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学校法人東邦大学 平成２８年度事業計画 

 

Ⅰ.はじめに 

本法人は、平成 27 年度に創立 90 周年を迎え、6 月 14 日には、多くの関係者のご参列を賜り、

記念講演会、記念式典、祝賀会が盛大かつ厳粛な雰囲気のうちに開催された。これは、90 年の長

きに亘り、歴代の教職員、学生・生徒、同窓生等が果たしてきた教育・研究・医療の幅広い分野

での社会貢献や、直近数年間の著しい発展に対する評価であり、本法人の社会における存在感と

同時に、社会からの大きな期待を切に感じるものであった。今後も、その期待や信頼に応えるべ

く、法人のミッションである社会への奉仕・貢献を常に念頭に置き、引き続き努力していく所存

である。 
平成 27 年度は、収入面では前回の診療報酬実質マイナス改定により医療収入の伸びが小幅に留

まる一方、支出面では引き続き消費増税の影響が大きく、加えて医療関係経費や建築資材・人件

費高騰による支出の拡大により、非常に厳しい経営環境が続いている。病院における収入改善策

や、経費節減プロジェクト・医療材料統一プロジェクトに代表される法人一丸となったコスト管

理施策等を通じ、中間推計時の基本金組入前当年度収支差額である 19 億 2 千万円の黒字を達成す

べく、全力で取り組んでいるところである。 
翌 29 年度以降には、90 周年記念事業の大きな柱である健康科学部（設置構想中）開設、新大

橋病院開院を控えており、その順調なスタートに向けて取り組みを加速させていく必要がある。

別途、検討を進めている平成 28 年度から 30 年度の 3 ヵ年中期経営計画を踏まえながら、その初

年度として、さらなる発展を期し、下記の事業を推進していく。 
 

 

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 29 年頃ま

では、120 万人前後で推移するが、平成 30 年以降は再び減少に転じ、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 579 校の入学定員充足率をみると、100%未満の大学は、

平成 27 年度の集計で 250 校（43.2％）と約半数の大学で定員を割っている（私学事業団「平成

27（2015）年度 私立大学・短期大学等入学志願動向（平成 27 年 5 月 1 日現在）」より）。こ

のような状況の中、本学における平成 28 年度入試の入学志願者総数は、最近の文高理低傾向に

伴い理学部では大きく減少したが、医学部、薬学部、看護学部はほぼ昨年並みを維持しており、

潜在的志願者へ新たにアプローチするなど、募集締め切り直前までのきめ細かなフォローも功

を奏し、4 学部合計では 10,127 名（3 月 14 日現在）と 1 万人の大台を確保できた。 
平成 28 年度は、引き続き大学ホームページ・受験生サイトおよび進学情報誌での情報発信を

推進していくとともに、高校生向けダイレクトメール、オープンキャンパス参加者への働きか
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け等、認知度向上を図る。同時に、高校生の IT 化に対応し、各 Web サイトのスマホ対応も行

い、本学の特色や魅力、学生生活等について発信していく。平成 27 年度の薬学部、理学部の入

学者は、千葉県出身者がそれぞれ 57％、60%と半数以上を占めていたため、今後、実施される

高大接続改革実行プランでは千葉県を中心とした近県の高校との連携が重要である。又、平成

29 年度の入試に向け、入学志願者の利便性を考慮した Web 出願システムを構築するとともに、

入学志願者情報の一元管理と分析を行い、広報活動の有効性を高めていく。 
【付属東邦中・高等学校】 

平成 29 年度からの完全中高一貫教育に向けて、中学入試改革を実施し、定員配分や英語入試

科目、推薦入試等について検討を行う。又、グローバル化等の社会的要請に対応できる意欲的

な人材を育成するべく、高校での帰国生入試を導入し、これに向けて海外での生徒募集活動を

拡充する。さらに、広報ツールとしてホームページを充実させ、アクセス数の増加をめざす。 
【駒場東邦中・高等学校】 

学習環境の充実と広報活動の工夫により、高い資質の生徒を確保する。広報活動においては、

引き続き学内外における学校説明会へ積極的に取り組むほか、体育祭・文化祭への小学生の見

学案内を促進し、受験生・保護者に本学をよりよく理解していただくことで、受験へのモチベ

ーションを高める。 

【佐倉看護専門学校】 

平成 31 年 3 月の閉校を前に、平成 28 年 4 月に最後の入学生を迎えることとなる。入学生に

対しては、学校環境へ早期に適応できるよう先輩・教職員との食事会や佐倉近隣バスツアーを

実施する。又、アドバイザー制を強化し、グループ活動を充実させる。 
今後は、閉校に向けて必要な業務を洗い出し、スケジュールを作成のうえ円滑に業務を推進

していく。 
 
（２）国家試験合格率の高位安定化 

平成 27 年の国家試験合格率（新卒・既卒合計）は、医師 90.8％（全国平均 91.2％）、薬剤師

83.3％（同 63.2％）、看護師は看護学部 93.4％・佐倉看護専門学校 100％（同 90.0％）、保健師

100％（同 99.4％）、助産師は看護学部 100％（同 99.9％）・大学院看護学研究科看護学専攻 100％
（同 99.9％）、臨床検査技師 87.5％（同 82.1％）であった。 

