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平成２４年３月２３日 

 

学校法人東邦大学 平成２４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、教職員一人ひとりが組織の社会的責任（ＣＳ

Ｒ）を常に念頭におき、永続性を持って教育・研究・医療の実践に取組んでいる。 

平成 24 年度は、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）を両輪として、「選ばれる大学」「選ばれる病院」を実現するため、羽田フュー

チャービジョン等の広報活動に加え、テレビのミニ番組などを制作・放映し、学校法人東邦大学

の認知度をさらに高めるとともに、学生の質の向上を図ることを目的に平成 25 年度から学納金の

引き下げを実施すべく準備を開始する。又、大橋病院の新病院建設計画や習志野体育館の新築、

施設の耐震補強等、学内の環境整備等を着実に実施するためにも、帰属収支差額の黒字幅をさら

に拡大し、強固な財政基盤をめざす。 

平成 24 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）大学基準協会の認証評価取得に向けての取組み 

平成 24 年度は、本学が平成 18 年度に取得した大学基準協会の認証評価を継続取得するに当た

っての、認証評価実施対象年度である。今月末までには大学全体、学部、研究科が推敲を重ねて

作成した自己点検・評価報告書を提出するが、平成 24 年秋には、それに基づく実地調査が行われ

る予定である。 

本学はこれまでも 3年毎に自己点検を実施し、数百ページに亘る評価報告書を作成してきたが、

報告書を作成することが目的のようになり、問題点を洗い出しても、その改善に向けての進捗管

理ができていないことは大きな反省点と言える。 

平成 24 年度の認証評価受審に際しては、大学基準協会の評価システムの見直しもあり、改善点

等については PDCA サイクルを確実に回すことによって、進捗管理を行いながら改善を実現するこ

とが強く求められている。本学もこれに対応すべく、常設の自己点検・評価企画運営委員会を設

置し、事務局には専任の事務職員を配置する等の体制整備を行った。今後はあらゆる面における
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点検・評価を大学自身が行い、さらにこれに対し相互評価、第三者評価を行う仕組みを整備する

ことで、不断の改革・改善を実施していく。 

 

