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平成２３年３月２５日 

 

学校法人東邦大学 平成２３年度事業計画 

 

 

Ⅰ.はじめに 

教育・医療を取り巻く環境は依然として厳しいものがあるが、本法人は、教育機関・医療 

機関として、いかに社会に貢献・奉仕するかを念頭に置き、引き続き、倫理を究極の価値基準

として、誠実・謙虚・透明性を基本として、教育・研究・医療の実践に取組んでいく。 

平成 23 年度は、大橋病院の新病院建設計画、習志野キャンパスの新体育館建設、施設耐震 

補強等の設備投資及び施設整備を着実に実施するためにも、帰属収支差額を黒字安定化させ、 

強固な財政基盤を目指す。又、産学連携等の推進により、企業・地域と一体となった取り組み

を実行し、知財の社会還元、研究の活性化、外部資金の獲得、就職支援の促進を図るとともに、

顧客目線に立った事業経営を行う方針である。 

平成 23 年度事業計画は以下のとおりであるが、引き続き、事業の選択と集中を徹底し、優先

順位をつけて着実に実行してまいる所存である。 

 

Ⅱ.主要な事業計画 

１．教育 

（１）入学志願者及び優秀な学生（生徒）の確保 

【大学】 

少子化の進展に伴い、「大学全入時代」の到来が間近に迫っている中、平成 22 年度は私立 

大学の 5割近くの大学が定員割れとなる状況となったが、本学は平成 23 年度入試において 

4 学部全てが前年度の志願者数を上回り、入学志願者総数は 10,621 名（前年度比＋3.4％）と、

平成 18 年度以降で 高の人数を記録した。これは入学志願者の増加を目的として組織された 

入試広報改革委員会を中心に、全学的に入試広報に資源の集中投下を実施したことと、 

ブランディング効果が浸透してきた結果に加え、各学部の継続的な入試広報活動の結果が 

現れたものと分析する。 

平成 23 年度は、入試広報改革委員会も中期計画の 終年度を迎えるため、その集大成の結果

を残すべく積極的に活動すると共に、平成 24 年度以降の新しい入学志願者確保に向けての 

企画・立案を行う。又、これまでも実施しているが、広く小学生から高校生までを対象とした、

科学への興味を抱かせる企画、即ち「小学生夏の医学校」「薬学教室」「理科教室」「ひらめき☆

ときめきサイエンス」「たのしい科学の広場」等の未来の東邦人を囲い込むプロジェクトに 

ついては、さらに積極的に実施すべく工夫・検討を行う。 

又、昨今の厳しい経済環境の中で、経済的な理由により就学困難な学生に対する支援策 
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として、大学による入学金及び授業料減免等を含む給付事業と教育ローンに係る利子負担事業

実施に向けての検討も開始する。 

【付属東邦中・高等学校】 

公・私間及び私立間の競争や学校の選別化の進む情勢を踏まえ、建学理念に基づく特色ある

私学教育を推進し、将来性豊かな優れた生徒の恒常的な入学を目指す。新教育課程の完成 

（中高連携新シラバス作成）、課外講習及び補習の充実などにより進路指導を充実させる 

とともに、広報活動の強化、ホームページ更新の迅速化による情報提供の充実を図る。 

【駒場東邦中・高等学校】 

ハード及びソフト両面における学習環境と広報活動を充実させ、高い資質の生徒を確保する。

又、学習環境の整備を進めるとともに、優れた教育人材の維持及び確保に努める。受験生や 

保護者の理解を深めて受験のモチベーションを高めるため、広報活動として、進学教室や本校

が主催する学校説明会において、本校の教育内容の周知を図るとともに、PTA 活動の活性化、 

体育祭、文化祭見学の促進などを行う。 

【佐倉看護専門学校】 

地方出身学生、優秀な大卒生の志願者獲得に努めるとともに、指定校推薦枠の見直しにより、

確実な学生確保を目指す。地方出身学生のための支援体制として、学生寮の改修による 

アメニティ向上及び入学当初イベントを実施、大卒生の獲得施策としては、大卒生向け 

ホームページ開設及びオープンキャンパスの開催を検討している。又、特待生制度の導入に 

ついても検討する。 

 

（２）国家試験合格率の高位安定化 

平成 22 年の国家試験合格率は、医師 92.7％（全国平均 89.2％）、看護師は看護学科 98.2％・

佐倉看護専門学校 97.3％（同 89.5％）、保健師 85.6％（同 86.6％）、助産師 53.8％（同 83.1％）、

薬剤師 59.3％（同 56.4％）臨床検査技師 91.2％（同 67.8％）となり、保健師と助産師以外の

国家試験において全国平均を上回る結果を残すことができた。なお、平成 22 年、平成 23 年 

実施の薬剤師国家試験は 後の 4年生が卒業後、6年制完成までの狭間となるため、対象は一部

の留年生等である。 

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目指していく。 

 