医学部では、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、8・11 月の 2 回の卒業試験のの

ち 12 月の模擬試験を義務付けて、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、7 月・9 月・1 月初旬に個別面接を実施し、成績の改善と

精神面でのケア、意欲の向上を図っていく。 
薬学部では、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、

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」に加えて、2 年次秋学期に

も「総合科学演習」を開講し、TBL（Team Based Learning）を導入する。これにより、自学

自習の習慣化、学生間の相乗効果、さらには高学年次の学習にも好影響を及ぼすことが期待され
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る。特に、「総合科学演習」では、得られた知識を総合して応用する能力を身につけ、問題解決

能力を養成する。又、短期的対策として、薬学総合教育部門にも教授を配置し、薬学共用試験お

よび国家試験に向けて、部門としての独自性を発揮しつつ、薬学教育推進部門との連携のもと、

成績不振学生の指導をきめ細かく行える体制を構築する。特に、6 年次生へは、国家試験の意識

づけのため、春学期開始時に「スタートアップ模試」とガイダンスを、夏期休暇前にもガイダン

スを行う。 
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、春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。さらに、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 28 年 6 月 19 日実施）受験の機会を設け、4 月

より複数回の対策講義を実施する。 
看護学部では、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ものの、

国家試験の結果は顕著に学生募集に影響するため、さらなる高位安定化を図る必要がある。そこ

で、3 年次から模擬試験を実施するとともに、専門領域の実習前に専門基礎科目の知識の習熟度

確認を行い、国家試験を意識して実習に臨めるようにする。4 年次には模擬試験、対策講座を実

施し、知識の統合を図る。又、卒業生からアドバイスを受ける機会を設け、計画的な学習方法・

学習意欲の向上を図るほか、国試対策委員会とアドバイザーが連携し、効果的な学習指導等のサ

ポートを実施する。平成 26 年度から保健師教育は選択制となり、選抜された優秀な学生が保健

師国家試験を受験するため、合格率 100%をめざす。 
佐倉看護専門学校では、看護師国家試験に向けた模擬試験を、2 年次に 1 回、3 年次に 6 回実

施し、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 

【大学】 

医学部では、平成 28 年度より国際基準に対応した新カリキュラムがスタートし、プロセス基

盤型（履修型）教育から学習成果基盤型（修得型）教育へ移行することとなる。準備教育と基

礎医学の融合、座学の削減により十分な臨床実習時間を確保し、能動学習を推進する。又、卒

業研究を必修化することで、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、人文社会学科目の必修化を取り入れ人間性教育を行う。

その他、引き続き 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。 
薬学部では、国際感覚・国際交流能力を育成すべく、本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予定である。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、医学部生と合同で参加型学習を行う

 4 



 

「ヒューマニズムⅡ」では、高大接続の観点から、本年度も高校生に大学での学修を体験する

機会を設け参加を募る。さらに、薬剤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」、「TBL」、2 年次

の「プレゼンテーション」等、低学年からグループワークを取り入れた授業を展開する。 
理学部では、平成 28 年度より成績評価に GPA（Grade Point Average）制度を導入し、学生

の学修状況の把握、振り返りの指標とする。あわせて、カリキュラムマップに学生の履修状況

や成績を反映させ、学生や父母との面談等で活用していく。生物分子科学科では、近年の生命

科学分野の発展に伴う関係分野の変化に対応するため、平成 28 年度入学生よりカリキュラムを

改訂する。学部共通の科目では、「キャリアデザイン I～V」の内容の見直しを行い、キャリア

科目の充実を図る。教員養成課程においては、教員志望学生の適性判断や意識向上の機会を提

供するため、学校現場での授業補助や学校行事の手伝い等の体験を積む「教職体験」、「学校イ

ンターンシップ」を充実させてきた。さらに、「総合演習Ⅰ～Ⅷ」の充実を図り、実践的な指導

力を養うための基礎教育を、少人数で実施できる環境を整える。 
看護学部では、東邦看護教育の伝統を継承しつつ、これからの社会を見据えた質の高い看護

教育を実現するため、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」の 3 つに、「がん看護教育の充実」を加えて教育課程の改訂を行った。看護

