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Ⅰ.はじめに 

平成 28 年度は、2 年に一度の診療報酬改定がマイナス改定だったことから、収入の柱である医

療収入への影響が懸念されていたが、病院運営戦略会議による情報共有や各病院での精緻な分

析・対応により安定的な伸びを確保し、又、学納金においても各学部・校が積極的に入学者を確

保したことで、法人全体では予算を大きく上回る基本金組入前当年度収支差額を確保できる見込

みとなっている。これにより、平成 28 年度から 30 年度の中期経営計画初年度で大きなアドバン

テージを確保することができ、法人教職員が一丸となって事業に取り組んだ成果と言える。 
平成 29 年度は、本学 5 つ目の学部として習志野キャンパスに健康科学部看護学科が開設する。

チーム医療や地域包括ケア等これからの看護師に求められる多様なスキルを習得できる学部とし

て、地域医療へ貢献するとともに、自然科学系総合大学として 5 学部が連携を強化し、さらに特

色ある教育を展開することが期待される。公共性の高い教育機関として、建学の精神「自然・生

命・人間」に基づいた人間性教育をより一層充実させ、「自然に対する畏敬の念」や「生命の尊厳」、

「謙虚な心」などの正しい倫理観・道徳観を育成するべく、大学のみならず付属校・付属病院も

含めて法人全体で取り組んでいく。 
平成 29 年度内には駒場東邦中学校・高等学校が創立 60 周年を、薬学部が開設 90 周年を迎え、

さらに翌平成 30 年度には待望の新大橋病院が開院するなど、各所属において節目となる事業が続

く。平成 28 年度の好調を維持しつつ、教育・医療の将来構想を見据えながらさらなる改革・改善

を断行し、法人のミッションである社会への奉仕・貢献を実現していく所存である。 
平成 29 年度事業計画は、このような認識に基づいて、下記の事業を積極的に推進し、着実な事

業経営を行っていく。 
 

 

II.主要な事業計画 

１．教育 

（１）入学志願者および優秀な学生（生徒）の確保 

【大学】 

18 歳人口は、平成 4 年の 205 万人から現在約 120 万人と 4 割減少している。平成 30 年以降

は減少ピッチが速まり、平成 36 年頃には 106 万人になると推測される。一方、私立大学 577
校の入学定員充足率をみると、100%未満の大学は、平成 28 年度の集計で 257 校（44.5％）と

約半数の大学で定員を割っている（私学事業団「平成 28（2016）年度 私立大学・短期大学等

入学志願動向（平成 28 年 5 月 1 日現在）」より）。近年の文高理低傾向に伴い理系分野の落ち込

みが見られる中、本学における平成 29 年度入試の入学志願者総数は、全学部での Web 出願の

導入、理学部における高大接続型入試や新日程入試の導入、健康科学部の開設（平成 29 年 4 月）

などの影響もあり昨年度志願者総数を上回り、5 学部合計で 11,376 名、又、健康科学部を除い

ても 10,741 名と平成 21 年度以降、1 万人以上の入学志願者数を安定的に維持している。健康
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科学部では初めての入試であったが、数だけでなく質の高い人材を確保することができた。 
日々目まぐるしく状況が変化していく昨今において、社会では、専門的な知識や技術はもち

ろん、ICT を活用でき、さまざまな課題をイノベーションによって解決できる人材が求められ

ている。本学は建学の精神に沿った教育を実践し、このような社会の要請にかなう学生を輩出

していかなければならない。そのような優秀な資質を有する学生を確保するため、大学ホーム

ページや受験生サイト、進学情報誌での積極的な情報発信を行っていくとともに、進学相談会、

オープンキャンパス参加者への働きかけ、各種受験生向け Web サイトのスマホ対応など、認知

度向上のために取り組む。又、Web 出願システムにより入学志願者情報の一元管理が可能とな

っており、そのデータを活用した有効な広報活動を実施していく。 
【付属東邦中・高等学校】 

平成 29 年度入試より高校の一般募集を中止し、完全中高一貫教育がスタートする。より一層

優秀な生徒の確保をめざし、引き続き中学入試制度の改革を進め、入試科目への英語導入や帰

国生入試を検討していく。新たに導入した高校帰国生入試においても、さらに広報活動を拡充

し、国内外から意欲的な受験生の確保をめざす。 
【駒場東邦中・高等学校】 

本学の教育内容を受験生・保護者によりよく理解していただき、受験へのモチベーションを

高めるため、学校説明会等の内容をブラッシュアップしながら効果的な広報活動を推進する。

又、学内の奨学金制度を充実させ、家庭への支援も適宜実施していく。 

 
（２）国家試験合格率の高位安定化 

平成 28 年の国家試験合格率（新卒・既卒合計）は、医師 94.8％（全国平均 91.5％）、薬剤師

92.5％（同 76.9％）、看護師は看護学部 96.4％・佐倉看護専門学校 100％（同 89.4％）、保健師

95.0％（同 89.8％）、助産師は大学院看護学研究科看護学専攻 100％（同 99.8％）、臨床検査技

師 88.1％（同 76.4％）と好成績であった。 
【医学部】 

6 年次生全員を対象として、修学支援センターを中心に 5～10 月の集中臨床講義、11～1 月

の直前対策講義、年間を通じた補習講義を行う。又、5 年次 3 月末の模擬試験、6 年次 6 月のプ

レ卒業試験により到達度確認と早期対策を実施し、さらに、8 月・11 月の 2 回の卒業試験のの

ち 12 月の模擬試験を義務づけて、成績の底上げを図る。成績下位者に対しては、5 年次終了後

の 2 月と 6 年次 12 月に特別合宿を行うほか、6 月・9 月・1 月に個別面接を実施し、成績の改

善と精神面でのケア、意欲の向上を図る。 
【薬学部】 

平成 28 年度からの TBL（Team Based Learning）導入により自学自習が習慣化されつつあ

ることから、薬剤師国家試験合格率の長期的な高位安定化を図るための中長期的対策として、引

き続き、1 年次春学期開講科目「基礎物理学Ⅰ」、「基礎化学」、「基礎生物学」と、2 年次秋学期

開講科目「総合科学演習」にて TBL を実施する。これにより、高学年次の学習への好影響が期

待される。短期的対策としては、特に 6 年次生において国家試験に対する早期の意識づけのた

め、平成 29 年度も春学期開始時に「スタートアップ模試」とガイダンスを、夏期休暇前にガイ
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ダンスを実施する。成績不振学生に対する指導については、薬学総合教育部門を中心に、夏期休

