漢方医学教育内容を網羅した教材を正式な教科書として採用し、標準化

された講義を実施している。今後、診療参加型臨床実習を通して日常診療における漢方治療に対する

理解を深め、漢方を主体とした卒前の補完医療教育を充実させる。  

⑦ シラバス作成  

シラバスには全ての科目を１枚のカリキュラムマップに掲載して、卒業までの教育課程の見通しが

明確となるように図解している。科目毎にコンピテンス・コンピテンシーのパフォーマンスレベルを

一覧表の形式で表示している。シラバスの質的向上を図るため、シラバス記載に関する FD 会を開催

するとともに、複数のシラバス点検担当者が全科目のシラバス記載内容を点検し、必要に応じて加筆・

修正を求める。 

⑧ 授業評価  

学生によるマークシート形式の科目単位の評価と Web を通した自由記載を随時実施する。 科目ご

との授業評価では、学生の自由記載も含めて科目責任者へ伝え、その応答を学生に公開している。こ

れまで LENON システムを利用した教員ごとの授業評価を行ってきたが、LENON システム廃止に伴い、

新たな授業評価方法を早急に検討する。 

⑨ 教育技法・教育評価  

医学教育分野別評価の受審において指摘されたように、最新の教育理論や国際基準を充足する教育

技法並びに教育評価法を大幅に取り入れる必要がある。教育技法や教育評価法に関して教育専門家に

よる Web 講演会を企画・実施する。 

⑩ 出席管理システム 

現在、出席管理システムとして LENON システムを使用しているが、通信障害などによるトラブルの

頻度が増加しその信頼性が問題になる一方で、その補完業務負担も重くなっている。こうした実状に

鑑み、学生証をかざすだけで認証される新たな出席管理システムを導入し、業務負担の軽減を図る。 

⑪ iSmart（医学書院医学教育支援サービス） 

医学書院が提供する e-テキスト、学生の自学自修コンテンツ、教員サポート機能からなるサービス
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の導入を開始する。 

 

(2) 学修成果  

2022 年度に予定されているカリキュラム改革に合わせて卒業時到達目標(コンピテンス)の見直し作業

に着手する。アンケート Academic Learning and Cultivation Survey((ALCS)学修行動調査)を実施し、

経年的な比較並びに他大学との比較を行い、学修成果を確認するための基礎資料とする。各学年にコンピ

テンス・コンピテンシーの達成度に関する調査を行い、教学の特性と課題について把握できる資料を提供

する。卒前の学修成果と卒後研修時の学修成果との関連を学生が理解できるように明示する。 

GPA(Grade Point Average)は、学修に係わる成績を総合的に示す指標であり、学生・教員・保護者によ

って学修支援システム(Web によるポータルサイト)の alaginK1 からいつでもどこからでも閲覧される

ように構築されている。GPA と進級・卒業との関係を教員に周知する。教員の GPA へのアクセス率を高め

る取り組みを行う。GPA がどの程度、教育指導・学生指導に活用されているかを検証する。 

 

(3) 学生の評価  

① 評価法：形成的評価と総括的評価  

１～５学年では中間試験、講義末試験、学期末試験等が形成的評価で、総合試験が総括的評価である。

最終学年において６年間の学修成果の総括的評価として卒業試験が行われる。今後は認知領域（知識）

のみの評価だけでなく、精神運動領域（技能）や情意領域（態度・習慣）などを多面的な評価を行い、

卒業時到達目標の達成に繋げていく方針である。そのためシラバス掲載の全ての科目に「評価方法」と、

その方法として「知識、技能、態度評価」の記載を求めている。各実習についてはレポートのほか、適

宜プレゼンテーションや口頭試問による技能と態度を含めた評価を行う。６年にわたる在学中の個々の

学修や人間形成を把握し記録できるよう、多角的な６年一貫ポートフォリオの導入を予定している。 

１・２学年では基礎医学の実習を、４学年では公衆衛生社会医学コースとして学外の施設へ見学実習

を行い、実習中の技能・態度を評価するとともに、口頭試問あるいはレポートにより知識を評価してい

る。また２学年では「医学研究への扉」で学生を各教室に配属し、研究を行い、口頭発表に対して、教

員と学生が評価を行っている。４学年では OSCE により技能及び態度の評価を確実に行う方法を担保し

ている。４〜６学年では診療参加型臨床実習は統一した評価表にて技能と態度を評価している。 

診療参加型臨床実習においては、簡易版臨床能力評価法(mini-Clinical Evaluation Exercise: 

Mini-CEX)を活用し、技能や態度の新しい評価を行っている。またメディカルスタッフや患者、外部委

員から多面的な評価(360 度評価)を実施する予定である。2019 年度から、診療参加型実習の到達度を

多面的に評価するために Post-CC OSCE を実施しているが、2022 年度からは全国共通課題による正式

運用が開始される。 

試験後には学生からの疑義申し立て制度を設けている。疑義が生じた場合、出題者にその妥当性を確

認し、場合によっては修正処理を行うことがある。正答率とともに識別指数を算出してクオリティを

チェックしている。 ４学年での 共用試験（Computer Based Testing：CBT）成績・総合試験成績がそ

の後の卒業試験や国試とどのような相関があるのか解析する。  

各学年担当教員や小グループ担当教員は適宜、臨床実習での評価や GP・GPA 成績を学生にフィード

バックし、適切な指導を行っている。現時点では コンピテンス・コンピテンシーの到達度は学生に自

己評価させているが、今後は教員からの客観的評価システムを確立する方針である。 
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② 総合試験・卒業試験  

全学年の進級評価は総合試験と卒業試験によって実施しており、さらに４学年には CBT と OSCE を、

６学年には Post CC-OSCE を課している。試験問題の精度は重要であると考え、必修問題作成委員会を

編成するほか、ブラッシュアップ担当教員による良問を提供する体制を整える。 

③ 共用試験 （Computer Based Testing：CBT） 

CBT 事前説明会を開き、受験に対する心構えを４学年に指導する。OSCE 及び Post-CC OSCE において

は、全ての領域で全国平均を上回ることを目標とする。また教員サイドでは評価者講習会受講者数の

増加を図る。模擬患者の養成など Post-CC OSCE の学内実施体制を整えると同時に評価者の教育体制を

充実させる。試験結果を診療参加型臨床実習の改善に結びつけるシステムの構築や、シミュレーター

教育に積極的に取り組む。 

地域医療実習の指導者や OSCE 模擬患者と頻回に情報を交換し、更なる教育レベル向上を目指す。  

 

