
● 学校法人 事務局等組織図 Organization

監査室 Auditing Office

大学管理課 University Administration Section

入試事務室 Admission Office

教務課 Educational Section

研究支援課 Research Support Section

学生課 Student Affairs Section

キャリア支援課 Career Support Section

財務課 Financial Section

経営分析室 Management Analysis Office

契約課 Contract Section

病院管理課 Hospital  Administration Section

医事課 Medical Affairs Section

病院管理課 Hospital Administrations Section

医療安全室 Medical Safety Planning Office

医事課 Medical Affairs Section

医療支援課 Medical Support Section

患者サービス室 Patient Services Office

総務課 General Affairs Section

人事課 Personnel Section

施設課 Facilities Section

情報システム課 Information System Section

総務部
General Affairs Department

財務部
Financial Department

大学事務部
University Administrations Department

病院事務部
Hospital Administrations Department

若松病院事務部
Wakamatsu Hospital Administrations Department

東京事務所
Tokyo Office
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Outline of UOEH 2021

　令和２年度に、20年後の本学の到達として、本学のあるべき姿、目指すべき姿を示し、本学のより良い未来を創造するため
の指標となる「産業医大未来構想2040」（長期ビジョン）を策定しました。

 In 2020, UOEH formulated “the Future Vision of UOEH 2040” (long-term vision), which shows what the university aims to be in 20 
years time, as a benchmark for creating a better future for our university.

● 産業医大未来構想2040の策定
Formulation of the Future Vision 2040 of the University of Occupational and Environmental Health, Japan

  ◆期間　2021年（令和３年）４月１日 ～ 2041年（令和23年）３月31日  ◆ Period: April 1, 2021  - March 31, 2041

  ◆全体ビジョン
　1 社会経済の構造変化に合わせ、課題を的確に把握し、社会から求め

られる大学、存在感のある大学として、本学の役割を認識し、永続的
に発展する。

　2  本学の強みである産業医学・産業保健に関する知識・経験の蓄積を
基盤とした教育、研究、診療の提供により、広く社会に貢献する。

　3  産業医学・産業保健と複数分野の協働により、産業医学・産業保健
分野において、世界の中心的な学術拠点であり続ける。

　4  すべての教職員が、本学に所属することの誇りを持ち、次世代の産
業医及び産業保健専門職の継続的養成を実践する。

　5  すべての働く人に産業医学・産業保健を届けるための、教育、研究、
診療、社会貢献及び大学運営を行う。

 ◆Overall Vision

１ To keep pace with the structural changes in society and 
the economy, clearly grasping the challenges we face, and 
in recognition of our university's role in society, pursuing 
constant development.

２ To contribute to the betterment of society by providing 
education, research, and medical treatment based on the 
accumulated knowledge and experience of this university.

３ To continue to be one of the world's leading academic centers 
in the field of occupational medicine and occupational health 
through collaboration between occupational medicine, 
occupational health, and multiple disciplines.

４ To imbue a sense of pride within our staff, and to continue 
to provide training for the next generation of occupational 
physicians and occupational health professionals.

５ To bring occupational medicine and occupational health 
to all working people through education, research, medical 
treatment, social contribution, and university management 
activities. 


