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九．事務組織 

［到達目標］ 

① 質の高い医師・看護師の養成、医学・看護学の研究推進、質の高い医療提供の実現に

向けて、適切かつ効率的に機能する組織を構築する。 

② 安定した財政基盤の構築に寄与する。 

③ 上記目標を実現する為に教職員の人材育成を推進する。 

 

１．事務組織の構成 

(1) 事務組織の構成と人員配置 

［現状の把握］ 

本学は医師ならびに看護師の養成を目的に設置された単科の医科大学であり、教育・研

究・診療・管理運営を 4 本の柱として運営されている。事務組織はこの 4 本の柱が円滑

に運営されるよう次の通り組織され、各部長を通じて統括されている。現在の事務組織は

2004 年 4 月の事務機構の改革によって成立したものがベースとなり、その後の継続的な改

革を経て、現在の姿になったものである。8 部 18 課 1 室を基本構成とし、この他に各種セ

ンター、看護専門学校等が配置されている。 

① 法人事務組織 

大学の機構全体にわたる業務を管理運営するために置かれた組織であり、経営管理運営を掌

る理事会のスタッフ部門として位置付けられる。法人事務組織は、総務部（総務課、秘書課、広報

課、システム課、人事課、給与課）、企画部、財務部（経理課、研究支援課、施設課）で構成され

ており、主に法人の運営を経営面から支え、大学運営に係る経営資源の配分と利用を管理する

機能を果たしている事務組織である。 

なお、全学に共通する人事・財務に関する業務は、基本的に法人事務局が統括し、各附属病

院等の人事･財務担当部門は法人事務局と連携している。 

② 理事会支援組織 

戦略的な重点事業に取り組む目的で組織化されており、理事会スタッフとして、教員・

医師人事室、医療情報部、経営管理研究室、医療政策企画室で構成されている。 

③大学事務組織 

医師及び看護師の教育･研究に関する業務を行うための組織であり、大学事務部(学事課)、

教育センター等が置かれている。医学科、看護学科の教育・研究・人事・管理運営などに関する

業務は学事課が主管している。教学関係の主要な会議である教授会議、大学院委員会、研究科

委員会、学長諮問会議、教学委員会をはじめ各種委員会に事務職員が参画し、学長、教学委員

長及び各種委員会委員長との調整、開催通知、会議資料作成、議事録作成・保管などを担当し、

教学の円滑な運用のため綿密な連携協力関係を築いている。また医学教育研究・看護教育研

究、教育開発等から構成される教育センターにも事務職員を配置し、先進的な教育改革が推進

されている。「特色ある大学教育支援プログラム」「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」「戦略

的大学連携支援事業」が採択されるなど優れた教育プロジェクトの開発に寄与している。 
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看護学及び看護実践における質の向上に貢献できる人材を育成するために、看護学専攻修

