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平成 28 年度上期の事業運営状況について 
 
 
 3 月 25 日の理事会・評議員会でご承認いただきました、本法人の平成 28 年度事業計

画につきまして、本年度上期の主要な事業運営状況を下記の通りご報告いたします。 
 
１．教 育 
（１）入学志願者および優秀な学生（生徒）の確保 
【大学】 

平成 28 年度夏のオープンキャンパスは、大森キャンパスでは、医学部が開催 2 日

間で 1,328 名、看護学部が開催 4 日間で 2,013 名、習志野キャンパスでは、薬学部・

理学部・健康科学部が合同開催 2 日間で 4,807 名の受験生・保護者が来場し、全体で

は 8,148 名の実績であった。 
習志野キャンパスでは、平成 29 年度に新設する健康科学部へ 322 名の高校生が訪

れ、新学部への関心の高さがうかがえた。又、近年の設備投資により新築されたスポ

ーツアリーナ、薬学部 D 館、健康科学部棟にもキャンパスツアー等で多くの受験生が

訪れるなど、各会場とも盛況であり、来場者は前年度比 823 名の増加となった。 
大森キャンパスの医学部では、昨年度は 7・8 月に 3 日間開催したオープンキャン

パスを、受験生の志望校決定時期にあわせて、8 月 2 日間のオープンキャンパスと 10
月の入試説明会に変更し、8 月 2 日間の比較では 17 名の増加となった。又、看護学部

では、6・7 月は天候不良の影響等もあり来場者が減少したが、8 月開催の 2 日間では

前年度を上回る来場者となり、全体としては 166 名の減少に留まった。病院見学の申

し込み枠を増やすなど、内容の充実に努めている。 
さらに、小中高生向けのイベントとして、「小学生 夏の医学校」、日本学術振興

会採択事業「ひらめき☆ときめきサイエンス」、「理科教室」等が各学部主催で開催

され、期間中合計 275 名の小中高生が参加し、児童・生徒の科学への好奇心の育成に

貢献できた。 
進学情報誌やウェブサイトを通じて本学に資料請求した受験生に対しては、ダイレ

クトメール等の発送を通して継続的なアプローチを行っている。より効率的な学生募

集に繋がるよう、発送エリアの見直しを行っており、過去の志願者情報を元に関東エ

リアに重点を置き、特に健康科学部に関しては千葉県に比重を置いた広報活動を展開

している。さらに、進学相談会への積極的な参加ならびに大学見学の受け入れにより、

入学志願者および優秀な学生の確保に努めている。 
又、各種ウェブサイトを通じて受験生に発信している情報については、パソコンの

みならずスマホへの対応が着実に進行している。受験生サイト等の本学ウェブサイト

についても、スマホ対応への修正作業を順次行い、高校生の IT 化に対応した情報提

供を行っている。ウェブ出願システムについては、平成 29 年度入試からの導入に向

け各学部担当者と業者を交えた打ち合わせがすべて終了し、今後は運用システムの構

築に移行し、テスト運用に向けて準備を進めている。 
【付属東邦中・高等学校】 

学校案内パンフレット・ポスターの作成、学校説明会・見学会の実施、塾主催説明

会への参加、広告掲出等、生徒募集に関わる広報活動を積極的に行った。平成 29 年
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度からは高校の生徒募集を停止し、完全中高一貫教育がスタートする。これを受け、

新たに中学推薦入試および高校帰国生入試を導入することが決定しており、その内容

を盛り込んだ募集要項をそれぞれ作成した。ウェブサイトにおいては、高校一般入試

の廃止によりアクセス数の大幅な減少が予想されたが、行事の様子や部活動の活躍等

を積極的に発信したことで、4～8 月では 736,421 件・前年度比 101％と微増した。 
【駒場東邦中・高等学校】 

高い資質の生徒を確保するため、学外での合同相談会や学習塾主催の説明会におい

て、積極的な広報活動を行った。10 月には、例年通り本校主催の学校説明会を開催予

定であり、広報委員会を中心に内容のさらなる充実を検討している。ウェブサイトで

も、体育祭や文化祭等の情報を発信し、受験生や保護者に向けて学校行事のタイムリ

ーな紹介に努めている。 
【佐倉看護専門学校】 

平成 31 年 3 月の閉校により、平成 28 年 4 月に最後の入学生を迎えた。入学生に

対しては、入学前教育として DVD による授業および確認テストを実施した。又、オ

リエンテーションキャンプ、佐倉近隣バスツアー、他学年とのレクリエーションを開

催し、学生間の親交と連携を深め、学校環境への早期適応を図った。 
 

（２）国家試験合格率の高位安定化 
【医学部】 

医師国家試験に向けて、5 月～翌年 1 月まで修学支援センターによる集中臨床講義

を実施している。6 月上旬に実施したプレ卒業試験の成績下位者に対し、医学部長、

教育担当副医学部長、教育開発室長、教育委員長および 6 年次部会長による個別面談

をそれぞれ実施し、到達度確認と今後の学習について再確認を行った。8 月下旬の卒

業試験終了後も個別面談を行い、学習意欲を確認し成績の底上げを図る。又、成績下

位者に対しては 12 月に 2 回目の特別合宿を、1 月に個別面談を実施し、引き続ききめ

細やかな指導に努め高い国家試験合格率をめざす。 
【薬学部】 

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、学習への動機づけを 1 年

次生から行った。1 年次春学期開講科目である「薬学入門」では大学での学修の重要

性を認識させ、「基礎物理学Ⅰ」、「基礎化学」、「基礎生物学」においては、TBL
（Team Based Learning）を各科目 2 回ずつ実施した。TBL では、成績上位者から

