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平成２５年３月２２日 

 

学校法人東邦大学 平成２５年度事業計画 

 

Ⅰ.はじめに 

 

本法人は、公共性・社会性の高い組織として、社会に対する透明性を確保し、社会に対し、い

かに奉仕し、貢献するかをミッションとしており、組織の社会的責任（CSR）を常に念頭におき、

永続性の高い組織運営を行っていく必要がある。そのためには、アイデンティティ（ステークホ

ルダーからの認知、評価）とクオリティ（教育・研究・医療の質）を向上させ、それを支える安

定性と継続性のある財務基盤の強化が必須である。 

ここ数年の各所属における経営努力が着実に実を結び、平成 24 年度の帰属収支差額は 40 億円

が見込まれ、財政基盤は飛躍的に強化・改善されたが、これらの利益を蓄積し、教育・医療施設

の充実や機器備品の購入等の大型投資として還元し、本法人を中長期的に発展させるためにも、

法人全体が一丸となった経費節減プロジェクトの推進、あるいは、法人全体収入の 7 割を占める

病院における収支改善のための各種施策の実行等、さらなる経営改善施策を推進していく所存で

ある。 

平成 25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

業経営を行う所存である。 

 

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】 

近年、減少が取り沙汰されて久しい 18 歳人口は、21 年前の 205 万人から現在約 123 万人と

82 万人の減少となっている。2031 年には 87 万人まで減少し、その後は更に減少となる。平成

24 年度の集計では、入学定員充足率が 100％未満の大学は 264 校となり、大学全体に占める未

充足校の割合は 45.8％となった。 

このような環境の中、本学における平成 25 年度入試の入学志願者総数は 10,645 名と、昨年

度を 219 名上回る志願者を獲得することができた。中でも、学納金引き下げを実施した医学部

は、前年度比 404 名増と大幅な伸びを示しており、薬学部も国家試験合格率の上昇に伴い、前

年度比 461名増と大幅な伸びを示している。 

今日のような変化の時代には、多様な人材の存在は自由な社会形成に欠かせない条件であり、
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建学の精神に沿った教育理念による、最良の教育を行うことが求められている。又、今後、グ

ローバリゼーションが加速する中、各分野でグローバルな視点を持ち、それぞれの専門分野を

先導するような人材の育成が急務となっている。本学としても、建学の精神に沿った教育理念

を実践し、社会の要請にかなう人材を養成していかなければならない。そのような資質を持っ

た優秀な学生を確保するために、今後とも進学情報誌や Web サイトでの積極的な情報発信、高

校生向けの DM、オープンキャンパス参加への働きかけなど、積極的な入試広報活動を行ってい

き、日本テレビの「いのちのいろいろ」の番組提供を始めとする法人広報活動との相乗効果を

発揮していく。 

【付属東邦中・高等学校】 

私学の選別化が激化する状況において、将来の存続をかけ｢選ばれる学園｣としての評価を固

めるための更なる努力と協力の必要性を十分認識し、重点課題として学力増進、進路指導の充

実を掲げ、６ヶ年一貫シラバスの完成をめざす。又、情報提供を充実させ、システム室による

情報の管理運営を推進するとともに、ホームページにおける保護者向け、一般向け情報の更新

迅速化を図る。 

【駒場東邦中・高等学校】 

進学校としての学内外からの期待に応えるために、大学への進学実績をさらに向上させるべ

く、入学志願者および優秀な生徒の確保に努め、均質な学力集団を形成する。又、「マクシマム・

エッセンシャルの徹底」として、中高を区分けしない「完全６ヶ年一貫」のカリキュラムおよ

びシラバスを活用し、質量ともに最高レベルの学力を養成する。 

【佐倉看護専門学校】 

一般入試における入試日程の変更、高校教員を招いての学校説明会開催、地方予備校向けの

教員出張説明会の実施等の施策を行い、広報活動の強化に努め、現役志願者の増加を図る。さ

らに、優秀な大卒入学生を確保するため、大卒者専用ホームページ開設、大卒者対象オープン

キャンパスの開催、受験対策のためのプレテストおよび入試問題解説等を実施する。又、地方

出身学生のための支援体制の充実を図り、入学当初における生活支援セミナー等のイベントを

開催、上級生によるプリセプター制の導入、学生寮アメニティ向上のためのヒアリングを実施

する。 

 