暇中の特別補講をさらに充実させるほか、薬学教育推進部門との連携のもと個別面談を実施する。

又、成績上位学生に対するきめ細やかな指導体制の構築を所属研究教室等と協同して検討する。 
【理学部】 

理学部臨床検査技師課程では、4 年次春学期で国家試験受験資格科目の全履修を終了させ、8
月より 5 週間の臨地実習（病院実習）を行い、医療人としての自覚と実践的知識の定着を図る。

又、秋学期から臨床特別講義等の国家試験対策講義と合計 8 回の模擬試験を実施し、高い合格

率の維持をめざす。なお、模擬試験の成績が低迷している学生においては、追加試験を行い、個

別指導を行う。又、臨床検査技師としての将来的な知識・能力の向上と飛躍のため、希望者に対

して遺伝子分析科学認定士試験（平成 29 年 6 月 25 日実施）受験の機会を設け、総括的な講義

を実施する。3 年次においては、国家試験を視野においた講義、過去問の解説を実施し、早期か

らの準備を促す。さらに、9 月の多目的補講期間において大学病院や検査センターの見学を行い、

職務の理解と勉学意欲の向上を図る。 
【看護学部】 

看護師・保健師国家試験の合格率は毎年全国平均を上回っているが、さらなる高位安定化を

図る必要がある。そのため、3 年次には必修問題対策、要点解説講義、基本事項の理解を図る対

策講座、実習前の基礎科目の習熟度確認のため低学年国試模試（年 2 回）を実施する。4 年次に

は模擬試験（年 3 回）、対策講座（年 2 回：6 日間・3 日間）を企画し、合格に必要な知識の習

得を図る。さらに、継続的な修学支援体制を充実させるため、国家試験対策委員、アドバイザー

ならびに学生国試対策委員の 3 部門の協力体制を強化し、アドバイザーによる個別面談や体調

管理のアドバイスなどの充実により勉学意欲の向上・成績改善を図るともに、合格率 100％をめ

ざす。 
【佐倉看護専門学校】 

看護師国家試験に向けた模擬試験を 2 年次より開始し、試験結果の分析と学生への早期フィ

ードバック・個別受験指導を行うことで、合格率 100％をめざす。 
 

（３）特色ある教育への取り組み 

【医学部】 

平成 28 年度より学習成果基盤型（修得型）の新カリキュラムがスタートし、能動学習を推進

するとともに、人文社会学科目を必修科目とし人間性教育の強化を図っている。又、卒業研究

を必修化し 6 年間を通じて基礎医学・臨床医学の講座・研究室への自由なアクセスを可能にし、

科学的探究心と思考能力の育成を図る。特色ある授業としては、全人的医療人教育の充実と多

彩な選択科目の設定、2 年次に医薬合同生命倫理演習、5 年次に医薬合同臨床講義、選択ではあ

るが 4 学部合同チーム医療演習を実施し、多職種連携・チーム医療への意識強化を図る。 
【薬学部】 

平成 29 年度も、学術交流協定締結校である瀋陽薬科大学との短期交流プログラムを実施する。

5 年次開講科目の「海外実務実習」については、本学客員教授の勤務地であるアメリカ・テキサ

ス州の Scott & White 記念病院・同小児病院で 11 月下旬から 12 月上旬に実施する。又、薬剤
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師として必要とされる基本的な資質であるコミュニケーション能力を醸成するために、1 年次の

「薬学入門」、「コミュニケーション」、「基礎科学 TBL」、2 年次の「プレゼンテーション」、「総

合科学演習」等のグループワークを取り入れた授業を低学年次から展開する。これまでと同様、

2 年次に「ヒューマニズムⅡ」、4 年次に「ヒューマニズムⅣ（生命倫理シンポジウム）」、選択

科目ではあるが「チーム医療演習」を開講し、多職種連携の必要性の理解とチーム医療への意

識付けを図る。特に、医学部生と合同で実施される参加型学習の「ヒューマニズムⅡ」では、

高大接続の観点から、平成 29 年度も引き続き高校生の参加を募り、大学での学修を体験する機

会を設ける。又、早期から学部を越えた学生間の交流や学習の機会となることを期待して、1
年次に習志野キャンパス（薬学部・理学部・健康科学部）の共通教育科目として「人間と生命」

を開講する。 
【理学部】 

平成 29 年度より授業科目のナンバリング制度を導入し、学生や教員が科目間の繋がりを意識

できるようにする。又、学部共通の科目に複数学部の交流型教育を取り入れることを進め、前

出の習志野キャンパス共通教育科目「人間と生命」の新規開講に加え、薬学部開講科目の「国

際関係論」と「現代日本史」を理学部生も履修できるようにする。さらに、社会科学系科目の

選択枠を拡大する。教員養成課程においては、近年増加している様々な障がいを持つ生徒達を

理解し対応策を学んでいくために、「特別支援教育概論」を新規開講する。平成 29 年度入学生

よりカリキュラム改定を行う生命圏環境科学科では、環境科学の基礎となる科目を 1・2 年次に

集中的に学習させ、PBL（Problem Based Learning）やアクティブラーニングをさらに拡充す

るとともに、臨床検査技師課程の設置による進路選択の多様化を図っていく。 
【看護学部】 

看護学を通じて保健・医療・福祉に貢献するため、深い知識と優れた技能および高い倫理観

に基づいた、豊かな人間性をそなえた良き医療人の育成を教育理念として掲げている。平成 28
年度から新カリキュラムを開始し、これまでの教育の特色である「人間性の形成」「国際感覚の