下位者への指導等を通じて、全体の学力の底上げを図るために、入学時に行ったプレ

イスメント・テストの成績上位者と下位者が均等になるようグループ分けを行った。

学習内容の理解度を高める工夫として、前年度同様に、講義で学んだ内容に関する問

題の作成とグループ間での評価を行ったが、本年度は科目開始時に問題作成と自己学

習の結びつけ方に関する講義を行い、理解の深化に努めた。6 年次生については、間

近に控えた国家試験への意識づけのために、春学期開始時に「スタートアップ模試」

とガイダンスを行い、定期試験終了後にもガイダンスを行った。さらに、十分なフォ

ローが必要な薬学総合教育部門所属学生に対しては、春学期開始時の個別面談や、学

長と担当教員によるグループ面談を行った。又、定期試験後は弱点把握や精神ケアを

目的とした個別面談や、夏期休暇期間中の秋学期対策補講も実施した。 
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【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履修が終了

し、定期試験を実施した。成績不振者については再試験を行い知識の定着を確認し、

今後の勉強法について指導した。8 月 8 日からは、付属 3 病院を含めた 13 病院で 5
週間の臨地実習を行い、43 名の学生が参加し、国家試験合格のための実践的な能力の

向上を図っている。又、国家試験科目を含む遺伝子分析科学認定士試験（6 月実施）

の受験を勧め、対策講義を 4 月から 6 回実施した結果、14 名が合格した。秋学期より

臨床特別講義等の国家試験対策講義と複数回の模擬試験を実施し、高い国家試験合格

率の維持をめざす。 
【看護学部】 

看護師国家試験合格率の高位安定を図るため、4 年次に必修対策講座（6 回）を実

施し、知識の確認、理解度の向上を図った。又、模擬試験を実施し、成績不振者に対

しては、特別講義、アドバイザーによる個別面談を実施した。3 年次生には、4 月に

必修対策講座（1 日）、5 月に低学年専門基礎模試を実施し、実習前の知識の確認を

行った。なお、国家試験対策委員会から、夏期休暇中の効果的な学習方法について説

明を行った。今後は、4 年次に対しては、11 月～翌 1 月に模擬試験、国家試験対策講

座を、3 年次に対しては 2 月に模擬試験を実施し、専門知識向上を支援する。又、保

健師課程の選択学生に対しては、9 月～翌 1 月に国家試験対策講座、模擬試験を実施

する予定である。 
【佐倉看護専門学校】 

早期より模擬試験を実施し、1 年次生に校内テスト 3 回、2 年次生に業者テスト 1
回、3 年次生に業者テスト 2 回・校内テスト 2 回を実施した。2・3 年次生には、全員

に学習ノートの作成を課して学習の振り返りを行っているほか、成績不振者には担当

教員およびアドバイザーによる個別指導を実施している。 
 
（３）特色ある教育への取り組み 
【医学部】 

平成 28 年度より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化して人間性教育を強化した。又、多職種連携・チーム医療への

意識強化を図るため、8 月に選択制ではあるが「4 学部合同チーム医療演習」を実施

した。5 年次は 5 月から随時「医薬合同臨床講義」を実施し、2 年次は 9 月末に「医

薬合同生命倫理演習」を実施する。その他、初年次の PBL （Project Based Learning）
テュートリアルにおいて上級生が下級生を指導する「屋根瓦システム」では、9 月に

