医学教育分野別評価

年次報告書について

医学教育分野 別評価を 受審 した認定 大学 は 、次のとおり 、年次 報告 書を作成し、
提出・公開し てくださ い 。

趣旨 ：
医学教育分野 別評価は 、教育におけ る自学の 活動を振り返 り、自ら 問題点
を見つけ、外 部評価の 判定を基に改 善してい くプロセスを 作ってい くことを
目的としてい ます。評 価報告書で「 良い点、 特色ある点」 として評 価された
事項につきま しては 、さらに推進し 、ま た、
「改善が 望まれる 点」として評価
された事項に つきまし ては、毎年度 ごとの改 善計画、進捗 状況を検 討するこ
とが望まれま す 。継続 的改良の実施 状況確認 のため 、具体 的な改善 計画、改
善の進捗につ いて年次 報告書を作成 し、公開 を 行ってくだ さい 。
なお、年次報 告書は、 次回の受審の 際の自己 点検 に活用し 、 自己点 検評価
書に反映して ください 。
表題 ：
医学教育分野 別評価

●●大学医学 部医学科

年次報告書

●●年 度

※表題には提 出年度 を 記載してくだ さい。
記載 内容 ：
前年度に行っ た「改善 した項目と改 善内容（ 評価 報告書の 指摘 事項 に対す
る対応を含む ）」およ び「今後 改善が見 込ま れる項目（ 原則 、評価 報告書の指
摘事項より抜 粋）」
※評価報告書 の指摘事 項は、
「特記 すべき 良 い点（特 色）/特色あ る点 」
「改
善のための助 言 /示唆」を指します。課 題の改 善状況につい てはもち ろん、
特色を発展さ せる ため の活動につい ても記載 してください 。
※受審後初め ての 提出 においては、 実地調査 後から提出前 年度末ま での活
動について記 載してく ださい。
※参照する医 学教育分 野別評価基準 日本版の バージョンに ついては 、受審
時のものに限 らず、 最 新版に基づい て 改定さ れた内容を適 宜含 めて 年次
報告書を作成 して くだ さい 。
※フォーマッ トは任意 の形式としま すが、必 要な場合は、 作成 例を 参考と
してください 。
※記載内容の 事実が確 認できる根拠 資料を明 記してくださ い。また 、根拠
資料は年次報 告書とと もに提出して ください 。
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提出 時期 ：
認定期間が開始した翌年度から次回受審年度前年度までの毎年 8 月末日
（必着）
※当機構への 提出と同 時に大学ホー ムページ 等で公開して ください 。
また、提 出の際 は URL を「年次 報告 書の提出につ いて（様 式 年-1）」
に記入し 、ご連絡 ください。
根拠 資料 ：
年次報告書の 記載内容 を確認できる 根拠資料 を提出して く ださい 。 根拠資
料には、年次 報告書と の関連部分が 分かるよ う、番号等を つけて提 出してく
ださい。また 、年次報 告書本文中に 根拠資料 の番号や資料 名を記載 するとと
もに「資料一 覧」にま とめ、提出し てくださ い。
ホームページ を根拠資 料として提示 する場合 は、編集ので きない状 態で提
出してくださ い。 年次 報告書本文中に URL を記載するの みでは根 拠資料と
認められませ ん。
部外秘の資料 は提出 を 省略し、資料 名を 年次 報告書 や資料 一覧に 明 記して
ください。
提出 形式 ：
年次報告書は 、 印刷媒 体 1 部および電子 媒 体 （CD、USB 等） 2 部を提出
してください 。印刷媒 体は、製本の 必要はあ りませんが、 ホチキス 止めやフ
ァイル綴じ等 、分散し ない形式 にし てくださ い 。電子媒体 は、本文 検索が可
能な PDF 形式にし て ください。
資料一覧は、 印刷媒 体 1 部および電子 媒 体（ CD、USB 等） 2 部を提出し
てください。 印刷媒体 が複数枚にわ た る場合 は、 ホチキス やクリッ プで 綴じ
てください。 電子媒体 は、本文検索 が可能 な PDF 形式にしてく ださい。
根拠資料は 、印刷 媒体 または電子媒 体 で 2 セ ットを提出し て くださ い 。各
資料の性質に より、印 刷媒体と電子 媒体が混 在していても 支障はあ りません
が、印刷媒体 の 根拠 資 料は電子媒体 で提出し ないでくださ い。また 、電子媒
体の根拠資料 は、印刷 媒体を提出し ないでく ださい。
根拠資料を印 刷媒体で 作成する場合 は、「医 学教育分野別 評価受審 要項
2 巡目」の根拠資料の ページを参考 にして 、 まとめて くだ さい （当 機構ホー
ムペ ー ジに 掲載 ： https://www.jacme.or.jp/accreditation/wfmf2-2nd.php）。
電子媒体で作 成する場 合 は、本文検 索が可能 な PDF 形式とし、 各 ファイル
のタイトルに 資料番号 と資料名を明 記 してく ださい。 根拠 資料の電 子媒体は
年次報告書と 同一の記 録媒体上に保 存してく ださい。
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提出物

