
第三期における大きな目標として「新たな公立大学モデルへの挑戦」を掲げ、新たに設定した３つの重点戦略「社会の発展を牽引する先端的研究・異

分野融合研究の推進」、「国際力豊かな高度人材の育成」、「都市大阪における健康等の諸課題解決力の強化」により、これまでの取組みを継続・発展

させ、世界に展開する高度研究型総合大学として、都市大阪のシンクタンク機能を担う役割を果たし、大阪の発展を牽引する知の拠点をめざす。

また、大阪府立大学との統合による新大学実現に向けた準備、連携・共同化を推進する。

【社会の発展を牽引する先端的研究・異分野融合研究の推進】
• ＩｎＣｉｔｅｓ（分析ツール）を用いて、研究科等の国際共著論文
の現状を把握した。 ［No.17］

• 知と健康のグローカル拠点事業推進研究（健康科学分野に関する異
分野融合研究）を対象として学内公募を実施した。［No.17］

• 合同会社ウェルネスオープンリビングラボとの包括連携協定に基づ
き、研究・助成制度を創設した。[No.24(異分野融合研究)]

【国際力豊かな高度人材の育成】
• 定期的にOCU英語能力自己評価アンケートと英語共通テストVersantを実施することで、
学生自身の英語能力評価及び学力測定を引き続き行った。 ［No.６］

• 平成30年度「大学の世界展開力強化事業」に、本学が申請した「日米をつなぐ共創的ソ
ーシャルイノベーター育成プログラム」が採択された。今年度から５年間で１億円程度
の補助金が交付される。［No.26］

【都市大阪における健康等の諸課題解決力の強化】
• 大阪市における課題解決に向けたプロジェクトにつなげるためのスタートアップ支援事業を実施し、大阪市から寄せられたニーズ11件に対
し教員とのマッチング・コーディネートを行った。 ［No.21］

• 「大阪市版ネウボラ」検討ワーキング会議にアドバイザーとして看護学科教員が参画し、大阪市の母子保健システム全体の再構築及び検討
を行った。 ［No.21］

• 大阪市職員提案制度「若手応援部」について、教員による支援を行った(2件)［No.21］

・新法人の役員体制、法人組織の検討
[No.48]
・キャンパス構想については、新大学設計４
者タスクフォースで2017年8月とりまとめた
報告書に記載している「キャンパス再編の検
討の考え方」に基づき、新大学推進会議等で
審議のうえ、新大学の教育研究組織とキャン
パスの考え方について2018年7月の新法人設
立準備会議で府市へ説明を行った。以降、4
回開催した新法人設立準備会議等で府市と意
見交換を重ね、3月29日に現時点での構想案
について文書にて知事・市長へ回答を行った
。［No.49］

2019年4月公立大学法人大阪設立

第三期中期計画
（要旨）

重点三戦略の主な成果 戦略を推進する運営力の強化

・女性研究者支援の実施[No.19]
・クロスアポイントメント制度を活用し大阪
大学から2名の教員を受入れた。［No.33］
・外部資金獲得総額44.1億円(達成率110％)
［No.24］
・研究者データベースの追加開発による業務
軽減[No.37]

大阪市立大学 平成30年度の主な成果

＜Topics＞
• 「南部陽一郎物理学研究所」を全学組織として設立した。
• 平成30年度「再生医療実用化研究事業」(ＡＭＥＤ)に、医学研究科
障がい医学・再生医学寄附講座新宅治夫特任教授を研究代表とする
テーマが採択された。

＜Topics＞
• 経済学部では、語学力、グローバル・コミ
ュニケーション、問題発見、理論・分析の
全てについて、学部の定める一定の条件を
満たした学生をエクセレント・グローバル
・プラクティカル・エコノミスト（EGPE）
として認定する制度を導入した。

新大学に向けた検討・手続きの推進

＜Topics＞
• 大阪市立大学「福祉局ビッグデータ解析プロジェクトチーム（看護・医学・経済・都市経営の教員から構成）」が大阪市の10年間累計約20万
人分のデータを解析し、要介護認定を受けた高齢者の特徴を明らかにした。
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案

		1				進学ガイダンス実施回数 シンガクジッシカイスウ

						Ｈ24		47回

						Ｈ25		54回

						Ｈ26		54回

						Ｈ27		57回

						Ｈ28		58回

						Ｈ29		64回

		1				大学見学受入校数/人数 ダイガクケンガクウケイコウスウニンズウ

						Ｈ24		-

						Ｈ25		-

						Ｈ26		4校		250人

						Ｈ27		20校		520人

						Ｈ28		47校		2,251人

						Ｈ29		48校		2,578人

		3		重点3 ジュウテン		年間留学生総数（交換留学、短期受入等を含む年間総受入数） ネンカンリュウガクセイソウスウコウカンリュウガクタンキウケイトウフクネンカンソウウケイスウ