学生テュータ養成ワークショップを実施し、11 月末にはテュートリアルを実施する。

さらに、国際化に向けた医学英語力強化のため、4 年次 11 月に English OSCE を実

施し習熟度チェックを行う予定である。 
【薬学部】 

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

し、8 月 20 日～27 日までの日程で、学生 9 名および引率教員 1 名が文化交流等を行

った。又、5 年次開講科目の「海外実務実習」については、平成 27 年度に引き続き、

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 月上旬に実施する計画である。又、医学部生と合同で参

4 
 



加型学習を行う「ヒューマニズムⅡ」では、高大接続の観点から高校生の参加を募っ

ている。平成 27 年度は、参加した高校生のうち 2 名が本学部へ入学しており、本年

度も 9 月～10 月にかけて 6 校より 12 名（1 年生 2 名、3 年生 10 名）の高校生が参加

する予定である。 
【理学部】 

本年度より導入した GPA（Grade Point Average）制度について春学期ガイダンス

時に学生へ説明を行い、制度への理解を深めた。平成 27 年度にカリキュラム改訂を

行った生物学科では、生物教育における基盤科目・応用科目を見直し、新たに「基礎

生物科学演習Ⅲ」、「分子内分泌学」、「応用生化学」、「島嶼生態学」等の科目を

新設した。又、生物学科の強みを活かした臨床検査技師課程教育を充実させるため、

順次科目を開講予定である。生物分子科学科でも、本年度入学生より新カリキュラム

が実施されている。 
学部共通のキャリア教育では、4 月に 1 年次向けに「キャリアデザインⅠ」を実施

し 537 名（全体の 97％）の学生が履修した。それに続く「キャリアデザインⅡ」で

は、本年度より、社会での活動や大学での学習に求められる汎用的な思考力の演習の

ための課題提出を義務付け、コメントを付けて学生へ返却した。教員養成課程では、

「総合演習Ⅰ～Ⅴ」を多くの学生が履修し、「学校インターンシップ」にも参加した。

入学後できるだけ早期の段階から教育現場との関わりを持ち、教員をめざす者として

の意識を高めるため、実践的な教育を秋学期も引き続き行う予定である。 
【看護学部】 

平成 28 年度より改正した、教育理念・教育目標・3 方針（アドミッション・ポリ

シー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）について、学生ガイダンス、

新入生オリエンテーションキャンプ等で説明を行い、学生、教職員の間で共通認識を

図った。又、7 月末には、看護専門教育充実のため、フィジカルアセスメント教育に

ついての教職員ワークショップを実施した。本学部の特色の一つである国際感覚育成

のための各研修（夏期英語集中講座、ヨーロッパ研修、タイのチェンマイ大学での研

修）は、海外の治安情勢に鑑み、中止とした。なお、チェンマイ大学からの学生受け

入れは例年通り行い、学生交流を実施した。 
【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し、冊子『自然・生命・人間』

に基づく宣誓文集を作成している。完全中高一貫化に伴い、中学 3 年生では、「精選

と深化」による「早期完習」の徹底のため、高 2 早期完習型の新教育課程が本格的に

開始された。又、より質の高い授業の実践をめざし、授業アンケートの分析を進めて

いるほか、東邦大学との中高大の連携強化のもと、「学問体験講座」を継続実施した。 
国際交流については、7 月 20 日～8 月 4 日まで、例年通り高校１年の希望者を対

象にオーストラリアでの語学研修を実施した。訪問先の St. Peters Lutheran College
とは、7 月に姉妹校提携に関する同意文書を締結しており、今後の研修、文化・スポ

ーツ交流のあり方を模索していく。なお、年度末には新たに中学 3 年と高校 1 年の希

望者を対象にシンガポールへの短期研修を予定しており、参加者募集および説明会等

の準備を進めている。 
【駒場東邦中・高等学校】 

自ら進んで行動できるようなリーダーシップを習得するため、年間を通してクラブ
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活動、委員会活動、体育祭などの学校行事への積極的な参加を勧めている。進路啓発

活動としては、邦友会（同窓会）・保護者とも連携し、学年ごとに講演会・職場体験等

の計画立案を行っている。 
交換留学生制度は、6月にアメリカのスティーヴンソン校からの留学生を受け入れ、

8 月後半からは本校生が渡米した。台湾の國立臺南第一高級中學とは、12 月に本校生

の留学を、1 月に受け入れを予定している。双方の交換留学生を通じて、当該生徒の

みならず、受け入れ学年の生徒達にも国際感覚と国際教養の涵養に努めている。 
【佐倉看護専門学校】 

本校教員だけでなく、東邦大学の教員や病院医師による授業を開講し、より専門的

でわかりやすい授業を実施している。成績不振者へは適宜補習授業を実施したほか、

校長や教務主任が複数回の学生面談および保護者面談を行った。又、全教員対象の研

修会として、7 月 27 日に学外講師を招聘し、「TBL の基礎のキソ～理解を深めて導入

をめざす！～」を開催した（学外からも 20 名参加）。 
 

（４）教学環境の整備 
【大森キャンパス】 

医学部では、1 号館 3 階旧 RI 実験施設跡地を改修し、生体防御基盤センターを設

置する計画を進めており、10 月より本格的な改修工事を開始する。整備には、補助金

の活用をめざし 8 月に文部科学省の私立大学研究ブランディング事業へ申請した。採

択結果は 11 月下旬に判明する予定である。さらに、平成 29 年度に予定している細胞

医療センター（仮称）の設置および医学メディアセンターの改修計画についても検討

を開始した。 
看護学部では、研究棟 5期計画の第 3期として 5階廊下の改修工事を実施したほか、

正門および警備室前サブ正門の整備を行った。8 月には研究棟・本館の共用部分の照

明 LED 化工事を実施している。 
【習志野キャンパス】 

薬学部新棟（D 館）は、6 月 4 日に竣工式を挙行し、引っ越し作業が順調に進んで

いる。又、新たに「薬学部教育研究環境整備検討委員会」を設置し、薬学部 E 館（旧

NK 館）耐震補強工事および B 館整備工事の検討を開始した。健康科学部棟は、7 月

末に無事竣工した。建物の引き渡しも完了し、備品等の整備を経て 10 月 22 日に竣工

式を執り行う予定である。理学部では、Ⅳ号館のトイレ改修を実施したほか、下期に

V 号館のプロジェクター更新を予定している。又、図書館棟の耐震改修工事が 7 月に

スタートした。工事には、文部科学省の補助金を活用し、年度内に完了する予定であ

る。薬草園温室（薬学部・理学部共用）の建て替えも年度内に実施する。 
【付属東邦中・高等学校】 

中学棟の全教室にプロジェクターとホワイトボードを設置した。又、正門に警備室

を新設し、24 時間体制の警備とすることで、学園生活の安全を一層強化している。 
【駒場東邦中・高等学校】 

プールボイラーの更新に加え、夏期休暇期間中に火災報知機の更新工事等を実施し

た。又、平成 29 年度の創立 60 周年にあたり、隣接地の取得と運動設備（グラウンド）

の整備を実施するべく、4 月より記念事業寄付金の募集を開始している。隣接地の取

得に関しては、法人本部が窓口となり所有者と交渉を継続してきたが、この度、所有
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者の内諾が得られ、平成 28 年度中の契約、平成 29 年度中の引き渡しに向けて具体的