(4) 大学院教育  

① 大学院の理念・目的 

大学院設置の目的として定められた「医学における真実を探求する理論及び応用を教授研究し、人

類愛に基づいた高度の科学的思考能力と洞察力及び倫理観をかん養し、国民の健康と福祉に貢献し得

る人材を育成すること」の適切性を継続的に検証する。 

② 大学院生の受入れ対策 

入学試験とアドミッション・ポリシーの整合性を大学院運営委員会において検証するとともに、大

学院在職進学制度が大学院教育において有効に機能しているか、修業年限内の確実な学位取得が可能

か、大学院生・教員への負荷が増大していないかなど、現制度について点検・評価を行う。学生、研

修医へ大学院進学、学位取得の意義の説明を強化して実施する。具体的には、大学院生、大学院修了

生、川﨑祐宣記念特別奨学基金での留学経験者等による説明会を実施する。女性大学院生の修学を継

続的に支援する。2016 年度から開始された医学部２学年の科目「医学研究への扉」が、研究の面白味

を伝授し、大学院進学へ動機付ける機会となるよう科目責任者と連携する。 

③  大学院教員の質の評価と教員組織の編制方針 

「大学院設置の目的」を達成するために、医学研究科の教員組織の編制方針を明確にするとともに、

大学院教員の質の評価システムを構築する。講義の録画内容を利用した評価システムの運用を継続す

る。学位論文、学位授与基準の正しい理解を大学院教員に徹底すべく FD 会を開催する。 

④  大学院の教育内容・方法・成果 

建学の理念・目的を実現するための教育目標に基づく教育課程が適切に設定できているのかどうか、

IR 室と事業計画点検委員会による検証により、改善・発展させる。大学院教育の実質化、課程制の強

化、学位授与基準の厳格化、学位論文の要件の明確化を更に進めるとともに、重要性が増している研

究倫理、臨床研究倫理、生命倫理、動物実験倫理、研究不正防止、利益相反の適正管理など、研究者

教育の充実を継続的に進める。また、大学として教員の教育能力開発についての方針を策定し、実践

するために、大学院教員の質の評価の結果を解析し、教育内容・方法等の改善に向けた大学院 FD 会を

計画的に行う。なお、明文化した学位論文及び最終試験に関する審査基準は、大学院教育要項に記載

し、大学院生指導会でも説明し、周知する。さらに、大学院教育において先駆的に導入してきた eAPRIN

（CITI Japan の改称）の研究倫理プログラム及び臨床研究遠隔学習プログラム（gMAP）について受講

者へアンケートを行い、点検・評価する。修業年限内の学位取得率は 70％程度であり、修業年限内の
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学位取得を妨げる要因について調査し、更に改善させるべく対策を検討する。加えて大学院の目的で

ある「医学に関する理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与すること」が達

成されているか検証する。また、大学院における研究活動を通じた学修成果の評価・検証の方針とし

てアセスメント・ポリシーを定める。 

⑤  大学院生の支援 

学生支援の観点から、Teaching Assistant（TA）のシステムを活用することに加えて、Research 

Assistant（RA）の制度化を検討する。子育て期の女性大学院生が学修しやすいように、カリキュラム

や講義時間・形態の見直しを継続的に行う。 

 

６ 学生の受入れ  

入学定員と在籍学生数を適切に管理する。 

(1) 入学者選抜方法の検討 

川崎医科大学の卒業時到達目標を達成し得る人材を適切に選抜しているか、入学センターでは IR 室と

連携して入学者の進級状況や学修成績の追跡調査を行ってきた。これまでの調査結果をもとに、入学者選

抜方法と学生募集枠の見直しに着手する。2022 年４月から、高等学校の教育内容が新学習指導要領（平

成 30 年３月告示）に準じた内容に変更される。2025 年度入試（2024 年度に実施）から新指導要領に対応

した入学者選抜の実施となるため、新課程の教科書入手など教育内容に関する情報を継続して収集する。 

 

(2) 入学生の追跡調査 

入試選抜区分ごとに、学年末成績（GPA）、４学年 CBT 成績、１学年と４学年 GTEC（英語民間資格試験）

との関連性を分析し、選抜区分による学力を経年的に把握する。また、学力以外の要素として、コミュニ

ケーション能力や思考力、判断力を評価する指標の導入を検討する。例えば、入試における面接試験の結

果と５学年の診療参加型臨床実習評価との関係等の分析を行う。総合型選抜、学校推薦型選抜（附属高等

学校）、地域枠選抜、一般選抜のそれぞれの入試における学力検査や面接が有効に機能しているか検証する。 

 

(3) 入学センター 

① 入試実施部門 

入試問題の作成においては、ミスのない作問体制と厳密なチェック体制を継続して維持する。入試

実施においては、ミスやトラブルのない円滑な実施方法や、試験監督者の適切な人数と配置の見直し

を行う。 

②  入試分析広報部門 

IR 室と連携し、入学者の追跡調査を継続して実施する。出願者及び入学者の出身高校や最終所属予

備校の情報など、Web 出願により得られる情報を有効活用し、入試相談会の参加地域や回数を検討する。 

 

(4) オープンキャンパス・入試広報 

2021 年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、オープンキャンパスは取りやめて、ホー

ムページに学長からのメッセージや在学生の座談会、入試説明の動画を公開して広報に努めた。入試相

談会では、オンラインによる広報活動を中心に行った。2022 年度も新型コロナウイルス感染症の状況を

注視しながら、対面による入試広報の再開を図る。対面による直接的な広報活動が制限される状況が続

く場合は、オンラインを活用した広報を検討する。 
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(5) 入学前課題学習プログラム 

総合型選抜入学者を対象とした入学前課題学習プログラムについて、新たな課題を検討し学習内容を

改善する。 

 