（３）特色ある教育への取り組み 

【大学】 

本学は、「文部科学省平成 20 年度大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）」に採択され、

東京慈恵会医科大学、昭和大学、東京医科大学と共に「東京都内４医療系大学連携による 

カリキュラム開発と地域医療者生涯学習コース提供」を推進しており、この補助事業を契機に

学内の学部間連携教育の強化を進めている。本補助事業が平成 22 年度で終了することから、 

これを学内で維持・発展させるための組織として、平成 22 年 10 月に東邦大学共通教育推進 
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委員会が設置され、3学部（看護学部設置後は 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・運営を行う他、FD（ファカルティ･

ディベロップメント）等の学部間連携を推進しているが、将来的には東邦大学共通教育推進 

センターへの発展・継承も視野に活動を行っている。 

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 

年度を迎えるが、学生がテュータを経験することで、教える側・教わる側双方の知識・技能・ 

態度の三領域のスパイラルアップに大きく貢献している。 

薬学部は、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い、国際交流の面で特色を発揮している。 

理学部では、教育開発センターが初年次教育の検討に始まり、リメディアル教育の充実や 

高大連携の推進で着実に実績を積んでいる。又、学生の教育支援としてのピアサポートの実施

などを行い、今後数年かけてセンターの機能充実を図っていく。 

薬・理学部共通の学生相談室では、新たに採用する専任カウンセラー主導による学生生活 

支援体制を構築する。 

平成23年4月に新たなスタートを切る看護学部は、80余年の東邦看護教育の歴史を受け継ぎ、

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、看護学部改組を契機に、さらに教養教育ならびに専門教育の充実を図り、 

次世代を担う医療人の育成を図る。 

【付属東邦中・高等学校】 

完全な中高一貫教育体制の実現に向けて校内での検討を進める。生徒の個性を生かした能力

の開発を支援し、自主自立的態度を養う教育を推進する。医薬理系を中心とした国公立・私立

難関大学進学を志す、心身ともに健全な生徒を育成する学校としての地位の確立を目指す。 

このための取組みとして、系統的６ヵ年一貫の指導計画と質の高い授業を追求し、東邦大学の

理系講座をはじめとする、学問体験講座等の「自分探し」学習を推進する。 

【駒場東邦中・高等学校】 

効率的なカリキュラムの実践、少人数教育の推進、きめ細かい進学指導の実施、家庭と学校

との連携強化を図る。具体的には、有識者による講演会や卒業生や保護者の授業参画の実施、

学校行事やクラブ活動の奨励と支援などを行う。又、交換留学制度を強化し、新たに 

台南第一高級中学との交流を開始する。さらに、国公立大学の進学実績の向上を実現させる 

べく、良質な授業の展開及び学級担任と教科担当者の連携強化により、自ら学ぶ意識の育成を

目指す。 

【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。｣という目標に向けた特色ある教育への

取組みとして、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
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非常勤講師及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。 

 

（４）教学環境の整備 

【医学部】 

２号館地下に、動物飼育施設及び RI 施設の移設を行うとともに、老朽化した法医学解剖室の

再整備を行う。又、学生の課外活動の充実及びイベントホール的機能の充実を図るため、 

体育館の改修を行う。 

【薬学部・理学部】 

平成 23 年度より、キャンパス全体のスポーツゾーンの再配置・再整備を行う。現在の部室棟

１号館を年度内に移転・新築し、その跡地に新体育館を建築する予定で、本年度夏頃までに 

基本設計を完了させ、平成 24 年度末の完成を目指す。又、併行して、グラウンドの人工芝化を

推進する。さらに、薬学部では、C館活用の推進など教育施設の再整備に向けた取り組みを継続

し、理学部では、１号館の耐震補強工事の実施と関連する設備更新を行う。 

【看護学部】 

教学環境の安全性の確保と遠隔教育のための環境整備として、入退室セキュリティシステム

及び遠隔会議／授業システムを年度内に整備する。 

【付属東邦中・高等学校】 

校庭の人工芝化及び高校棟の空調設備更新、中学部室棟建て替え等を行う。又、習志館の 

利用を促進し、カフェテリアを自習室として開放し、生徒指導や授業に集中できる環境を作る。

さらに、安全管理のため、ラインネットの充実を図る。 

【駒場東邦中・高等学校】 

平成 23 年度を初年度とし、4ヵ年かけて空調設備の更新を行う。又、学習環境の更新及び 

整備として、放送活動の充実のための放送室の機器更新を行い、情報機器のデジタル化を年度

内に実施する。さらに、校庭の有効活用等についての検討を行う。 

【佐倉看護専門学校】 

空調設備更新やプロジェクター使用時のダウンライト設置などの教室・演習室の整備を行う。

又、地方出身学生のための支援体制として、引き続き学生寮改修工事を行う。 

 