学部教育理念・目標、アドミッション・カリキュラム・ディプロマポリシーを改正し、学生の

学習意欲の向上、教員の教授法改善、総合的な教育支援体制の構築を進める。体系的かつ組織

的な大学教育を実現するため、教職員へのオリエンテーションのさらなる強化、FD・SD 活動

の活発な開催による教職員の資質・能力の向上、情報共有を推進する。又、教育と行事の関係

性を明確化し、各委員会活動の連携強化を図り、教育の質保証・向上をめざす。 
【付属東邦中・高等学校】 

基礎学力の充実と、知識習得力と課題探究力のバランスを図るため、新たな「高 2 早期完習

型教育課程」に基づき、中 1 導入教育（導入ガイダンス）、アクティブラーニング・課題探究型

授業、英語の分割授業等、より質の高い授業を実践する。又、休暇中の講習・補習等、個に応

じた学習や、学問体験講座・大学見学会・職業講話等の進路指導の充実を図る。なお、国際交

流の充実については、新たに中学での海外語学研修や ACS International（シンガポールのイン

ターナショナルスクール）への短期研修を予定しており、国際情勢を十分注視しながら慎重に

推進していく。 
【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。特に、学習活動・HR 活動・部活動・学校行事への参加推奨、学級

担任と教科担当者の提携強化、英語・数学・理科の実験における分割授業の推進等により、学

力と個性のバランスのとれた能力を養成する。又、学内の「人材育成基金」を活用し、有識者

による講演会や職場体験、卒業生や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

の向上を図るほか、「交換留学生基金」を活用した交換留学の充実により、国際感覚を涵養する。 
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【佐倉看護専門学校】 

法人全体のネットワークを活用し、東邦大学の教員や病院医師等による少人数教育を実施し、

より専門的でわかりやすく、かつ主体的な学習を促進する。又、看護の専門職業人として、倫

理的感性と臨床実践能力をあわせもつ人材を育成していく。入学前教育を皮切りに、成績不振

者には面談による個別指導、補習指導を実施し、科目の不合格者および退学者の減少をめざす。 
 

（４）教学環境の整備 

【大森キャンパス】 

医学部では、臨床につながるような魅力ある研究を実施できる施設の充実をめざし、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中期的整備計画を立案する。1 号館 3
階の旧 RI 実験施設跡地には、平成 28 年度に（仮称）生体防御研究基盤センターを開設し、そ

の後、（仮称）再生医療センターへの発展をめざしていく。2 号館においては、将来的な再整備

を視野に、医学メディアセンターのリニューアル、シミュレーションラボおよびセミナー室の

再配置、（仮称）メディカルラーニングコモンズの設置等を検討していく。 
看護学部では、図書室の大型書架・ブラウジングコーナーの再整備を行う。又、中長期的な

学部・大学院教育環境整備に向けて検討を開始する。 
【習志野キャンパス】 

薬学部では、薬学部新棟（D 館）が無事竣工し 3 月 25 日に引き渡しとなる。今後は、備品等

の整備を進め、6 月 4 日に竣工式を執り行う予定である。又、薬草園の再整備と温室の移転・

建替えを実施し、さらに E 館（旧 NK 館）耐震補強工事および B 館改修工事等を検討していく。 
理学部では、PC ルームの新設、IV 号館トイレの改修、V 号館プロジェクターの更新を行う。 
平成 27 年 7 月に着工した健康科学部棟は、平成 28 年 7 月に計画通り竣工予定であり、引き

続き、キャンパス南側ゾーン計画（守衛室の移転、外構整備等）、図書館・事務棟の耐震補強計

画を検討していく。これらの大型投資は、自治体等による補助金の獲得を見据えながら、実施

のタイミングと規模を検討していく。なお、新学部開設により、完成年度まで順次キャンパス

内の学生数が増加することから、学生食堂等の厚生施設の利用で学生に不便が生じないよう、

この対応についてもあわせて検討する。 
【付属東邦中・高等学校】 

中高の全教室へプロジェクター・ホワイトボードを設置する。又、警備室を増設し、学園生

活の一層の安全を確保する。 
【駒場東邦中・高等学校】 

情報機器のデジタル化と ICT 教育を検討する。又、創立 60 周年事業として、隣接地の取得

と運動設備（グラウンド）の有効活用を検討する。 
【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）健康科学部看護学科設置に向けた取り組み 

平成 29 年度の開設に向けて、4 月に学部設置届出、5 月に看護師・保健師養成所指定学校認可
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申請を予定しており、文部科学省への事務相談を活用しながら滞りなく手続きを進めていく。 
カリキュラムについては、検討会を開催して履修要項・シラバスを作成するとともに、実習施

設との協力体制を強化すべく、検討会および勉強会を開催する。又、アドミッション・ポリシー

を踏まえた適切な入学者選抜体制を構築し、11 月に指定校・公募推薦入試、平成 29 年 1 月下旬

に一般入試を実施する予定である。優秀な入学者（定員 60 名）を確保するため、戦略的な広報活

動を展開し、プレスリリースの配信、車内・雑誌広告の掲出、リーフレットの作成、進学相談会

への参加、重点校への高校訪問、オープンキャンパスの企画・実施を行うとともに、地域貢献も

含めた公開講座の開催も企画する。 
ハード面では、健康科学部棟が 7 月に竣工予定であり、その後、翌 4 月の開設までに教室・実

習室等の機器・備品・消耗品を整備する。 
 

（６）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、就活ステップアップ講座の充実、各種イベントの質向上を図る。平成 27 年度より開