７ 教員・教員組織  

(1) 求める教員像 

新任の教員は、「教育指針」（「真の良医」の養成、建学の理念、教員と学生間の良好な信頼関係、情熱

を持った学生教育、出張・研修時の教育への配慮など）と、「教室のあり方と研究指針」（教室単位で適

切に運営、研究体制の共有、研究の自己評価・社会的責任）」を遵守することを確約させる。「求める教

員像」（教員は教職員を問わず相互に敬意を示しつつ協働し、全力で教育・研究に当たるとともに、大

学及び医学部、大学院の管理運営に積極的に参画し、質の高い医学教育・研究を実践していくことが求め

られる）の徹底に努める。 

 

(2) 教員組織の編制方針 

教員組織の編制方針（法令要件を満たす専任教員、教育課程、学生収容定員等に相応しい教員数の配置、

年齢構成、国際性、男女比に配慮した教員組織を編制）を策定した。引き続き適切性の評価を行う。 

 

(3) 教室の新設 

臨床感染症学教室を新設する。社会・経済・人口構造の変化に伴い、疾病構造が変化することが予想

されるため、引き続き、社会・地域に固有の問題や患者のニーズに対応できるように努める。 

 

(4) 教員の募集と選抜 

選抜方針を策定し、教育上の必要性、教員のタイプ・責任・分野のバランスを考慮して選抜する。 

教授・准教授は、任用規程に則って原則として公募し、略歴、業績目録、教室運営の抱負、学部及び大

学院教育・学生指導、研究及び地域貢献等社会活動、診療に関する実績と抱負（臨床系）、手術実績（外

科系）と推薦書の提出を求めて、プレゼンテーションと質疑応答等を行い、人事委員会で選考する。講師、

期限付講師、助教、臨床助教、特任教員は、それぞれの任用規程に則って選考する。 

 

(5) 教室・教員評価 

教室評価は、教育活動促進委員会規程の下、教室及び教員の教育に対する意識を高め、学生の修学成果

を向上させるために、教室を単位とした教育活動に関する客観的項目を決定し、実績集計及び公表を行う。 

授業評価は、従来から使用していた、LENON システム（双方向性・対話型授業支援）による授業評価を、

情報システム室が開発した方法に変更する。 

学長・病院長が３年ごとに教育（講義・実習の状況、学生による授業評価など）、学生指導（小グルー

プ活動）、研究活動（科研費、AMED（日本医療研究開発機構）などの獲得状況、（診療実績（臨床系）、英

文論文数など）、中期計画（教育・研究活動など）について所属長からヒアリングし、教室定数の見直し

を含めて、教室が適切に運営できるよう意見交換を行う。なお、同時に各教室の教育・研究・診療（臨

床系）の中期計画の提出を求める。 
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(6) 女性教員の支援 

女性教員（医師・研究者）を対象に、キャリア形成支援に関する実態調査を定期的に行い、分析して

対案を立案・実行する。女性医学生と女性教員の交流会である「メディカルカフェ in かわさき」を開催

し、両者で情報共有し、支援内容を学園 HP で公開する。学内外の関連 FD 会の開催案内を配信するとと

もに、学外の研修会への参加、岡山県医師会や全国医学部長病院長会議等との連携を行う。岡山県医師

会は、女性指導医の活躍を促進するために制定している「天晴れジョイボスアワード」（大賞・奨励賞）

にも本学教員を推薦する。 

 

(7) FD（Fuculty Development）・SD（Staff Development） 

教職員の教育力や資質を向上させるために、「FD・SD ポリシー」を策定しているが、FD・SD を引き続

き開催する。特に講師以上の教員には「授業改善のためのワークショップ型」FD に３年に１度の参加を

義務付けている。 

 

８ 学生支援 

(1) 学生健康支援センター  

学生健康支援センター利用状況を毎月の学生生活委員会で報告する。学期に１回のスタッフ会議を開

催して総括と改善策の検討を行う。入学時に、学生全員に対してクォンティフェロン検査、４種抗体検

査（麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘）及びＢ型肝炎検査を行う。陰性者にはワクチン接種を義務付

けており、これらのワクチン接種を４学年からの臨床実習参加の要件としている。支援の内容などを新

入生オリエンテーションや各学年のガイダンスで学生に周知する。 

 

(2) 学生相談室  

学生健康支援センター内の相談室に、２名の公認心理師（月、木曜の２日間）を配置している。カウ

ンセラーの勤務時間延長や予約制を導入し相談体制の改善に努め、特に相談件数の多い高学年への支援

強化を図る。支援の内容などを新入生オリエンテーションや各学年のガイダンスで学生に周知する。学

年担当などを通じてカウンセリングが必要な学生には積極的に相談室の利用を勧めるとともに、自宅か

らの相談も可能となるように Teams や Zoom を使ったオンライン相談の導入について検討する。 

 

(3) 障がい学生支援室  

支援を受けることを希望する学生に対して、障がい学生支援室が中心となり支援体制を検討する。支

援の内容などを新入生オリエンテーションや各学年のガイダンスで学生に周知する。また、性的マイノ

リティ学生への配慮・対応についても検討する。 

 

(4) 学修支援・学生指導  

① 小グループ制 

学生の小グループ制は本学学生支援の特色であり、今後も迅速できめ細かい指導体制を堅持する。

①１～３学年、②４・５学年の複数学年のグループ編成とは異なり、６学年のみの小グループ編成を

継続して教員が重点的な指導を行う。また、担当教員が半期ごとに書面で提出している指導報告書に

ついては、教員の負担軽減とデータの集積を図るためにポータルサイトを利用した提出システムを検

討する。 
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② 学年担当・副担当制 

学年担当と副担当は、学生の生活指導や個別面談を行うとともに、地方保護者会・学生生活委員会・

学年代表者会・教務指導会へ出席し、学年別ガイダンスなどを行う。また、年度末には次年度の学生

指導がスムーズに行えるように、各学年担当と副担当に学生の情報の引継ぎを行う。 

③ 保護者会 

春季・秋季の総会と地区保護者会（13 地区）を開催し、個人面談、講話、懇親会を行い、本学の

教育についての理解を得るとともに保護者との親睦を深める。保護者会会報（93、94 号）を発刊する。 

④ 学生サポートデスク 

学生が抱えている悩みをどこに相談して良いか分からない場合、現存する様々な学生支援部署を学生

が活用できるよう学生サポートデスクを設置する。学生部長、学生課、教務課、学生健康支援センター

の職員で構成する学生支援会議を毎月１回開催し、情報共有に努め、相談内容により関係部署と連携し

学生支援にあたる。 

 