						Ｈ24		343人

						Ｈ25		359人

						Ｈ26		425人

						Ｈ27		434人

						Ｈ28		437人

						Ｈ29		404人

						H30		416人

		7		重点2 ジュウテン		大学院共通教育科目 ダイガクインキョウツウキョウイクカモク

						Ｈ24		-		-		-		-

						Ｈ25		-		-		-		-

						Ｈ26		-		-		-		-

						Ｈ27		-		-		-		-

						Ｈ28		2.0		2.0		6.0		44人

						Ｈ29		7.0		9.0		9.0		11人

		21				ラーニングコモンズ利用件数 リヨウケンスウ

						Ｈ24		45,750人

						Ｈ25		46,855人

						Ｈ26		56,146人

						Ｈ27		54,919人

						Ｈ28		66,637人

						Ｈ29		69,610人

		21				機関リポジトリ登録数 キカントウロクスウ

						Ｈ24		4,627件

						Ｈ25		10,391件

						Ｈ26		13,215件

						Ｈ27		14,736件

						Ｈ28		15,852件

						Ｈ29		16,681件

		22				障がい学生支援室相談件数 ショウガクセイシエンシツソウダンケンスウ

								受験予定者 ジュケンヨテイシャ		在学生・教員 ザイガクセイキョウイン

						Ｈ24		8件		17件

						Ｈ25		4件		30件

						Ｈ26		2件		30件

						Ｈ27		1件		26件

						Ｈ28		2件		51件

						Ｈ29		13件		250件

		22				学生なんでも相談窓口相談件数 ガクセイソウダンマドグチソウダンケンスウ

						Ｈ24		-

						Ｈ25		-

						Ｈ26		73件

						Ｈ27		201件

						Ｈ28		410件

						Ｈ29		367件

		23		重点3 ジュウテン		短期海外研修プログラム参加者数 タンキカイガイケンシュウサンカシャスウ

						※1年以内のプログラム ネンイナイ

						※ゼミ旅行・研修は含まず リョコウケンシュウフク

						Ｈ24		158人

						Ｈ25		204人

						Ｈ26		272人

						Ｈ27		288人

						Ｈ28		256人

						Ｈ29		268人

		26				カウンセリングルームの利用状況 リヨウジョウキョウ

						Ｈ24		587回		85人

						Ｈ25		821回		82人

						Ｈ26		826回		95人

						Ｈ27		992回		92人

						Ｈ28		1,198回		115人

						Ｈ29		1,233回		113人

		31		重点3 ジュウテン		大学間学術交流協定数 ダイガクカンガクジュツコウリュウキョウテイスウ

						Ｈ24		14.0

						Ｈ25		19.0

						Ｈ26		21.0

						Ｈ27		26.0

						Ｈ28		27.0

						Ｈ29		33.0

						H30		35.0

		38		重点1 ジュウテン		キャンパスメンバーズ利用者数 リヨウシャスウ

						Ｈ24		2,501人

						Ｈ25		2,122人

						Ｈ26		2,253人

						Ｈ27		2,531人

						Ｈ28		2,501人

						Ｈ29		2,590人

		40		重点1 ジュウテン		公開講座数と受講生数 コウカイコウザスウジュコウセイスウ

						Ｈ24		146.0		9,651人

						Ｈ25		150.0		8,067人

						Ｈ26		135.0		8,260人

						Ｈ27		162.0		9,303人

						Ｈ28		189.0		9,999人

						Ｈ29		183.0		10,638人

		45		重点1 ジュウテン		市大授業 シダイジュギョウ

						Ｈ24		13.0		995人

						Ｈ25		13.0		886人

						Ｈ26		13.0		863人

						Ｈ27		13.0		1,033人

						Ｈ28		9.0		1,104人

						Ｈ29		9.0		1,119人

		45		重点1 ジュウテン		高校化学グランドコンテスト参加チーム数 コウコウカガクサンカスウ

						Ｈ24		59.0

						Ｈ25		70.0

						Ｈ26		67.0

						Ｈ27		65.0

						Ｈ28		71.0

						Ｈ29		100.0

		48				知財収入 チザイシュウニュウ

						Ｈ24		298,327円

						Ｈ25		5,559,034円

						Ｈ26		427,903円

						Ｈ27		1,375,657円

						Ｈ28		1,179,043円

						Ｈ29		7,950,099円

		50		重点1 ジュウテン		民間共同研究・受託研究の合計額 ミンカンキョウドウケンキュウジュタクケンキュウゴウケイガク

						Ｈ24		291,460,000円

						Ｈ25		278,829,000円

						Ｈ26		332,596,000円

						Ｈ27		317,317,000円

						Ｈ28		397,937,000円

						Ｈ29		464,039,000円

		53				年間手術件数 ネンカンシュジュツケンスウ

						Ｈ24		10,130件

						Ｈ25		10,943件

						Ｈ26		11,395件

						Ｈ27		11,745件

						Ｈ28		12,358件

						Ｈ29		12,609件

		58		重点1 ジュウテン		Med City21における受診者数 ジュシンシャスウ

								合計 ゴウケイ		健診受診者数 ケンシンジュシンシャスウ		外来受診者数 ガイライジュシンシャスウ

						Ｈ24		-		-		-

						Ｈ25		-		-		-

						Ｈ26		8,740人		3,117人		5,623人

						Ｈ27		17,381人		7,134人		10,247人

						Ｈ28		22,722人		11,605人		11,117人

						Ｈ29		25,737人		13,639人		12,098人





案 (2)

		

		40		重点1 ジュウテン		公開講座数と受講生数 コウカイコウザスウジュコウセイスウ

						Ｈ24		9,651人		146.0

						Ｈ25		8,067人		150.0

						Ｈ26		8,260人		135.0

						Ｈ27		9,303人		162.0

						Ｈ28		9,999人		189.0

						Ｈ29		10,638人		183.0

		50		重点1 ジュウテン		民間共同研究・受託研究の合計額 ミンカンキョウドウケンキュウジュタクケンキュウゴウケイガク				単位：百万円 タンイヒャクマンエン

						Ｈ24		291百万円

						Ｈ25		279百万円

						Ｈ26		333百万円

						Ｈ27		317百万円

						Ｈ28		398百万円

						Ｈ29		464百万円

		58		重点1 ジュウテン		Med City21における受診者数 ジュシンシャスウ

								健診受診者数 ケンシンジュシンシャスウ		外来受診者数 ガイライジュシンシャスウ		合計 ゴウケイ

						Ｈ24

						Ｈ25

						Ｈ26		3,117人		5,623人		8,740人

						Ｈ27		7,134人		10,247人		17,381人

						Ｈ28		11,605人		11,117人		22,722人

						Ｈ29		13,639人		12,098人		25,737人

		7		重点2 ジュウテン		大学院共通教育科目 ダイガクインキョウツウキョウイクカモク

								科目数 カモクスウ		クラス数 スウ		履修研究科数 リシュウケンキュウカスウ		履修者数 リシュウシャスウ

						Ｈ24

						Ｈ25

						Ｈ26

						Ｈ27								0

						Ｈ28		2		2		6		44

						Ｈ29		7		9		9		111

		3		重点3 ジュウテン		年間留学生総数（交換留学、短期受入等を含む年間総受入数） ネンカンリュウガクセイソウスウコウカンリュウガクタンキウケイトウフクネンカンソウウケイスウ

						Ｈ24		343人

						Ｈ25		359人

						Ｈ26		425人

						Ｈ27		434人

						Ｈ28		437人

						Ｈ29		404人

		23		重点3 ジュウテン		短期海外研修プログラム参加者数 タンキカイガイケンシュウサンカシャスウ

						※1年以内のプログラム ネンイナイ

						※ゼミ旅行・研修は含まず リョコウケンシュウフク

						Ｈ24		158人

						Ｈ25		204人

						Ｈ26		272人

						Ｈ27		288人

						Ｈ28		256人

						Ｈ29		268人

		31		重点3 ジュウテン		大学間学術交流協定数 ダイガクカンガクジュツコウリュウキョウテイスウ

						Ｈ24		14.0

						Ｈ25		19.0

						Ｈ26		21.0

						Ｈ27		26.0

						Ｈ28		27.0

						Ｈ29		33.0

		88				キャンパスツアー

								開催件数 カイサイケンスウ		参加者数 サンカシャスウ

						Ｈ25		0.0		0人

						Ｈ26		0.0		0人

						Ｈ27		8.0		132人

						Ｈ28		6.0		60人

						Ｈ29		13.0		200人

		53				Ｈ24		10130.0

						Ｈ25		10943.0

						Ｈ26		11395.0

						Ｈ27		11745.0

						Ｈ28		12358.0

						Ｈ29		12609.0

		23		重点3 ジュウテン

						Ｈ24		343人

						Ｈ25		359人

						Ｈ26		425人

						Ｈ27		434人

						Ｈ28		437人

						Ｈ29		404人

								研究系 ケンキュウケイ		研究系（補助事業・病院含む） ケンキュウケイホジョジギョウビョウインフク

		70				Ｈ24		32.3億円		13.5億円		45.8億円

						Ｈ25		33.5億円		10.2億円		43.7億円

						Ｈ26		31.4億円		7.6億円		39.0億円

						Ｈ27		31.6億円		6.8億円		38.4億円

						Ｈ28		32.2億円		6.0億円		38.2億円

						Ｈ29		34.2億円		6.2億円		40.4億円

						事業概要 ジギョウガイヨウ				H24		H25		H26		H27		H28		H29				学長･理事兼副学長のみを除いた数 ガクチョウリジケンフクガクチョウノゾスウ

								男 オトコ		616		619		610		613		597		606

								女 オンナ		94		103		106		102		114		113

								計 ケイ		710		722		716		715		711		719

								割合 ワリアイ		13.24%		14.27%		14.80%		14.27%		16.03%		15.72%

										西澤先生 ニシザワセンセイ		西澤先生 ニシザワセンセイ		西澤先生 ニシザワセンセイ		西澤先生 ニシザワセンセイ		荒川先生 アラカワセンセイ		荒川先生 アラカワセンセイ

												桐山先生 キリヤマセンセイ		桐山先生 キリヤマセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ

												宮野先生 ミヤノセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ

										男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		割合 ワリアイ

								H24		616		94		710		13.24%		13		西澤先生 ニシザワセンセイ

								H25		619		103		722		14.27%		14		西澤先生 ニシザワセンセイ		桐山先生 キリヤマセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ

								H26		610		106		716		14.80%		15		西澤先生 ニシザワセンセイ		桐山先生 キリヤマセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ

								H27		613		102		715		14.27%		14		西澤先生 ニシザワセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ

								H28		597		114		711		16.03%		16		荒川先生 アラカワセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ

								H29		606		113		719		15.72%		16		荒川先生 アラカワセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ

										女性教員数 ジョセイキョウインスウ		女性比率 ジョセイヒリツ

								H24		94		13.0

								H25		103		14.0

								H26		106		15.0

								H27		102		14.0

								H28		114		16.0

								H29		113		15.7

								H30		118		16.2

										司法試験（既修了者含む） シホウシケンスデシュウリョウシャフク		医師国家試験（新卒のみ） イシコッカシケンシンソツ		看護師国家（新卒のみ）試験 カンゴシコッカシンソツシケン		保健師国家試験（新卒のみ） ホケンシコッカシケンシンソツ		管理栄養士国家試験（新卒のみ） カンリエイヨウシコッカシケンシンソツ		社会福祉士国家試験（新卒のみ） シャカイフクシシコッカシケンシンソツ

								H24		17.6		94.4		100.0		100.0		86.5		90.9

								H25		33.0		98.8		100.0		96.4		93.8		94.1

								H26		17.4		97.6		97.7		100.0		100.0		92.9

								H27		18.6		95.7		100.0		100.0		93.9		100.0

								H28		13.1		88.6		100.0		100.0		94.4		70.0

								H29		17.2		95.0		98.1		100.0		97.1		73.0





案 (2)

		



公開講座受講者数推移（重点1：No40）



Sheet1 (2)

		



民間企業からの共同研究・受託研究の受入れ学の推移（重点1：No50）
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健診受診者数

外来受診者数

合計

Med City21における受診者数（重点1：No58）



		



科目数

クラス数

履修研究科数

履修者数

履修者数

大学院共通教育科目数（重点2：No7）



		



短期海外研修プログラム参加者数 ※1年以内のプログラム ※ゼミ旅行・研修は含まず

短期海外研修プログラム参加者数（重点3：No23） 
※1年以内のプログラム ※ゼミ旅行・研修は含まず



		



大学間学術交流協定数（重点3：No31）



		



公開講座受講者数推移（重点1：No40）



		





		



開催件数

参加者数



		



■　No70　研究系外部資金

■　No89　年間留学生総数

研究系

研究系（補助事業・病院含む）



		



研究系

研究系（補助事業・病院含む）



		



女性教員数

女性比率

女性教員比率



		



司法試験（既修了者含む）

医師国家試験（新卒のみ）

看護師国家（新卒のみ）試験

保健師国家試験（新卒のみ）

管理栄養士国家試験（新卒のみ）

社会福祉士国家試験（新卒のみ）



		



司法試験（既修了者含む）

医師国家試験（新卒のみ）

看護師国家（新卒のみ）試験

保健師国家試験（新卒のみ）

管理栄養士国家試験（新卒のみ）

社会福祉士国家試験（新卒のみ）



		第2期中期目標期間の成果（数値指標推移） ダイキチュウキモクヒョウキカンセイカスウチシヒョウスイイ



■　No7　大学院共通教育科目
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		第2期中期目標期間の成果（数値指標推移） ダイキチュウキモクヒョウキカンセイカスウチシヒョウスイイ



■　Med City21における受診者数

■　No58　Med City21における受診者数

■　No40　公開講座受講者数

■　No50民間企業からの共同研究・受託研究の受入額

■　No7　大学院共通教育科目

■　No50民間企業からの共同研究・受託研究の受入額

■　No31　大学間学術交流協定数

■　No23　短期海外研修プログラム参加者数
※1年以内のプログラム ※ゼミ旅行・研修は含まず
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■　No89　年間留学生総数
※交換留学、短期受入等を含む

■　No11　国家資格の合格率

■　No33　女性研究者人数・比率



		Ｈ24

		Ｈ25

		Ｈ26

		Ｈ27

		Ｈ28

		Ｈ29



291.46

278.829

332.596

317.317

397.937

464.039



		Ｈ24		Ｈ24		Ｈ24

		Ｈ25		Ｈ25		Ｈ25

		Ｈ26		Ｈ26		Ｈ26

		Ｈ27		Ｈ27		Ｈ27

		Ｈ28		Ｈ28		Ｈ28

		Ｈ29		Ｈ29		Ｈ29



健診受診者数

外来受診者数

合計
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短期海外研修プログラム参加者数 ※1年以内のプログラム ※ゼミ旅行・研修は含まず

■重点3：No23　短期海外研修プログラム参加者数
※1年以内のプログラム ※ゼミ旅行・研修は含まず
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■重点1：No50　民間企業からの共同研究・受託研究の受入額
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グラフ1

		H24

		H25

		H26

		H27

		H28

		H29

		H30



（人）

短期海外研修プログラム参加数

158

204

272

288

256

268

271



案

		1				進学ガイダンス実施回数 シンガクジッシカイスウ

						Ｈ24		47回

						Ｈ25		54回

						Ｈ26		54回

						Ｈ27		57回

						Ｈ28		58回

						Ｈ29		64回

		1				大学見学受入校数/人数 ダイガクケンガクウケイコウスウニンズウ

						Ｈ24		-

						Ｈ25		-

						Ｈ26		4校		250人

						Ｈ27		20校		520人

						Ｈ28		47校		2,251人

						Ｈ29		48校		2,578人

		3		重点3 ジュウテン		年間留学生総数（交換留学、短期受入等を含む年間総受入数） ネンカンリュウガクセイソウスウコウカンリュウガクタンキウケイトウフクネンカンソウウケイスウ