育成」「感染関連科目の充実」に、「がん看護教育の充実」を新たに加えており、これらの特色

ある教育をさらに推進していく。又、必修科目である卒業研究を通して、学生の科学的思考力

を育成するとともに、自立した人間として主体的に判断し、多様な人々と協働しながら新たな

価値を創造する力を身につけるための教育を推進する。 
【健康科学部】 

平成 29 年 4 月に開設する健康科学部では、生活に根差した地域医療推進型の看護学教育を行

う。看護実践力の育成に向けて、根拠ある実践技術のプログラムである「看護の基本技術」、「看

護学入門実習」を開講する。倫理教育については、学部の教育目標と連動させて主な授業の到

達目標に包含し、倫理観の醸成を図る。又、リーダーシップ、関係形成力、自己教育力の向上

を図る多彩な科目設定および学修方法により、人間性のあるリーダー育成教育を行う。さらに、

「健康科学概論」、「トランスレーショナルへの挑戦」等の科目では、健康科学部としての科学

的思考の定着を図る。一方、成績評価に GPA（Grade Point Average）制度を導入し、学期末・

年度末に学修の形成評価を行い、学生の主体的学習への意識向上を図る。 
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【付属東邦中・高等学校】 

建学の理念を活かした 6 ヵ年一貫教育を推進し、グローバル化などの社会的要請に対応でき

る意欲的な人材の育成をめざし、実験・実習等を多く取り入れ、思考力・判断力・表現力を育

成するプロセス重視の学習を進めていく。国際交流では、これまで高校で実施していたオース

トラリア研修を中学へ移行するとともに、新たに自然科学系研修の検討を進めている。又、卒

業生から宇宙飛行士が誕生したことを受け、宇宙教育プロジェクトを立ち上げ、関連講演会や

宇宙ステーションとの交信イベント等を計画・推進する。 
【駒場東邦中・高等学校】 

中高 6 ヵ年一貫校として、学力の向上だけでなく生徒の個性を伸ばす機会を与え、より豊か

な人間性を育む場を提供し、知性と科学的教養を身につけた健康で実践力に富んだ有為な人材

を育てることを目標とする。幅広くバランスが取れた能力を身につけるべく、5 年（高校 2 年）

までは文・理に分かれず同一カリキュラムを履修し、英語・数学・理科実験等では分割授業（少

人数教育）等を取り入れ、理解の徹底を図っている。又、学内の「人材育成基金」を活用した

進路啓発活動として、有識者による講演会や卒業生・保護者の授業参画等を積極的に実施し、

生徒の社会的意識の向上を図る。 
【佐倉看護専門学校】 

東邦大学の教員や病院医師等による少人数教育や学外施設での充実した実習を通して、専門

的でわかりやすく、かつ主体的な学習を促進することで、看護の専門職業人として倫理的な感

性と判断基準、基礎的な臨床実践能力をあわせもつ人材を育成していく。成績不振者へは面談

による個別指導、アドバイザーグループ活動、補習等のフォローアップを実施する。なお、例

年通り夏期休暇中には教員対象の研修を開催し、教育力の向上をめざす。 
 

（４）教学環境の整備 

【大森キャンパス】 

医学部では、総合研究部委員会、大学院運営委員会、研究推進室が連携して、臨床につなが

るような魅力ある研究を実施できる環境整備を進めている。1 号館 3 階の旧 RI 実験施設跡地に

は、平成 28 年度に設置した生体防御基盤センターに続き、（仮称）細胞医療センターの開設を

検討する。2号館には、3ヵ年計画で（仮称）AI Met Lab（Active and Intelligent Medical Training 
Laboratory）の整備をめざしており、平成 29 年度は医学メディアセンターの 1 階部分を医学部

自修館と一元化し、新たなメディアセンターにリニューアルする。又、平成 30 年度に実施予定

のシミュレーションラボおよびセミナー室の再配置について、検討を進めていく。 
看護学部では、教育環境充実のための中長期的整備計画の立案に向けて、現在の問題点の分

析と改善検討を開始する。 
【習志野キャンパス】 

薬学部では、E 館（旧 NK 館）の耐震補強工事に向けて準備を進めており、平成 29 年 9 月着

工、平成 30 年度中の完成をめざしている。工事の進捗にあわせて、実験機器や教室等の移動・

移設を滞りなく進めるとともに、引き続き、動物センター跡地や旧動物舎の活用方法、薬草園

再整備を検討していく。 
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理学部では、Ⅲ号館エレベーター改修工事、V 号館プロジェクターとマルチメディア・ラボ

ラトリーPC の更新等を行う。 
4 月に第一回生を迎える健康科学部では、3 年後の完成年度までに順次、実習室等の機器・備

品を整備していく。 
又、平成 14 年に閉鎖した男子寮（鴻志寮）の解体を平成 29 年度内に実施する予定である。 

【付属東邦中・高等学校】 
教育環境の整備を進め、高校校舎の外壁改修を実施する。又、特別教室へプロジェクター・

ホワイトボードを、普通教室へ無線 LAN を設置する。 
【駒場東邦中・高等学校】 

平成 29 年度の創立 60 周年にあたり、記念事業として隣接地の取得と運動設備（グラウンド）

の再整備を実施している。既に、平成28年11月に法人が取得した本校グラウンドの隣接地2,150
㎡のうち、凡そ 3 分の 1 に相当する部分をグラウンド拡張用地として活用するべく、工事計画