（２）国家試験合格率の高位安定化 

平成 24年国家試験合格率は、医師 84.9％（全国平均 90.2％）、薬剤師 95.2％（同 88.3％）看

護師は看護学科 95.3％・佐倉看護専門学校 100％（同 90.1％）、保健師 85.2％（同 86.0％）、助

産師 100％（同 95.0％）、臨床検査技師 85.0％（同 75.4％）となり、医師を除き、概ね全国平均

を上回る結果を残すことができた。 

医師については全国平均を下回る結果となってしまったが、平成 24年度からは、以前から取り

組んでいる成績下位者に対するフォローアップに加え、国家試験直前までモチベーションを維持

する方策も取り入れ、合格率高位安定化をめざしている。平成 24の薬剤師国家試験は、6年制移

行後初めての国家試験であったが、全国平均を 6.9%上回る良好な結果を残せた。これも、薬学部
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教員の熱心な指導の結果といえる。 

引き続き、学生一人ひとりに熱心で丁寧な指導を行うことで、合格率の高位安定化をめざして

いく。 

 

（３）特色ある教育への取り組み 

【大学】 

平成 22 年 10 月に設置された東邦大学共通教育推進委員会が中心となって、自然科学系総合

大学としての本学の特色を発揮すべく、４学部共通の教育プログラムである「生命倫理シンポ

ジウム」「チーム医療演習」「実用医療英語」の企画・運営を引き続き実施するとともに、語学

教育として、各学部で取組んでいる海外語学研修プログラムの共通教育化を検討し、より活発

な共通教育を推進する。さらに、平成 24年度に採択を受けた私立大学教育研究活性化設備整備

事業により、多拠点通信装置と学生ポートフォリオシステムが整備された。平成 25年度は、こ

れら設備を本格的に活用し、遠隔講義や講演のオンデマンド配信を実施するとともに、本事業

に対する学生からのフィードバックを得て、次年度に向けた改善等の指標にする。 

又、各学部においても下記の特色ある教育への取組みが積極的に推進されている。 

医学部では、平成 21年度文部科学省「大学教育・学生支援事業(テーマ B)」に採択された「医

学部テュートリアル早期学習における学生屋根瓦システムの構築」が平成 23年度で最終年度を

迎えたが、この取組みを梃子として、引き続き学生の自立的学修を促すとともに、将来指導的

な立場に立つ学生の育成をめざし、上級生が下級生のテュートリアルにテュータとして参加す

る取組みをさらに推進する。又、低学年のうちから、多職種連携の意識付けを強化することを

目的に、平成 25年度より２年次対象の「医薬合同プログラム」をトライアルとして開始する。 

薬学部では、モデル・コアカリキュラムに準拠したカリキュラム構成の中で、カナダ・アル

バータ大学や、中国・瀋陽薬科大学等の海外学術交流協定締結校との学生交流短期プログラム

を活発に行っている。さらに、平成 24年度より 5年次秋学期開講科目として「海外実務実習」

を設置したが、平成 25年度からは、さらに短期語学研修等の単位化を検討する。 

理学部では、教育開発センターと教務委員会及びキャリアセンターとの連携を強化し、学部

共通キャリア教育の一環として“キャリアデザインⅠ～Ⅴ”という科目を 1・2 年次で開講し、

キャリア科目の充実を図っている。又、平成 25年度より、教員養成課程では高度専門職業人と

しての教員の職能的、人間的基礎を築き、高い実践能力を育成することをねらいとして、入学

後の出来るだけ早期の段階から学校教育現場での実地経験を数多く積むことや、校長経験者等

の実務家教員による具体的な指導を受けることが有効であると考え、教職インターンシップ、

教職体験、学級づくりの基礎と方法などの科目を新設する。さらに、情報科学では、教職志望

学生に対する数学基礎教育の充実、基本情報技術者試験を受験する学生への支援強化等を軸に

カリキュラム改正し、２コース制の科目群の整理・統合、カリキュラムの重点化を図ることに

より、「出口」を指向した教育体制を明確にした新カリキュラムをスタートさせる。その他、女

子学生比率が高いことから、男女共同参画推進センターと連携し、女子学生・大学院生のキャ

リアパスへの意識啓発を行うことも計画している。 
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看護学部では、人間教育と国際感覚の育成という、東邦看護教育の歴史を受け継ぎ、文化講

座や自然体験学習等を通じて感性を養い、国際化時代に対応できるよう国際看護・保健といっ

た科目も充実させ、広い視野から物事を考えることのできる医療人を育成する。又、平成 25年

度より大学院医学研究科看護学専攻が大学院看護学研究科として独立し、看護学のより高度な

研究と教育を通じて、広く活躍できる研究者・教育者の育成を開始する。 

 