始した低学年向けの公務員講座は、多くの参加者を集め好評を得ており、平成 28 年度はプログラ

ムを見直してさらなる効果をめざす。なお、今後も採用スケジュールの変更が予想されることか

ら、イベントスケジュールを複数案用意し、柔軟に対応できるよう備えるとともに、各ガイダン

ス等で学生への情報提供を適切に行う。 
又、スタッフの知識・スキルの向上を促進し、外部の研修・セミナー、情報交換会に積極的に

参加していく。 
 

（７）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、大学基準協会大学評価の受審と 3 年ごとの

自己点検・評価を実施している。平成 28 年度は、大学基準協会より適合認定（平成 24 年度）を

受けた際に「大学評価結果」で指摘された事項について、改革状況を調査し、7 月末までに大学

基準協会へ改善報告書を提出する予定である。 
自己点検・評価においては、平成 27 年 12 月に行われた第 3 回全学自己点検・評価実行委員会

検証会における外部有識者からの提言を周知し、学部等個別自己点検・評価委員会との連携を図

りながら、それぞれの活動水準の向上と改善等の取り組みが進められるように運営する。又、そ

の結果については、平成 28 年 9 月時点での進捗状況を第 4 回全学自己点検・評価実行委員会検

証会にて報告し、外部有識者の意見を聴取し、内部質保証の客観性・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。 
 

（８）東邦大学国際交流センターの活動 

国際交流センターが中心となり、各学部の留学担当者との連携を強化し、情報共有と留学関連

業務の効率化を図る。学術交流については、海外の大学と締結している学術交流協定（平成 28
年 2 月末現在、大学間協定 10 校、学部間協定 14 校（医学部 6 校、薬学部 5 校、理学部 2 校、看

護学部 1 校））をさらに強化するとともに、新たにポーランドの医科系大学との交流を推進し、国
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際的ネットワークの構築をめざす。平成 29 年度には、本学主催で第 10 回 4 大学ジョイントセミ

ナーの開催を予定しており、滞りなく準備を進め、本学からの参加者 100 名をめざす。又、戦略

的に留学生の受け入れを推進すべく、留学生受け入れに関する国の施策・方針・助成等の情報共

有、大学広報 DVD 英語版の作成、留学生満足度調査の検討等を行う。さらに、留学生に対する

就職支援として就活セミナー等の情報提供を実施する。 
なお、昨今の国際情勢に鑑み、学生の危機管理システムの導入、派遣時ガイドラインの策定を

検討する。 
 

 

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 28年度の外部資金申請状況は、文部科学省科学研究費助成事業が 259 件（前年度 278件）、

厚生労働科学研究費補助金が研究代表者分 6 件（新規 1 件・継続 5 件）・分担分 3 件の計 9 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 4 件（新規

2 件・継続 2 件）・分担者分 9 件の計 13 件であった。平成 28 年度に新設される文部科学省私立大

学研究ブランディング事業は、医学部の研究課題を申請する。文部科学省施設・設備関係補助金

は、研究設備で医学部 3 件・薬学部 1 件・理学部 1 件の計 5 件、日本学術振興会の「ひらめき☆

ときめきサイエンス」は、医学部 2 件・薬学部 2 件・理学部 1 件の計 5 件の申請を行っている。

又、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）」により、千葉大学、放射線医学総合研究所との包括協定を締結し

ており、教育・研究支援センター・男女共同参画推進センターが協力して連携を深めていく。研

究者支援強化策としては、教育・研究支援センターにおいてニーズの高い統計・英語の研究支援

オフィスアワーを継続開催するほか、研究支援顧問を雇用し、企画立案を行う。 
管理面では、平成 28 年度も、引き続き「研究費の不正防止強化」を図るべく不正防止対策およ

び使用ルールの改善に重点を置く活動を推進する。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」に基づき、「全研究者等に対する研究倫理

教育の受講義務化（CITI 受講）」を実施した。平成 28 年度には、各学部に配置された研究倫理教

育責任者により新たに「研究倫理教育責任者会議」を発足させ、東邦大学における研究不正等ガ

イドライン（研究不正等の共通認識）を作成し、ホームページを通じて学内外へ公開する。研究

費の使用ルールについては、春には新規採択者等への説明会を開催するほか、秋には科研費採択

者・他の競争的補助金の運営・管理に係る者全員に対し、全地区で競争的資金使用ルールの改正

説明会を実施する予定である。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。又、平成 27 年度から開始した「研究者

による発生源入力」のテスト運用を拡大し、年度末には習志野地区全体で運用できるよう説明会

を行っていく。なお、研究データの適正な管理がより一層求められていることから、教育・研究

支援センター、産学連携本部、医学部臨床研究支援センターが協働し、情報セキュリティシステ

ムと知的財産管理システムを活用した研究データ管理を検討するとともに、研究活動の不正行為

防止のため、「データ管理の必要性」を啓蒙する教育プランを実施する。 
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（２）大学院の充実 