						Ｈ24		343人

						Ｈ25		359人

						Ｈ26		425人

						Ｈ27		434人

						Ｈ28		437人

						Ｈ29		404人

						H30		416人

		7		重点2 ジュウテン		大学院共通教育科目 ダイガクインキョウツウキョウイクカモク

						Ｈ24		-		-		-		-

						Ｈ25		-		-		-		-

						Ｈ26		-		-		-		-

						Ｈ27		-		-		-		-

						Ｈ28		2.0		2.0		6.0		44人

						Ｈ29		7.0		9.0		9.0		11人

		21				ラーニングコモンズ利用件数 リヨウケンスウ

						Ｈ24		45,750人

						Ｈ25		46,855人

						Ｈ26		56,146人

						Ｈ27		54,919人

						Ｈ28		66,637人

						Ｈ29		69,610人

		21				機関リポジトリ登録数 キカントウロクスウ

						Ｈ24		4,627件

						Ｈ25		10,391件

						Ｈ26		13,215件

						Ｈ27		14,736件

						Ｈ28		15,852件

						Ｈ29		16,681件

		22				障がい学生支援室相談件数 ショウガクセイシエンシツソウダンケンスウ

								受験予定者 ジュケンヨテイシャ		在学生・教員 ザイガクセイキョウイン

						Ｈ24		8件		17件

						Ｈ25		4件		30件

						Ｈ26		2件		30件

						Ｈ27		1件		26件

						Ｈ28		2件		51件

						Ｈ29		13件		250件

		22				学生なんでも相談窓口相談件数 ガクセイソウダンマドグチソウダンケンスウ

						Ｈ24		-

						Ｈ25		-

						Ｈ26		73件

						Ｈ27		201件

						Ｈ28		410件

						Ｈ29		367件

		23		重点3 ジュウテン		短期海外研修プログラム参加者数 タンキカイガイケンシュウサンカシャスウ

						※1年以内のプログラム ネンイナイ

						※ゼミ旅行・研修は含まず リョコウケンシュウフク

						Ｈ24		158人

						Ｈ25		204人

						Ｈ26		272人

						Ｈ27		288人

						Ｈ28		256人

						Ｈ29		268人

						Ｈ30		271人

		26				カウンセリングルームの利用状況 リヨウジョウキョウ

						Ｈ24		587回		85人

						Ｈ25		821回		82人

						Ｈ26		826回		95人

						Ｈ27		992回		92人

						Ｈ28		1,198回		115人

						Ｈ29		1,233回		113人

		31		重点3 ジュウテン		大学間学術交流協定数 ダイガクカンガクジュツコウリュウキョウテイスウ

						Ｈ24		14.0

						Ｈ25		19.0

						Ｈ26		21.0

						Ｈ27		26.0

						Ｈ28		27.0

						Ｈ29		33.0

						H30		35.0

		38		重点1 ジュウテン		キャンパスメンバーズ利用者数 リヨウシャスウ

						Ｈ24		2,501人

						Ｈ25		2,122人

						Ｈ26		2,253人

						Ｈ27		2,531人

						Ｈ28		2,501人

						Ｈ29		2,590人

		40		重点1 ジュウテン		公開講座数と受講生数 コウカイコウザスウジュコウセイスウ

						Ｈ24		146.0		9,651人

						Ｈ25		150.0		8,067人

						Ｈ26		135.0		8,260人

						Ｈ27		162.0		9,303人

						Ｈ28		189.0		9,999人

						Ｈ29		183.0		10,638人

		45		重点1 ジュウテン		市大授業 シダイジュギョウ

						Ｈ24		13.0		995人

						Ｈ25		13.0		886人

						Ｈ26		13.0		863人

						Ｈ27		13.0		1,033人

						Ｈ28		9.0		1,104人

						Ｈ29		9.0		1,119人

		45		重点1 ジュウテン		高校化学グランドコンテスト参加チーム数 コウコウカガクサンカスウ

						Ｈ24		59.0

						Ｈ25		70.0

						Ｈ26		67.0

						Ｈ27		65.0

						Ｈ28		71.0

						Ｈ29		100.0

		48				知財収入 チザイシュウニュウ

						Ｈ24		298,327円

						Ｈ25		5,559,034円

						Ｈ26		427,903円

						Ｈ27		1,375,657円

						Ｈ28		1,179,043円

						Ｈ29		7,950,099円

		50		重点1 ジュウテン		民間共同研究・受託研究の合計額 ミンカンキョウドウケンキュウジュタクケンキュウゴウケイガク

						Ｈ24		291,460,000円

						Ｈ25		278,829,000円

						Ｈ26		332,596,000円

						Ｈ27		317,317,000円

						Ｈ28		397,937,000円

						Ｈ29		464,039,000円

		53				年間手術件数 ネンカンシュジュツケンスウ

						Ｈ24		10,130件

						Ｈ25		10,943件

						Ｈ26		11,395件

						Ｈ27		11,745件

						Ｈ28		12,358件

						Ｈ29		12,609件

		58		重点1 ジュウテン		Med City21における受診者数 ジュシンシャスウ

								合計 ゴウケイ		健診受診者数 ケンシンジュシンシャスウ		外来受診者数 ガイライジュシンシャスウ

						Ｈ24		-		-		-

						Ｈ25		-		-		-

						Ｈ26		8,740人		3,117人		5,623人

						Ｈ27		17,381人		7,134人		10,247人

						Ｈ28		22,722人		11,605人		11,117人

						Ｈ29		25,737人		13,639人		12,098人





案 (2)

		

		40		重点1 ジュウテン		公開講座数と受講生数 コウカイコウザスウジュコウセイスウ

						Ｈ24		9,651人		146.0

						Ｈ25		8,067人		150.0

						Ｈ26		8,260人		135.0

						Ｈ27		9,303人		162.0

						Ｈ28		9,999人		189.0

						Ｈ29		10,638人		183.0

		50		重点1 ジュウテン		民間共同研究・受託研究の合計額 ミンカンキョウドウケンキュウジュタクケンキュウゴウケイガク				単位：百万円 タンイヒャクマンエン

						Ｈ24		291百万円

						Ｈ25		279百万円

						Ｈ26		333百万円

						Ｈ27		317百万円

						Ｈ28		398百万円

						Ｈ29		464百万円

		58		重点1 ジュウテン		Med City21における受診者数 ジュシンシャスウ

								健診受診者数 ケンシンジュシンシャスウ		外来受診者数 ガイライジュシンシャスウ		合計 ゴウケイ

						Ｈ24

						Ｈ25

						Ｈ26		3,117人		5,623人		8,740人

						Ｈ27		7,134人		10,247人		17,381人

						Ｈ28		11,605人		11,117人		22,722人

						Ｈ29		13,639人		12,098人		25,737人

		7		重点2 ジュウテン		大学院共通教育科目 ダイガクインキョウツウキョウイクカモク

								科目数 カモクスウ		クラス数 スウ		履修研究科数 リシュウケンキュウカスウ		履修者数 リシュウシャスウ

						Ｈ24

						Ｈ25

						Ｈ26

						Ｈ27								0

						Ｈ28		2		2		6		44

						Ｈ29		7		9		9		111

		3		重点3 ジュウテン		年間留学生総数（交換留学、短期受入等を含む年間総受入数） ネンカンリュウガクセイソウスウコウカンリュウガクタンキウケイトウフクネンカンソウウケイスウ

						Ｈ24		343人

						Ｈ25		359人

						Ｈ26		425人

						Ｈ27		434人

						Ｈ28		437人

						Ｈ29		404人

		23		重点3 ジュウテン		短期海外研修プログラム参加者数 タンキカイガイケンシュウサンカシャスウ

						※1年以内のプログラム ネンイナイ

						※ゼミ旅行・研修は含まず リョコウケンシュウフク

						H24		158

						H25		204

						H26		272

						H27		288

						H28		256

						H29		268

						H30		271

		31		重点3 ジュウテン		大学間学術交流協定数 ダイガクカンガクジュツコウリュウキョウテイスウ

						Ｈ24		14.0

						Ｈ25		19.0

						Ｈ26		21.0

						Ｈ27		26.0

						Ｈ28		27.0

						Ｈ29		33.0

		88				キャンパスツアー

								開催件数 カイサイケンスウ		参加者数 サンカシャスウ

						Ｈ25		0.0		0人

						Ｈ26		0.0		0人

						Ｈ27		8.0		132人

						Ｈ28		6.0		60人

						Ｈ29		13.0		200人

		53				Ｈ24		10130.0

						Ｈ25		10943.0

						Ｈ26		11395.0

						Ｈ27		11745.0

						Ｈ28		12358.0

						Ｈ29		12609.0

		23		重点3 ジュウテン

						Ｈ24		343人

						Ｈ25		359人

						Ｈ26		425人

						Ｈ27		434人

						Ｈ28		437人

						Ｈ29		404人

						病院 ビョウイン		研究系 ケンキュウケイ		外部資金獲得総額 ガイブシキンカクトクソウガク

		70		Ｈ24		32.3億円		13.5億円		45.8億円

				Ｈ25		33.5億円		10.2億円		43.7億円

				Ｈ26		31.4億円		7.6億円		39.0億円

				Ｈ27		31.6億円		6.8億円		38.4億円

				Ｈ28		32.2億円		6.0億円		38.2億円

				Ｈ29		34.2億円		6.2億円		40.4億円

				Ｈ30						44.1億円

						事業概要 ジギョウガイヨウ				H24		H25		H26		H27		H28		H29				学長･理事兼副学長のみを除いた数 ガクチョウリジケンフクガクチョウノゾスウ