（２）入学志願者および優秀な学生（生徒）の確保 

【大学】 

平成の始めには約 200 万人だった 18 歳人口は、現在約 120 万人と、20 年間で４割も減少して

いる一方、大学の数は平成４年の 523 校から平成 22 年は 778 校と 255 校も増加している。全大

学の総定員数が進学希望者数を上回る、大学にとっては非常に厳しい環境が続いている。 

そのような環境の中、本学の平成 24 年度入試は、入試広報改革委員会の 終年度として結果

が求められる節目の入試であったが、入学志願者総数は 10,426 名と、平成 23 年度の志願者総

数に 195 名及ばない結果となった。本学は東北・北関東からの志願者もいるため平成 23 年 3 月

の東日本大震災による影響が懸念されたが、被災学生に対する入学検定料の免除や入学初年度

の学納金の減免を早期に決定したり、幅広い広報活動で接触者を確保する施策を積極的に行っ

た結果、震災による影響は 小限に食い止めることができたと思われる。 

平成 25年度入試で好影響が期待できる大きな施策として、平成 24年 2月の理事会において、

平成 25 年度からの医学部学納金の引き下げが承認された。これにより、学納金の安さでは私立

医科大学 29 校中、11 位から 5位に大きくランクアップすることになり、より優秀な学生の確保

が期待される。学納金引き下げについては、金額面で もインパクトの大きい医学部を率先し

て実施するが、他学部についても財政の状況を確認しつつ検討をしていく。 

平成 24 年 4 月から開始される本学提供の日本テレビミニ番組『いのちのいろいろ』や、戦前

の蒲田の女子医専（フィクション）が舞台となる NHK 朝の連続ドラマ『梅ちゃん先生』は、本

学の知名度向上に大きく貢献すると期待され、これと相俟っての相乗効果を発揮すべく、現在

行っている、進学情報誌や Web サイトへの積極的な情報発信、高校生向けの DM、オープンキャ

ンパス参加への誘導など、地道な入試広報活動も継続して行っていく。 

【付属東邦中・高等学校】 

「選ばれる学園」としての評価を固めるために学校組織の機能を活性化させる。さらに、情

報提供の充実のため、入試広報室を広報部へと改編するとともに、システム室を設置し、教員

の ICT リテラシー向上を図ることにより、保護者向けおよび一般向けのホームページの更新迅

速化などを行い、入試広報活動を拡充する。 

【駒場東邦中・高等学校】 

高い資質の生徒を確保するため、学習環境と広報活動を充実させ、保護者とのさらなる信頼

関係を構築するとともに本校を推奨する人脈を拡充する。広報活動では、教育内容を広く知っ

てもらう工夫として、有力塾との連携強化を図り受験生の本校受験のモチベーションを上げる

とともに、本校主催の学校説明会および小学生の体育祭、文化祭見学を推進する。 

【佐倉看護専門学校】 

優秀な大卒生および地方出身学生の志願者獲得を視野に入れ、広報活動を強化するとともに、

入試難易度や指定校推薦枠の見直しを図る。大卒者への対応として、専用のホームページの開
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設やオープンキャンパスを開催し、受験対策のためのプレテストおよび入試問題解説を実施す

る。地方出身学生への対応としては、地方入試説明会への参加、学生募集広告の新規掲載に加

え、北海道・東北地区の高校教員および受験生をオープンキャンパスや学校説明会へ招聘する。

又、地方受験（札幌・仙台会場）を実施する。 

 

（３）国家試験合格率の高位安定化 

平成 23 年の国家試験合格率は、医師 89.8％（全国平均 89.3％）、看護師は看護学科 99.1％・

佐倉看護専門学校 100％（同 91.8％）、保健師 89.5％（同 86.3％）、助産師 100％（同 97.2％）、

薬剤師 43.5％（同 44.5％）臨床検査技師 72.7％（同 67.0％）となり、概ね全国平均を上回る結

果を残すことができた。なお、平成 23 年に実施した薬剤師国家試験は、6年制完成までの狭間と

なるため、対象は４年制の既卒者に限定された。 

平成 24 年 3 月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り、この結果は全国的

にも注目されている。本学薬学部の親身な指導の結果が期待される。 

引き続き、各学部・学科ともに、学生一人ひとりにきめ細かい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。 

 

（４）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・運営を引き続き推進する。 

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 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。 

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が、これをさらに発展させ、アルバータ大学との臨床研修単位互換制度や、

昆明医科大学大学院修士課程とのダブルディグリー制度の導入を検討する。 

理学部では、教育開発センターがキャリアセンター、産学連携センターとの連携を強化し、

初年次からの学部共通キャリア教育や、キャリア支援のための講義・講座のさらなる充実をめ

ざす。又、女子学生比率が高いことからも、男女共同参画推進室と連携し、女子学生・大学院

生のキャリアパスへの意識啓発を行い、女子学生と女性教員の交流会や、女子大学院生同士の

研究交流会の開催等を計画している。 

平成 23 年 4 月に新たなスタートを切った看護学部では、80 余年の東邦看護教育の歴史を受け
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継ぎ、文化講座、自然体験学習等を通じ感性を養い、広い視野から物事を考えることのできる

医療人を育成するが、次のステップとして、平成 25 年度の大学院看護学研究科設置に向けて具

体的な準備に入る。 

【付属東邦中・高等学校】 

公立・私立間の競争激化や学校の選別化の進む情勢を踏まえ、建学の理念を具現化する教育

を推進する。系統的６ヶ年一貫指導計画による早期完習を徹底し、国公私立医薬理系および難

関大志望を奨励していく。又、東邦大学の理系講座および学問体験講座等による「自分探し」

学習や、英語研修、中学帰国子女受け入れ態勢の整備および交換留学の検討による国際交流な

ど、特色ある教育の推進を図る。 

【駒場東邦中・高等学校】 

学年・学校行事への積極的参画を推進し、生徒各人の自ら学ぶ意識を育成するとともに、進

路指導を計画的かつ効率的に展開することにより、国立大学への進学実績を確保する。又、有

識者による講演会、卒業生・保護者の授業参画の試み、留学制度の拡充等を通して、生徒の資

質を伸ばすとともに、生徒が自らの個性を把握するための様々な機会を提供し、世界に雄飛で

き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。 

【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、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および臨床実習講師との連携強化、入学