をとりまとめ早期の竣工をめざす。記念事業の推進においては、平成 28 年 4 月から開始した記

念事業寄付金を継続・強化するとともに、平成 29 年 10 月の記念式典開催に向けて、着実に準

備を進めていく。 
【佐倉看護専門学校】 

閉校は決定したが、在校生に不利益の無いよう、適宜、教材・備品の整備を行う。 
 
（５）就職・キャリア支援の強化 

習志野学事部キャリアセンターでは、学生・父母・教員・企業から信頼されるキャリアセンタ

ーをめざし、就職支援プログラムの充実を図っている。平成 29 年度は、これまでに提供してきた

各講座・イベント、支援サービスの検証を行い、内容・開催時期・優先度等を多角的に見直して

いく。特に、理学部では「就職活動に関するアンケート」を実施しており、結果を精査してサー

ビス向上に反映させる。薬学部では近年、調剤薬局・ドラッグストア以外への企業就職希望者が

減少傾向にあり、要因の特定と対策を講じていく。 
又、個別相談の繁忙期・閑散期を考慮した効率的な人員体制を構築し、創出した時間でカウン

セラーによる新たな講座の開設をめざす。 
 

（６）内部質保証システムの検証と自己点検・評価の実施 

本学では、教育・研究水準の維持向上を図るため、各学部・研究科の自己点検委員会と自己点

検事務局等が連携し、大学基準協会による大学評価の受審と 3 年ごとの自己点検・評価を実施し

ている。 
大学評価においては、2019（平成 31）年度の認証評価受審に向けて、関連する刊行物や大学基

準協会が実施するシンポジウム等に参加し、情報収集に努めるとともに収集した情報を学内で共

有する。又、平成 30 年度からの第 3 期認証評価サイクルに対応するため、規程の見直しや学内組

織体制の構築等、内部質保証システムに関する環境整備を行う。 
自己点検・評価においては、平成 28 年 12 月に行われた第 4 回全学自己点検・評価実行委員会

検証会の結果および外部有識者からの提言を学内に周知し、それぞれの取り組みの向上と改善を
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図る。第 5 回の委員会では、平成 29 年 9 月時点での進捗状況を報告したうえで、外部有識者の

意見を聴収し、内部質保証における客観性・妥当性を高めながら学内 PDCA サイクルの円滑な運

用に繋げていく。 
 

（７）東邦大学国際交流センターの活動 

国際交流センター機能を強化して派遣・受け入れ関連業務の効率化を図るため、各学部の留学

担当部署との情報共有・一元化を推進し、まずは「外国人留学生身上記録」「海外渡航届」のオン

ライン提出を開始する。戦略的な留学生の受け入れに向けては、大学サイトの学部別国際交流ペ

ージの整備や入学時オリエンテーションを実施するほか、留学生満足度調査を行い、結果の分析

により改善に繋げていく。又、学生の派遣に関して、本学危機管理マニュアルの第三者評価や、

奨学金・各国大使館主催セミナー等の情報提供を行う。 
学術交流協定は、平成 29 年 2 月に新たにワルシャワ医科大学と大学間協定を締結し、平成 29

年 2 月末現在、大学間協定 11 機関、学部間協定 14 機関（医学部 6 機関、薬学部 5 機関、理学部

2 機関、看護学部 1 機関）となっている。さらに複数大学と締結準備を進めており、今後の具体

的な交流を検討していく。なお、11 月には本学主催で第 10 回 4 大学ジョイントセミナーを開催

することになっており、延べ 300 名の参加を見込んでいる。 
 

 

２.研究 

（１）研究の活性化と外部資金の獲得および不正防止の徹底 

平成 29 年度外部資金申請状況は、文部科学省科学研究費助成事業の新規申請は 272 件で、平

成 28 年度の 268 件と比べほぼ横ばい状態である。厚生労働科学研究費補助金は、研究代表者分

が 4 件（新規 3 件・継続 1 件）、分担分 17 件の計 21 件、国立研究開発法人日本医療研究開発機

構（AMED）委託研究開発費は、研究代表者分が新規課題 3 件、分担者分 18 件の計 21 件であっ

た。平成 28 年度に新設された文部科学省私立大学研究ブランディング事業は、現在、医学部を代

表とする研究課題が採択されており、平成 29 年度も同様に 1 件を申請する。文部科学省施設・設

備関係補助金は、研究設備で医学部 2 件・薬学部 3 件・理学部 1 件の計 6 件を申請し、又、日本

学術振興会の「ひらめき☆ときめきサイエンス」は、薬学部 1 件の申請を行っている。平成 27
年度に獲得した「文部科学省科学技術人材育成費補助事業 ダイバーシティ研究環境実現イニシ

アティブ（連携型）」の補助事業については、千葉大学と放射線医学総合研究所との包括協定締結

に基づき、引き続き教育・研究支援センターと男女共同参画推進センターが協力して遂行してい

く。研究支援においては、研究計画立案支援強化のため教育・研究支援センターが主幹となって

「研究相談デスク」を開設し、研究初学者の支援等を行うほか、安全保障貿易管理の支援体制を

確立していく。 
管理面では、平成 29 年度も「研究費の不正防止強化」を図るべく不正防止対策および使用ルー

ル改善に重点を置く活動を行い、平成 28 年度より習志野地区で運用を開始した科研費新規採択研

究者による発生源入力を、平成 29 年度から大森地区においても開始する。運用開始にあたっては、

平成 29 年 3 月に業者向け説明会（発生源入力の協力依頼と研究不正の加担防止について）を、4
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月下旬から 5 月末までに平成 29 年度科研費新規採択者を対象とした説明会を大森・習志野両地区

で開催する。研究費の使用ルール支援としては、春には科研費や他の競争的補助金の新規採択者

等を対象とした説明会を、秋には競争的資金使用ルールの改正点を説明するため、科研費採択者・

他の競争的補助金の運営・管理に係る者全員を受講対象者とした説明会を、全地区で実施する。

未受講者に対しては説明会の内容を e-learning 化し、受講を義務化するとともに、受講者全員に

習熟度テストを実施する。習熟度テストの結果、理解度の低い項目は次回の説明会へ反映させる。 
又、平成 26 年 8 月 26 日付公布の改訂版「研究活動における不正行為への対応等に関するガイ

