
提出部数

【Ａセット】

基準 資料番号 提出部数 冊子
産業医科大学学則 資料１‐１
産業医科大学医学部教育要項（授業時間割を含む。） 資料１‐２ 冊子
産業医科大学産業保健学部教育要項（授業時間割を含む。） 資料１‐３ 冊子
産業医科大学大学院学則 資料１‐４
産業医科大学概要2012 資料１‐５ 冊子
平成24年度入学者選抜実施要項 資料１‐６
平成24年度産業医科大学大学院医学研究科(博士課程)学生募
集要項

資料１‐７

学生便覧 資料１‐８ 冊子
大学院便覧（シラバスを含む。） 資料１‐９ 冊子
第２次中期目標・中期計画 資料１‐10
平成23年度事業計画、事業報告書 資料１‐11
平成23年度医学部卒業生現況調査結果 資料１‐12
授業評価調査票（講義用） 資料１‐13
大学院医学研究科における学位取得状況・退学状況 資料１‐14

産業医科大学概要2011 資料１‐15 冊子

産業医科大学学則（既出　資料１‐１） 資料２‐１

産業医科大学大学院学則（既出　資料１‐４） 資料２‐２

産業医科大学運営会議規程 資料２‐３

産業医科大学医学部教授会規則 資料２‐４

産業医科大学産業保健学部教授会規則 資料２‐５

産業医科大学大学院医学研究科委員会規則 資料２‐６

産業医科大学産業生態科学研究所教授会規則 資料２‐７

産業医学情報教育施設運営会議規程 資料２‐８

産業医学研究支援施設運営会議規程 資料２‐９

産業医実務研修センター運営会議規程 資料２‐10

産業医科大学組織規程 資料２‐11

産業医科大学産業生態科学研究所規則 資料２‐12

産業医科大学概要2012（既出　資料１‐５） 資料２‐13

産業医実務研修センター組織図 資料２‐14

産業医実務研修センターにおける教育研修プログラムの構成
（科目数）について

資料２‐15

第２次中期目標・中期計画（既出　資料１‐10） 資料２‐16

産業医科大学学則（既出　資料１‐１） 資料３‐１
産業医科大学大学院学則（既出　資料１‐４） 資料３‐２
産業医科大学医学部教育要項（授業時間割を含む。）
（既出　資料１‐２）

資料３‐３

産業医科大学医学部教授選考内規 資料３‐４
産業医科大学医学部教授会教員人事委員会内規 資料３‐５
産業医科大学産業保健学部教授選考内規 資料３‐６
産業医科大学産業保健学部教授会教員人事委員会内規 資料３‐７
「さんぽの会」の講演内容等について
‐前回の自己点検・自己評価(平成17年度)以降‐

資料３‐８

産業医科大学高度研究 申請・採択状況 資料３‐９
専任教員の業績 資料３‐10 ＣＤ

17

１　理念・目的

２　教育研究
組織

資料の名称
根拠資料

３　教員・教員
組織

［様式８］

産業医科大学提出資料一覧

大学基礎データ

点検・評価報告書
資料の名称

13

13

13



Ａ 教育目標、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針
産業医科大学学則（既出　資料１‐１） 資料４Ａ‐１
産業医科大学大学院学則 （既出　資料１‐４） 資料４Ａ‐２
産業医科大学学位規程 資料４Ａ‐３
産業医科大学医学部教育要項（授業時間割を含む。）
（既出　資料１‐２）

資料４Ａ‐４

産業医科大学産業保健学部教育要項（授業時間割を含む。）
（既出　資料１‐３）

資料４Ａ‐５

大学院便覧（シラバスを含む。）（既出　資料１‐９） 資料４Ａ‐６
学位に関する規定等 資料４Ａ‐７ 冊子
大学院授業カリキュラム表 資料４Ａ‐８ 冊子
産業医科大学概要2012（既出　資料１‐５） 資料４Ａ‐９
UOEH2012産業医科大学医学部 資料４Ａ‐10
産業保健学部 年度別 仮進級者数、留年者数及び退学者数に
ついて

資料４Ａ‐11

Ｂ 教育課程・教育内容
産業医科大学学則（既出　資料１‐１） 資料４Ｂ‐１
産業医科大学大学院学則（既出　資料１‐４） 資料４Ｂ‐２
産業医科大学医学部教育要項（授業時間割を含む。）
（既出　資料１‐２）

資料４Ｂ‐３

産業保健学部カリキュラムモデル 資料４Ｂ‐４
大学院便覧（シラバスを含む。）（既出　資料１‐９） 資料４Ｂ‐５
大学院授業カリキュラム表（既出　資料４Ａ‐８） 資料４Ｂ‐６

産業医科大学産業保健学部教育要項（授業時間割を含む。）
（既出　資料１‐３）

資料４Ｂ‐７

Ｃ 教育方法
産業医科大学医学部教育要項（授業時間割を含む。）
（既出　資料１‐２）

資料４Ｃ‐１

産業医科大学産業保健学部教育要項（授業時間割を含む。）
（既出　資料１‐３）

資料４Ｃ‐２

産業医科大学医学部授業科目の履修の認定方法及び学習の評
価・進級に関する規程

資料４Ｃ‐３

産業医科大学産業保健学部授業科目の履修の認定方法及び学
習の評価・進級に関する規程

資料４Ｃ‐４

産業医科大学大学院履修規程 資料４Ｃ‐５

授業評価調査票（講義用） 資料４Ｃ‐６
授業評価調査票（演習、含実習・実技、実験・学内実習用） 資料４Ｃ‐７

Ｄ 成果
産業医科大学学則（既出　資料１‐１） 資料４Ｄ‐１
産業医科大学大学院学則（既出　資料１‐４） 資料４Ｄ‐２
産業医科大学学位規程（既出　資料４Ａ‐３） 資料４Ｄ‐３
産業医科大学医学部教育要項（授業時間割を含む。）
（既出　資料１‐２）