前教育実施による学習支援を行う。又、教員を増員し、個別補習等による成績不良者への学習

指導を強化するとともに、1・2 年次におけるアドバイザーによる個別面談を通した学生支援等

を充実させる。 

 

（５）教学環境の整備 

【医学部】 

夏期休暇期間に予定している医学部本館の耐震補強工事に加え、医学部自修館の改修、学生

会館および部室の施設整備、実習室の機器等の整備、学生食堂の運用方法見直しに伴う施設整

備等を行う。又、健康推進センターの管理運営体制の充実を図る。 

【薬学部・理学部】 

平成 23 年度より開始したスポーツゾーンの再配置・再整備計画の中で、体育館については平

成 25 年 6 月竣工、グラウンドの整備については平成 25 年度中の完成をめざし工事が予定され

ている。理学部 1号館設備整備は平成 24 年度 6月までに完成、理学部 2号館耐震補強は年度内

の完了をめざしている。又、薬学部校舎の計画的な施設更新として、新棟建設の計画案を検討

する。 

【看護学部】 

教学環境の安全性の確保と遠隔教育のため、OA ルームのコンピュータ、図書館の入退出自動

化ゲートおよび学生ロッカールームの整備を行う。 
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【付属東邦中・高等学校】 

夏期休暇期間に本館棟の耐震補強工事を完成させる計画で、併せて空調機器の更新を実施す

る。又、物理講義室の実験室化、高校 LL 教室の改修および機器更新、トイレ改修等を行う。 

【駒場東邦中・高等学校】 

体育館床の改修工事を実施し、教室の空調等の更新工事を行う。 

【佐倉看護専門学校】 

夏期休暇期間に完成予定とし、学生寮の改修および校舎空調設備の工事を行う。又、年度内

の早期に、教室・演習室の机椅子の更新を実施する。 

 

（６）学生の質の向上を図るための施策【医学部】 

現在、18 歳人口の減少と平成 20 年度からの医学部入学定員増等の取組により、医学生にも質

および学力低下の問題が取沙汰されている。本学医学部も例外ではなく、数年前より低学年の

留年者が増加している。この対策として、１）レディネス教育の導入と２）先端医科学実習の

導入により、学生のレベルに合わせた学習に対する基本的技能の習得やリサーチマインドの涵

養をめざす。強化施策としては、３）医療の国際化に対応できる英語力の醸成、４）全人的医

療人教育、５）臨床推論能力の強化向上プログラムを企図している。成績不振の学生について

は、担任および修学支援センターによる個別的指導の強化を図る。 

「選ばれる医学部」にさらに強化、再生し続けるためには、将来を先導する人材の原資とし

ての優秀な学生の獲得が 優先課題となる。この獲得の戦略的手立てとして、平成 25 年度から

の学納金引き下げが決定されている。学部および大学の認知度と被選択度の向上と入学者の質

の向上が期待される。 

 

（７）6 年制薬学教育【薬学部】 

6 年制薬学教育を見直し、充実させるため、初年次リメディアル教育の再整備、卒業研究の充

実、国家試験対策を含む 6年次教育の充実を推進していく。 

 

（８）就職支援の強化【理学部】 

相談枠の増設等により、キャリアカウンセリング体制を拡充するとともに、新就職支援システ

ムの導入や web サイトの改善等により、情報提供の充実を図る。又、TOHO アライアンス加盟企業

の増強や加盟企業個別の説明会開催などの関係強化施策により、学生と企業の接触機会を増やす。

一方で、職業観セミナー「しごと発見伝」の開催や同窓会との連携強化により、学生の職業観を

育成するとともに、就職（進路）ガイダンスや就職総合講座等の改善により、就職活動必須スキ

ルの向上をめざす。 

 