(5) 経済的支援  

医学部生には経済的支援として川崎医科大学表彰規程内規に基づいて、学長賞、成績優秀賞、特待生

と優秀賞の顕彰を引き続き行う。 

大学院生の経済的支援として川崎医科大学大学院在職進学制度（附属病院、総合医療センターのレジ

デントが在職したまま川崎医科大学大学院教育を受け、研究を行う）や、川崎医科大学ティーチング・

アシスタント制度（大学院生が教育の補助業務を行い、給与を得る）を継続する。 

 

(6) 進路支援  

進路支援について、マッチング制度の概要及びその対策（履歴書、面接等）などの情報を提供する。

国試の受験に際し、受験生ならびに国試対策委員学生に対する適切な支援を行う。 

 

(7) 生活支援   

① 学生生活委員会  

学生の生活環境改善のため、月１回開催する。各学年の学生指導、学友会活動、感染症情報、学生

健康支援センター・学生相談室の利用状況などについて、報告・意見交換などを行い、教員間で共有

する。学年担当・副担当には「学生指導中間・年度末報告書」の提出を求める。 

② 学友会・西医体活動 

西日本医科学生総合体育大会（西医体）の壮行会や報告会、大会で活躍したクラブの顕彰、宿泊・

交通費補助を引き続き行う。さらに 2024 年度の西医体主管に向けて、準備体制を構築していく。 

③ 学年代表者会  

学生の代表である学生総務委員と本学役職者との会合である学年代表者会は、カリキュラム、成績

評価方法、学修環境などについて学生の意見や要望を聴取すると同時に、本学の教育に対する取組につ

いて学生と議論する貴重な場であり、年２回の開催を継続する。学年代表者会がより建設的な議論の

場となるように、学生から提出される意見や要望が議論すべき内容なのか、学生から解決策を提案し

た上で議論するなど事前によく話し合ってから提出するように総務委員に求める。 
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(8) 学園祭・医学展 

2022 年度の学園祭は、本学が主管校となるため、引継ぎなどを迅速に行い、かつ新型コロナウイルス

感染症の蔓延状況に応じ、オンライン開催及び現地開催の両方に対応できるよう準備を進めていく。特

に本学学生や教員が中心となって企画・運営してきた医学展は、学園内他施設の学生や教員も参画し、

毎年多くの来場者で賑わい学園祭の主要なイベントとなっているため、テーマを早期に決定後、学生を

募り準備を進めていく。 

 

(9) 学生寮  

１学年担当（舎監長）・副担当（副舎監長３名）、学生寮舎監（３名）、学生課長が月１回の定例舎

監会議で寮の運営状況、寮生の情報を共有し、寮生活や学修上の問題点等を早期に把握することで、そ

の迅速な解決を図る。 

 

９ 教育研究等環境 

(1) 教育環境 

2021 年度に策定した、教育研究等環境の整備に関する方針の周知に努め、併せて適切性を評価する。 

① 医学教育センター 

国試の分析を行い、教育に反映されるように学生と教職員に情報を提供する。きめ細かい学生支援、

一人ひとりが自分のペースで主体的に学ぶことのできる「個別最適化学修」の実現に努め、４学年か

ら卒業までの連続した学習を促進する方策を立案し実施する。 CBT 対策に、４学年を対象にオンラ

インを利用した講義資料を提供する。５学年へ進級した学生のうち、公開模擬試験の成績下位者に対

し、国試に向けた実力をかん養できる学生生活を援助するために個人面談を実施する。６学年の再履

修生を対象とした「リスタートプログラム」を企画し、学生のニーズに合ったプログラムを提供する。

卒業試験日程を考慮して国試対策・補講・公開模擬試験の内容と時期を柔軟に見直す。 

② 臨床教育研修センター 

医学・医療教育を担当し得る教育人材を育成する。必須臨床技能教育チーム（Essential Medical 

Competency Education Team：EMCET）は、教育人材育成の中心的な役割を担う組織である。EMCET が

臨床実習Ⅲ、臨床実習入門・臨床教育研修センター実習、研修医オリエンテーションの一部を指導し、

本センターで実習を行う。また、臨床実習時に活用できるマニュアルを作成、改訂する。EMCET メン

バーの教育技法を更に向上させるために、国内外の先進的教育機関での継続的な研修を計画する。 

③ 教材教具センター  

授業・行事における視聴覚支援、動画編集・制作、視聴覚機器の貸出、学内試験における写真問題

の作成、校舎棟７階廊下展示のパネル作成等を行う。コロナ禍における講義収録及び配信、Web 会議・

オンライン授業・行事にも対応する。2021 年度から取り組んでいる校舎棟７階各講義室内の教師卓シ

ステムを従来のアナログからアナログ・デジタル両用のハイブリッド型に更新する。校舎棟耐震工事

完成に伴い医科大学施設紹介動画をリニューアルし、オープンキャンパス等に活用できるよう制作に

取り組む。 

④ 現代医学教育博物館  

現代医学教育博物館は、耐震工事後のリニューアル展示及び見学受入れ再開について適切な準備を

行う。ポストコロナを見据え、医学・医療情報の提供について新たな手法の開発に努める。学外の団

体と広く交流し、医学・医療情報の提供を通じて社会貢献に努める。日本メディカルイラストレーショ
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ン学会の事務局として、学会活動に引き続き協力する。 

⑤ 附属図書館  

附属図書館は、多様化する学術情報や利用動向を把握し、資料の収集・整備に努め、学術情報資源

を充実させる。特に、オンラインでの情報提供と、適切な図書館スペースの利用方法を検討し、新た

な図書館のあり方について検討する。川崎医科大学学術機関リポジトリを利用し、大学において生成

される研究成果を収集・保存し発信する。学生・教職員・KAWASAKI CLUB 会員に対し、医療情報の提

供に努める。学園内の図書館相互の連携を深め、より良い利用法を検討する。 

 