な交渉に入った。取得対象用地 2,150 ㎡のうち、凡そ 3 分の 1 に相当する駒場東邦隣

接部分については、グラウンド等で活用することが決定している。 
【佐倉看護専門学校】 

教育用備品等の更新、血圧計等の定期的な保守を実施した。学生寮については、寮

生からヒアリングを行い、安心で安定した夕食提供を継続しているほか、改修を要す

る箇所は夏期休暇期間に改修した。 
 

（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、文部科学省に対して、3 月に収容定員増に係る学則変

更の認可申請を、4 月に学部設置届出を行い、それぞれ 6 月末に正式に認可・受理され

た。5 月に申請した看護師・保健師養成所指定学校についても、8 月末に無事指定書が

交付され、設置に関する一連の手続きがすべて完了した。入学者の選抜については、10
月末の指定校推薦入試に向けて指定校を決定したほか、戦略的な広報活動として、申

請・認可に関する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、

オープンキャンパスの開催（薬学部・理学部と合同）、重点校への高校訪問等を実施し

た。又、優秀な学生の確保のため、入学時学納金の減免や特待生についての規程を制定

した。 
7 月には、平成 27 年 7 月に着工した健康科学部棟が無事竣工し、10 月 22 日の竣工

式に向けて機器・備品等を整備している。教務システムの構築や図書の整備も順調であ

り、引き続き、シラバスを含む「履修便覧」の作成や、実習施設との調整により「実習

要項」の作成を進め、平成 29 年 4 月の開設に向けて不備なく業務を推進していく。 
 
（６）就職・キャリア支援の強化 

平成 27 年度に比べ企業の採用スケジュールが 2 ヵ月前倒しされ、6 月から選考がス

タートしたこともあり、8 月末現在の内定率は薬学部で 6 年次生 72％、理学部で 4 年

次生 69％と昨年より早いペースで推移している。学内でも、3 月の広報活動解禁と同

時に学内企業合同説明会を開催し、続いて 5・6 月に就職セミナーを、6・7 月に学内企

業説明会・一次選考会を開催した。 
平成 29 年度からは採用スケジュールの再変更が懸念されていたが、現状通りの採用

活動が濃厚であり、ガイダンス等で学生にアナウンスを行っている。薬学部・理学部と

も、インターンシップの参加意欲が高まっており、昨年よりも東邦枠の企業（東邦大学

の学生を受け入れる企業）を増やして学生へ紹介した。東邦枠への申し込み要件を厳格

化したにも関わらず、最終的なインターンシップ参加者は延べ 135 名と前年度並みと

なった。なお、TOHO アライアンス企業は順調に数を伸ばし、8 月末現在 673 社であ

り、各種イベントや選考にご協力頂いている。 
 
（７）内部質保証システムの検証と自己点検・評価の実施 
大学基準協会「2012 年度大学評価結果」で指摘された事項について、対応状況・改

善状況を調査し、改善報告書を 7 月末に提出した。 
全学自己点検・評価実行委員会の諮問機関である検証会については、平成 28 年度の

外部有識者委員が決定し、12 月の開催を予定している。検証会に向けて、現在、各学
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部・関係部署へ『自己点検・評価報告書－新たなる朝 2014 年度版－』の「将来に向け

た発展方策」に記載した「効果が上がっている事項」「改善すべき事項」についての進

捗状況調査を行っている。調査の回答様式については、平成 27 年度検証会での外部有

識者からの指摘を元に、自己点検・評価報告書の内容ならびに平成 27 年度以降の進捗

を記載するとともに、自己評定欄を設けた新たな様式を作成し、点検前後の流れを俯瞰

できるようにした。 
半期ごとに行っている大学協議会議案の検証結果報告については、これまでは自己点

検事務局が各部署の結果をまとめて報告していたが、平成 28 年度の大学協議会より、

PDCA が適切に回っているか確認するため、議案申請者から直接説明させる方法に変更

した。 
 

（８）東邦大学国際交流センターの活動 
東邦大学国際交流センターは、各学部国際交流センター・留学生担当部署と協働し、

国際交流事業を推進している。海外の大学・医療機関との学術交流については、8 月末

現在、大学間協定 10 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。10 月にはポーランドの医科系大学 3 校を

訪問し、将来的な交流協定締結を視野に今後の連携について協議を行う予定である。 
本学の学生・教職員の渡航時の危機管理として、有事の際の安否確認や医療救護を専

門とする民間企業と、危機管理業務の委託契約を締結し、8 月以降に実施する派遣プロ

グラムの参加者に対し支援を行っていく。今後は、派遣時ガイドラインの策定について

検討し、引き続き、法人からの海外渡航に関する通知に基づき、国際情勢を注視しなが

ら、全学的な国際交流を推進していく。なお、本学に在籍する留学生に対しては、留学

生を対象とした入学時ガイダンスを実施し、在留資格および就職支援の説明等を含める

ことで関連部署と調整を行っている。 
  
 

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 28 年度文部科学省研究費助成事業の採択結果は、新規採択 57 件と昨年度末よ