ドライン」に準じ、引き続き「全研究者等に対する研究倫理教育の受講義務化（CITI 受講）」の

徹底を図る。平成 28 年度には、各学部の研究倫理教育責任者により第 1 回研究倫理教育責任者会

議を行い、平成 29 年度の CITI 運用内容（受講単元の選択と受講期限の短縮化（平成 29 年 9 月

迄））を取り決めており、平成 29 年度も引き続き同会議にて CITI を活用した研究倫理観の醸成

を図っていく。利益相反については、平成 28 年度から引き続き、新規程の作成と運用方法（研究

寄付金等の申告）の検討を行い、平成 29 年度早期に制定させる予定である。 
 

（２）大学院の充実 

【医学研究科】 

近年、研究に対する意識が高まったことで大学院生が増加し、研究レベルが向上してきてい

る。引き続き、継続的に教職員ワークショップを開催しながら、修学年限内の学位取得率のさ

らなる向上をめざす。なお、平成 28 年 10 月には国立病院機構東京医療センターと連携大学院

包括協定を締結しており、大学院研究のさらなる多様化・活性化が期待される。 
【薬学研究科】 

修士課程入学希望者を安定的に確保するため、MOU 締結校や 4 年生課程を有する薬科大学、

他学部への広報活動を積極的に実施する。博士課程においては、本学からの進学希望者確保の

ため、入学試験方法の検証を行う。研究面では、奨励研究や学部内共同研究を充実させるとと

もに、試薬管理システムの導入に向けて検討・準備を進める。 
【理学研究科】 

大学院生に対する支援として、博士後期課程学生を非常勤講師やリサーチ・アシスタントに任

用し、引き続き教育・研究キャリアの蓄積と経済的支援を図ることで、大学院進学率の増加を図

る。 
【看護学研究科】 

教育・研究指導体制の強化のため FD を充実させ、平成 31 年度に向けて開講分野・カリキュ

ラムの検討を行う。又、志願者確保のため、学部生への広報活動を強化するとともに、修了生

の動向調査を実施し、教員登用等の大学院生支援を検討する。 
 

 

３. 医療 

平成 28 年度の診療報酬改定は、我が国における社会保障分野の厳しい財政状況を反映し、8
年ぶりのマイナス改定となったが、事前の情報共有と改定後シミュレーション、3 病院における
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早急な対応が奏功し、3 病院合計で改定前を上回る収入を確保できる見込みとなっている。しか

しながら、平成 29 年度以降は薬価基準の見直しが議論されるなど医療費抑制の方針は一層加速

しており、医療収入を柱とする本法人においては、これらの社会制度の変化に対して具体的な

施策を講じながらスピーディーに対応していく必要がある。引き続き、法人と医学部・病院間

で開催している病院運営戦略会議等において検討を行うとともに、法人全体で推進している経

費節減プロジェクトとも連携しながら、収益の最大化を図っていく。 
翌平成 30 年度には、念願の新大橋病院が開院する。個別の戦略会議にて大橋病院・法人・医

学部が多角的な分析を行うとともに、大森病院・佐倉病院とも連携して、これまでにない新た

な都市型モデル病院に相応しい陣容を整えていく。 
 

（１）大森病院 

① 患者サービス 
外来では、平成 28 年 4 月から看護外来を開始し、専門性の高い看護師が多様な分野で個々の

患者さんに応じた看護を提供している。引き続き、看護外来の充実を図るとともに、特別診察

室を活用して出生前診断・セカンドオピニオン・特別予約外来・脳ドック・先端健診等を実施

していく。総合入院案内「MY ステーション」では、看護師・薬剤師・地域連携・病床管理部

門・医事課入院部門が協働し、入院 2 週間前に入院案内・ヒアリングを実施することで外来か

ら入院へのスムーズな移行を実現しており、突発的な入院中止の回避や入院中の事故防止等に

寄与している。土曜日・日曜日を中心に予約入院をさらに促進しつつ、早期の退院支援介入に

より適正な在院日数を維持することで患者満足度の維持・向上を図っていく。 
② 医療の質の向上 

医療安全対策、感染対策のさらなる充実を図り、特定機能病院として安全な医療を提供して

いく。近年、手術件数は順調に増加しており、周術期センターによる効率的な手術室管理を継

続して行うことで年間 9,300 件の手術をめざす。平成 29 年度内には新たにハイブリッド手術室

を設置する予定であり、より一層高度で低侵襲な手術の実施が期待される。又、多職種連携に

よるチーム医療を充実させ、病棟における薬剤師・理学療法士・管理栄養士の活動を促進する

ほか、栄養サポート・呼吸ケア・緩和ケア・精神科リエゾン・褥瘡ケア等に積極的に取り組ん

でいく。 
なお、医療法施行規則の改正により、特定機能病院の安全管理体制に対して、外部委員によ

る監査委員会の設置が法人に求められることとなった。本法人においても、平成 29 年 3 月に監

査委員会が新設されており、委員会での報告・改善を通して、より高度な医療安全体制を確保

していく。 
③ 地域（病診）連携の推進 

地域医療支援センターを中心に、満足度調査（患者・医療機関）や患者動向を詳細に分析し、

院内体制の改善や地域医療機関への広報活動へ活かしていく。特に、救急患者（救急紹介）の受

け入れについては謝絶率も低下傾向にあり、引き続き可能な限り受け入れるよう院内協力体制を

整備していく。又、病院指標等を積極的に公表し、医療の透明性を確保するとともに、広報ツー

ルとしてのホームページ・年報等の在り方を見直していく。 
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④ 経営基盤の確立と強化 
適正な人員配置により、教職員の負担軽減や業務効率化を図るとともに、現在より上位の加