【付属東邦中・高等学校】 

「建学理念」「教育方針」を具現化する教育を実施する。又、完全中高一貫教育と特色ある教

育の推進のため、系統的６ヶ年一貫指導計画による「早期完習」の徹底、授業アンケートや大

学入試問題研究を取り入れた質の高い授業の実施、総合的な学習の時間における研究課題の充

実や東邦大学の理系講座、学問体験講座等による「自分探し」学習（Exploring study）の実

施に加え、高１英語研修および中学帰国子女受け入れ態勢の整備、交換留学の検討等による国

際交流を進めていく。 

【駒場東邦中・高等学校】 

６ヶ年一貫校として、世界に雄飛出来るような優れたリーダーシップを持つ人材の育成を図

るべく、生徒の学力・体力・人間力をバランスよく涵養するため、自ら学ぶ意識の確立、部活

動・種々の行事・特別教育活動等への積極的な参加を奨励し、リーダーシップを習得させる。

又、「交換留学基金」を活用した米国スティーブンソン校や台湾の国立第一高級中学との交換留

学を通じ、国際感覚の涵養に努める。 

【佐倉看護専門学校】 

高い倫理観と臨床能力を備えた看護師を育成するため、倫理教育の充実を図るとともに、１・

２年生への面談を通じた個別指導、課題学習による問題解決能力の育成、教育効果向上のため

の非常勤講師、臨床実習講師との連携強化を通して、学生の学習意欲維持を図る。又、入学前

教育実施による学習支援を通し、１年次履修科目不合格者を減少させ、成績不良者への学習指

導強化、補習による学習指導（年２回実施）、実習評価方法の再検討を通して、退学者の減少に

努める。さらに、教員のスキルアップのための夏期研修を実施する。 

 

（４）教学環境の整備 

【医学部】 

耐震基準の 100％達成をめざし、体育館、学生会館の耐震補強を予定している。又、Team-based 

learning (TBL) 演習室を整備し、アメニティ満足度の向上を図る。さらに、大学院教育、研究

支援体制の充実および競争的資金の獲得を企図し、総研委員会、大学院運営委員会、研究推進

室が連携して、研究施設設備の充実に向けた中長期的な整備計画を立案する。 

【薬学部・理学部】 

体育館建設およびグラウンドの人工芝化を継続し、共通機器室の整備、III号館教室什器の更

新（2年計画の 1年目）を実施する。体育館関連工事は平成 25年内に完成し、共通機器室整備

は 10 月までに完成、III 号館什器更新は平成 25 年度内に完了させる予定である。又、平成 25
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年度中に、薬学部新棟の建設プランを確定し、Ａ館耐震補強に伴う講義室の改修を行う。 

【看護学部】 

カリキュラムの検討に併せ、「面接技法演習室」と「模擬病室」を、学部生および大学院生が

演習できる教学環境とするため、平成 26年度の設置に向けて検討を行う。 

【付属東邦中・高等学校】 

教育に集中できる環境づくりとして、校舎内の美化に努め、中学 LL教室改修・機器更新、校

舎トイレ改修、第一体育館の耐震診断等を実施するとともに、校舎内防犯カメラの設置を行う。 

【駒場東邦中・高等学校】 

教室の空調等の更新工事、グランドの整備工事等を行う。 

【佐倉看護専門学校】 

学生ラウンジ空調設備の更新工事、一部教室および講堂の机・椅子の更新、学生寮の居室空

調機器の更新を行う。 

 

（５）就職支援の強化 

新就職支援システムの本格稼働により、学生への就職情報伝達の一元化および教職員スタッフ

間における学生情報の共有化を図る。さらに、キャリアセンター資料コーナーをリニューアルし、

各種就職情報の統合整理を行うことにより、学生の利便性を向上させ、オープンキャンパスなど

での来訪者への施設印象および好感度を高める。又、年々増強される TOHOアライアンス賛同企業

による、キャリアラウンジの活用や学内企業セミナーの開催を一層推進するとともに、キャリア

カウンセリングによる学生個別支援体制の充実と職業観セミナーの開催、同窓会との共催による

新たな支援企画の立ち上げを行う。 

 