資料４Ｄ‐４

産業医科大学学則（既出　資料１‐１） 資料５‐１
産業医科大学大学院学則（既出　資料１‐４） 資料５‐２
平成24年度入学者選抜実施要項（既出　資料１‐６） 資料５‐３
大学院新カリキュラム 資料５‐４
平成24年度産業医科大学募集要項（推薦入試） 資料５‐５
平成24年度産業医科大学募集要項（一般入試） 資料５‐６
平成24年度産業医科大学大学院医学研究科(博士課程)学生募
集要項（既出　資料１‐７）

資料５‐７

４　教育内容・
方法・成果

５　学生の受け
入れ
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13

13

13

13



産業医科大学学則（既出　資料１‐１） 資料６‐１
学生便覧（既出　資料１‐８） 資料６‐２
指導学生面談結果報告書 資料６‐３
指導学生面談結果報告書（産業保健学部） 資料６‐４
健康管理簿 資料６‐５

産業医科大学倫理委員会規程 資料７‐１

産業医科大学動物実験管理規程 資料７‐２

産業医実務研修センターにおける研修事業場等 資料７‐３

図書館利用案内 資料７‐４

産学連携・知的財産本部規程 資料８‐１

国際交流センター規程 資料８‐２

産業医科大学学会公開講座ポスター 資料８‐３

４大学スクラム講座ポスター 資料８‐４

ひらめき☆ときめきサイエンス パンフレット 資料８‐５

スーパーサイエンスハイスクール事業に係る協力依頼 資料８‐６

チャレンジラボ説明会資料 資料８‐７

Ａ 管理運営

第２次中期目標・中期計画（既出 資料１‐10） 資料９Ａ‐１

平成23年度事業計画、事業報告書（既出 資料１‐11） 資料９Ａ‐２

学校法人産業医科大学寄附行為 資料９Ａ‐３

学校法人産業医科大学学内役員会規程 資料９Ａ‐４

学校法人産業医科大学意思決定プロセス資料 資料９Ａ‐５

産業医科大学組織規程（既出　資料２‐11） 資料９Ａ‐６

学校法人産業医科大学常勤の理事業務分掌細則 資料９Ａ‐７

産業医科大学学則（既出　資料１‐１） 資料９Ａ‐８
産業医科大学産業生態科学研究所教授会規則
（既出 資料２‐７）

資料９Ａ‐９

産業医科大学学長選考規程 資料９Ａ‐10

医学部長候補者推薦委員会等に関する内規 資料９Ａ‐11

学校法人 事務局組織図 資料９Ａ‐12

学校法人産業医科大学理事会名簿 資料９Ａ‐13

財務計算書類（写）2007（平成19）～2012（平成24）年度 資料９Ａ‐14

財産目録 資料９Ａ‐15

監査報告書（写）2007（平成19）～2012（平成24）年度 資料９Ａ‐16

Ｂ 財務
外部研究資金獲得状況 資料９Ｂ‐１
平成23年度決算の概要について 資料９Ｂ‐２
学校法人産業医科大学監事監査要綱 資料９Ｂ‐３

財務計算書類（写）2007（平成19）～2012（平成24）年度
（既出　資料９Ａ‐17）

資料９Ｂ‐４

事業報告書（既出　資料１‐11） 資料９Ｂ‐５
財産目録（既出　資料９Ａ‐16） 資料９Ｂ‐６
監査報告書（写）2007（平成19）～2012（平成24）年度（既
出　資料９Ａ‐17）

資料９Ｂ‐７

６　学生支援

８　社会連携・
社会貢献

９　管理運営・
財務

７　教育研究等
環境
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13

13

13

13



本学ホームページ　サイトマップ 資料10‐１

外部評価委員会規程 資料10‐２
学校法人産業医科大学における教育職員の任期に関する規程 資料10‐３
改善状況報告書 資料10‐４
教育情報の公開

教育情報の公開状況（http://www.uoeh-

u.ac.jp/JP/University/aboutCollege/22jyohokokaitop.html

）

資料10‐５

財務情報の公開状況（http://www.uoeh-

u.ac.jp/JP/University/aboutCorporation/financial.html）
資料10‐６

1

【Ｂセット】

基準 資料番号 提出部数 冊子

産業医科大学概要2012 資料１‐５

事業報告書 資料９Ａ‐２
財務計算書類（写）2007（平成19）～2012（平成24）年度 資料９Ａ‐14
財産目録　 資料９Ａ‐15
監査報告書 2007（平成19）～2012（平成24）年度 資料９Ａ‐16

外部研究資金獲得状況 資料９Ｂ‐１
平成23年度決算の概要について 資料９Ｂ‐２
学校法人産業医科大学監事監査要綱 資料９Ｂ‐３

５ヵ年連続資金収支計算書（大学部門） 資料Ｂ‐１
５ヵ年連続資金収支計算書（学校法人） 資料Ｂ‐２
５ヵ年連続消費収支計算書（大学部門） 資料Ｂ‐３
５ヵ年連続消費収支計算書（学校法人） 資料Ｂ‐４
５ヵ年連続貸借対照表 資料Ｂ‐５
消費収支計算書関係比率（法人全体のもの） 資料Ｂ‐６
貸借対照表関係比率 資料Ｂ‐７

資料の名称
財務

8

その他

10　内部質保証

規程集

13