（５）医学部機構改革の点検に基づいた実質的な改革の推進【医学部】 

平成 24 年度からの施行を目差し、臨床系教員に関して、現状の教員及び教員(病院)という 

二つの職制を一元化し、さらに全教員に対して 5年の任期制導入を図るべく検討を進める。 

同時に、人件費と均衡の取れた階層性を念頭に置きつつ、優秀な人材の確保を目指す。又、 

教員の業績評価を継続し、これを教員へフィードバックすることにより、教育、研究、診療の

質の向上を図る。さらに、常勤教員の勤務状況を正当に評価するために、教員の任期制導入を

前提とした教員人事考課制度を確立する。これにより、教育、研究、診療に対する 

モチベーションを高め、さらに自己啓発へ導くことを意図する。 
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（６）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、新国家試験対策を含む 6年次教育の充実を推進していく。又、本学主催の日本薬学会 

関東支部大会で学部学生、院生の発表を奨励する。 

 

（７）就職支援の強化【理学部】 

キャリア相談受け入れ体制の充実、学生への情報提供の整備、学生と企業とのマッチング 

機会の充実について、キャリアカウンセラーを中心に各種施策を展開し、学生満足度の向上に

努める。又、学生支援システムを再構築し、キャリアセンターウェブサイトでの情報提供を 

充実させる。さらに、産学連携センターとの連携の下、250 社を目標に、アライアンス企業 

（求人企業）の開拓を進め、相談会・合同説明会の開催内容、頻度等についても、なお一層 

充実させていく。 

 

（８）看護学教育の充実【看護学部】 

看護学教育及び研究の質の一層の向上を図るべく、専門性の高い優秀な教員・優れた学生を

より安定的に確保するための組織整備を進める。遠隔教育のための整備を行うとともに、 

大学院看護学専攻についても医学研究科から看護学研究科へ改組するための準備を行う。 

 

（９）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平成 22 年 10 月に、海外の大学等との学術交流や、教員・学生

交流の企画・推進等を通じて国際貢献を図ることを目的に設置された。これまでも各学部単位

で留学生や研究者の派遣・受入れ等の国際交流を推進してきたが、今後は大学として組織・ 

制度を整備して一層の推進強化を目指す。 

当面の活動としては、平成 23 年 10 月にタイ国のソンクラ王子大学がホストとなって開催 

する 4大学ジョイントセミナーへの参加（本学教員・研究者約 30 名参加を目標）、 

ホームページの作成、英文大学案内の作成等を行う。又、各種留学生支援策の策定等も予定 

されている。 

 

 

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、研究費の不正使用防止等の管理面の双方に亘り中心となって活動している。 

推進面では平成 19 年度以降に獲得した５つの補助事業の管理・運営を担当し、これに加え 

平成 22 年度は新たに「周産期医療に関わる専門的スタッフの養成事業」を獲得した。 

平成 23 年度は、「理数学生養成プログラム」「専門的看護師・薬剤師等医療人材養成事業」

等の競争的補助金への申請を予定している。さらに、多くの研究費予算が削減された中で、 
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文部科学省科学研究費補助金については逆に予算が大幅に増加されたこともあり、本学として

も科研費採択件数・金額の増加に向けて様々な企画・推進を図る予定である。教育・研究支援

センターでは、これまでも女性研究者増加策と科研費獲得増加策の二兎を追い、看護職員が 

研究者として認められるように学内手続きを経た上で、看護職員に研究者番号を付与し、 

さらには看護職員対象の科研費申請に向けてのワークショップを開催する等の取組みを行って

きた。引き続きこの様な新しい企画を検討して行く。 

又、合理化・効率化の観点から、学部独自で使用している研究機器・設備について、学部を

越えて共同利用することで資金効率を高め、研究の活性化を目指す取組みも検討している。 

管理面では、研究費の不正使用防止や研究費の効率的な執行を目的に、毎年秋に両 

キャンパスにおいて研究者向けの説明会を開催しており、平成 23 年度も開催する予定である。 

 