士課程の 2009 年4 月開設を決定したので、看護学修士課程設置準備室にて開設事務に携わっ

ている。 

④ 看護専門学校事務組織 

看護師養成に関する業務を行うための組織であり、慈恵看護専門学校、慈恵青戸看護専門学

校、慈恵第三看護専門学校、慈恵柏看護専門学校４校にそれぞれ専任事務組織が置かれてい

る。 

⑤ 病院事務組織 

附属病院、附属青戸病院、附属第三病院、附属柏病院の 4 病院にそれぞれ事務部が置か

れている。各附属病院事務部は、管理課、業務課で構成されている。 
⑥ 監査組織 

法人全体の活動が合法的･合理的に実施されているか、各部署・各委員会の業務と会計に

ついて検討･評価し、改善･合理化への提案を行うための組織である。理事会直属の組織と

して、監査室が設置されている。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

（長所） 

学校法人の管理運営に係る意思決定は、寄附行為及び施行細則に基づき理事長を中心と

した理事会が担い、法人事務局は理事会を支える事務局機能として組織されている。また

大学や各附属病院の事務部組織等と連携し、機能向上を図っている。 

事務組織の部課長のうち、法人運営の意思決定に直接的に関与する事務職員は比較的少

ないが、理事会や機関責任者への意見具申、稟議の起案、会議への提案などは事務組織が

担当するところから、意思決定の補佐機能を受け持っている。また寄附行為の改訂により、

職員からも理事が選任されるようになり、事務組織からの理事会参画への一歩が記された。 

大学を取り巻く社会環境は大きく変化し、少子高齢化社会への急速な移行や、医学教育

改革、補助金政策の変更等、厳しい競争的環境にあるため、事務組織は従来よりも高い専

門性や機動力のある組織づくりが要請され、今日に至っている。事務組織の機能強化は人

事組織検討会等で継続して検討されており、常に状況に合致した組織をめざし変換が図ら

れている。2003年度に人事組織検討プロジェクトが編成され、それ以降も複数回に渡り事

務組織の改編が行われ、組織機能の活性化が図られた。 

（問題点） 

大学経営の安定は大学が社会的責任を全うするために重要であり、特に事務組織は人的

生産性を高める意識を持って業務にあたる必要がある。大学を取り巻く経営環境変化のス

ピードが加速しており、事業や業務の変革に対応できないと中長期的な経営リスクが増大

するので、事務組織の一部でアウトソーシングの拡大を図ってきたが、人件費の流動費化

は十分ではない。内外に要因が考えられるが、人的資源の効率活用が望まれる。 

また各事務組織の業務の標準化が十分でない。業務の質と安全を担保しながら、無駄と
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ばらつきを排除し改善を推進するために標準化に向けた作業を進める必要がある。 

また経費の節減及び予算の効率的・重点的な運用を基本とする経営方針に沿って、予算

編成を行い、効率的に執行していくことが求められている。一部には事業計画自体の抜本

的な見直しによる経費削減の努力が認められるが、全体として節減への対応が、ややもす

ると旧来の業務を踏襲したままでの微調整に終始している状況といえる。さらなる業務の

見直しによる合理化努力が求められている。  

また、学内の意思伝達は、事務組織の重要な機能の一つであるが、部署によって情報伝

達の程度に差があり、伝達されていても、組織の構成員にその意味や意図が十分浸透して

いるとは言い切れない場合がある。また部署内の課員が職位や職級に応じて自ら判断する

という風土が十分醸成されていない場合があり、部分最適に陥りやすい要因は複数存在す

る。 

 

［改善策］ 

教育・研修活動を支援するためには、事務組織の生産性を高める必要がある。即効性は

ないが、個々の業務の仕組みと流れを誰にもわかるようにする標準化作業に継続してとり

くむことで、改善につなげる。共通の情報を一覧でもつことができると、それまで気がつ

かなかった情報が見え、何が問題であったかが見えてくる。そうすれば何をどのように改

善したらよいかわかってくるので、自発的に改善案を考えるようになると考える。 

そのためには、まず各部署内で共有する標準作業書作成に着手し、業務フローを検証す

る。広く事務組織で問題が見えるようになれば、業務改善の推進、人材育成促進を図るこ

とができる。 

経費抑制については、人件費、IT関連費は今後も増加が予測されるため、中期的な事業

計画を視野に入れて、費用対効果の視点から検証の方法と仕組み等について検討していく。

適正化を実現するためには自らの専門性を高め、より主体的に大学の運営に対する当事者

意識を醸成する。 

 

２．事務組織と教学組織との関係 

 

(1) 事務組織と教学組織との間の連携協力関係の確立状況 

(2) 大学運営における、事務組織と教学組織の有機的一体性を確保させる方途の適切性   

［現状の把握］ 

 医学部医学科および看護学科の教育・管理運営に関する業務は大学事務部学事課と教育

センターが担当している。研究に関する業務は財務部研究支援課が担当している。教員人

事に関する業務は理事会スタッフの教員・医師人事室が担当している。 
教学関係の主要な委員会は教授会議、研究科委員会、教学委員会、大学院委員会、学長諮

問会議である。教学委員会の下にはカリキュラム委員会や試験委員会など 25 の委員会が

設置されている。これらの会議は全て学事課が担当し、会議の準備・資料作成・記録作成
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など管理運営を行い、教学を担当する教員との密接な連携を図っている。 
 2006 年度から教育センターが本格的に活動を開始したため、従来、学事課内にあった医