り 12 件少ないが、新規採択率は 21.5％と 20％超えを 3 年連続で維持している。獲得

金額（直接経費）は、新規と継続を合わせ約 2 億 4,700 万円（前年度比約 3,000 万円減）

で、5 年連続で 2 億円を超えている。新規採択率のさらなる向上のため、今後は教育・

研究支援センター主催のオフィスアワーで各研究者のスキルアップを促すこととした。

オフィスアワーでは、ニーズの高い統計・英語の研究支援に加え、研究支援顧問により

企画立案を行っている。又、新たに初学者を対象とした研究相談デスクを開設した。 
平成27年度に新設された「国際共同研究加速基金」の運用ルールに対応させるため、

海外での購入・納品検収・出退勤等のルール構築を行った。習志野地区では、研究費不

正使用防止のため、本年度から科研費の新規採択者を対象とした発生源入力（事務方発

注）を本格稼働させた。今後は毎年、新規採択者を対象とする事で、数年後には完全発

生源入力へ移行することとなる。大森地区では平成 29 年度からの開始を予定している。 
平成 28 年度厚生労働科学研究費補助金は、代表が 5 件（新規課題 1 件、継続課題 4

件）、分担が 33 件採択された。又、労災疾病臨床研究事業費補助金が 1 件新規採択さ
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れた。委託研究契約（AMED=日本医療研究開発機構委託費事業）としては、代表 2 件

と分担 23 件の計 25 件の契約を行う見込みである。その他の公的補助金は、「ひらめき

☆ときめきサイエンス 5 件（医 2 件・薬 2 件・理 1 件）」が採択され、医・薬・理学部

の 4 件は夏期休暇期間に、医学部の 1 件は冬期休暇期間に開催を予定している。文部科

学省施設・設備関係補助金については、平成 28 年度予算「防災機能等強化緊急特別推

進事業（医 1 件）」を申請し、選考結果を待っている状況である。又、8 月には医学部

より私立大学研究ブランディング事業の申請を行った。 
平成 27 年度に採択された「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、放射線

医学総合研究所との包括協定の下に、平成 28 年度も引き続き教育・研究支援センター、

男女共同参画推進センターが連携し事業を遂行している。研究倫理教育については研究

者等の平成 28 年度研究倫理教育（CITI JAPAN）の必須単元 6 単元を決定し、平成 29
年 1 月までに全教職員の受講を義務付けている。又、平成 26 年 8 月 26 日付「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」に対応するため、各学部と事務

部から「研究倫理教育責任者」を選出し、『研究倫理教育責任者会議（東邦大学として

の研究不正の判断基準を示す）』の開催を予定している。さらに、この研究活動ガイド

ラインに対しても、取り組み状況を報告する「チェックリスト」を科研費の公募締切前

に提出する予定である。 
 

（２）大学院の充実 

【医学研究科】 
大学院教育の高度化および多様性を図るための連携大学院制度を実施すべく検討を重

ねてきた。東京医療センターとの協定を締結するための準備を進めている。又、大学院教

育の点検評価の一環として、8 月開催の医学部教育ワークショップにおいて 3 方針（カリ

キュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、アドミッション・ポリシー）の見直しを行

った。11 月には大学院の教育・研究指導体制の強化のため FD を開催する予定である。 
【薬学研究科】 

より質の高い学生を確保するため、効果的な広報を展開し、6 月に学術交流協定締

結校である瀋陽薬科大学での説明会を開催したほか、大学院生募集ポスターを作成し、

他大学・他学部に送付した。下期には同じく締結校である昆明医科大学への訪問を予

定している。博士課程推薦入試については、卒業研究発表との関連を意識した日程へ

変更したことで、3 名の志願者があった。今後は、若手教員を対象とした奨励研究制

度等の研究支援策の見直しを検討していく。 
【理学研究科】 

大学院生へのキャリア支援として、博士後期課程在籍者を、非常勤講師として 4 名、

リサーチアシスタントとして 4 名（学部 1 名、戦略的研究基盤形成支援事業 3 名）任

用した。 
EU との連携協定により実施しているダブルディグリープログラムでは、平成 27

年 9 月から受け入れていたマーストリヒト大学（オランダ）の学生 1 名がプログラム

を修了し、8 月末に本研究科より学位を授与した。現在は、リール第 1 大学（フラン

ス）の学生 2 名を受け入れているほか、本研究科からも 2 名の学生がリール第 1 大学

に留学している。 
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【看護学研究科】 

大学院の教育・研究活動の充実のため、将来計画検討委員会にて教育目標・3 方針

（カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、アドミッション・ポリシー）の

検討を開始した。又、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）の一環として、博士前期課程に「世代横断的包括ケア特論」を開講し、

世代を超えた包括ケアを探求する能力を養っている。なお、大学院 FD「論文とは何

か」を開催し、教職員および大学院生計 35 名が参加した。 
 
 

３．医 療 
3 病院の収支状況（4 月～8 月実績） 
本年度も、地域医療の中核を担う大学病院として、高度急性期医療の提供や救急診療

体制の充実等を中心に経営内容のなお一層の改善を図っている。 
3 病院合計の医療収入は 26,706 百万円となり、前年同期間比 746 百万円、2.9%の増

収であった。内訳は、入院収入が 17,793 百万円で前年同期間比 108 百万円、0.6%の増

収、外来収入が 8,766 百万円で前年同期間比 656 百万円、8.1%の増収となっている。

平成 28 年度の診療報酬改定は、ネット（診療報酬全体）で 2 回連続のマイナス改定と

なったが、地域連携の強化等の各種施策により前年度比増収となっている。医療収入以

外を含めた収入合計は 27,077百万円で前年同期間比 804百万円、3.1%の増収となった。 
一方、支出合計は、25,105 百万円で前年同期間比 771 百万円、3.2%の増加となった