（６）内部質保証システムの構築と具現化 

本学の教育・研究水準の維持向上を図るために、自己点検・評価を平成 23年度に行い、改善す

べき事項等の抽出を行った。又、大学基準協会大学評価を 24年度に受審し、評価結果および指摘

事項が提示された。平成 25年度は、これら改善事項や指摘事項への対応を行い、その改善と充実

に向けて取り組んでいく。改善への取り組みには PDCAサイクルを確立し、回転させ続ける必要が

あるが、これらの取り組みを推進することによって、内部質保証システムを構築し、不断の改革・

改善が実現できるようにする。 

 

（７）東邦大学国際交流センターの活動 

平成 22 年 10 月に設置された東邦大学国際交流センターは、全学部の国際交流センター長を委

員とする国際交流センター運営委員会を原則毎月開催し、海外の大学等との学術交流や、教員・

学生交流の企画・推進等を行っている。 

平成 25 年度の事業計画としては、①平成 23 年度末に完成した英文大学案内を活用し、海外の

大学と新たな学術交流協定締結、②昆明医科大学にて開催される第 8 回 4 大学ジョイントセミナ

ー（ソンクラ王子大学・チェンマイ大学・昆明医科大学・東邦大学）への参加、③３付属病院英
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文 Web サイトの立ち上げ、④４学部合同留学生交流会の開催、⑤文部科学省の国際交流関係補助

金獲得の検討等を掲げ、より積極的に活動を行う計画である。 

 

（８）新学部設置に向けた検討 

看護専門学校四大化の社会情勢を受け、志願者並びに教員確保の観点から、平成 23年度より佐

倉看護専門学校の将来構想について協議を重ねてきたが、結果として佐倉看護専門学校四大化が

決定し、平成 24年 9月に、第１回佐倉看護専門学校四大化準備委員会が開催され、現在、看護専

門学校から四年制大学への発展的転換に向けた検討が重ねられている。新学部は、看護学科にと

どまらず、他の医療系学科の併設も視野に入れており、東邦大学 5 つめの学部開設に向け、積極

的に検討を推進していく。 

 

２.研究 

（１）研究の活性化と外部資金の獲得 

平成 21年 7月に設置された教育・研究支援センターが、研究の活性化と外部資金の獲得という

推進面と、管理面の双方に亘り中心となって活動を行っている。 

推進面では、研究費獲得支援として科研費獲得のための説明会を大森・習志野・佐倉地区で実

施し、平成 25 年度文部科学省科学研究費補助金の申請件数は 270 件と前年度を 43件上回る結果

となった。平成 25 年度厚生労働科学研究費補助金では、本学より研究代表者案件を 12 件（新規

7件・継続 5件）申請している。又、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に医学部 1

件、薬学部 1件および理学部 2 件の計 4件を申請予定である。その他、文部科学省施設・設備関

係補助金については、平成 25 年度申請予定案件の準備を進めているが、うち 2件を平成 24 年度

補正予算に係る追加募集に前倒しで申請を行った。又、日本学術振興会のひらめき☆ときめきサ

イエンスに薬学部 2件と理学部 4件の合計 6件を申請した。その他の補助事業としては、平成 24

年度に新たに募集を開始した文部科学省私立大学教育研究活性設備整備事業の採択を受けたが、

平成 25 年度も事業案を検討し申請を行う予定である。さらに、「地（知）の拠点整備事業（大学

COC 事業）」「未来医療研究人材養成拠点形成事業」といった新規補助金についても申請準備中で

ある。 

研究支援として、研究計画立案、統計手法選択、英語論文作成の３分野に係る支援のための顧

問を雇用し、ワークショップ・セミナー等を引き続き実施する。 

又、学内の学部間共同研究の活性化を目的に、平成 17年度に創設された東邦大学学内共同研究

費補助金は、250万円からスタートした補助金総額が、現在は 1,000万円まで拡大し、平成 25年

度も 3 学部から 5 課題が採択された。この共同研究の成果については、4 学部合同学術集会で発

表されている。 

管理面においては、研究者の不正防止のために制定した東邦大学研究活動・研究費使用規範委

員会規程に基づき委員会を開催し、研究費の適正な使用について全学的に一層の徹底を図るべく、

現在の発注・納品検収体制の再構築を検討する部会を設置し、平成 25年度中には、研究者本人以

外による納品検収体制を確立する計画である。 
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（２）大学院の充実 