学教育研究室は教育センターに吸収され別の場所へ移転した。このことで、事務組織と教

学組織の有機的一体性が希薄になったことは否めない。また、教員人事の強化のために学

事課内の教員人事担当部門を理事会スタッフとして教員・医師人事室を設置したことと、

補助金業務の適正化を図るために学事課内の補助金担当部門を研究支援課として独立させ、

財務部管轄に変更した。これにより、学事課は教学を支援する事務組織としての位置付け

が明確になった。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

 本学では教学に関する書類は全て教学委員長が確認することになっており、このため、

教学委員長は週に2～3回は学事課内で、学事課員との打合せや書類の決済を行っている。

現在の教学委員長は臨床系教授のため学外や海外への出張が多く、メールで連絡を取りな

がら対処するなど学事課が強力にバックアップしている。 
学事課員は教学関係の全委員会を担当しており、教学関係の教員と頻回に連絡をとりなが

ら協力関係を維持している。また、学事課は附属病院に隣接し、教育施設が集中している

大学 1 号館の 1 階にあり、オープンカウンターとなっているため、教員が立ち寄り易い構

造となっていることも連携がとれている要因の一つとなっている。しかし、一連の組織変

更により、学事課は事務組織としての規模が小さくなり、マンパワーが低下した。また、

別組織となったことにはそれぞれの目的があり必然性のあることではあったが、情報が相

互にスムースに伝わらず、業務の効率が低下した感がある。 
 

［改善策］ 

 事務組織と教学組織との間の連携協力関係を更に強めるためには、事務サイドの発言能

力を向上させる必要がある。このためにはＳＤ（スタッフ・デベロップメント）に取り組

み、教学に関する知識の習得と情報収集などをおこない、事務サイドからの提案を増やす

必要がある。このため、2008 年度から他大学と連携してＳＤの取組みを検討することにし

ている。また、2008 年度から事務組織を一部改組し、従来別々の組織であった学事課・教

育センター・学術情報センターの事務部門を大学事務部としてまとめ、大学運営に関する

ことや教学に関することについて連携して対処する体制とした。また、学事課内に教学担

当教員の席を設けて、事務組織と教学組織の一体化を再構築することを検討している。 

 

３．事務組織の役割 

(1) 教学に関わる企画･立案･補佐機能を担う事務組織体制の適切性 

［現状の把握］ 
 卒前・卒後の医学教育活動を支援する組織として2005年度に教育センターを設置した。

これは、従来の医学教育研究室を発展させた、教育開発室、卒後教育支援室、看護教育研



 242

究室、医学教育研究室からなり、専任教員 2 名(教授)、事務員 3 名、兼任教員 13 名で構成

されている。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示）および［改善策］ 
  新しい教育方法の導入や医療人ＧＰなどの補助金獲得において教育センターの果たし

ている役割は大きい。特に現在、その重要性が認識され全国の医学系大学が取り組み始め

た、チーム医療を理解し実践できる臨床医を育成するための「多くの職種が参加する医療

者教育」と地域医療の重要性を体験的に学習する「地域の教育力を活かす医療者教育(大学

と地域の連携)」を他大学に先駆けてカリキュラムに取り入れ実施していることは評価に値

する。  
  

(2) 学内の意思決定･伝達システムの中での事務組織の役割とその活動の適切性 

［現状の把握］ 

学内の意思決定会議としては理事会、教授会議、診療部会議、法人運営会議、病院運営会

議などがある。各会議の議事録は議事録抄録として公開されている。特に、教学に関する意思

決定会議である教授会議では決定事項と伝達事項について「教授会議事務連絡」として会議の

翌日に各部署の所属長にメールで配信するシステムとしている。 

 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 理事会議事録抄録、法人運営会議抄録はイントラネットの学長・理事長室内に掲載され

るシステムとなっている。また、月に 1 回開催される職員所属長会議において各部署から

の伝達事項が報告される。伝達事項はイントラネット上で書き込み式となっており、各部

署の所属長(職員)がアクセスすることができ、プリントアウトを回覧して伝達している。 
 附属病院の意思決定会議である診療部会議については 1 ヵ月後に各所属長に配布される

議事録でのみ伝達されることになっており、改善が望まれている。 
 
［改善策］ 
  診療部会議については決定事項・重要事項だけでも早い時期に伝達されるシステムを検

討すべきである。また、イントラネット上の議事録抄録の公開については掲載時期が遅い

などの問題が指摘されている。より迅速に伝達できるように事務組織の努力が望まれる。 
 

(3) 国際交流、入試、就職等の専門業務への事務組織の関与の状況 

［現状の把握］ 

  本学では就職に関する業務を担当する部門はない。臨床研修業務を教育センターで担当

しているが、レジデント教育との一貫性を持たせ、体制を更に強化するため臨床研修セン

ターを設置する予定である。 
  国際交流については国際交流委員会が中心となって進めており、事務担当は学事課であ
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る。 
  入試業務は学事課に所属する入試事務室が担当しているが、他の学事業務との兼務では

なく、専任者（職員 1 名、嘱託 1 名）を配置している。 
 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 国際交流として、海外の医科大学から短期の臨床実習生を多数受け入れており、担当教

員（兼務 1 名）を配置している。事務員に専任者がいないため従来は対応に苦慮していた

が、現在は担当教員と学事課で連携して対処しているため、受け入れが円滑に行われてい

る。 
 入試業務は入試事務室に専任者を配置して情報収集を始めとして、従来は入試委員会教

員が行っていた業務にも積極的に関わるようになったため、入試委員会担当教員の負担が

軽減され、本来の教育・研究活動に支障をきたすことが少なくなったと評価されている。

また、学事課の業務応援も軽減されたため、入試業務と学部の業務が混在するリスクが解

消された。  
  
［改善策］ 
  入試事務室について、人事課から 100 名の医学科入学生を獲得するために 2 名の専任者

を配置するのでは人件費の面で効率が悪く削減を要求されている。このため、医学科入試

業務のピーク時以外の時期には、看護学科や大学院の入試関係業務を支援する体制を構築

中である。 
 

(4) 大学運営を経営面から支えるような事務局機能の確立状況 

［現状の把握］ 

2005 年度から経営を改善し財政基盤を確立するために、経営コンサルタントを招聘し医

療政策企画室を設置した。企画課と連携して「学内横断的タスクフォース」を設置して「経

営の見える化タスクフォース」「コストの手術タスクフォース」を編成して改善に取り組

んだ。 
 
［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 経営コンサルタントとの契約は 2007 年度で終了し、その活動は 2008 年度に企画課から