算（画像診断管理加算・医師事務作業補助体制加算等）を取得し、医療の質の向上と適切な収

入確保の両立をめざす。又、企業向け PET-CT ドックなど高度医療機器の稼働を促進していく。

病棟においては、3 号館 6 階（特室・個室専門病棟）のアメニティを改善し、利用率の向上を

図る。 
⑤ その他の主な取り組み 

ストレスチェック後のサポート体制や産業医面談の充実による健康管理を徹底するとともに、

業務の見直しによる時間外業務の削減を実施し、健全な職場環境の整備を進めていく。医師に

対しては、文書センターにおける医師事務作業補助の拡充や、時間外手術に対する手当の検討

など、負担軽減と適正な業務評価に努める。又、教職員のキャリアアップサポートについても

検討を進めていく。なお、平成 28 年 5 月に多職種による「大森病院将来構想若手勉強会」が発

足しており、今後の医療行政政策、地域環境、医療ニーズ、医学教育等を踏まえた将来構想の

検討を継続していく。 
 
（２）大橋病院 

① 患者サービス 

平成 29 年 4 月より、土曜日の午後（14：00～17：00）に MRI の予約枠を新設することとな

り、検査待ち期間の短縮が期待されている。引き続き、土曜日を有効活用することで患者サー

ビスの向上を図るため、業務改善や人員配置の見直しなど院内調整を行っていく。 

② 医療の質の向上 

救急体制を充実させるため、救急外来において平成 29 年 4 月より各診療科医師のローテート

制を開始し、救急診療科のサポートを強化する。救急患者のスムーズな受け入れにより、救急

車応需率の向上と入院患者の増加が期待されており、入院患者に対しては、早期に退院支援の

介入ができるよう、病棟への退院支援看護師の配置を推進する。 
又、高度医療の指標の一つである「看護必要度」を適正に算定するべく、引き続き医師・看

護師・薬剤師等が連携して病態情報を共有しながら取り組んでいく。 
③ 地域（病診）連携の推進 

平成 28 年 9 月に念願であった地域医療支援病院を取得し、地域中核病院としての機能がより

一層強化された。登録医との連携をさらに強化するべく、新規開業医療機関への早期訪問を実

施するとともに、近隣の医師会・薬剤師会を交えた委員会を定期的に開催し、紹介元医療機関

からのご意見をいただきながら、地域医療支援病院の基準の一つである紹介率・逆紹介率の高

位維持に努める。 
④ 経営基盤の確立と強化 

新病院は 319 床と現病院よりもコンパクトな規模ながら、高度な医療を提供し、かつ在院日

数の短縮と高い稼働率を両立させることで収益の確保を見込んでいる。このような新病院に向

けて段階的に体制を整備するべく、平成 29 年 4 月からは 59 床減の 374 床で診療をスタートさ

せることとなった。病床の高効率化を図るために、ベッドコントロール・入退院業務・地域連
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携等の機能を集約した「患者サポートセンター」を新設し、新病院での運用に備えていく。 
⑤ 新病院開院へ向けた具体的取り組み 

新病院は、現在進行している地域完結型医療への転換政策に適応できる、柔軟性・機能性を備

えた新しい「都市型モデル」病院をめざしており、高効率な稼働を実現できる具体的な診療体制

について、継続して検討を行っている。 

 

（３）佐倉病院 

① 患者サービス 

患者満足度調査の結果を精査し患者サービスの向上を図るほか、安全管理検討会や M&M（死

亡症例検討会）を充実させ、職員・患者参加型の医療安全システムを構築する。又、一般市民を

対象とした公開講座を通じ、地域の健康増進へ貢献していく。 
② 医療の質の向上 

数年来の課題であった救急診療体制は、各診療科の連携強化や管理体制の整備によって飛躍

的に改善され、平成 28 年度は救急車応需率 70％以上で順調に推移している。今後は、要請の

多い 18 時～23 時の人員強化や、救急外来の研修医 3 名体制の構築を進め、応需率 70％以上を

維持しつつ年間 3,600 件の受け入れをめざす。下期には SCU6 床の新設を予定しており、脳卒

中の救急対応においてもさらなる地域貢献が期待される。又、血液浄化等の専門診療ユニット、

がん診療（内視鏡治療、化学療法、外科治療、放射線治療等）を充実させ、高度医療を提供す

るとともに、災害拠点病院として BCP（事業継続計画）を策定し、大規模災害へ備える。 
③ 地域（病診）連携の推進 

周辺医療機関との信頼関係をさらに高めるため、医療機関満足度調査の結果を精査しながら

院内の体制や運用改善に反映させていく。特に、紹介いただいた患者に関する情報還元を充実

させるべく、紹介元医療機関への返信のタイミングや内容の充実を図っていく。なお、平成 28
年 6 月に取得した地域医療支援病院の基準である紹介・逆紹介率は高位を維持しており、引き

続き医療機関訪問や学術セミナーにより顔の見える連携を推進し、地域完結型医療への転換を

促進していく。 
④ 経営基盤の確立と強化 

平成 28 年度から順次整備してきた循環器内科、腎臓内科、リハビリテーション等が順調に経

過しており、診療の質向上だけでなく収入面でもさらなる伸長が期待されている。これらの患

者を受け入れるためにも病床運用の効率化が必須であり、DPC 入院期間Ⅱ以内（全国平均並み）

の退院患者割合を高め、平均在院日数の短縮を図る。又、救急体制の改善により緊急手術が増

加傾向にあることから、手術室の運営効率を向上させ緊急手術体制を整備するとともに、日帰

り手術の増加を図る。 
支出面では、高額薬剤（オプジーボ等）の使用量を注視しつつ、後発医薬品を積極的に採用

して医療経費の適正化に努める。 
⑤ その他の主な取り組み 

平成 29 年度も前期研修医採用が好調であり、教育病院としての陣容が整備されてきている。

佐倉病院における丁寧な指導やきめ細かなフォローが評価されている証であり、数年後の卒後
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臨床研修評価受審に向けて院内で準備を進めていく。研究面においては、医師のみならずコメ