【医学研究科】 

大学院生の定員充足、修学年限内の学位取得率の向上をめざし、博士課程の新カリキュラム

を実施するとともに修士課程、博士課程のシラバスを電子化する。又、大学院教育、研究指導

体制の強化のためワークショップを開催する。 

【薬学研究科】 

博士課程の「高度薬剤師養成プログラム」および「医療薬学研究者養成プログラム」の点検

評価を継続的に行い、さらに充実したプログラムとするため、平成 25年度中にいくつかの施策

についての決定および実施を行う。 

【理学研究科】 

大学院生に対する支援の充実として、引き続き、後期課程学生に対する教育キャリアおよび

経済的支援のために博士後期課程学生全員の非常勤講師任用をめざすとともに、キャリアセン

ターと連携した就職先の開拓を行う。又、国外研究者との交流を持つべく、理学部国際交流セ

ンターを核とした国際交流の推進として国外研究者による講演会の開催を計画している。 

【看護学研究科】 

看護学研究科の教学環境の整備と優秀な大学院生の安定的確保のため、演習室等の環境整備

について検討するとともに、看護学研究科の開設に伴い必要とされる規定、内規、申し合わせ

などを整備し、併せて入学試験の方法について検討する。 

 

３. 医療 

医療を取り巻く環境は依然として厳しい中、平成 24年度の診療報酬改定による追い風と

病院の自助努力により、付属病院の医療収入の増加が見込まれているが、帰属収支差額の

黒字安定化に向け、さらなる経営改善施策を続けるため、引き続き、病院運営戦略会議を

通した法人一丸となった協議を重ねるとともに、平成 25年度より、３病院に収支分析担当

者を配置し、各病院が問題意識を持ち、法人と連携しながら、経営収支の維持向上に向け

た取り組みを強化していく。 

一方で、大学病院としての高度医療の実践はもとより、地域の中核病院として、住民が

安心できる救急医療を提供し、安全性を重視し、患者の目線に立った「患者さんにやさし

い、親切な医療の実践」を引き続きめざしていく。 

 

（１）大森病院 

患者満足度の高い医療の実践と医療の質の向上を図り、安全な医療を安定的に提供する。 

① 患者サービス 

院内教育・多職種連携を活性化してホスピタリティーマインドを醸成する。患者接遇教

育講演や、患者満足度調査などの内部外部評価などを実施し、投書による「患者の声」お

よびボランティアの意見等を踏まえた療養環境の改善、接遇マニュアルの作成を行う。 
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② 医療の質の向上 

医療安全対策、感染対策を充実させ、診療密度の高い医療を安全に実施する。がん診療連携

拠点病院としての診療充実と地域貢献を果たすとともに、専任の人材配置・設備・機器の充実

を行い、多職種チーム医療をさらに充実させる。又、平成 24 年度に更新した放射線治療機器、

心臓カテーテル装置の稼働を促進するとともに、ダ・ヴィンチ等の新規医療機器導入により高

度医療の発展と外科診療を充実させるなど、高度医療機器導入・稼働促進に努める。さらに、

安全な医療を安定的に提供すべく、3か年計画による大森地区再整備を開始するとともに、強毒

インフルエンザと地域大災害を想定した事業継続計画を策定する。 

③ 地域（病診）連携の推進 

地域医師会、関連病院との連携をさらに進め、地域医療支援センター、看護部を中心とした

院内組織を活性化し、入院誘導・退院促進を一層強化する。又、病院ホームページを充実し、

地域社会にアピールするとともに、区民を対象とした公開講座の充実、地域災害医療連携会議、

感染症防止対策連携医療機関合同カンファレンスなどを推進する。 

④ 経営基盤の確立と強化 

クリニカルパスおよび DPC 診療の見直し・適正化を行うとともに、画像検査の外来化、退院

支援の実施、保険請求精度の改善、手術部門の運営強化、外来化学療法室の利用促進、放射線

治療の件数増加などを通し、入院・外来収入の確保に努める。又、ワーキンググループを設置

し、経費削減運動を開始するとともに、医師・看護師業務適正化、業務削減の方策として、メ

ディカルクラークの適正配置および業務拡大、看護補助者の増員、病棟薬剤師の完全配置をめ

ざす。さらに、経営方針を職種毎に徹底し、予算達成の意識を高める。   

⑤ その他の主な取組み 

人材育成と労働環境の改善策として、教育管理企画部を中心として院内教育を統括し、個人

情報保護の重要性についての意識を高める。又、多職種チーム医療の達成と、教職員のキャリ

アアップをめざした教育プログラムを実施するとともに、働きやすい環境整備（設備・人員配

置）を実現する。 

 