ため、収支差額（粗利益）は 1,971 百万円の黒字で、前年同期を 33 百万円、1.7%上回

る状態で推移している。 
又、予算比では、医療収入が 288 百万円、1.1%、収入合計が 333 百万円、1.2%増。

支出合計が 302 百万円、1.2%の予算超過のため、収支差額は予算を 30 百万円、1.6%
上回るペースで進んでいる。 

 
（１）大森病院（4 月～8 月実績） 

診療実績は、入院が単価 71,964 円・1 日平均患者数 826.9 人・平均在院日数 12.7 日・

稼働率 87.2％、外来は単価 15,609 円・1 日平均患者数 2,325.9 人で推移した。 
入院においては、診療報酬改定に伴う DPC 係数のマイナスにより大幅な収入減が懸

念されていたが、新たな加算（退院支援加算、精神科急性期医師配置加算、医師事務作

業補助体制加算等）の取得や、手術件数の増加等により、入院収入は前年度比 1.3％減

に留まっている。手術件数は、平成 27 年 11 月に設置した第 2 手術室が順調に稼働し、

8 月末現在で 4,050 件（前年度比+249 件）と、目標である年間 9,200 件を上回るペー

スである。稼働率については、在院日数の短縮に加え、4・5 月に空調設備関連工事の

ために 5 号館で延べ 1,436 床を閉鎖した影響により、予算未達となっている。下期に向

けて、病棟運営委員会にて予約入院患者の確保に努めていく。又、MY ステーションの

活動により土曜・日曜の予約入院を促進する。 
外来では、紹介率の上昇による初診患者数の増加や、外来化学療法における件数の増

加および高額薬剤の使用等により、前年度比 7.4％の増収となった。入院におけるマイ

ナスを外来でカバーし、結果として医療収入全体では 14,039 百万円、前年度比 1.2％
の増収となっている。 
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平成 28 年 1 月に受審した公益財団法人日本医療機能評価機構による「病院機能評価」

（3rdG:Ver.1.1）については、4 月 1 日付けで認定書が公布された。下期には、臨床検

査部門での ISO 認証取得をめざす。 
 

（２）大橋病院（4 月～8 月実績） 
診療実績は、入院が単価 71,375 円・1 日平均患者数 364.4 人・平均在院日数 9.6 日・

稼働率 84.2％、外来は単価 12,055 円・1 日平均患者数 1,168.7 人で推移した。 
入院においては、多職種間での患者情報共有を強化したところ、平均在院日数が前年

度比で 1.5 日短縮され、医療の高効率化が進んでいる。一方、新入院患者は増加しつつ

も、在院日数の短縮に伴う延べ患者数の減少には追い付かず、稼働率が低迷している。

新病院では、現在の 433 床から 319 床となることが決定しており、開院までの適正病

床数について検討を始めたところである。 
外来では、近隣の医療機関との連携強化に基づく「かかりつけ医」が浸透し、紹介状

を持たない初診患者数が減少している。これまで、外来管理委員会を中心に土曜日診療

のあり方を検討してきたが、土曜日の午後は①当直体制のない診療科も院内待機し救急

患者対応を行う、②CT・MRI・血管造影室・手術室（局所麻酔）の予約枠を新設する

こととし、新患者の確保に加え、豊富な院内人材の有効活用を図るため、施策の早期実

現をめざす。 
地域連携においては、病診連携室を中心とした活動により、平成 27 年度下期から紹

介率・逆紹介率が飛躍的に上昇し、4～8 月累計で紹介率 73.4％、逆紹介率 80.7％と非

常に高いレベルを維持している。さらに、地域医療従事者への研修会開催を推進した結

果、9 月からは地域医療支援病院の指定を受けた。救急車の受け入れ件数も、8 月末現

在で 1,888 件、前年度比 151 件増加しており、今後は総合診療科の設立に向けて救急

部運営委員会で検討を進めていく。 
 

（３）佐倉病院（4 月～8 月実績） 
診療実績は、入院が単価 62,321 円・1 日平均患者数 394.2 人・平均在院日数 11.0 日・

稼働率 87.4％、外来は単価 18,156 円・1 日平均患者数 1,282.0 人で推移した。 
課題であった救急車謝絶率の改善については、管理当直医のコントロールによる専門

科サポートの強化、研修医当直体制の充実等、受け入れ体制の整備に加え、転科・転棟

の円滑化、MSW（Medical Social Worker）の関与による医療連携（退院支援）の強化

等、看護職・事務職等も参画しての受け入れ後フォロー体制が奏功し、4～8 月の謝絶

率が 24.9％と、目標であった 30％以下を達成した。救急からの入院率も高く、入院患

者の増加にも寄与している。地域連携においては、6 月に念願であった地域医療支援病

院の指定を受けた。4～8 月累計で紹介率 64.1％、逆紹介率 85.6％と高位を維持してお

り、昨年 10 月に取得した総合入院体制加算とあわせ、地域の中核病院としての陣容が

整ってきている。その他、診療報酬改定におけるこまめな加算取得や、ICU・NICU の

稼働率上昇、化学療法・放射線治療の増加により、入院・外来ともに前年度実績を大幅

に上回り、4～8 月の医療収入は 6,795 百万円、前年度比 8.5％の伸びとなった。 
研究面では、医学研究部スタッフの学位取得、本学理学部との共同研究の推進等によ

り、院内研究が着実に充実してきている。又、研修医室やシミュレーション・ラボの整

備の効果もあり、本年度は開院以来、初めて前期研修医の一般型枠がフルマッチした。
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診療および研究環境に対する評価が高まっている証であり、引き続き大学病院に相応し