ディカルを含めて積極的な研究活動が行えるよう、共同研究室の機器や研究支援スタッフを充

実させていく。又、院内の枠にとらわれず学内の共同研究を促進し、研究会・講演会等の機会

を提供する。 
 

（４）羽田空港クリニック・羽田空港国際線クリニック 

国際空港という公共性の高い施設の医療機関として、引き続き、両クリニックおよび東邦大学

医療センター大森病院が連携して患者さんにやさしく安全で質の高い医療を提供していく。 
急性疾患のプライマリケアや慢性疾患、空港特有の渡航感染症等に適切に対応できるよう、ク

リニック間の情報共有を強化して教職員のスキルを高めるとともに、検疫所などの空港内施設と

の連携を図る。空港内クリニック独自の診療状況・問題症例については、学会参加や論文発表等

を奨励し、さらにはこれらの知見を活かしたプレスリリース配信やホームページでの情報発信に

より、空港利用者の健康に対する意識を高めていく。又、新たに空港内のテナントに向けた健康

ニュースを定期的に配布し、クリニックの周知・利用促進を図る。接遇面においては、マナー向

上に加え、増加する外国人利用者への対応として、教職員の語学研修への参加、翻訳機の導入等

を検討する。 
なお、引き続き災害時対応を強化し、関連する防火・防災訓練に積極的に参加するとともに、

災害時マニュアルや BCP の周知・徹底を図る。 
 

（５）病院経営収支分析の強化 

3 病院の収支分析担当、医事担当、用度担当等と法人本部が一体となり、病院の共通・個別課

題に対して診療・経営情報の分析を行っている。共通課題については、3 病院合同病院運営戦略

会議等を定期的に開催し、情報共有を図りながら実行性のある施策を推進していくほか、個別課

題については適宜検討の場を設定し、スピーディーな対応に努める。特に、平成 30 年 6 月には新

大橋病院開院を控えており、法人と病院が一体となって具体的な施策を実行していく。一方、支

出面では「医療材料統一プロジェクト」において構築された材料価格管理体制を基盤とし、継続

的な価格管理・価格交渉を行うことで 3 病院の医療コスト抑制を図っていく。 
 

（６）３病院看護師等確保の活動 

3 病院看護部・法人本部看護企画室が連携し、適正数の看護職員確保に向けた活動を推進して

いく。効果的な募集活動を実施するため、学生の動向データを分析して説明会における説明方法

やインターンシップ受付方法を改善するとともに、東邦大学看護学部・佐倉看護専門学校の学生

に対しては、説明会や交流会、内定者懇談会を開催し、採用率の維持をめざす。又、採用活動に

加え、3 病院における看護の質の均一化・向上を図るため、静脈注射プロジェクトを継続的に実

施し、院内研修や認定試験の共通化について見直しを図っていく。 
 

（７）３病院と看護キャリア支援センター等で取り組む看護の質の向上 

看護系教職員の卒後教育拠点として、「学び直す」「極める」「挑戦する」の 3 つの枠組みで医療
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現場のニーズに即した講座を開催する。開催においては、看護系教職員が学びやすい時間・人数

等を設定し受講者数や満足度を高めていくとともに、参加者が所属の枠を越えて交流を深めるこ

とができる場を提供していく。又、メディアセンターと連携した「看護職向け学術情報ポータル

サイト」での情報発信を積極的に行うなど関連部署との連携を強化し、学内の多様な人材を活か

す体制を構築する。 
 

 

４.管理運営 

（１）財政基盤の強化 

中期経営計画（平成 28～30 年度）初年度にあたる平成 28 年度は、理事長のリーダーシップの

もと法人の総力をあげた経営改善努力により、基本金組入前当年度収支差額は当初予算 9 億 8 千

万円を大幅に上回る黒字で着地する見込である。 
中期経営計画 2 年目となる平成 29 年度は、平成 27 年度に開始した新大橋病院建設工事が佳境

を迎えるとともに、医学メディアセンターの改修や薬学部 E 館の耐震補強工事等、教学施設の充

実にも引き続き取り組む。 
これらの設備投資を着実に実行するためには、予算統制の強化やコスト管理の徹底を通じた安

定的な黒字水準の確保が必須となる。並行して、投下資金を賄うため手許現預金と外部借入のバ

ランスに留意し、実効性の高い資金調達ならびに運用を行う。 
18 歳人口の減少や医療費抑制策の進行等、本法人の経営環境は厳しい状況が続くが、全教職員

の力を結集し平成 29 年度の基本金組入前当年度収支差額 15 億 8 千万円の黒字予算達成を図ると

ともに、財政基盤の一層の充実・強化に取り組む。 
 

（２）新大橋病院プロジェクトの推進 

建設工事については、平成 30 年 3 月 30 日の建物竣工・仮引渡しに向け、順調に進められてい

る。6 月 9 日に竣工記念式典を催し、同 20 日の開院を予定している。病院棟では、地震時の揺れ

が建物内に直接伝わらないよう、基礎・土台部への免震装置取り付けが完了しており、順次上部

階への施工を進め、平成 29 年 10 月末頃には建物全容が現れてくる予定である。機器・備品の選

定についても、事業予算を睨みつつ絞り込みを行っている。 
又、運営面では、新病院の基本理念と基本構想に沿い、地域特性を考慮した医療連携および救

急医療体制を推し進め、効率性・機能性の高い特色ある高度急性期病院をめざしているが、先ず

は、現病院の段階で、病院・患者・地域の接点となる入退院業務・地域連携・病床コントロール

等を統合した「患者サポートセンター」を設置し、新病院開院直後からスムーズに稼働できるよ

う前倒しで準備を進めていく。又、医療スタッフのシフト制も取り入れ、検査・手術等が速やか

に実施できる体制を構築し、土曜日・日曜日の有効活用の可能性を検討する。これらの施策も含

め、新病院の運営がより順調に運ぶよう、法人と大橋病院との間で新病院運営戦略会議を 4 月か

ら開催することが決定した。 
なお、平成 29 年 1 月より「新大橋病院プロジェクト」特設サイトを公開しており、完成予想動

画と、定点カメラ撮影による工事進捗状況を逐次更新している。大橋病院ホームページにバナー
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を設置しているので、ご覧いただきたい。 
 