（２）大学院の充実 

【医学研究科】 

医学研究科の地位向上を目指し、募集要項等を全国的に配布、入学志願者及び受験者増を 

図るなど、積極的な広報活動を展開する。又、シラバスの内容充実を図る。 

【薬学研究科】 

薬学教育 6年制移行に伴う大学院の再整備を行う。具体的には、4年制博士課程を開設し、 

学生募集を開始するとともに、修士薬科学専攻についても充実を図る。4年制博士課程進学者 

5 名、修士薬科学専攻の進学者 15 名程度を目指す。 

【理学研究科】 

平成23年度から6専攻全てに博士後期課程が設置されたことを踏まえ、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る。さらに、大学院生に 

対する支援の充実を図るが、具体的には、後期課程院生は TA 以外に非常勤講師として登用する

などの施策による経済的支援、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 23 年度は、診療報酬改定の影響も前年度に続き追い風とはいえ、医療を取り巻く 

環境は、依然として厳しく、病院の自助努力によりさらなる経営改善を行い、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。又、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」を目差す。 

 

（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る。 
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①患者サービス 

防犯カメラの増設など災害・テロ対策を拡充する。患者サービスの推進として、患者 

相談機能の充実、患者待ち時間の短縮、床頭台の全面入れ替え、個室のアメニティなど、

療養環境の改善を図る。 

②医療の質の向上 

手術室及び臨床検査、内視鏡検査等の中央施設部門を強化・拡充するとともに、電子カルテ、

PC セキュリティー認証の拡充等、医療情報管理を充実させる。 

③地域（病診）連携の推進 

市民公開講座を充実させるとともに、地域医療機関との連携を促進する。広報活動を積極化

し、定期的な訪問及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。又、検査 

受け入れ体制を強化する。さらに、紹介患者の返信率を向上させ、紹介及び転院を促進して 

いく。 

④経営基盤の確立と強化 

病床配分の見直し及び効率化を図り、高稼働率を維持するとともに、外来検査枠の拡充、 

外来化学療法の充実を図ることで、外来単価向上に努める。又、DPC データの解析結果を共有し、

さらなる改善を図る。需要の見込める検診事業については、週末検診、医療ツーリズムの受け

入れについて検討を進める。 

⑤その他の主な取組み 

人材育成と労働環境の改善を行い、チーム医療の強化を図る。研修機能を充実させるため、

各診療科の人員を補強し、研修医及びレジデントの確保を図る。平成 23 年度下期に卒後臨床 

研修評価機構の審査を受ける。又、職員検診の抜本的見直しを図る。医師及びその他職員の 

補充を行うとともに、医師業務軽減策を検討し実施する。さらに、PHS の大幅導入など、院内 

通信手段を改善する。平成 24 年度に導入する大型医療機器や設備についての検討を開始する。 

 

（２）大橋病院 

患者満足度が高く、 新で高品質の医療を提供する。 

①患者サービス 

新で高品質の医療を提供するとともに、全教職員に対する接遇マナー研修の実施、 

クレーム等の事例研修を行うことにより、やさしく親切な対応を実践する。これにより、患者

満足度を高める。 

②医療の質の向上 

質の高い医療を提供するため、手術室の運用を効率化し、土曜日の診療と検査を増強すると

ともに、当直診療科を増やし、救急受入態勢を充実させる。又、医師、看護師、コメディカル

の増強を図る。さらに、電子カルテを導入、平成 23 年 5 月の運用開始を目指す。 

③地域（病診）連携の推進 

医療学術セミナーの開催、広報誌による PR 活動を充実させるとともに、医療機関への訪問を

強化することで、地域連携を充実させる。返信率を 100%にするとともに、紹介患者数を増やし、
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対前年 600 名増を目指す。 

④経営基盤の確立と強化 

曜日によりバラツキがある入退院数の平準化、平均在院日数の短縮、入院前検査の推進、 

外来検討委員会の定期開催などにより、病床稼働率と診療単価の向上を目指す。 

⑤その他の主な取組み 

新病院建設計画において、環境に配慮し、区西南部の中核病院にふさわしい機能を装備した

新病院を計画するため、院内の部門別検討委員会での検討を進める。又、人材育成施策として、

新入教職員の初期研修の実施、外部研修への積極的参加など、研修を充実させる。 

 

（３）佐倉病院 

医療の質の向上と地域に貢献する病院を目指す。 

①患者サービス 

患者相談機能を充実させるため、多角的な患者からの相談業務を集約し、患者の利便を高め

る機能を持つ「患者相談室」設立を検討する。 

②医療の質の向上 

がん拠点病院を目指した体制の整備を行う。具体的には、引き続きキャンサーボードの定期

開催、化学療法室の運用の拡大を継続するとともに、放射線治療の導入を検討する。又、救急

体制を充実させるため、救急センターの拡充と機能強化を図る。 

③地域（病診）連携の推進 

逆紹介率を現在の 25%からさらに 10%向上させる。又、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。 