（９）看護学部教育の充実【看護学部】 

カリキュラムを見直し、平成 26 年度入学者からの新カリキュラムの原案を年度内に策定する。 

又、適切な学納金および学生定員、手狭となった校舎の拡張等について協議するため、看護学
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部機構検討委員会（仮称）の設置を検討する。さらに、看護キャリア支援センター、病院看護部

等との協同を推進することで、東邦看護の連携強化を図る。 

 

（１０）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 24 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締結をめざす、②国際交流センターWeb サイトの内容の拡充、③大学 Web

サイト（英語版）の見直しと内容の更新、④４学部合同留学生交流会の開催、⑤グローバル人材

育成推進事業等の国際交流関係補助金獲得に向けての検討等を上げ、より積極的に活動を行う計

画である。 

 

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、平成 24 年度文部科学省科学研究費補助金の申請件数は 227 件と前年度を 5件下回

る結果となったが、この中には、平成 24 年度申請に向けて、教育・研究支援センターが企画・実

施した、申請書の事前チェック制度を利用した申請が 9 件含まれており、これによる採択率の向

上が期待される。又、その他の平成 24 年度補助金については、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、薬学部および理学部の 3 学部が各１件ずつ合計 3 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に薬学部と理学部が各 2 件ずつ合計 4 件を申請し

た。がんプロフェッショナル養成基盤推進プランには、本学は東京大、自治医科大、横浜市立大

と共同申請を行い採択された。その他今後申請を予定している補助事業の中で、大学間連携共同

教育推進事業については、東邦大学共通教育推進委員会と教育・研究支援センターが協働して申

請すべく現在準備中である。 

又、学内の学部間の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 24 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、東日本大震災を機に全学的に、不用試薬の管理方法等について見直しを行

い、新たに東邦大学不用試薬処理に関する指針を制定し、不用試薬が滞留しない仕組みを整備し

た。又、研究費の適正な使用につき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

についての再構築をはじめとする施策や、管理体制の整備を行う計画である。 
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（２）大学院の充実 

【医学研究科】 

医学研究科の地位向上をめざし、募集要項等を全国的に配布、入学志願者および受験者増を

図るなど、積極的な広報活動を展開する。又、教員配置の見直しおよびシラバスの内容充実を

図る。平成 25 年度に医学研究科から看護学専攻を独立させ、看護学研究科へと改組するため、

平成 24 年度中の届出および認可をめざす。 

【薬学研究科】 

新設の 4 年制博士課程の充実を図るため、Scientist-Pharmacist の育成体制を充実させると

ともに、がんプロフェッショナル養成プランにおける腫瘍内科学の専門をめざす科目等履修生

（大学院在籍履修生）に対応したカリキュラムとする。又、大学院修士課程におけるダブルデ

ィグリー制度の導入を検討する。 

【理学研究科】 

他大学からの受験生、社会人ならびに外国人受験生の確保にむけた広報活動を充実させ、他

大学からの受験生の複数名確保をめざす。さらに、大学院生に対する支援の充実を図り、後期

課程院生は TA 以外に非常勤講師として登用する施策等による経済的支援、インターンシップの

実施や千葉大との連携によるマルチキャリア支援などを行う。 

 

3. 医療 

平成 24 年度は、医療費総額として微増の診療報酬改定が予定される中、医療を取り巻く環境は

依然として厳しい。病院の自助努力によりさらなる経営改善を行うとともに、病院運営戦略会議

を通して法人一丸となった協議を重ねることにより、帰属収支差額の黒字安定化に向けて努力す

る必要がある。 

一方、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

る救急医療を提供する。今年度は、３付属病院の全ての医師を対象とした「患者接遇・マナー」

研修を実施する予定であり、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」をめざす。 

 