（２）大橋病院 

大学病院にふさわしい最高品質の医療体制を構築し、患者満足度の高い、質の高い医療を提供

する。 

① 患者サービス 

新入教職員の初期研修、接遇マナーとセーフティマネージメント研修の実施、医療安全、感

染対策研修の全員参加、外部研修への積極参加および病院機能評価受審の検討を行うなど、各

種研修の実施とスキルアップを実施することで、患者満足度が高く、優しい心・親切な心のこ

もった医療を実践する。 

② 医療の質の向上 

医師事務作業負担の軽減、７対１看護の維持等のため、医師、看護師、検査要員の適正配置

に取り組む。又、診療体制の充実を図り、救急受入態勢と入退院調整の強化、情報発信の強化、
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東京都がん認定病院の取得、クリニカルパスの整備、診療科別予算（先進医療、数値目標）の

検討を行う。さらに、高度医療の推進として、オペ室の回転率向上、チーム医療の充実に取り

組む。 

③ 地域（病診）連携の推進 

医療連携の推進、拡充のため、前方連携（医療機関からの紹介）、後方連携（療養型病院への

転院）、院内連携（情報の共有）を強化する。さらに、医師、看護部、病診連携室、ソーシャル

ワーカ室、入退院センターによる医療連携推進チームを設置し、退院支援の強化に努める。又、

医療学術セミナーの情宣活動と準備の徹底、処方のみ患者の逆紹介の徹底、新規開業医および

療養型病院の定期訪問にも取り組む。 

④ 経営基盤の確立と強化 

入院稼働率と診療単価の向上のため、入院前検査の推進、外来初診患者受け入れの推進、検

査体制の充実を図るとともに、後発薬への切替推進、価格削減交渉の徹底、新病院を見据えた

施設や機器類の修理を実施するなど、支出の削減に努める。 

⑤ その他の主な取組み 

子供や高齢者、女性に優しく、環境に配慮した、区西南部の中核病院にふさわしい機能を装

備した新病院の建設をめざし、病院のコンセプトや運営方針を策定する。 

 

（３）佐倉病院 

地域中核病院に相応しい医療体制を確立し、地域における医療・教育・研究の発展の担い手と

なる病院をめざす。 

① 患者サービス 

患者待ち時間の短縮のため、外来エリアを再整備し、外来診療部門および関連事務部門・医

療連携部門の再配置、自動精算機の整備に伴う事務の効率化を図るなど、事務フローの見直し

を行う。 

② 医療の質の向上 

がん拠点病院に必要な基盤として、リニアック棟を新設し、放射線治療を開始するとともに、

がん治療の推進および拠点病院指定基準の達成、歯科口腔外科外来の開始など、がん拠点病院

としての体制整備に努める。 

③ 地域（病診）連携の推進 

医療連携のさらなる充実のため、循環器内科・外科の強化を図るべく、スタッフを補強する。 

④ 経営基盤の確立と強化 

病院の継続的発展を可能とする財政基盤を確立するため、外来環境の再整備とともに、入院

フローの見直しと整備を実施し、手術室の体制強化および手術室利用率の向上、手術室関連人

員の増強を図る。さらに、ICU・NICUの強化を図るべく、ICUの効率的利用の推進により救急セ

ンターとの連携を強めるとともに、NICU 人員を補強する。又、医療原価管理を整備すべく、手

術室・診療科別原価計算を導入し、経営計画への利用をめざす。 
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⑤ その他の主な取組み 

東邦大学の未来を担う教職員を育成し、大学病院の機能を活かした研究活動の基盤を整える

ため、研究・教育環境の整備を行う。研究施設建設計画を具体化するとともに、職員教育環境

の見直しと整備を進める。 

 

（４）羽田空港クリニック・羽田空港国際線クリニック 

羽田空港クリニックでは、東邦大学医療センター、羽田空港国際線クリニックなどの関連施設

との連携をより強固なものとし、国内線ターミナルビル職員等の利用者に対する診療・患者サー

ビスの向上をめざすとともに、インフルエンザをはじめとし、A 型肝炎、B 型肝炎、破傷風など、

旅行者も対象とした各種予防接種事業の体制を整えるとともに、健診・災害対策を講じていく。

又、人材育成と労働環境の改善に努め、教育・研究機関として、学生、研修医の育成に協力する。 

羽田空港国際線クリニックでは、ターミナルビルで働く職員のニーズの把握に努め、特に慢性

疾患の診療レベルの向上を図り、定期健康診断に新たな健診システムを導入する。又、東京 DMAT

と協力し、空港医療班の整備を行うとともに、国際空港としての感染症対策の充実を図り、国際

空港特有の感染症について、空港検疫所との協力関係を築き、海外渡航時の予防接種を実施する。

又、本学の学生および研修医の当クリニックでの実習および研修を積極的に受け入れ、人材育成

を図る。 

 