【医学研究科】 

大学院教育・研究指導体制強化のため、継続的にワークショップを開催し、修学年限内の学

位取得率のさらなる向上をめざす。又、平成 28 年度より定員が 23 名から 35 名に増加したこと

から、学生募集を強化し定員充足を維持する。 
【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 締結校へ積極的な広報活動を行い、留学

生の増加を図る。又、4 年生課程を有する薬科大学、他学部への広報活動も引き続き実施する。

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。 

【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、教育・研究キャリアの蓄積と経済的支援を行う。又、ティーチング・アシスタントへの雇

用による教育経験の蓄積も支援する。 
【看護学研究科】 

平成 30 年 4 月からの教育課程改訂と開講分野の見直しに向けて検討を開始する。又、看護学

部で実施している GP 事業「都市部の超高齢社会に挑む看護師養成」プログラム（いえラボ）

を活かした大学院での教育プログラムを検討する。 
 

 

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。3 病院では、2 月の合同戦略会議を始め、情報共有と改定後シ

ミュレーションに着手しており、4 月の施行後に早急に対応できるよう、個別に準備を進めてい

るところである。又、マイナス改定により医療収入のボリュームダウンが予想されることから、

診療に係わる支出コントロールの重要性がより一層増すこととなる。平成 26 年度から推進して

いる医療材料統一プロジェクトに加え、新たに機器・備品購入にも着目し、3 病院のスケールメ

リットを活かした一括購入によりコスト削減を推進していく。新大橋病院建設という法人あげ

てのプロジェクトが進行している最中であり、引き続き、病院運営戦略会議等での施策検討を

行いながら、収益の最大化を図っていく。 
一方、平成 29 年度からスタートする新たな専門医制度（新・後期研修医制度）に向けて、体

制整備が急務となっている。大学病院にとって、高度な専門医の育成は重要な使命の一つであ

り、医学部の卒後臨床研修／生涯教育センターを中心に、3 病院、医学部が連携し、専門性に加

え教育力・研究力を養うことができるプログラムの構築を進めていく。 
 

（１）大森病院 

① 患者サービス 
平成 28 年 3 月に開設した総合入院案内（MY ステーション）へ、入院予約・受付、オリエン
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テーション、ベッドコントロール等の機能が集約されたことで、患者さんを入院前から退院後

まで一貫して管理・支援できる体制が構築された。入院前アナムネ（病歴、既往歴等のヒアリ

ング）の拡大により病棟看護師の業務軽減を図るとともに、土曜日・日曜日の予約入院を促進

し、患者満足度の向上を図る。又、高度健診ツーリズムを促進し、海外からの PET-CT ドック

健診を実施する。 
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。高度医療については、放射線治療、PET-CT、ダ・ヴィンチ手術等の稼働を促進するとと

もに、周術期センターによる手術室管理を継続し、第 1・第 2 手術室の効率的な運営により手

術件数を増加させる。又、多職種連携によるチーム医療を推進し、呼吸ケア・栄養サポート・

褥瘡ケア・緩和ケア・精神科リエゾンの充実を図る。その他、入院では周産期医療・薬剤指導・

リハビリテーションを、外来では外来化学療法・がん指導等を充実させていく。 
又、臨床検査部にて、国際規格である ISO15189「臨床検査室―品質と能力に関する特定要

求事項」の認定を取得し、検査業務の質的向上をめざす。 
③ 地域（病診）連携の推進 

MY ステーションでの活動を通し、入院前から患者さんの身体的・社会的・精神的背景を把

握することができるようになることから、前方・後方連携を推進し、地域全体で切れ目ない医療

の提供をめざす。さらに、地域医療支援センターのきめ細かな活動により、紹介・逆紹介率の高

位安定を図り、急性期医療を必要とする新規患者を多く受け入れる。又、ホームページを整備し、

病院指標等についてもさらに積極的に公開していく。 
④ 経営基盤の確立と強化 
 DPC 入院期間 I・Ⅱの割合を増加させ、平均在院日数の短縮を図ることで、高度急性期病院

に相応しい効率的な医療を提供していく。特に、平成 28 年 3 月から NICU が増床したことに伴

い、特定入院料等の増収が期待されている。 
支出面では、経費節減プロジェクトを中心に、清掃・設備・中央滅菌業務等の委託業務の見直

しを行うほか、後発医薬品への切り替え、医療材料統一プロジェクトの推進等により、医療経費

の削減を図る。 
⑤ その他の主な取り組み 
労働環境を整備し、教職員のサポート体制を充実させるため、ストレスチェックや面談指導

を実施する。医師の負担軽減としては、教員用居住スペースの確保のほか、文書センターにて

各種診断書や意見書・介護保険等の文書の一元管理を行い、事務作業軽減を図る。又、大森病

院の今後における医療提供や業務環境について検討する「将来構想委員会（仮称）」を設置する

とともに、平成 28 年 1 月に受審した病院機能評価への継続対応を行う。 
 
（２）大橋病院 

① 患者サービス 

土曜日の平日化に向けて、引き続き院内の調整を行っていく。特に、診療科以外の部門にお

いては検査体制の充実が急務であり、通常の勤務時間数内で実施できるよう、業務改善や人員
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配置の見直しを図っていく。 