(2) 研究環境 

① 中央研究部 

研究活動を活性化し、その効果を教育・診療の質の向上にも波及させるべく大学組織全体を俯瞰し

て中長期的戦略を構築し、その実現に必要な研究基盤・体制を整備する。支援制度の説明会（文部科

学省、経済産業省、農林水産省及び国立研究開発法人（JST、AMED、NEDO））に参加し、公的研究費支

援制度の動向を把握し、遺漏なく応募する。科研費の獲得を促進すべく、各種セミナー、FD 会を継

続して開催する。私学助成金（私立大学等研究設備整備費等補助金など）制度を活用して高度先進研

究機器を遅滞なく整備する。研究環境に大きな欠損を生じないように計画的に研究基盤を整備する。

機器購入費として学長裁量経費であるプロジェクト研究費の柔軟な運用に加え、2022 年度には中央

研究センターの受益者負担使用料を改定し現行の研究サポートレベル維持のために基盤的設備を計

画的に更新していく。 

図書館に依頼して「Web of science」のデータから集計している教室ごとの英文原著論文数をモニ

ターし、特定機能病院要件を満たすことを確認する。必要に応じて論文数増加策を考察する。研究倫

理・不正防止体制として、全教員へ義務化した eAPRIN を活用した研究倫理教育の受講の徹底を図る。 

② 中央研究センター 

研究活動活性化のために、継続的に教職員からの要望を汲み上げ中央研究センターの効率的・機動

的運営を行う。実験機器の更新に関しては中央研究部企画会議にて中長期的視点から予算を作成し、

中央研究センター運営委員会・研究委員会にて広く議論して研究資源（スペース・予算）運用に関す

る方向性を決定する。大学院生教育、医学部生の早期研究体験としての「医学研究への扉」、附属高

校の早期研究体験などを実施する教育資源として一層の貢献を目指す。2021 年度に発生したクリー

ンエリアでの感染収束のために蓄積してきたマウス生殖工学を活用するとともに、遺伝子改変動物の

作製依頼や臨床検体を用いた研究の増加に対して研究センター員の技術向上や設備を充実させる。新

型コロナウイルス感染症への学園としての対応にも継続的に貢献する。 

③ 臨床研究支援センター  

臨床研究のリテラシー教育（研究デザインや生物統計、研究倫理）を実施するため、認定 NPO 法人

健康医療評価研究機構（iHOPE International）が開発運営する e-learning（gMAP）を採用している。

大学院生（必須選択科目）と教職員の希望者を対象として、20～30 名/年受講している。受講者は医

師、メディカルスタッフ（看護師、薬剤師、臨床工学士等）、大学院生であり、７年間で計 148 名が

受講している。本学、病院の教職員の臨床研究力の基盤形成に大きく貢献してきた。今後は学内の教

育人材が指導的な役割を発揮し、外部教育資材に依存することなく、人材育成できる体制の構築を目

指す。 

病院電子カルテデータから SS-MIX２（Standardized Structured Medical Information eXchange）
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を用いて処方データ、検査値等を標準化し、活用できる基盤を構築している。SS-MIX２は厚労省が主

導して普及を促進する電子カルテの標準化プラットフォームで、多施設のデータとの統合・比較が可

能である。これらにより研究者のリクエストに応じ、必要なデータを供出できる体制を整備した。そ

の結果、複数の英語原著論文が発表された。今後は、多くのリクエストに対応できるよう更なる人員

やシステムなどの体制整備の推進を行う。 

④ 産学連携知的財産管理室  

教職員の学内の発明等の知財関連事務（特許申請、国際出願、発明審査の準備等）、学内研究者と

学外組織との共同研究等に関連する業務を継続して行う。優良シーズの発掘の推進及び臨床治験にお

ける附属病院との連携も進める。また学内への情報周知を通じて産学連携・知財リテラシーを高める。 

⑤ 発明審査委員会  

引き続き知的財産管理体制の整備と充実を図る。発明案件に応じて速やかに開催し、出願等の手続

きの迅速化を図る。資源の効率化のために実用化の可能性の高い案件に絞り審査する。助成金獲得と

連動して支援する仕組みを浸透させ、積極的な発明の創出と助成金の獲得を促す。九州大学と岡山大

学の橋渡し（Translation Research：TR）拠点事業への参画を継続し、TR 基盤整備と研究成果の知

的財産化を行う。両拠点が募集する橋渡し研究戦略的推進プログラムへの積極的な応募と獲得を促す。

研究シーズの特許取得と事業化を推進する。 

⑥ 研究 RA 室  

研究活動における安全上の危害及び健康障害並びに環境への影響を未然に防止するため、本学保有

の化学物質の管理体制(リスクアセスメント(RA))を整備している。さらに産業医、衛生委員会との連

携により、作業環境管理・作業管理と健康管理を徹底する。 

⑦ 科研費・AMED 研究費・プロジェクト研究  

大学の使命の１つである研究活動活性化のため、学内の競争的研究費であるプロジェクト研究の申

請条件としての科研費申請の要件化や、科研費獲得セミナーの定期的開催、採択に至らなかったもの

の審査結果において評価の高かった科研課題（プロジェクト研究「フレッシュ若手」）の支援などを

継続して行う。AMED や民間研究助成金の公募については、ポータルサイトからの情報提供、教授会

での案内等により、積極的な応募を推進する。また、TR 拠点事業からの公募説明会を開催し、応募

を推進する。 

⑧ 川崎医学会・学術集会 

川崎医学会では欧文・和文の両機関誌発刊と学内外の講師による講演会事業を一層充実させ、社会

情勢に適した様式で発信する。学術集会においては、学内の研究の奨励と、複数教室によるプロジェ

クト研究の重点研究を発展させ、研究体制の強化及び成果の蓄積にまい進する。また、学外校との学

術交流を推進する。 

 