部に昇格した企画部が担当して継続している。2007 年度までの 3 年間でかなりの効果を

上げたと評価されているが、その活動が大学全体に定着したとは言いがたいものがある。 
 
［改善策］ 
  テスト的に一部の部署で開始されたバランスト・スコアカードの作成を大学の全部署で

実施することが必要であり、既に実施している部署の紹介やその成果などを積極的にＰＲ

しながら全体の理解を深めて行くことが重要である。 
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４．大学院の事務組織 

(1) 大学院の充実と将来発展に関わる事務局としての企画・立案機能の適切性 

［現状の把握］ 

 大学院の事務は学事課が担当している。大学院委員会と密接に連携し、大学院改革の企

画・立案・実施を主体的に行ってきた。研究補助金に関する事務処理は研究支援課が担当

している。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 
 大学院改革により、大学院に関する事務作業量が飛躍的に増加したが、事務員は以前と

同人数である。大学院事務を専任とする者はおらず、他の学事業務との兼務者 1 名が実質

的に対処している。このため、通常勤務時間内では処理できず、時間外業務が増大してい

る。しかし、人員増が望めないため、更なる大学院の充実と将来発展の企画・立案に関わ

る余裕がない状況である。  
    
［改善策］ 
  今後、補助金などは大学院に対するものが主流となってくるため、学事課と研究支援課

および教育センターが連携して対応していきたい。 

 

５．スタッフ･ディベロップメント（SD） 

(1) 事務職員の研修機会の確保の状況とその有効性 

［現状の把握］ 

本学おける職員教育研修制度は、各階層別に新人職員の育成をサポートするためのＯＪ

Ｔリーダー制度、入職３年目までの一般職員に対して段階ごとの研修、監督職以上のリー

ダー・幹部職員におけるリーダー・幹部職員研修が開催されている。また、職員が自己啓

発のため学習を希望する場合、費用の一部を援助する自己啓発制度が整備されている。 

管理職員は、大学職員の幹部としての識見・統率力を身につける管理職研修が、また新

任の管理職員には管理職層の意識改善のための基礎力向上をめざし、自立的な成長を期待

する新任管理職研修を行っている。 

 

［点検・評価］（長所と問題点の明示） 

（長所） 

新人職員の育成をサポートするためのＯＪＴリーダー制度は、指導・育成方法やリーダ

ーシップを学んだ中堅職員がＯＪＴリーダーとして任命され、日々の業務の中においてマ

ンツーマンで新入職員に対し指導するものである。また、職場スタッフもＯＪＴリーダー

と連携をとり、職場全体で新入職員の成長をバックアップしている。 

入職３年目までの一般職員に対して段階ごとの研修を実施している。初年度については
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本学の職員として学内の基本的な諸規定を踏まえ、患者満足度の高いコミュニケーション

のとりかたを身につけながら社会人としての人間性を高め、相手の立場にたった応対の実

践等を行っている。 

また、リーダー・幹部職員研修は管理者として必要なリーダーシップ、問題解決力を高

めるため自分の現状を振り返る作業、目標・方針を決定するためのグループ討議も行われ、

自分の役割を認識しスキルアップをはかる。 

能力開発の基本が自己啓発にあり、本学の自己啓発制度は、100 講座の通信教育講座の

中から各自が自分の能力開発に必要とするコースが選択可能となっている。また公開講座

も受講可能である。 

本学には、30 種類以上の職種が勤務しており、一般職員研修においては看護職とそれ以

外の職種の職員に分かれて研修を行っている。職員の教育研修においてのプログラムは各

職種から選出された職員研修委員会において作成され、実施されている。 

（問題点） 

本学の階層別研修は新人から管理職迄について制度化されているものの、管理職昇級後

の研修については現在制度化が不十分である。管理職という階層上、与えられる研修では

なく、全管理職が自ら能力開発、自己研鑚できる制度とし、能力・資質をより一層高める

研修を策定する。 

 

［改善策］ 

これからの管理職として求められる能力・資質（課題創造力、課題遂行力、組織マネー

ジメント力、人材活用力等）を高める研修を新たに管理職階層研修として制度化し、受講

を促す。 

 