② 医療の質の向上 

ICU・HCU・SCU の高い稼働率を維持しながら、効率の良い手術室の運用を行うことで、高

度急性期医療を提供する。救急診療においては、平成 28 年 1 月に発足した救急部運営委員会を

中心に、救急当直医と各診療科の連携強化を図り、救急入院患者の診療科への円滑な移行と救

急車応需率および入院率の向上をめざす。あわせて、救急専従医を充実させ、ICU・HCU・SCU
等の入室コントロールを担う「総合診療科（総合内科・救急集中治療科）」の開設をめざす。 

③ 地域（病診）連携の推進 

病診連携室における新規開業医等への積極的な訪問活動や、医療連携学術セミナーの充実策

が功を奏し、平成 27 年度下期に紹介・逆紹介数が飛躍的に増加し、地域医療支援病院の取得ま

であと一歩となっている。この好調を維持しながら、施設基準の一つである患者搬送車を整備

し、5 月には申請の届出を行う予定である。 

④ 経営基盤の確立と強化 

数年来の課題である人件費の適正化は、新病院 319 床での運用を見据えながら、定員の見直

し・周知を図っていく。医師については、現在は講座ごとに配分されている定員を、新病院で

は病床数に沿った運用とするよう検討を開始する。職員（看護職員・コメディカル・事務員等）

の退職者等の補充についても、業務管理の改善を十分に考慮し、さらには業務委託・派遣等の

職種形態も候補に挙げながら慎重に検討することとする。 
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」病院をめざしている。地域医療機関との連携を促進し、地域の急

性期医療を担う大学病院として、具体的な運用計画の策定を進めていく。 

 

（３）佐倉病院 

① 患者サービス 

患者満足度調査や投書を基にアメニティや接遇等を改善する。又、地元市民を対象とした公

開講座をさらに充実させ、病気に対する理解を深めてもらう。 
② 医療の質の向上 

喫緊の課題である救急診療体制を改善するため、救急初療チームを結成し、救急要請からの

窓口を一本化するとともに、救急担当責任者を配置する。又、当直バックアップ体制を強化し、

病院全体での救急患者の受け入れを徹底することで、謝絶率 30％以下をめざす。周産期医療に

ついても人員補充を図り、NICU をはじめ、救急病床・ICU 等の稼働率 80％以上を目標とする。

救急医療を中心とした地域貢献は佐倉病院の基本理念の一つであり、早急に救急診療体制を再

構築し、地域からの信頼を回復するべく、病院一丸となって努力していく。 
③ 地域（病診）連携の推進 

医療連携室による各診療科へのきめ細やかなフォローや、より利便性の高いシステム構築等

の結果、逆紹介への診療情報添付が徹底され、平成 27 年 10 月より総合入院体制加算Ⅱを達成

した。さらに、平成 28 年 2 月には逆紹介率が 70％に到達し、念願であった地域医療支援病院
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を申請している。地域医療機関との連携および機能分化がより一層強化された結果であり、今

後も医療機関向けアンケート等を活用しながら、高い紹介・逆紹介率を維持していく。又、地

域医師会および佐倉市等との協議を継続し、地域全体での救急体制の改善策を模索する。 
④ 経営基盤の確立と強化 

将来に向けての投資を可能とする強力な財政基盤を確立するため、保険請求精度の改善によ

り査定率を低下させ、診療行為に対する適切な収入を確保する。手術部門では、麻酔自動記録

システムの導入により、麻酔科医師が麻酔業務に注力できる環境が整備されたことで、手術件

数の増加を見込んでいる。手術は、診療科ごとの手術枠に対する実施件数（予定・緊急）を分

析し、手術枠の見直し等により、より一層高効率な手術室運営を行う。又、稼働率向上策とし

て、多くの患者を持つ診療科が病棟の枠にとらわれずベッドを使用できるよう、病棟の再編お

よびフリーアドレス化を検討する。 
支出面では、引き続き収入に対する医療経費率（薬品費・診療材料費・医療消耗器具費等）

を注視し支出抑制の努力を推し進め、特に後発医薬品については数量シェア 80％以上をめざす。 
⑤ その他の主な取り組み 

共同研究室の環境を整備し、院内の医学研究部スタッフを養成することで学位取得に適した

高度な研究を行える環境を整備する。さらに、学内共同研究（特に習志野キャンパスとの共同

研究）の増加、臨床研究の発展・国際化の支援、倫理指針に基づいた適正な研究実施をめざす。 

 

（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・羽田空港国際線クリニックにおいては、平成 26 年度より空港管理会社か