(3) 職場環境 

衛生委員会は、教職員の労働環境に関して、労働衛生の視点から適切な評価と検討を行った上で、そ

れぞれの向上を目指す。加えて、ストレス・チェックを利用して、働き方改革にも合致した労働条件や

労働環境の一層の整備を推進するとともに、不具合の早期発見と対応に努める。 

労働者における健康障害の防止を目的とし、産業医と連携した月 1 回の職場巡視を通して、作業環境

と作業内容の管理及び改善指導、健康管理を徹底する。また、特に研究活動における健康障害の防止に

おいては、研究 RA 室と連携を図り、作業環境測定の結果や職員健康診断・特殊健康診断の結果などを
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共有し、適切な環境下で研究活動が行えるよう指導する。 

各学年のブースや部室等の定期点検を実施するとともに、その状況を学生に報告し学生の防災意識を

高める。「在学生及び家族の安否確認システム」を改良し、その運用について検討する。 

 

10 社会連携・社会貢献 

(1) 高大連携  

附属高校との連携業務を担当する組織を整備するとともに、関連する規程を新たに作成する。本学へ

の進学が決定した３年生に対して行っている「医科大学入学前研修」では、新たな試みとして、解剖学

教室の協力により「骨学実習」を取り入れる。これにより医科大学入学後の学修成績や実習等に取り組

む姿勢にどのような影響があるか評価するために、当該学生と担当教員に対してアンケート調査を実施

する。体験型の総合学習「ドクターロード」（現代医学教育博物館見学、メディカルスクール･アワー、

医師へのインタビュー、医科大学体験実習）と「医科大学入学前研修」で生徒が提出したレポートを電

子化し、本学に入学後も附属高校での学びを振り返ることができる高大連携ポートフォリオの構築を継

続する。附属高校のカリキュラムの「テーマスタディ」に協力し、医科大学教職員が研究の進め方等に

ついてアドバイスするサポート体制を整え、附属高校生の科学的思考力や研究マインドの醸成に貢献す

る。附属高校教員と医科大学一般教養･基礎医学系教員との連携会議や交流会を更に活性化し、高大連携

の強化を図る。ワークショップ型 FD 会等の附属高校と医科大学の教職員の合同研修は、2021 年度も中

止したが、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら再開する。 

 

(2) 地域連携 - 大学コンソーシアム岡山  

大学コンソーシアム岡山には、10 の下部委員会が存在する。例えば、社会人教育委員会は吉備創生カ

レッジを担当し、各大学による毎年４回以上の公開講座を広く県民に実施している。共同教育委員会は

大学間の単位互換教育を担当している。これらは地域の中での大学として国からの要請も高い。また、

就職支援委員会は卒業生の就職斡旋を共同で促進している。今後、医学科卒業生も関与する可能性がある。

様々な意見を討議することや、より幅の広い活動が可能になるように、大学コンソーシアム担当委員会の

設立を検討する。 

 

(3) 産学官連携 - KMS メディカルアーク  

本学発の産学官連携展示会である「KMS メディカル･アーク」を世情に即した形で開催し、マッチング

を推進する。発表されたシーズ・ニーズから企業との共同研究を推進し、実用化に努める。 

 

(4) 地域交流 – かわさき夏の子ども体験教室  

「かわさき夏の子ども体験教室 2022」を社会貢献として開催する。コロナ禍における開催を通じ、新

たな社会貢献の方法の開発に努める。 

 

(5) 国際交流  

川崎学園と Oxford 大学 Green Templeton College（GTC）との相互交流を、教員・学生の各層での重

層的・双方向的に促進する。医学教育振興財団（JMEF）による英国医科大学及び国際医学生連盟（IFMSA）

による海外医科大学の学生の受入れに協力する。中国上海中医薬大学への見学研修、カナダ Victoria

大学への語学研修、米国 Vermont 大学への医学研修の支援を継続する。若手医師の交流を推進し、欧米
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の大学病院に研修医を派遣する研修医海外研修プログラム（Traveling Fellowship Residency Program：

TFRP）の支援、インドネシア Airlangga 大学からの若手医師受入れも継続する。すべてのプログラムに

おいて新型コロナウイルス感染症に十分留意し、最大限の対策を行う。 

 

11 管理・運営 

(1) 管理・運営 

大学の組織は、医学部医学科と大学院医学研究科からなり、大学運営委員会の下、医学部教育は医学

部運営委員会によって、大学院教育は大学院運営委員会によって統轄されている。学長直下に内部質保

証の推進に責任を負う、内部質保証推進会議を設置し、教育の質的向上を図り、大学の定める目的・使

命・目標に対して、本学の教育が一定の水準にあることを自らの責任で説明し、証明するため恒常的・

継続的活動を行う。 

「大学運営に関する方針」（中長期計画の恒常的な見直しと、これを実現するための事業計画の達成に

向けた活動、学長のガバナンスが浸透し、効率的に事業計画が遂行できるように、委員会構成や関連す

る規程等を含めて恒常的に整備、国際基準を凌駕する医学教育の発展、大学の構成員が働きやすい労働

環境の整備、医療倫理の遵守の下に医療・研究の発展、大学の成果を積極的に発信、大学の質を継続的

に向上させ保証）に従い、定期的に点検・評価を行う。 

 

(2) 中期目標・中期計画  

川崎学園の中期目標・中期計画の下、令和３年度川崎医科大学事業計画の進捗状況を参考のうえ川崎医

科大学中期目標・中期計画（令和４年度～令和６年度）を策定した。 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              川崎医科大学中期目標・中期計画（令和４年度～令和６年度） 

 

 建学の理念に基づいた教育・研究活動を持続的に向上させて、社会のニーズに応え得る「良医」の育成

と、教育・研究活動の成果を社会・地域・国際的に発信し、グローバル化する社会の発展に貢献していく

ために、以下の目標・計画を立て、その実現に向けて大学の活動を促進する。 

 