印刷媒体

電子媒体

年次報告書

1部

2部

資料一覧

1部

※同一の内容 を電子媒 体
2 部に保存 し提出

2 セット
根拠資料

※印刷媒体の 根拠資料 が

※1 部には「 事務局用 」
と明記

ある場合の み
その 他：

年次報告書、 根拠資料 、資料一覧、 各提出書 類を保存した 電子媒体 は、下
記提出先へ発 送してく ださい。
提出する電子 媒体 2 部 のうち、1 部には「事 務局用」と 明記して く ださい。
また、事務局 用の電子 媒体には、 提 出内容や 年次報告書を 公開した ホームペ
ージの URL 等を 記入 した「年次報 告書の提 出について（ 様式 年 -1）」を Word
ファイルで保 存してく ださい。
各認定大学の 提出状況 については、 提出され た 内容を確認 したのち 、 当機
構のホームペ ージで公 表をいたしま す （12 月～1 月を予 定）。
提出 ・連 絡 先：
一般社団法人

日本医 学教育評価機 構

住 所：〒113-0034

事 務局

東京都文京 区湯 島 1-3-11

T E L：03-5844-6860
Email：info@jacme.org

評価事 業担当
お茶の水プ ラ ザビル 6 階

F A X：03-5844-6737
Web サイト： http://www.jacme.or.jp/
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※JACME 事務局用電子媒体に Word ファイルで保存し、ご提出ください。

［様式 年-1］
令和

年

月

日

年次報告書の提出について

大学

（提出年度：

）

◆提出内容
提出する内容に応じ、チェック欄に■をつけてください。
ﾁｪｯｸ
□

提出物

部数

扱い

備考

年次報告書

１部

必須

表題には提出年度を記載

１部

必須

２ｾｯﾄ

任意

（印刷媒体）
□

資料一覧
（印刷媒体）

□

根拠資料
（印刷媒体）

□

電子媒体

印刷媒体の根拠資料は、電子ファイルで
の提出不要

２部

必須

１部に「事務局用」と明記

（CD、USB 等）
ﾁｪｯｸ

電子媒体に保存する内容

□

年次報告書

必須

本文検索が可能な PDF 形式で保存

□

資料一覧

必須

本文検索が可能な PDF 形式で保存

□

根拠資料

任意

本文検索が可能な PDF 形式で保存
タイトルに資料番号と資料名を明記
電子ファイルの根拠資料は、印刷媒体で
の提出不要

□

[様式 年-1]

必須

年次報告書の

※

Word 形式で保存
※事務局用の電子媒体にのみ保存

提出について
◆ホームページ URL
年次報告書は当機構への提出と同時に大学ホームページ等で公開することとしています。
該当の URL を記載してください。

◆本件担当者
所属

氏名

電話番号

メールアドレス

提出先：一般社団法人 日本医学教育評価機構 事務局