い体制を整備していく。 
 

（４）羽田空港クリニック・羽田空港国際線クリニック（4 月～8 月実績） 
両クリニックおよび大森病院が、医師・看護師等の派遣、薬剤・材料の管理、リスク

マネジメント等の多方面で連携し、国際空港という公共性の高い施設の医療機関として、

安全で質の高い医療を提供している。空港における災害時の対応については、5 月に発

生した航空機のエンジン火災事故時の対応も踏まえ、改めて両クリニック・空港事務

所・国土交通省等と意見交換を重ねている。国際線クリニックにおいては、輸入感染症

への対応について空港検疫所との連携を強化しており、将来的には、トラベルクリニッ

クとしてのニーズに対応した各種ワクチン接種の導入を検討している。又、国内線クリ

ニックでは、平成 27 年度の受診者の状況分析を行い、空港利用者に多い疾患や航空機

内で発症した疾患などの分析を行っている。 
広報面では、空港クリニックとしての知見を活かした情報発信を強化しており、8 月

には国際線クリニックより海外旅行における健康管理のポイントについてのプレスリ

リースを配信した。引き続き、両クリニックからのタイムリーなリリースの配信に加え、

ウェブサイトにおいても、トピックの掲載や英語での情報提供等を検討・推進していく。 
 

（５）病院経営収支分析の強化 
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 月に引き続き 7

月 21 日に 3 病院合同の病院運営戦略会議を開催し、改定の影響度および新規加算等へ

の取り組みについて法人と病院間で討議を行った。又、医療の機能分化に伴う適正ベッ

ド数の見直しが 3 病院共通の課題となっており、引き続き重要な課題として各病院にて

検討を進めることとした。なお、3 病院間の診療情報の共通化や経営分析資料の精緻化

を促進するべく、担当者間で検討を進めている。 
 
（６）３病院看護師等確保の活動 

平成 27 年 12 月から平成 29 年度採用のための活動をスタートし、8 月までに全 14
地域 42 会場の就職説明会に参加した。インターンシップについては、ウェブサイトで

のお知らせ、積極的なブログ更新、「東邦ナースだより」の発行等により、3 病院で延

べ 403 名（8 月末現在）と、例年並みの参加者数となった。今後は、これらの参加者を

出願に結び付けるべく、対象者への受験案内を強化していく。なお、採用試験は全 15
回のうち 9 回が終了し、8 月末現在の応募者は、大森病院は 130 名募集に対し 185 名、

大橋病院は 60 名に対し 94 名、佐倉病院は 65 名に対し 69 名となっている。引き続き、

各病院の適正人員を考慮しながら、優秀な人材の確保をめざす。 
又、3 病院看護部と法人本部看護企画室では、月一回の定例会議によって早期退職防

止策等の情報共有に努めており、今後は人事異動、マネジメントラダー作成等について

検討していく予定である。 
 

（７）３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 
上期に予定していた 11 講座は滞りなく開催され、受講者は合計 255 名であった。目

標であった定員の 70％充足に満たない講座も一部あったが、少人数制による受講者の
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満足度は高く、個々人にあわせた支援が評価を得ている。職位別に開講している看護管

理者育成講座には、師長編に 7 名（佐倉病院にて開催）、主任編に 15 名（大橋病院に

て開催）が参加しており、受講者のスキルアップに加え 3 病院間の交流促進にも寄与す

ることとなった。その他、学生教育担当者、新人教育担当者の講座には、定員以上の応

募があり、順調に実施している。なお、講師・アドバイザーには、学内の豊富な人材を

活用し、看護職 24 名、看護職以外 15 名の協力を得ている。 
 
 

４．管理運営 
（１）財政基盤の強化 

新たにスタートした新中期経営計画（平成 28 年度～30 年度）では、教学・医療環境

の一層の充実をめざし総額 239 億円の設備投資を計画している。このうち初年度の平

成 28 年度は 92 億円の設備投資予算を計上した。上期は前年度から継続中の新大橋病

院建設工事、健康科学部棟建設工事に加え、新たに習志野キャンパスにおいて図書館棟

の耐震改修工事を開始している。一方、これら投資の原資としては、一定の自己資金投

入に加え私学事業団から 40 億円の借入を行う予定である。又、医療収入を中心とした

各種収入増加策や経費節減プロジェクトの着実な推進等を通じ、当初予算で設定した基

本金組入前当年度収支差額 985 百万円の黒字を大幅に上回る黒字達成を目論む。外部

借入と一定の手許現預金のバランスに留意しつつ、引き続き健全な財政基盤の維持・充

実に取り組んでいく。 
 
（２）新大橋病院プロジェクトの推進  

平成 27 年 11 月より本格的にスタートした新病院建築工事は、これまで特に大きな

障害や遅延も無く順調に進捗している。又、運営面でも、新病院基本計画に基づき、患

者第一の観点から、患者サポートセンターおよび受付廻りの運用について、患者動線、

職員動線を精査し計画を進めている。さらに、コンシェルジュによるサポートも予定し

ており、ホテルにも負けない快適なホスピタリティを提供する「選ばれる病院」となる

よう、ハード・ソフト両面からの検討・調整を進めている。 今後本格化する電子カル

テシステムや、高額医療機器・備品の導入・調達については、診療現場の意向を十分聴

取した上で、全体予算とのバランスを考慮しつつ、効率的かつより安価な調達をめざす。 
新大橋病院開院後の現大橋病院跡地の売却については、十数社による競争入札を行っ

た結果、最高金額を提示した大手マンションデベロッパーを優先交渉先とし、平成 28
年度中の契約、平成 30 年 6 月の新病院開院以降の引き渡しを前提に、具体的な売却手