								男 オトコ		616		619		610		613		597		606

								女 オンナ		94		103		106		102		114		113

								計 ケイ		710		722		716		715		711		719

								割合 ワリアイ		13.24%		14.27%		14.80%		14.27%		16.03%		15.72%

										西澤先生 ニシザワセンセイ		西澤先生 ニシザワセンセイ		西澤先生 ニシザワセンセイ		西澤先生 ニシザワセンセイ		荒川先生 アラカワセンセイ		荒川先生 アラカワセンセイ

												桐山先生 キリヤマセンセイ		桐山先生 キリヤマセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ

												宮野先生 ミヤノセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ

										男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		割合 ワリアイ

								H24		616		94		710		13.24%		13		西澤先生 ニシザワセンセイ

								H25		619		103		722		14.27%		14		西澤先生 ニシザワセンセイ		桐山先生 キリヤマセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ

								H26		610		106		716		14.80%		15		西澤先生 ニシザワセンセイ		桐山先生 キリヤマセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ

								H27		613		102		715		14.27%		14		西澤先生 ニシザワセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ

								H28		597		114		711		16.03%		16		荒川先生 アラカワセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ

								H29		606		113		719		15.72%		16		荒川先生 アラカワセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ

										女性教員数 ジョセイキョウインスウ		女性比率 ジョセイヒリツ

								H24		94人		13.0

								H25		103人		14.0

								H26		106人		15.0

								H27		102人		14.0

								H28		114人		16.0

								H29		113人		15.7

								H30		118人		16.2

										司法試験（既修了者含む） シホウシケンスデシュウリョウシャフク		医師国家試験（新卒のみ） イシコッカシケンシンソツ		看護師国家（新卒のみ）試験 カンゴシコッカシンソツシケン		保健師国家試験（新卒のみ） ホケンシコッカシケンシンソツ		管理栄養士国家試験（新卒のみ） カンリエイヨウシコッカシケンシンソツ		社会福祉士国家試験（新卒のみ） シャカイフクシシコッカシケンシンソツ

								H24		17.6		94.4		100.0		100.0		86.5		90.9

								H25		33.0		98.8		100.0		96.4		93.8		94.1

								H26		17.4		97.6		97.7		100.0		100.0		92.9

								H27		18.6		95.7		100.0		100.0		93.9		100.0

								H28		13.1		88.6		100.0		100.0		94.4		70.0

								H29		17.2		95.0		98.1		100.0		97.1		73.0





案 (2)

		



公開講座受講者数推移（重点1：No40）



Sheet1 (2)

		



民間企業からの共同研究・受託研究の受入れ学の推移（重点1：No50）
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		第2期中期目標期間の成果（数値指標推移） ダイキチュウキモクヒョウキカンセイカスウチシヒョウスイイ
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		第2期中期目標期間の成果（数値指標推移） ダイキチュウキモクヒョウキカンセイカスウチシヒョウスイイ



■　Med City21における受診者数

■　No58　Med City21における受診者数

■　No40　公開講座受講者数

■　No50民間企業からの共同研究・受託研究の受入額

■　No7　大学院共通教育科目

■　No50民間企業からの共同研究・受託研究の受入額

■　No31　大学間学術交流協定数

■　No23　短期海外研修プログラム参加者数
※1年以内のプログラム ※ゼミ旅行・研修は含まず
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■　No11　国家資格の合格率
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■重点1：No50　民間企業からの共同研究・受託研究の受入額
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グラフ1

		H24

		H25

		H26

		H27

		H28

		H29

		H30



（人）

年間留学生総数

343

359

425

434

437

404

416



案

		1				進学ガイダンス実施回数 シンガクジッシカイスウ

						Ｈ24		47回

						Ｈ25		54回

						Ｈ26		54回

						Ｈ27		57回

						Ｈ28		58回

						Ｈ29		64回

		1				大学見学受入校数/人数 ダイガクケンガクウケイコウスウニンズウ

						Ｈ24		-

						Ｈ25		-

						Ｈ26		4校		250人

						Ｈ27		20校		520人

						Ｈ28		47校		2,251人

						Ｈ29		48校		2,578人

		3		重点3 ジュウテン		年間留学生総数（交換留学、短期受入等を含む年間総受入数） ネンカンリュウガクセイソウスウコウカンリュウガクタンキウケイトウフクネンカンソウウケイスウ