らの補助金額が見直された事により、安定した財務状況下での運営が可能となっている。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。特に、空港内

クリニックとして、空港検疫所を始めとする関連機関との連携による渡航感染症への対応強化、

防災訓練への積極的参加と災害時対応の充実を推進するとともに、これら空港内クリニック独自

の診療状況、問題症例について学会参加や論文発表等を行う。又、地域医療を担う研修施設とし

て、学生・研修医を積極的に受け入れる。 
その他、羽田空港クリニックでは流行性疾患の予防啓発、予防接種、健診等について空港勤務

者や利用者へ積極的に周知・啓発する。又、管理運営体制については、医療材料および薬剤管理

の徹底、勤務者の確保、非常勤医師・看護師の派遣体制整備を行う。 
国際線クリニックでは、災害時対策マニュアルの作成、教職員の労働環境整備を行うとともに、

コスト管理については、大森病院薬剤部および用度課との連携を強化し、透明性のあるクリニッ

ク運営を行う。 
 

（５）病院経営収支分析の強化 

3 病院の収支分析担当者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。平成 28 年度の診療報酬改定がマイナス改定となったことを受け、2 月

25 日には 3 病院合同の病院運営戦略会議を開催し、外部講師を招いた勉強会を実施した。その内
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容を基に、各病院と法人本部が連携して新たな加算獲得に向けた検討と対策を進めている。支出

面については、別途推進している経費節減プロジェクト、医療材料統一プロジェクト等と連携し、

具体的施策の推進サポートを行う。引き続き 3 病院間で情報共有を図りながら、病院経営収支の

維持・向上をめざす。 
 

（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のため、募集ツールであ

るパンフレット・動画の刷新とホームページの改修により、情報発信を強化するとともに、3 病

院での特別見学会・特別インターンシップ等を企画し、現場体験の場を提供する。東邦大学看護

学部および佐倉看護専門学校の学生に対しては、就職説明会・先輩との交流会・相談コーナーの

実施による働きかけに加え、臨地実習指導の改善を検討する。又、内定者懇親会や国家試験対策

講座の開催による採用内定辞退防止のための活動や、退職理由調査による離職率低下施策を実行

する。 
 

（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 

看護系教職員が専門職として学び直しできるような拠点となるべく、目的にあわせた職位別・

教育担当別講座、少人数講座等を開催し、受講生に対しきめ細かな支援を行う。各施策の適切な

企画・運営には、受講者や 3 病院担当者等へのリサーチを実施し、改善を加えていく。 
又、看護職を含め学内の多職種から講師を起用し、人材の活用、看護職と他部門の連携を図る

とともに、これらの情報をウェブサイト等で積極的に公開し、受講者にとって身近なキャリアモ

デルとして提示する。 
 

 

４.管理運営 

（１）財政基盤の強化 

各種の経営改善策を通じて着実に改善された財政基盤を基に、平成 25 年度から 27 年度の中期

経営計画では、教学・医療環境の充実のため、かつてない大型設備投資を実行してきた。一方で、

少子化が加速することや、わが国の厳しい財政事情を反映して医療費抑制の方向が打ち出されて

いること等、本法人の経営環境は一段と厳しさを増している。 
このような環境下で「選ばれる学校」「選ばれる病院」となるために、本法人はなお一層の経営

改善に取り組み、安定した基本金組入前当年度収支差額（帰属収支差額）を確保するとともに、

結果として得られた果実を、学生や患者等の満足度向上のために、教育研究ならびに医療施設の

充実に適時・適切に投資するプラスの循環を継続する。平成 28 年度も全教職員の力を結集し、基

本金組入前当年度収支差額 9 億 8 千万円の黒字予算達成を図ることを財務運営の軸に据える。 
新中期経営計画初年度となる平成 28 年度は、大橋病院の新病院建設工事、健康科学部棟建設工

事等、着工中の大型投資を支えるため、実効性の高い資金調達・運用を実現するとともに、経費

節減プロジェクトの推進等を通じてコスト管理を一層強化することにより、財政基盤の充実を図

る。 
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（２）新大橋病院プロジェクトの推進 

平成 27 年 11 月に建設工事契約を締結し、本格的な建物建築工事に向け、地盤整備が開始され

た。 
施設・設備計画の進捗にあわせ、新病院の運営・運用についての検討が具体的に進められてい

る。高度急性期病床のさらなる高度化と淘汰を見据え、319 床とコンパクトになる新病院には、

一層の効率性と機能性が求められることから、患者サポートセンターを新設し、入退院業務・地

域連携・病床コントロール等の一元化を図るほか、医療スタッフのシフト制により、検査・手術

が速やかに実施できる体制を構築する予定である。又、病棟は診療科を固定しないフリーアドレ

ス制を採用する。新設予定の「総合診療部（総合内科・救急集中治療科）」が中心となり、9 室の

手術室（内ハイブリッド 1 室）や ICU・HCU・SCU 病床等を最大限活用し、救急患者のスムー

ズな受け入れが可能となることから、周辺地域へのより一層の貢献が期待されている。 
引き続き、平成 30 年の開院に向け、ハード・ソフト両面で遺漏の無いように準備を進めていく。 
 