（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、安心で安全な医療を提供する。 

① 患者サービス 

総合相談機能を充実させ、患者待ち時間の改善に取り組むとともに、接遇マナーを徹底

し、スタッフ教育を充実させる。又、防犯カメラ設置施策を充実させるとともに、感染症

対策、危機管理等の意識を高める。 

② 医療の質の向上 

優れた医療を遂行する上で必要な施設・設備の充実を図るべく、病院全体の再整備計画の立

案、施設の改修、医療機器の更新・新規導入を行う。 
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③ 地域（病診）連携の推進 

区民健康講座を充実させるとともに、地域ホットラインを整備し、迅速な患者受け入れ態勢

を整える等、地域医療機関および医師会との連携を促進する。又、広報活動を積極化し、定期

的な医療機関訪問および地域学術セミナーの開催等により情報交換を活性化する。さらに、紹

介患者および返信率を向上させ、逆紹介を推進していく。 

④ 経営基盤の確立と強化 

ベッドコントロールを強化し、高い入院稼働率を維持する。又、保険請求の精度向上、医療

材料マスターの整備、未収入金・未請求レセプトの削減等の施策を実行する。さらに、手術部

門の運営を強化し、手術室の予約枠および日帰り手術の運用を見直し、効率化を図るとともに、

請求漏れ防止のための施策を強化する。 

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、各部署のスタッフを充実させ、医師の業務軽減に努め

る。又、教職員健康管理室（仮称）を設置し、教職員健康管理システムを見直す。 

 

（２）大橋病院 

患者満足度が高く、質の高い医療を提供する。 

① 患者サービス 

教職員の適正な人員配置を行い、診療科体制を充実させることにより、専門性を要する高品

質の医療を提供する。又、各種研修を行うことにより、やさしく親切な対応を実践する。 

② 医療の質の向上 

医師および看護師数を充足させるとともに、コメディカルを増員し、検査体制を強化する。

又、診療科体制の充実を図るため、センター化構想の検討、救急受入態勢と入退院調整の強化

に加え、クリニカルパスを整備する。さらに、東京都がん認定病院の取得に向け、がんスペシ

ャリストの育成と診療体制の構築を図る。 

③ 地域（病診）連携の推進 

医療学術セミナーの情宣活動および準備を徹底するとともに、医療機関への訪問活動を充実

させる。又、医療連携推進委員会を設置し、退院支援を強化するとともに、逆紹介を推進する。 

④ 経営基盤の確立と強化 

入院稼働率と診療単価を向上させるとともに、外来の初診患者の受け入れを強化する。又、

後発薬への切り替え、価格削減交渉の徹底、SPD 方式の見直しなどで支出を削減する。 

⑤ その他の主な取組み 

新病院建設計画の実施に向けて、院内全体が一丸となって取組んで行く。又、人材育成施策

として、新入教職員の初期研修、接遇マナー・セーフティマネジメント研修、外部研修等、各

種研修を実施する。 

 

（３）佐倉病院 

大学病院に相応しい医療の質を担保し、地域に貢献し愛される病院をめざす。 
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① 患者サービス 

患者相談センターを設立し、入口から出口まで一貫した患者サービス体制を構築するととも

に、外来予約診療システムの見直しおよび自動精算機を導入し、外来エリアの再整備をする。 

② 医療の質の向上 

がん拠点病院をめざした体制の整備として、放射線治療の導入を検討するとともに、肺、肝、

子宮がんでの診療連携協力病院指定基準の充足をめざす。又、救急体制の整備として、救急セ

ンターの拡張と体制整備を行い、外傷救急への取り組みを強化する。さらに、基盤となる診療

部門の強化として、ICU、NICU への人材補強、循環器センターの機能強化を行う。 

③地域（病診）連携の推進 

逆紹介を推進し、県指定地域連携パスの運用拡大により、院内でのパスの利用を積極化させ

るとともに、地域医療機関を訪問し、連携を強化する。 

③ 経営基盤の確立と強化 

診療科、診療部署別原価計算管理の実施にむけて、まずは手術室原価計算の導入を図る。又、

循環器センターの機能強化により、心カテ件数の倍増をめざす。 

④ その他の主な取組み 

人材育成ならびに大学病院としての機能を活かした研究活動の基盤を整備することを目的と

して、研究体制を見直すとともに、研究施設の建設を検討する。 

 