続きを進めている。 
 
（３）経費節減プロジェクトの推進 

開始から実質 4 年目を迎える「経費節減プロジェクト」は、各所属に完全に定着する

とともに、法人一体となった取り組みを通じて目覚ましい成果を挙げるに至った。本年

度は、6 月に第 1 回経費節減推進委員会を開催し、①全所属共通項目（業務効率化によ

る時間外業務の削減、消耗品費の削減）、②各所属の自主設定項目（所属ごとの状況を

踏まえて自主設定）、③法人本部主導項目（省エネ推進委員会、医療材料統一プロジェ

クト、機器・備品の統一購入）、の 3 項目を中心に推進している。あわせて、平成 27
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年度に続き教職員ポータルに経費節減プロジェクトのコーナーを設け、教職員全体の経

費節減意識醸成を図る。又、「学校法人東邦大学広報」でも継続的に年度活動方針や取

り組み好事例等を紹介し、学内外に向けて活動状況を PR している。 
 

（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 

羽田空港での大型映像メディア（FV）における健康情報番組「健康エアポート」

と CM 放映は、引き続き各方面から好評をいただいており、「健康エアポート」に

ついては過去の優良なコンテンツを再放映し、あわせて全コンテンツをウェブで公

開している。法人プロジェクトとして推進している大型事業については、戦略的広

報として計画的なプレスリリース配信を提案し、健康科学部新設について 2 本、看

護学部について 1 本、羽田空港国際線クリニックについて 1 本を配信した。下期に

は新大橋病院についての配信を予定している。上記を含めたリリース配信は、8 月

末時点で 42 本のリリースを配信、うち 24 本が延べ 46 メディアに掲載・放映され

た。配信数は、前年度比で 9 本増となった。年度目標 120 本の達成に向けて、リリ

ース製作体制を強化し、学内でも広く情報提供を呼び掛けている。 
法人広報連絡会については、5 月に平成 28 年度の第 1 回を開催し、広報担当者に

加え、今回から新たにウェブ担当者も参加した。本年度の方針である広告から広報

への転換（費用対効果を意識し、知恵と工夫によって認知度を向上させる）に向け、

活発な意見交換が行われた。 
②ウェブサイトの充実 

本法人各施設トップページ（基幹サイト）へのアクセス数が平成 28 年度 4～8 月

累計で延べ 853 万件（大学 455 万件、病院 270 万件、両中高・看専 128 万件）と

なり、前年同期間比約 21 万件増となった。CMS（更新ツール）の保守終了に伴う

基幹サイトのシステム移行およびリニューアル計画については、進行中の大学サイ

トを公開した後、大森病院サイトリニューアル、付属校サイト移行等を順次推進し

ていく予定である。 
管理面では、5 月 18 日の広報連絡会にて、基幹サイトの責任者・担当者の確認を

行い、所属での管理体制を明確化した。管理・更新担当者向けには、CMS 操作マ

ニュアルおよびお知らせを掲載するための学内専用サイトを作成し、利便性を向上

させており、今後、ウェブサイトの更新状況管理ツールの導入も予定している。 
 

（５）「学校法人東邦大学広報」による法人情報の発信 
平成 29 年度の健康科学部開設、平成 30 年度の新大橋病院開院と、大型プロジェクト

を推進している最中であり、10 月号より、工事進捗、概要、経営計画等を順次報告し、

タイムリーな情報提供を行っていく。又、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、下期より新たな連載を開始する予定である。 
 
（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、知的財産審査委員会において、本学研

究者の知的財産 8 件を審議した。新たな特許も 1 件出願しており、知的財産の評価・管
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理が順調に進んでいる。研究契約の支援活動については、受託研究 11 件（前年度上期

17 件）、共同研究 44 件（同 73 件）の支援を行い、引き続き、企業等からの一層の外部

資金獲得と適切な管理を進めている。 
学外との連携については、これまでに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）との連携協定を締結してきたが、平成 28 年 3 月末に習志野商工会議

所と、4 月 1 日に習志野市・大久保商店街協同組合・あったか大久保ひろばと連携協定

を締結した。さらに、大田区産業振興協会との連携を検討しており、特に、自然科学系

総合大学としての特色を活かした医工連携を模索していく。 
 

（７）額田記念東邦大学資料室の充実 
展示活動については、同窓生を含む学内関係者へのさらなる広報として、5 月に薬学

部、7 月に看護学部のホームカミングデーにてポスター展示を実施した。下期には理学

部ホームカミングデーへも出展を予定している。企画展は、看護教育 90 周年記念展示

として「看護教育 90 年のあゆみ」（8 月 23 日～10 月 20 日）を資料室にて開催中であ

る。管理運営については、所蔵資料のうち未整備資料約 7,000 点の整備に着手し、本年

度は約 3,500 点の目録作成を専門業者へ委託した。10 月の完成をめざして作業を進め

ている。 
 
（８）株式会社東邦キャンパスサービスの動向 

8 月で第 16 期の決算を終え、今期についても教育・研究・医療の各分野で法人と連

携を強化し、事業を推進した。診療報酬改定に伴う治療薬・特定保険医療材料（償還材

料）の価格変更を受け、各ディーラーと価格交渉を進めており、9 月末までの妥結をめ

ざす。健康科学部では什器・備品・実習用医療消耗品等の納入を、新大橋病院では駐車

場およびレストラン・売店の管理運営委託を受注しており、引き続き各準備を滞りなく

進めていく。 
以上 
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