Ⅰ．教育に関する目標・計画 

 １ 大学の理念を共有し、社会に貢献する「良医」を養成する 

 ２ 更なる教育の質の充実を目指す 

  (1) 国際水準の医学教育を目指す 

  (2) ICT 教育を活用した授業を充実させる 

  (3) 診療参加型臨床実習を充実する 

  (4) 多職種連携教育を推進する 

  (5) 学生の技能・態度の評価方法を開発し、形成的評価を充実させる 

  (6) 学生やステークホルダーの教育関連委員会への参画を促進する 

  (7) 分野別・機関別認証評価で指摘された課題を改善する 

  (8) 教育プログラムと授業の質を向上させて共用試験・国家試験の成果を挙げる 

 ３ 教育環境の整備を推進する 

  (1) 附属図書館の学術情報資源を充実させる評価システムを確立する 

  (2) 社会や患者のニーズを踏まえて教室を新設する 
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４ 優秀な教員を確保し育成する 

  (1) 大学の理念を共有し、教育・研究・臨床に貢献できる教員を確保する 

  (2) 適切な教員組織を編制する 

  (3) 教員・教室の評価システムを確立する 

  (4) 教職員の業務能力開発のために、FD・SD を組織的・体系的に行う 

 ５ アドミッションポリシーに合った医学生・大学院生を確保する 

  (1) 卒業時到達目標を達成しうる学生を確保するため、選抜方針を改善する 

  (2) 大学院在職進学制度を活用し、大学院入学生を増加させる 

 ６ 学生の支援を行う 

  (1) 学友会活動充実のための支援を行う 

  (2) 2024 年第 76 回西日本医科学生総合体育大会の主宰を支援する 

  (3) 学生の健康管理を充実させる 

  (4) 学生のニーズに合ったきめ細かい学生指導を行う 

  (5) 保護者会の協力も得て修学を支援する 

 

Ⅱ．研究に関する目標・計画 

 １ 研究体制を充実させる 

  (1) 質の高い臨床研究・医学研究に向けて国際協力を推進する 

  (2) 研究倫理を周知徹底する 

  (3) 研究活動活性化のため、中央研究センターの効率的・機動的な運営を行う 

  (4) 研究支援部門の体制を強化する 

  (5) 研究業績プロを有効活用し、研究活動の評価を進める 

  (6) 川崎医学会の活動を充実させる 

 ２ 研究経費を有効活用する 

  (1) 医科大学プロジェクト研究費を有効活用する 

  (2) 外部の競争的資金（科研費・AMED 研究費等）を獲得する 

 ３ 産学官連携研究を推進する 

  (1) 企業との共同研究を推進する 

  (2) 特許の出願を推奨する 

  (3) KMS メディカルアーク等の産学官連携事業を活性化する 

 

Ⅲ．連携・貢献、交流に関する目標・計画 

 １ 社会連携・貢献、地域交流を進める 

  (1) 市民公開講座等の情報を発信する 

  (2) 児童・生徒に医学・医療福祉の理解を深める、「かわさき夏の子ども体験教室」を継続する 

  (3) 現代医学教育博物館の展示内容を充実させ、医療人・地域住民の利用を促進する 

  (4) 県内の大学と教育研究資源を共有し、協調して地域固有の課題の解決を支援する 

 ２ 国際交流を推進する 

  (1) Oxford 大学(Green Templeton College) 等との交流プログラムを進展させる 

 ３ 附属高校との連携を促進する 

   (1) 「良医」を目指す体験型授業「ドクターロード」の更なる充実に協力する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ガバナンス・コードの作成  

ガバナンス・コードを策定し、学内外に周知を図る。策定した事項に対して、現状の確認と適切な改

定を行う仕組みを確立する。 

 

(4) 新型コロナウイルス感染症対策  

学園では、川崎学園新型コロナウイルス感染症対策本部会議を設置して、様々な感染拡大防止対策を

行っている。対策本部会議は月に１回開催され、「学園においての対応基準について」を発出し、その

時の感染状況に応じて改定を行っている。本学では、対策本部会議から発出された「学園においての対応

基準について」を遵守し、感染防止対策を実施しながら教育・研究活動を行っている。また、この対応

基準をもとに、教職員に対して「教職員の出張等の取扱い」を、学生に対して「川崎医科大学生の新型

コロナウイルス感染症対応指針」及び「学友会活動指針」を示している。2022 年度も継続して、新型コ

ロナウイルス感染症対策を行う。  

 

(5) 研究倫理の啓発  

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（令和３年３月 23 日施行）」並びに「臨床

研究法（平成 30 年４月１日施行）」の内容について、特定臨床研究の内容や臨床研究実施基準に従う努

力義務についても研究者に周知徹底を図る。毎年施行している研究倫理教育研修会での受講を、全研究

者、情報管理者、研究補助員に求める。医学生に対する研究倫理、医療倫理教育も同様に、新たな知識

の修得を目的としながら継続的に行う。 

 

(6) 利益相反  

利益相反の理念と自己申告方法の学内研修を継続する。委員会活動として、例年通り、定期自己申告と

研究課題に関する申告に対してマネジメントを実施する。申告者からの疑問点には随時対応する体制を構

築している。外部講師を依頼しての学内研修会や外部組織が実施している研修会への参加を予定する。 

 

Ⅳ．管理・運営に関する目標・計画 

 １ 大学の管理・運営の充実を目指す 

  (1) 中期目標・中期計画、年度事業計画を実現させる 

  (2) 重要業績評価指標（KPI）を導入して具体的な達成目標を明確にする 

 ２ 内部質保証を推進する 

  (1) 教学マネジメントを推進する 

  (2) 継続的に点検・評価を実施し、その結果に基づいて改善する 

  (3) 教育の質向上を検証し、促進する 

  (4) 内部質保証推進システムを機能させる 

 ３ 働きやすい職場環境を整備する 

  (1) 教員の柔軟な働き方を導入する 

  (2) 教員の裁量労働制を導入する 

 ４ 安定した財政基盤に基づく健全な大学運営を行う 

  (1) 温暖化対策を推進し、省エネルギー化を促進する 
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(3) ガバナンス・コードの作成  

ガバナンス・コードを策定し、学内外に周知を図る。策定した事項に対して、現状の確認と適切な改

定を行う仕組みを確立する。 

 