（５）３付属病院の看護師等の確保の活動 

３付属病院の看護部、法人本部看護企画室が中心となり、看護師等の確保のため、募集ツール

による情報伝達をはじめ、学校訪問、就職説明会による情報提供、本校生への説明会および交流

会などによる働きかけ、採用内定辞退防止のための活動などを行う。又、退職理由調査実施、看

護師の離職防止を図るべく、時間外勤務の削減や処遇の改善についての提言を行い、労働環境の

改善および整備を図る。 

 

（６）３付属病院と看護キャリア支援センターで取り組む看護の質の向上 

３付属病院の看護部および看護学部、看護専門学校、看護企画室、看護キャリア支援センター

が連携し、各種研修を実施することにより、臨床看護の質の向上に取り組む。平成 25年度は、看

護実践能力の向上のための支援者育成研修や、看護学部・専門学校との連携に基づいた臨地実習

指導者の育成、新人看護職員臨床研修における教育担当者の育成、看護管理者の育成プログラム

の再検討等を実施する。又、医療環境の変化に伴い、より長期的な視点を持つ人材育成を視野に

入れ、外部施設(海外、国内等）との人事交流についてのプログラムを再検討するとともに、公開

ワークショップや、看護キャリアセミナー等を展開する。 

 

４.管理運営 

（１）財政基盤の強化 

私立大学全体の約 4 割が赤字と言われる厳しい環境下、本部と各所属が一体となって実施して
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きた各種の経営改善策が実を結び、本法人の財政基盤は直近数期にわたり加速度的に強化されて

きた。ただ、わが国全体の厳しい財政状況を考えると、補助金収入の増加や診療報酬の増額等の

外部要因に過度の期待を寄せることはできない。やはり、これまで取り組んできた様々な経営改

善努力をさらに推し進めるとともに、結果として得られた果実を教育研究ならびに医療施設の充

実、学生や患者満足度の向上のため、適時・適切に投資し、法人全体の一層の発展を期す自助努

力の経営を引続き推し進めなくてはならない。平成 25 年度も全教職員一人ひとりの力を結集し、

帰属収支差額 3,192百万円の黒字予算達成を図ることを財務運営の軸に据えてまいりたい。 

本年度は、大森病院の新 7号館建設・2号館耐震補強工事、大橋病院の新病院建設用地の取得、

佐倉病院のリニアック棟建設、習志野キャンパスの新体育館建設、薬学部校舎耐震補強工事等の

大型投資を連続して行う。又、将来にわたって本法人を支える有為な人材を獲得するために医学

部学納金の引下げを実施した。これらの積極投資を支えるため、実効性の高い資金調達・運用を

継続するとともに、適切なコスト管理を通じて財政基盤の弛まぬ強化を図る方針である。 

 

（２）経費節減プロジェクトの推進 

ここ数年の経営努力により、本法人の財政基盤は飛躍的に強化・改善されたが、さらなる経営

改善を推進するため、平成 24年 12月に、「経費節減推進委員会」を法人本部に立ち上げるととも

に、各所属に事務部長・事務長を事務責任者とした「経費節減プロジェクトチーム」を設置した。

平成 25年度は、法人全体におけるコスト意識の再確認を主な目標とし、プロジェクト等の情報を

法人全体で共有し、平成 25 年度の「コスト削減」「業務効率化」に資するアイデアを募るととも

に、実施プランを所属毎に作成し、法人全体で実行していく。 

 

（３）大橋病院新病院建設計画 

建設計画については、既に基本設計が終了し、実施設計に段階を進めたが、一層の公平性、透

明性をめざし、CM（コンストラクション・マネジメント）業者によるチェック機能の導入を併せ

て検討している。建設候補地については、現在所有者が、早期に売却可能な状態にすべく環境整

備を進めており、これが完了次第、所定の手続きを経て用地を購入し、着工に移る計画である。

創立 90周年記念事業の目玉として、早期着工に向けて準備を進めていく。  

 

（４）大森・習志野地区再整備計画の推進 

数年来、漸次建物の耐震補強工事を進めており、今後も法人最優先課題の一つとして建物建替

計画および耐震補強計画などの整備計画を順次取り進める。平成 25年度は、大森地区では、医学

部体育館および学生会館の耐震補強計画、大森病院新 7 号館建設計画に着手し、さらに、習志野

地区では、薬学部 A 館耐震補強計画および新体育館建設、グラウンド整備が現在工事中であり、

平成 25年 12月竣工をめざしている。 
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（５）アイデンティティ強化のための広報施策 