（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、昨年度より設置した電子カルテの活用や、患者アンケートの実施を

通して、患者サービスの向上に努める。又、空港ビルディング従業員等の健康パートナーとなる

べく、職員健康講座などを企画するとともに、インフルエンザをはじめとした各種感染症に関す

る設備と予防体制を整備する。慢性疾患患者に対しては、疾患パンフレット等の活用や、大森病

院との連携により必要な検査などを行う。又、防災訓練への参加など、災害医療活動に対する体

制を整える。 

羽田空港国際線クリニックでは、空港検疫所との協力のもと、国際空港クリニックとしての感

染症対策の充実を図る。又、高頻度の疾患や旅行医学関連疾患を把握すべく、患者統計を作成し、

問題症例の検討会を実施することにより、診療レベルの向上を図るとともに、旅行医学会認定医

取得をめざす。 

 

（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、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、看護師の退職理由調査の実施や職務満足度調査の分析を通じ

て、労働環境の改善および整備を図るとともに、３付属病院で共通化できる事案についてプロジ

ェクトチームを作り検討を行う。 
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（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、看護の質の向上に取り組む。平成 24 年度は、看護研

修管理システムを導入し、研修申し込み状況の管理等を行う。又、３付属病院間、および臨床と

教育の人事交流により相互理解を促進するとともに、教員の臨床実践能力の向上、看護師の教育

力の向上をめざす。さらに、公開講座を開催するなど、外部公開による地域貢献を図る。 

 

4.管理運営 

（１）財政基盤の強化 

帰属収入全体の 70％以上を占める医療収入に関し、診療報酬のプラス改定が行われたことや、

本部と所属が一体となって進めてきた各種経営向上策の遂行を通じて、本法人の財政基盤は直近

数期に亘り着実に強化されてきた。 

ただし、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に過度

の期待を寄せることは現実的ではない。これまでに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プラスのサイクルを財

務運営の軸に据えてまいりたい。平成 24 年度も全教職員一人ひとりの力を結集し、帰属収支差額

2,508 百万円の黒字予算達成を図る。 

本年度は、大橋病院の新病院建設用地の取得、習志野キャンパスの新体育館建設や理学部校舎

耐震補強工事等の大型投資を連続して行う。又、各所属の戦力強化に向けた人的投資や教育研究

設備投資についても、可能な限り現場の意向を織り込んだ予算編成となっている。加えて、将来

に向けて本法人を担う有為の人材を獲得すべく医学部学納金の引き下げを機関決定し、平成 25 年

度から実施することとした。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）大橋病院新病院建設計画 

創立 90 周年を迎える平成 27 年度の完成、開院をめざし、平成 23 年度までに基本設計を完了し

ている。平成 24 年度は、用地取得を実現し、運用状況を勘案した実施計画の策定を急ぎ、行政機

関との許認可手続きを経て、建設業者選定まで進めたい。 

 

（３）耐震補強計画の早期実行 

数年来、漸次建物の耐震補強工事を進めているが、未だ 45％(床面積換算)程度の未耐震建物が

残されている。今後は、施設を利用するすべての人に「安心・安全」を提供するため、現在計画

している建物建替計画および耐震補強計画などの施策を順次取り進める。昨年度、理学部 1 号館

の耐震補強工事が終了し、習志野体育館は震災の影響でやむを得ず解体した。今年度は引き続き、

習志野新体育館建設の着工および諸耐震補強工事(理学部 2号館、付属東邦中高本館、医学部本館)

を計画している。 
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（４）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