（３）経費節減プロジェクトの推進 

平成 24 年 12 月のプロジェクト開始以降、各所属の積極的な取り組みと有効な施策の横展開等

により、着実に成果をあげてきている。平成 28 年度は、引き続き①共通必須項目②各所属におけ

る自主設定項目③法人本部主導項目を設定し、一層の経費節減をめざす。 
①共通必須項目には、業務効率化を通じた時間外業務の削減、消耗品費の削減を掲げている。

特に、時間外業務については、教職員の健康管理や、業務の質の向上の面からも改善が急務であ

り、所属ごとに現在の業務を精査して改善に取り組む。③法人本部主導項目では、省エネ推進委

員会（光熱水費）、医療材料統一プロジェクト（3 病院における診療材料費等）を継続実施する

とともに、新たに「機器（大型医療機器を含む）・備品の統一購入」を加え、スケールメリット

を追求する。 
 

（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 
健康科学部開設等の法人プロジェクトにおける計画的広報を実施し、プレスリリースの発信強

化とあわせ、法人全体で戦略的な広報活動を推進していく。又、危機発生時の広報支援体制を整

備するとともに、引き続き、地域との連携を軸にした広告・広報施策を実施する。 
法人広報連絡会においては、各所属代表者による学内連携と情報交換を強化するとともに、体

系的かつ実践的な SD を設計・実施し、広報意識およびスキルの向上を図る。 
②ホームページの充実 
 本法人各施設トップページへのアクセス数は、平成 27 年度 4-2 月累計で延べ 1,866 万件（大学

949 万件、病院 595 万件、両中高・看専 322 万件）となり、前年同期間比約 20 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 28 年度は、平成 27 年度より

推進している各学部サイトの大学サイトへの統合およびリニューアルを完成させ、受験生や保護

者・在学生等の利用者にとって利便性の高いサイトとするとともに、管理者の更新作業等の軽減
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を図る。3 病院および付属中高・駒場東邦のサイトについても、平成 29 年度までの 2 ヵ年でリニ

ューアルを実施する予定である。あわせて、コンテンツの充実と更新頻度の向上のため、外部委

託も踏まえ、効率的かつ体系的な管理体制を構築していく。 
 

（５）「学校法人東邦大学広報」による法人情報の発信 
新大橋病院開院、健康科学部開設等の法人プロジェクトについて、タイムリーに誌面で取り上

げ、その活動を広く学内外に PR していく。健康科学部（設置構想中）については、開設後の平

成 29 年 4 月号（もしくは 6 月号）に特集を掲載するべく、準備を進めていく。 
 

（６）産学連携の推進 
高い専門性を有する委託会社との連携のもと、受託研究・共同研究契約数、外部資金獲得額の

前年度比増をめざす。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い、

国内外での特許出願数と特許権利化数の増加をめざす。又、税務を適切に管理できる体制を構築

する。 
学外との連携については、教育・研究支援センターの主導により平成 28 年 1 月に世田谷区との

連携・協力に関する協定を締結し、その結果キャンパスおよび付属施設が所在する全ての自治体

（6 自治体）と協定を締結するに至った。平成 28 年度も、地域・行政等との協力関係をさらに強

化するとともに、自然科学系総合大学としての特色を活かし、産業界や公的機関との医工連携プ

ロジェクトに取り組んでいく。 
人材育成については、教育・研究支援センターと連携し、関係教職員の人材育成・啓発活動と

して SD を実施し、知的財産を活用できる人材を育成する。 
 

（７）額田記念東邦大学資料室の充実 
平成 27 年度は、創立 90 周年と連動した企画展示等により、本学の伝統および建学の精神を明

らかにし、多くの方々から好評をいただくことができた。平成 28 年度については、展示活動にお

いて、新たな企画展を開催するほか、引き続き各学部のホームカミングデー等のイベントへ出展

し、同窓生を含む学内関係者への広報活動を推進していく。又、管理運営面を強化し、所蔵資料

10,000 点のうち、未整備資料約 7,000 点の目録作成に着手し、展示やレファレンス等でのさらな

る資料活用をめざす。 
 
（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強化し、教育・研究・医療の各分野へのニーズに沿ったサービス

活動を通して、法人を財政面でサポートすることをめざす。平成 28 年度は、診療報酬改定による

医療材料・治療薬の価格見直しに伴う価格交渉、委託関係業務の内容精査とコンペの実施、法人

で推進している経費節減プロジェクト等のコスト削減施策に協力し、より一層の貢献をめざす。

又、健康科学部開設・新大橋病院開院等に向けて適宜備品等の販売を行うとともに、新大橋病院

の駐車場運営管理計画を立案する。 
以上 
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