(4) 新型コロナウイルス感染症対策  

学園では、川崎学園新型コロナウイルス感染症対策本部会議を設置して、様々な感染拡大防止対策を

行っている。対策本部会議は月に１回開催され、「学園においての対応基準について」を発出し、その

時の感染状況に応じて改定を行っている。本学では、対策本部会議から発出された「学園においての対応

基準について」を遵守し、感染防止対策を実施しながら教育・研究活動を行っている。また、この対応

基準をもとに、教職員に対して「教職員の出張等の取扱い」を、学生に対して「川崎医科大学生の新型

コロナウイルス感染症対応指針」及び「学友会活動指針」を示している。2022 年度も継続して、新型コ

ロナウイルス感染症対策を行う。  

 

(5) 研究倫理の啓発  

「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（令和３年３月 23 日施行）」並びに「臨床

研究法（平成 30 年４月１日施行）」の内容について、特定臨床研究の内容や臨床研究実施基準に従う努

力義務についても研究者に周知徹底を図る。毎年施行している研究倫理教育研修会での受講を、全研究

者、情報管理者、研究補助員に求める。医学生に対する研究倫理、医療倫理教育も同様に、新たな知識

の修得を目的としながら継続的に行う。 

 

(6) 利益相反  

利益相反の理念と自己申告方法の学内研修を継続する。委員会活動として、例年通り、定期自己申告と

研究課題に関する申告に対してマネジメントを実施する。申告者からの疑問点には随時対応する体制を構

築している。外部講師を依頼しての学内研修会や外部組織が実施している研修会への参加を予定する。 

 

Ⅳ．管理・運営に関する目標・計画 

 １ 大学の管理・運営の充実を目指す 

  (1) 中期目標・中期計画、年度事業計画を実現させる 

  (2) 重要業績評価指標（KPI）を導入して具体的な達成目標を明確にする 

 ２ 内部質保証を推進する 

  (1) 教学マネジメントを推進する 

  (2) 継続的に点検・評価を実施し、その結果に基づいて改善する 

  (3) 教育の質向上を検証し、促進する 

  (4) 内部質保証推進システムを機能させる 

 ３ 働きやすい職場環境を整備する 

  (1) 教員の柔軟な働き方を導入する 

  (2) 教員の裁量労働制を導入する 

 ４ 安定した財政基盤に基づく健全な大学運営を行う 

  (1) 温暖化対策を推進し、省エネルギー化を促進する 
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(7) 個人情報保護 

学生には、川崎医科大学ソーシャルメディア等利用管理規程による基本原則、個人情報保護検討委員

会規程、川崎医科大学個人情報保護方針（プライバシーポリシー）の下、川崎医科大学個人情報保護マ

ニュアル、臨床実習での附属病院・総合医療センターの患者個人情報保護マニュアル及び同内規の遵守、

個人情報保護担当責任者の任命、入学時における新入生及び保護者に対する個人情報の取扱いに関する

同意、個人情報の秘匿に係る誓約書の取得、臨床研究・個人情報保護（２学年、医学研究への扉）の講

義などを引き続き行い、個人情報の保護に努める。 

 

(8) ハラスメントの防止  

2021 年度にパワハラ防止に向けた SD 会として、外部講師によるアンガーマネジメント講演会をオン

ラインで実施した。しかし、SD 会開催以降もハラスメントに関する相談があり、表面化しないハラスメ

ントに対して、具体的に検討する。ハラスメント防止に関する FD・SD 会の開催、委員の資質向上には外

部組織による研修会へ参加する。 

 

(9) 働き方改革・裁量労働制 

働き方改革の推進のため、教員の勤務に関する情報(勤務時間、有給休暇の取得状況)を継続して収集

し、現状を把握し、改善点を抽出する。人事課と連携して、有給休暇の取得率とその低い理由を調査し、

取得率の増加を推進する。附属病院の医師の働き方改革推進小委員会(2021 年発足)と連携して、診療活

動に関する現状課題も共有する。裁量労働制の導入を検討する。 残業の多い部署へ後期研修専攻医の配

属を開始する。 

ワーク・ライフ・バランス(WLB)の推進のため、臨床教育研修センターや子育て支援センターとも協力

して女性教員の勤務に関する情報を収集し、復職を支援する。働きやすい環境を整えるために、学内に

おける勉強会(FD 会、メディカルカフェ in かわさき等)の実施、学外の研修会への参加、岡山県医師会

等との連携、卒業生の実態調査等、学生や研修医に対する WLB 啓発活動を行う。 

 

(10) 広報  

広報については、大学パンフレット、学報、研究ニュースを定期発行するとともに、周知方法につい

て検討を行う。ホームページは、内容の更新に加え、配信の妥当性を検証し適切に改定する。大学ポー

トレートの改定を適切に行う。広報の成果を検証する仕組みを開発し、振り返りと改善のサイクル策定

に努める。市民公開講座を再開し、本学が実践している臨床・学術活動を社会に還元する。 

 

(11) 地球温暖化対策 

CO2 排出量の前年度比マイナス１％を目標に効率的なエネルギー利用計画を策定し、啓発運動を通し

て省エネ・節電に積極的に取り組み、地球温暖化対策を推進していく。特に、パソコン・タブレット導

入により各種会議及び講義の資料等のペーパーレス化、ポータルサイトの効果的利用、メールによる連

絡事項の周知とし、紙使用量削減を継続する。 

 

(12) 内規・細則・規程の整備 

本学における教育・研究・診療を円滑に行うための諸規程の整備は完了したが、国を始めとした公的

機関及び企業等から大学に求められることは年々進化し高度化されている。このように大学を取り巻く

環境は年々変化しており変化する環境にスムーズに適応できるように本学における諸規程も継続的に点

検・整備を行う。 

 

(13) 同窓会 

同窓会と協力し、卒業生の動向調査、アンケート実施、国試のサポートなどを推進する。静岡県地域

枠、長崎県地域枠の卒業生に対するサポートとフォロー体制を確立する。 
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環境は年々変化しており変化する環境にスムーズに適応できるように本学における諸規程も継続的に点

検・整備を行う。 

 

(13) 同窓会 

同窓会と協力し、卒業生の動向調査、アンケート実施、国試のサポートなどを推進する。静岡県地域

枠、長崎県地域枠の卒業生に対するサポートとフォロー体制を確立する。 