						Ｈ24		343人

						Ｈ25		359人

						Ｈ26		425人

						Ｈ27		434人

						Ｈ28		437人

						Ｈ29		404人

						H30		416人

		7		重点2 ジュウテン		大学院共通教育科目 ダイガクインキョウツウキョウイクカモク

						Ｈ24		-		-		-		-

						Ｈ25		-		-		-		-

						Ｈ26		-		-		-		-

						Ｈ27		-		-		-		-

						Ｈ28		2.0		2.0		6.0		44人

						Ｈ29		7.0		9.0		9.0		11人

		21				ラーニングコモンズ利用件数 リヨウケンスウ

						Ｈ24		45,750人

						Ｈ25		46,855人

						Ｈ26		56,146人

						Ｈ27		54,919人

						Ｈ28		66,637人

						Ｈ29		69,610人

		21				機関リポジトリ登録数 キカントウロクスウ

						Ｈ24		4,627件

						Ｈ25		10,391件

						Ｈ26		13,215件

						Ｈ27		14,736件

						Ｈ28		15,852件

						Ｈ29		16,681件

		22				障がい学生支援室相談件数 ショウガクセイシエンシツソウダンケンスウ

								受験予定者 ジュケンヨテイシャ		在学生・教員 ザイガクセイキョウイン

						Ｈ24		8件		17件

						Ｈ25		4件		30件

						Ｈ26		2件		30件

						Ｈ27		1件		26件

						Ｈ28		2件		51件

						Ｈ29		13件		250件

		22				学生なんでも相談窓口相談件数 ガクセイソウダンマドグチソウダンケンスウ

						Ｈ24		-

						Ｈ25		-

						Ｈ26		73件

						Ｈ27		201件

						Ｈ28		410件

						Ｈ29		367件

		23		重点3 ジュウテン		短期海外研修プログラム参加者数 タンキカイガイケンシュウサンカシャスウ

						※1年以内のプログラム ネンイナイ

						※ゼミ旅行・研修は含まず リョコウケンシュウフク

						Ｈ24		158人

						Ｈ25		204人

						Ｈ26		272人

						Ｈ27		288人

						Ｈ28		256人

						Ｈ29		268人

						Ｈ30		271人

		26				カウンセリングルームの利用状況 リヨウジョウキョウ

						Ｈ24		587回		85人

						Ｈ25		821回		82人

						Ｈ26		826回		95人

						Ｈ27		992回		92人

						Ｈ28		1,198回		115人

						Ｈ29		1,233回		113人

		31		重点3 ジュウテン		大学間学術交流協定数 ダイガクカンガクジュツコウリュウキョウテイスウ

						Ｈ24		14.0

						Ｈ25		19.0

						Ｈ26		21.0

						Ｈ27		26.0

						Ｈ28		27.0

						Ｈ29		33.0

						H30		35.0

		38		重点1 ジュウテン		キャンパスメンバーズ利用者数 リヨウシャスウ

						Ｈ24		2,501人

						Ｈ25		2,122人

						Ｈ26		2,253人

						Ｈ27		2,531人

						Ｈ28		2,501人

						Ｈ29		2,590人

		40		重点1 ジュウテン		公開講座数と受講生数 コウカイコウザスウジュコウセイスウ

						Ｈ24		146.0		9,651人

						Ｈ25		150.0		8,067人

						Ｈ26		135.0		8,260人

						Ｈ27		162.0		9,303人

						Ｈ28		189.0		9,999人

						Ｈ29		183.0		10,638人

		45		重点1 ジュウテン		市大授業 シダイジュギョウ

						Ｈ24		13.0		995人

						Ｈ25		13.0		886人

						Ｈ26		13.0		863人

						Ｈ27		13.0		1,033人

						Ｈ28		9.0		1,104人

						Ｈ29		9.0		1,119人

		45		重点1 ジュウテン		高校化学グランドコンテスト参加チーム数 コウコウカガクサンカスウ

						Ｈ24		59.0

						Ｈ25		70.0

						Ｈ26		67.0

						Ｈ27		65.0

						Ｈ28		71.0

						Ｈ29		100.0

		48				知財収入 チザイシュウニュウ

						Ｈ24		298,327円

						Ｈ25		5,559,034円

						Ｈ26		427,903円

						Ｈ27		1,375,657円

						Ｈ28		1,179,043円

						Ｈ29		7,950,099円

		50		重点1 ジュウテン		民間共同研究・受託研究の合計額 ミンカンキョウドウケンキュウジュタクケンキュウゴウケイガク

						Ｈ24		291,460,000円

						Ｈ25		278,829,000円

						Ｈ26		332,596,000円

						Ｈ27		317,317,000円

						Ｈ28		397,937,000円

						Ｈ29		464,039,000円

		53				年間手術件数 ネンカンシュジュツケンスウ

						Ｈ24		10,130件

						Ｈ25		10,943件

						Ｈ26		11,395件

						Ｈ27		11,745件

						Ｈ28		12,358件

						Ｈ29		12,609件

		58		重点1 ジュウテン		Med City21における受診者数 ジュシンシャスウ

								合計 ゴウケイ		健診受診者数 ケンシンジュシンシャスウ		外来受診者数 ガイライジュシンシャスウ

						Ｈ24		-		-		-

						Ｈ25		-		-		-

						Ｈ26		8,740人		3,117人		5,623人

						Ｈ27		17,381人		7,134人		10,247人

						Ｈ28		22,722人		11,605人		11,117人

						Ｈ29		25,737人		13,639人		12,098人





案 (2)

		

		40		重点1 ジュウテン		公開講座数と受講生数 コウカイコウザスウジュコウセイスウ

						Ｈ24		9,651人		146.0

						Ｈ25		8,067人		150.0

						Ｈ26		8,260人		135.0

						Ｈ27		9,303人		162.0

						Ｈ28		9,999人		189.0

						Ｈ29		10,638人		183.0

		50		重点1 ジュウテン		民間共同研究・受託研究の合計額 ミンカンキョウドウケンキュウジュタクケンキュウゴウケイガク				単位：百万円 タンイヒャクマンエン

						Ｈ24		291百万円

						Ｈ25		279百万円

						Ｈ26		333百万円

						Ｈ27		317百万円

						Ｈ28		398百万円

						Ｈ29		464百万円

		58		重点1 ジュウテン		Med City21における受診者数 ジュシンシャスウ

								健診受診者数 ケンシンジュシンシャスウ		外来受診者数 ガイライジュシンシャスウ		合計 ゴウケイ

						Ｈ24

						Ｈ25

						Ｈ26		3,117人		5,623人		8,740人

						Ｈ27		7,134人		10,247人		17,381人

						Ｈ28		11,605人		11,117人		22,722人

						Ｈ29		13,639人		12,098人		25,737人

		7		重点2 ジュウテン		大学院共通教育科目 ダイガクインキョウツウキョウイクカモク

								科目数 カモクスウ		クラス数 スウ		履修研究科数 リシュウケンキュウカスウ		履修者数 リシュウシャスウ

						Ｈ24

						Ｈ25

						Ｈ26

						Ｈ27								0

						Ｈ28		2		2		6		44

						Ｈ29		7		9		9		111

		3		重点3 ジュウテン		年間留学生総数（交換留学、短期受入等を含む年間総受入数） ネンカンリュウガクセイソウスウコウカンリュウガクタンキウケイトウフクネンカンソウウケイスウ

						Ｈ24		343人

						Ｈ25		359人

						Ｈ26		425人

						Ｈ27		434人

						Ｈ28		437人

						Ｈ29		404人

		23		重点3 ジュウテン		短期海外研修プログラム参加者数 タンキカイガイケンシュウサンカシャスウ

						※1年以内のプログラム ネンイナイ

						※ゼミ旅行・研修は含まず リョコウケンシュウフク

						Ｈ24		158人

						Ｈ25		204人

						Ｈ26		272人

						Ｈ27		288人

						Ｈ28		256人

						Ｈ29		268人

						Ｈ30		271人

		31		重点3 ジュウテン		大学間学術交流協定数 ダイガクカンガクジュツコウリュウキョウテイスウ

						Ｈ24		14.0

						Ｈ25		19.0

						Ｈ26		21.0

						Ｈ27		26.0

						Ｈ28		27.0

						Ｈ29		33.0

		88				キャンパスツアー

								開催件数 カイサイケンスウ		参加者数 サンカシャスウ

						Ｈ25		0.0		0人

						Ｈ26		0.0		0人

						Ｈ27		8.0		132人

						Ｈ28		6.0		60人

						Ｈ29		13.0		200人

		53				Ｈ24		10130.0

						Ｈ25		10943.0

						Ｈ26		11395.0

						Ｈ27		11745.0

						Ｈ28		12358.0

						Ｈ29		12609.0

		23		重点3 ジュウテン

						H24		343

						H25		359

						H26		425

						H27		434

						H28		437

						H29		404

						H30		416

						病院 ビョウイン		研究系 ケンキュウケイ		外部資金獲得総額 ガイブシキンカクトクソウガク

		70		Ｈ24		32.3億円		13.5億円		45.8億円

				Ｈ25		33.5億円		10.2億円		43.7億円

				Ｈ26		31.4億円		7.6億円		39.0億円

				Ｈ27		31.6億円		6.8億円		38.4億円

				Ｈ28		32.2億円		6.0億円		38.2億円

				Ｈ29		34.2億円		6.2億円		40.4億円

				Ｈ30						44.1億円

						事業概要 ジギョウガイヨウ				H24		H25		H26		H27		H28		H29				学長･理事兼副学長のみを除いた数 ガクチョウリジケンフクガクチョウノゾスウ

								男 オトコ		616		619		610		613		597		606

								女 オンナ		94		103		106		102		114		113

								計 ケイ		710		722		716		715		711		719

								割合 ワリアイ		13.24%		14.27%		14.80%		14.27%		16.03%		15.72%

										西澤先生 ニシザワセンセイ		西澤先生 ニシザワセンセイ		西澤先生 ニシザワセンセイ		西澤先生 ニシザワセンセイ		荒川先生 アラカワセンセイ		荒川先生 アラカワセンセイ

												桐山先生 キリヤマセンセイ		桐山先生 キリヤマセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ

												宮野先生 ミヤノセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ

										男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		割合 ワリアイ

								H24		616		94		710		13.24%		13		西澤先生 ニシザワセンセイ

								H25		619		103		722		14.27%		14		西澤先生 ニシザワセンセイ		桐山先生 キリヤマセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ

								H26		610		106		716		14.80%		15		西澤先生 ニシザワセンセイ		桐山先生 キリヤマセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ

								H27		613		102		715		14.27%		14		西澤先生 ニシザワセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ

								H28		597		114		711		16.03%		16		荒川先生 アラカワセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ

								H29		606		113		719		15.72%		16		荒川先生 アラカワセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ

										女性教員数 ジョセイキョウインスウ		女性比率 ジョセイヒリツ

								H24		94人		13.0

								H25		103人		14.0

								H26		106人		15.0

								H27		102人		14.0

								H28		114人		16.0

								H29		113人		15.7

								H30		118人		16.2

										司法試験（既修了者含む） シホウシケンスデシュウリョウシャフク		医師国家試験（新卒のみ） イシコッカシケンシンソツ		看護師国家（新卒のみ）試験 カンゴシコッカシンソツシケン		保健師国家試験（新卒のみ） ホケンシコッカシケンシンソツ		管理栄養士国家試験（新卒のみ） カンリエイヨウシコッカシケンシンソツ		社会福祉士国家試験（新卒のみ） シャカイフクシシコッカシケンシンソツ

								H24		17.6		94.4		100.0		100.0		86.5		90.9

								H25		33.0		98.8		100.0		96.4		93.8		94.1

								H26		17.4		97.6		97.7		100.0		100.0		92.9

								H27		18.6		95.7		100.0		100.0		93.9		100.0

								H28		13.1		88.6		100.0		100.0		94.4		70.0

								H29		17.2		95.0		98.1		100.0		97.1		73.0
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公開講座受講者数推移（重点1：No40）
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民間企業からの共同研究・受託研究の受入れ学の推移（重点1：No50）
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		第2期中期目標期間の成果（数値指標推移） ダイキチュウキモクヒョウキカンセイカスウチシヒョウスイイ
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		第2期中期目標期間の成果（数値指標推移） ダイキチュウキモクヒョウキカンセイカスウチシヒョウスイイ



■　Med City21における受診者数
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■重点1：No50　民間企業からの共同研究・受託研究の受入額
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グラフ1
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案

		1				進学ガイダンス実施回数 シンガクジッシカイスウ

						Ｈ24		47回

						Ｈ25		54回

						Ｈ26		54回

						Ｈ27		57回

						Ｈ28		58回

						Ｈ29		64回

		1				大学見学受入校数/人数 ダイガクケンガクウケイコウスウニンズウ

						Ｈ24		-

						Ｈ25		-

						Ｈ26		4校		250人

						Ｈ27		20校		520人

						Ｈ28		47校		2,251人

						Ｈ29		48校		2,578人

		3		重点3 ジュウテン		年間留学生総数（交換留学、短期受入等を含む年間総受入数） ネンカンリュウガクセイソウスウコウカンリュウガクタンキウケイトウフクネンカンソウウケイスウ

						Ｈ24		343人

						Ｈ25		359人

						Ｈ26		425人

						Ｈ27		434人

						Ｈ28		437人

						Ｈ29		404人

						H30		416人

		7		重点2 ジュウテン		大学院共通教育科目 ダイガクインキョウツウキョウイクカモク

						Ｈ24		-		-		-		-

						Ｈ25		-		-		-		-

						Ｈ26		-		-		-		-

						Ｈ27		-		-		-		-

						Ｈ28		2.0		2.0		6.0		44人

						Ｈ29		7.0		9.0		9.0		11人

		21				ラーニングコモンズ利用件数 リヨウケンスウ

						Ｈ24		45,750人

						Ｈ25		46,855人

						Ｈ26		56,146人

						Ｈ27		54,919人

						Ｈ28		66,637人

						Ｈ29		69,610人

		21				機関リポジトリ登録数 キカントウロクスウ

						Ｈ24		4,627件

						Ｈ25		10,391件

						Ｈ26		13,215件

						Ｈ27		14,736件

						Ｈ28		15,852件

						Ｈ29		16,681件

		22				障がい学生支援室相談件数 ショウガクセイシエンシツソウダンケンスウ

								受験予定者 ジュケンヨテイシャ		在学生・教員 ザイガクセイキョウイン

						Ｈ24		8件		17件

						Ｈ25		4件		30件

						Ｈ26		2件		30件

						Ｈ27		1件		26件

						Ｈ28		2件		51件

						Ｈ29		13件		250件

		22				学生なんでも相談窓口相談件数 ガクセイソウダンマドグチソウダンケンスウ

						Ｈ24		-

						Ｈ25		-

						Ｈ26		73件

						Ｈ27		201件

						Ｈ28		410件

						Ｈ29		367件

		23		重点3 ジュウテン		短期海外研修プログラム参加者数 タンキカイガイケンシュウサンカシャスウ

						※1年以内のプログラム ネンイナイ

						※ゼミ旅行・研修は含まず リョコウケンシュウフク

						Ｈ24		158人

						Ｈ25		204人

						Ｈ26		272人

						Ｈ27		288人

						Ｈ28		256人

						Ｈ29		268人

						Ｈ30		271人

		26				カウンセリングルームの利用状況 リヨウジョウキョウ

						Ｈ24		587回		85人

						Ｈ25		821回		82人

						Ｈ26		826回		95人

						Ｈ27		992回		92人

						Ｈ28		1,198回		115人

						Ｈ29		1,233回		113人

		31		重点3 ジュウテン		大学間学術交流協定数 ダイガクカンガクジュツコウリュウキョウテイスウ

						H24		14

						H25		19

						H26		21

						H27		26

						H28		27

						H29		33

						H30		35

		38		重点1 ジュウテン		キャンパスメンバーズ利用者数 リヨウシャスウ

						Ｈ24		2,501人

						Ｈ25		2,122人

						Ｈ26		2,253人

						Ｈ27		2,531人

						Ｈ28		2,501人

						Ｈ29		2,590人

		40		重点1 ジュウテン		公開講座数と受講生数 コウカイコウザスウジュコウセイスウ

						Ｈ24		146.0		9,651人

						Ｈ25		150.0		8,067人

						Ｈ26		135.0		8,260人

						Ｈ27		162.0		9,303人

						Ｈ28		189.0		9,999人

						Ｈ29		183.0		10,638人

		45		重点1 ジュウテン		市大授業 シダイジュギョウ

						Ｈ24		13.0		995人

						Ｈ25		13.0		886人

						Ｈ26		13.0		863人

						Ｈ27		13.0		1,033人

						Ｈ28		9.0		1,104人

						Ｈ29		9.0		1,119人

		45		重点1 ジュウテン		高校化学グランドコンテスト参加チーム数 コウコウカガクサンカスウ

						Ｈ24		59.0

						Ｈ25		70.0

						Ｈ26		67.0

						Ｈ27		65.0

						Ｈ28		71.0

						Ｈ29		100.0

		48				知財収入 チザイシュウニュウ

						Ｈ24		298,327円

						Ｈ25		5,559,034円

						Ｈ26		427,903円

						Ｈ27		1,375,657円

						Ｈ28		1,179,043円

						Ｈ29		7,950,099円

		50		重点1 ジュウテン		民間共同研究・受託研究の合計額 ミンカンキョウドウケンキュウジュタクケンキュウゴウケイガク

						Ｈ24		291,460,000円

						Ｈ25		278,829,000円

						Ｈ26		332,596,000円

						Ｈ27		317,317,000円

						Ｈ28		397,937,000円

						Ｈ29		464,039,000円

		53				年間手術件数 ネンカンシュジュツケンスウ

						Ｈ24		10,130件

						Ｈ25		10,943件

						Ｈ26		11,395件

						Ｈ27		11,745件

						Ｈ28		12,358件

						Ｈ29		12,609件

		58		重点1 ジュウテン		Med City21における受診者数 ジュシンシャスウ

								合計 ゴウケイ		健診受診者数 ケンシンジュシンシャスウ		外来受診者数 ガイライジュシンシャスウ

						Ｈ24		-		-		-

						Ｈ25		-		-		-

						Ｈ26		8,740人		3,117人		5,623人

						Ｈ27		17,381人		7,134人		10,247人

						Ｈ28		22,722人		11,605人		11,117人

						Ｈ29		25,737人		13,639人		12,098人





案 (2)