① テレビのミニ番組制作と CMの放映 

さらなる知名度向上・イメージアップ施策として、平成 24年 4月期より日本テレビ（関東ロ

ーカル）の毎週火曜日午後 8時 54分から開始の 3分枠で、ミニ番組『いのちのいろいろ』およ

び本法人の 30 秒コマーシャルを放映しているが、平成 25 年 2 月末までに計 46 回が放映され、

平均視聴率 9.7％と、大好評を得ており、平成 25年度も、引き続き番組放映実施していく。 

② ブランディング・プロジェクトの推進およびホームページの充実 

ブランディング・プロジェクトとして、継続的かつメリハリのある広報活動を展開すべく、

引き続きプレスリリースの強化、メディア掲載情報のさらなる収集と活用、羽田空港内の大型

映像メディア（フューチャービジョン）を利用した 30秒コマーシャルおよび医療情報番組「健

康エアポート」の放映などの諸施策を行っていく。又、平成 25 年度 4 月より、東急電鉄 「池

尻大橋駅」の副駅名標を「東邦大学医療センター大橋病院前」とし、利用者へのアピールを強

化する（車内放送による副駅名称の案内も、平成 25年 7月より実施する予定である）。 

ホームページについては、本法人各施設トップページへのアクセス数が平成 24年度 4-2月累

計で延べ 1,626 万件（大学 785 万件、病院 512 万件、両中高・看専 329 万件）となり、前年同

期間比約 142万件増と、学部サイトリニューアルの効果が表れている。平成 25年度は、学部・

校サイトにおけるスマートフォン対応の実施、病院診療科サイトのさらなる充実、看護師募集

サイトのリニューアル等を計画しており、引き続き利用者の利便性を向上させるべく、改良を

加えていく。 

又、平成 25年度からは、より体系的で効果的な広報活動を行っていくため、法人全体の広報

活動を統括する委員会等の設置を検討する。 

 

（６）「東邦大学広報」による法人情報の発信 

法人の重要な事業や活動をあらゆるステークホルダーに広く周知させる手段として、「学校法人

東邦大学広報」の役割はますます増大しているが、さらにタイムリーな情報収集に努め、なお一

層の内容の充実を図っていく。 

平成 24年 6月号から連載を開始した、学祖額田ご兄弟の伝記「東邦大学のルーツをたどる」も

大変な好評を得ており、創立 90 周年を迎える平成 27 年度の完結および連載をまとめた本の発行

をめざし、引き続き連載を継続していく予定である。 

 

（７）産学連携の推進 

平成 25年度の特許出願は、全学部合計で国内 10 件、海外 3件を目標としている。又、大森・

習志野メディアセンターと連携し、司書による学内発明先行技術調査体制を構築するため、ワー

クショップを年 4 回以上開催する。新規事業としては、全学部の共同研究・受託研究の充実を図

るため、交渉から契約書の確認までを行うことで、研究情報を集積し、同時に税務対策の一助を

担う。産業との橋渡し支援事業では、サテライトオフィスを活用し大田区や地場産業、商店街な

どと連携するシステムを構築し、国内外を視野に入れた技術移転活動を推進する。又、大田区の
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補助金や各省庁の補助事業の情報提供を行い、申請を積極的に支援する。知財教育に関しては、

医学部大学院博士課程に知財教育を開講するとともに、理学部就職支援を目的として、知的財産

管理技能 3級の資格講座を開講する。 

 

（８）額田記念東邦大学資料室の充実 

額田記念東邦大学資料室は、平成 22年 6月の開設以来、創設者の顕彰と大学の歩みを伝える場

として好評を得ている。平成 25年度からは、平成 24年度の NHK朝の連続ドラマ『梅ちゃん先生』

にちなんだ企画展開催を機に構築した地域の広報活動との連携の強化を図り、レファレンス対応

等を推進していくとともに、引き続き、大学の各同窓会代表によって構成される運営諮問委員会

よりご意見を賜りながら、企画展の開催および資料の管理・保存・整備などに努めていく。 

 

（９）創立 90周年記念事業の推進 

平成 23年 9 月から開始した「創立 90周年記念寄付金」の募集については、目標達成に向け、

引き続き積極的な募集活動を続けていく。又、その他の各種記念事業等の企画についても、創立

90周年記念事業準備委員会が中心となり、遺漏なく具体的な準備を進めていく。 

 