（３）経費節減プロジェクトの推進 

平成 29 年度は、①共通必須項目と②法人本部主導項目を設定し、各所属個別の取り組みと法人

のスケールメリットを活かした取り組みの 2 本立てで経費節減を推進していく。 
共通必須項目では、平成 28 年度に引き続き「業務効率化を通じた時間外業務の削減」を中心に

取り組む。時間外業務の適正化は、教職員の健康管理やワークライフバランスの充実の面から社

会的な要請が高まっており、所属の実情に即してきめ細かい対策を講ずる。法人本部主導項目で

は、省エネ推進委員会による光熱水費の削減、機器・備品の統一購入を継続しつつ、委託費や消

耗品費を対象とした削減策を検討する。 
又、4 月からは全教職員より業務効率化や経費節減に向けたアイデアを募り、問題意識を共有

する取り組みを行うことにより、プロジェクトのさらなる活性化と教職員の意識高揚を図ってい

く。 
 

（４）アイデンティティ強化のための広報施策 

①広報施策の強化 
東邦大学としての知見を活かしたプレスリリース等の情報発信により認知度の向上に努め、特

に法人プロジェクトとして推進している健康科学部開設や新大橋病院開院等の大型案件について

は、法人全体で計画的な広報を実施していく。戦略的広報活動には学内連携と情報共有の強化が

必須であり、引き続き各所属代表者による法人広報連絡会を定期的に開催し、広報意識およびス

キルの向上と情報交換に努める。なお、広告施策のうち、特に案内広告（看板・サイン等）につ

いては、費用対効果を注視しながら実施を検討していく。 
②ホームページの充実 
 本法人各施設ホームページへのアクセス数は、平成 28 年度 4-2 月累計で延べ 2,074 万件（大学

1,136 万件、病院 581 万件、両中高・看専 357 万件）、前年同期間比約 208 万件増と年々増加し

ており、広報ツールとして益々その重要性を増している。平成 29 年度は、平成 27 年度から 3 ヶ

年計画で推進してきたオフィシャルサイト（全 11 サイト）リニューアルの最終年度として、大橋

病院・佐倉病院・付属東邦中高サイトのリニューアルを行う。これにより法人内で使用している

Web ページ管理システムが一本化され、サーバ等の運用管理や更新作業の統一化・効率化が期待

される。運用においては、コンテンツの充実と更新頻度の向上のため、外部委託を活用しながら

効率的かつ体系的な管理体制を構築・拡充していく。 
 

（５）「学校法人東邦大学広報」による法人情報の発信 
広報誌を通じて法人の活動を積極的に発信することで、教職員やその他ステークホルダーとの

一体感を醸成することをめざす。創立 90 周年を記念した炭山理事長の連載「東邦大学のルーツを

たどる」（平成 24 年 6 月号～平成 27 年 4 月号）が学内外より好評であったことを受け、平成 29
年 1 月号から 第 2 部の連載を開始した。学祖である額田豊・晉両先生の薫陶を受けた方々の生涯

を辿ることで、そこに本学の建学の精神がどのように息づき、引き継がれて来たのかを明らかに
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していく。又、健康科学部開設や新大橋病院開院等の法人プロジェクトについて、進捗・経過等

をタイムリーに紹介する。 
 

（６）産学連携の推進 
高い専門性を有する委託会社や専門家との連携のもと、受託研究・共同研究契約を支援し、契

約内容の迅速な精査と適切な税務管理を実施するとともに、知的財産についても、引き続き知的

財産審査委員会で適切な評価を行っていく。 
学外との連携については、これまでに締結したキャンパス周辺自治体（6 自治体）等との連携

協定を活用し、産学官連携による地域活性化活動を推進していく。特に、本学の特色を活かした

医工連携（医療機器等の開発）を促進し、開発・改良アイデア（シーズ）発掘と具現化のために

3 病院にて「産学連携促進のためのアドバイザリーボード」を開催する。 
 なお、教育・研究支援センターと連携して、外国機関との共同研究等に必要な「安全保障輸出

管理規程」を制定し、その管理体制を構築していく。 
 

（７）額田記念東邦大学資料室の充実 
習志野メディアセンターや各学部ホームカミングデー等での出張展示を継続実施し、同窓生を

含む学内関係者への広報活動を強化・推進する。管理面では、平成 28 年度から 2 ヵ年計画で、所

蔵資料約 10,000 点のうち、未整備資料 7,000 点相当の目録化を進めており、平成 29 年度内に完

成予定である。資料への展示やレファレンス等でのさらなる資料活用が期待される。 
 
（８）株式会社東邦キャンパスサービスの動向 

学校法人東邦大学との連携をさらに強化し、教育・研究・医療の各分野でそれぞれのニーズに

沿ったサービスを提供することで、法人の財政面でサポートする。平成 30 年度の新大橋病院開院

に向けて、備品等の販売や施設関係のコンペを実施するとともに、駐車場事業の運営体制を整備

していく。又、平成 29 年 4 月に開設する健康科学部でも、順次、設備・備品等の納品が予定され

ており、滞りなく進めて行く所存である。なお、平成 29 年 4 月に薬価の一部が改正されることか

ら、3 病院薬剤部長と協議のうえ 9 月末までの妥結をめざすほか、医療材料においても、随時、

価格交渉を実施し、適正価格の維持に努める。 
以上 
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