		

		40		重点1 ジュウテン		公開講座数と受講生数 コウカイコウザスウジュコウセイスウ

						Ｈ24		9,651人		146.0

						Ｈ25		8,067人		150.0

						Ｈ26		8,260人		135.0

						Ｈ27		9,303人		162.0

						Ｈ28		9,999人		189.0

						Ｈ29		10,638人		183.0

		50		重点1 ジュウテン		民間共同研究・受託研究の合計額 ミンカンキョウドウケンキュウジュタクケンキュウゴウケイガク				単位：百万円 タンイヒャクマンエン

						Ｈ24		291百万円

						Ｈ25		279百万円

						Ｈ26		333百万円

						Ｈ27		317百万円

						Ｈ28		398百万円

						Ｈ29		464百万円

		58		重点1 ジュウテン		Med City21における受診者数 ジュシンシャスウ

								健診受診者数 ケンシンジュシンシャスウ		外来受診者数 ガイライジュシンシャスウ		合計 ゴウケイ

						Ｈ24

						Ｈ25

						Ｈ26		3,117人		5,623人		8,740人

						Ｈ27		7,134人		10,247人		17,381人

						Ｈ28		11,605人		11,117人		22,722人

						Ｈ29		13,639人		12,098人		25,737人

		7		重点2 ジュウテン		大学院共通教育科目 ダイガクインキョウツウキョウイクカモク

								科目数 カモクスウ		クラス数 スウ		履修研究科数 リシュウケンキュウカスウ		履修者数 リシュウシャスウ

						Ｈ24

						Ｈ25

						Ｈ26

						Ｈ27								0

						Ｈ28		2		2		6		44

						Ｈ29		7		9		9		111

		3		重点3 ジュウテン		年間留学生総数（交換留学、短期受入等を含む年間総受入数） ネンカンリュウガクセイソウスウコウカンリュウガクタンキウケイトウフクネンカンソウウケイスウ

						Ｈ24		343人

						Ｈ25		359人

						Ｈ26		425人

						Ｈ27		434人

						Ｈ28		437人

						Ｈ29		404人

		23		重点3 ジュウテン		短期海外研修プログラム参加者数 タンキカイガイケンシュウサンカシャスウ

						※1年以内のプログラム ネンイナイ

						※ゼミ旅行・研修は含まず リョコウケンシュウフク

						Ｈ24		158人

						Ｈ25		204人

						Ｈ26		272人

						Ｈ27		288人

						Ｈ28		256人

						Ｈ29		268人

						Ｈ30		271人

		31		重点3 ジュウテン		大学間学術交流協定数 ダイガクカンガクジュツコウリュウキョウテイスウ

						Ｈ24		14

						Ｈ25		19

						Ｈ26		21

						Ｈ27		26

						Ｈ28		27

						Ｈ29		33

						Ｈ30		35

		88				キャンパスツアー

								開催件数 カイサイケンスウ		参加者数 サンカシャスウ

						Ｈ25		0.0		0人

						Ｈ26		0.0		0人

						Ｈ27		8.0		132人

						Ｈ28		6.0		60人

						Ｈ29		13.0		200人

		53				Ｈ24		10130.0

						Ｈ25		10943.0

						Ｈ26		11395.0

						Ｈ27		11745.0

						Ｈ28		12358.0

						Ｈ29		12609.0

		23		重点3 ジュウテン

						Ｈ24		343人

						Ｈ25		359人

						Ｈ26		425人

						Ｈ27		434人

						Ｈ28		437人

						Ｈ29		404人

						Ｈ30		416人

						病院 ビョウイン		研究系 ケンキュウケイ		外部資金獲得総額 ガイブシキンカクトクソウガク

		70		Ｈ24		32.3億円		13.5億円		45.8億円

				Ｈ25		33.5億円		10.2億円		43.7億円

				Ｈ26		31.4億円		7.6億円		39.0億円

				Ｈ27		31.6億円		6.8億円		38.4億円

				Ｈ28		32.2億円		6.0億円		38.2億円

				Ｈ29		34.2億円		6.2億円		40.4億円

				Ｈ30						44.1億円

						事業概要 ジギョウガイヨウ				H24		H25		H26		H27		H28		H29				学長･理事兼副学長のみを除いた数 ガクチョウリジケンフクガクチョウノゾスウ

								男 オトコ		616		619		610		613		597		606

								女 オンナ		94		103		106		102		114		113

								計 ケイ		710		722		716		715		711		719

								割合 ワリアイ		13.24%		14.27%		14.80%		14.27%		16.03%		15.72%

										西澤先生 ニシザワセンセイ		西澤先生 ニシザワセンセイ		西澤先生 ニシザワセンセイ		西澤先生 ニシザワセンセイ		荒川先生 アラカワセンセイ		荒川先生 アラカワセンセイ

												桐山先生 キリヤマセンセイ		桐山先生 キリヤマセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ

												宮野先生 ミヤノセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ

										男 オトコ		女 オンナ		計 ケイ		割合 ワリアイ

								H24		616		94		710		13.24%		13		西澤先生 ニシザワセンセイ

								H25		619		103		722		14.27%		14		西澤先生 ニシザワセンセイ		桐山先生 キリヤマセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ

								H26		610		106		716		14.80%		15		西澤先生 ニシザワセンセイ		桐山先生 キリヤマセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ

								H27		613		102		715		14.27%		14		西澤先生 ニシザワセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		宮野先生 ミヤノセンセイ

								H28		597		114		711		16.03%		16		荒川先生 アラカワセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ

								H29		606		113		719		15.72%		16		荒川先生 アラカワセンセイ		井上先生 イノウエセンセイ		櫻木先生 サクラギセンセイ

										女性教員数 ジョセイキョウインスウ		女性比率 ジョセイヒリツ

								H24		94人		13.0

								H25		103人		14.0

								H26		106人		15.0

								H27		102人		14.0

								H28		114人		16.0

								H29		113人		15.7

								H30		118人		16.2

										司法試験（既修了者含む） シホウシケンスデシュウリョウシャフク		医師国家試験（新卒のみ） イシコッカシケンシンソツ		看護師国家（新卒のみ）試験 カンゴシコッカシンソツシケン		保健師国家試験（新卒のみ） ホケンシコッカシケンシンソツ		管理栄養士国家試験（新卒のみ） カンリエイヨウシコッカシケンシンソツ		社会福祉士国家試験（新卒のみ） シャカイフクシシコッカシケンシンソツ

								H24		17.6		94.4		100.0		100.0		86.5		90.9

								H25		33.0		98.8		100.0		96.4		93.8		94.1

								H26		17.4		97.6		97.7		100.0		100.0		92.9

								H27		18.6		95.7		100.0		100.0		93.9		100.0

								H28		13.1		88.6		100.0		100.0		94.4		70.0

								H29		17.2		95.0		98.1		100.0		97.1		73.0
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民間企業からの共同研究・受託研究の受入れ学の推移（重点1：No50）
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