コマーシャルを作成し、放映する。この番組は、私たちのまわりに存在する生命と色の関係を

探り、色の不思議、色の持つ素晴らしさを通して、東邦大学の建学の理念でもある「自然・生

命・人間」を的確に伝えることを企画意図としたもので、本法人のさらなるイメージアップに

繋げたい。 

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、継続的かつ積極的な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、バスや施設等を利用した

広告展開、イベント時のブース出展、公開講座等の広報支援などの諸施策を行っていく。中で

も、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、

医療情報番組「健康エアポート」については、各方面から評価を得ており、今年度も番組の内

容をリニューアルし、継続して放映していく予定である。 

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 23 年度 4-2 月累

計で延べ 1,484 万件（大学 689 万件、病院 469 万件、両中高・看専 326 万件）となり、前年同

期間比約 1 万件の微減となっている。今年度は、大学サイトのリニューアルおよびオープンキ

ャンパスサイトの充実、病院サイトにおける英語ページの作成や、休診・診療案内等の情報公

開の徹底等により、利用者の利便性を向上させるべく、改良を加えていく。 

 

（５）「東邦大学広報」による法人情報の発信 

法人が主体的に推進する事業の周知徹底のための手段として、平成 22 年 10 月より、「東邦大学

広報」の内容を一新するとともに配布範囲を拡大した。これにより、学校法人東邦大学関係者の

一体感の醸成を図るとともに、ステークホルダーとの関係促進をめざしている。 

平成 24 年度は、学祖額田兄弟の伝記の連載を開始するなど、掲載記事内容のさらなる充実を図

るとともに、同窓生に加え学生のご父母（青藍会会員）にも配布し、学校法人の活動状況をご理

解いただく一助とする。 

 

（６）節電対策の推進 

平成 23 年度は、法人一丸となった取組みにより、東日本大震災を契機とする電気事業法の発動

による電力削減目標を無事達成することができた。今後は通年にわたり、法人内における電力削

減対策を実行し、且つ地球温暖化(二酸化炭素の排出量削減)対策にも積極的に取り組んでいく。

各種熱源の更新・整備、空調設備の効率化、照明設備の高効率化などを確実に取り進めることに

より、成果を上げる。 
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（７）産学連携の推進 

 特許出願は 3 学部で各々1 件以上を目標とし、看護学部では出願できる萌芽環境を創る。申

請中の特許出願は、海外出願を 2件以上めざす。企業との研究は、共同研究 12 件以上、受託研究

8 件以上を成立させる。各学部に設立している寄付講座については、相互の研究理念を明確にし

た講座設置を支援する。企業連携は、大田区などと連携し、企業と１件以上マッチング出来るよ

うに支援を行い、大学と企業間との橋渡し研究支援導入をめざす。学内の知的財産管理の指標統

一を諮るため、知的財産取扱規程や共同研究規程、利益相反規程等を整備する。又、理学部就職

支援を目的とした知的財産 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、平成 24 年 2 月末までに延べ 10,000 名

を超える来場者を迎え、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 24 年度は、昨年同様に年 2回の企画展を計画しており、4月にはまず 1つ目の企画展とし

て、平成 23 年度中に寄贈いただいた資料による寄贈展を開催する予定である。又、蒲田が舞台と

なっており、本学が参考資料の提供を行った、平成 24 年 4 月放映開始の NHK 朝の連続ドラマ『梅

ちゃん先生』にちなんだ企画展の計画や、地域の広報活動との連携も検討していく。引き続きレ

ファレンス対応を推進するとともに、話題性の創出および東邦大学固有の価値創出に努める。 

 

（９）創立 90 周年記念事業の推進 

平成 22 年度に立ち上げた準備委員会を中心とし、平成 23 年 4 月から、記念事業の一環として、

「創立 90 周年寄付金」の募集開始を決定したが、東日本大震災への配慮から、実際の募金活動は

9 月より開始した。今後は、準備委員会と事務局が一体となり、具体的に記念事業を企画・推進

していく。 

 