④経営基盤の確立と強化 

診療科別経営管理手法の精緻化とパス別原価計算の導入を行う。DPC 制度に適応した効率的な

診療を確立するために、DPC 制度に習熟した事務職員の教育・育成を図る。 

⑤その他の主な取組み 

将来を担う若手後継者を育成するため、教職員に対する研修・教育活動を活性化する。各種

研修、院内及び院外における勉強会を充実させるとともに、職員の資格、学位等の取得を支援

する体制を整備する。 

 

（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、平成 23 年 4 月より電子カルテを設置し、患者サービスの向上に 

努める。空港ビルディング従業員の慢性疾患等の継続的な診療体制の構築や、予防注射・健康 

診断事業をさらに推進する。又、災害医療活動に対する体制を整え、新興感染症に関する情報

収集と予防策を講ずる。平成 22 年 10 月に新たに開設された羽田空港国際線クリニックでは、

同様にターミナルビル職員の診療体制を充実させるとともに、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、比較的頻度の高い疾患の把握及び診療レベルの向上を図ること

により、患者サービスの向上を目指す。 
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（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、本校生への説明会及び交流会などによる働きかけ、採用内定辞退

防止のための支援などを行う。又、退職理由調査を実施して、労働環境の改善及び整備等の 

離職防止策を検討する。 

 

（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付属病院の看護部が中心となって、院内教育、患者満足度調査、業務改善等を実施する。

さらに、平成 22 年 4 月に開設された看護キャリア支援センターは、３付属病院・看護学科・ 

看護専門学校と連携し、中堅看護師に焦点を当て、指導者・看護管理者の継続教育、３付属 

病院間及び、臨床と教育機関との人事交流を行い、東邦大学の看護全体の質の向上を図る。 

 

4.管理運営 

（１）財政基盤の強化 

平成 23 年度に予算化している事業は全て「選ばれる学校」、「選ばれる病院」になるため

に十分に吟味された計画である。全教職員一人ひとりの持てる力を結集して、これらの 

計画を着実に遂行し、年度末には是非とも帰属収支差額 3,125 百万円の黒字予算を達成、

財政基盤の強化を図りたい。 

取り分け、本法人の収支に多大な影響を与える３病院においては、診療報酬改定、大橋

病院・佐倉病院でのＤＰＣ導入等のプラス要因により、平成 22 年度は大森病院と大橋病院

が帰属収支差額で黒字を確保、佐倉病院も一段と収支が改善する見込みである。平成 23 年

度もこうしたプラス効果が持続することが予想されるうえ、現在、各病院で取り組んで 

いる医療の質の向上策と併せて、各病院の戦略会議を通じて、医療収入の増収に 

向けた諸施策も一つひとつ実行に移しており、3病院の継続的な収支改善努力が法人全体の

財政基盤の強化に大きく寄与するものと期待している。 

平成 21 年度に立ち上げた教育・研究支援センター、産学連携センターは、平成 22 年度

中に男女共同参画や周産期医師育成等に関する外部資金の獲得に成功しており、本法人の

収益向上に貢献してきている。なお、バランスシートの一層の健全化を図る方針であり、

大橋病院の新病院建設計画、習志野キャンパスの新体育館建設等の将来の大型設備投資に

向け、自己資金を着実に積み上げていくこととする。 

 

（２）大橋病院新病院建設計画 

創立 90 周年を迎える平成 27 年度完成、開院を目指して新病院建設用地の取得を実現させ、

並行して各関係行政との協議を行いつつ、新病院建設計画の諸条件を整理し、基本設計から 

実施設計に向けて作業を加速させる。 
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（３）耐震補強計画の早期実行 

平成 23 年 3 月 11 日午後 3時前に発生した未曾有の東北地方太平洋沖地震では、幸いにも 

本法人における人的被害の発生は皆無だったが、諸施設で建物の被害が軽微ではあったが多数

発生した。耐震補強については、予ねてより本法人の緊急課題であり、検討及び対策を重ねて

きたが、これを機に現在計画している建物建て替えなどの耐震補強施策を 優先課題として 

速やかに実行していく所存である。 

 

（４）ブランディング・プロジェクトの推進及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、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、同窓会と連携した取組みの推進、

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 

諸施策を行い、東邦大学の認知度及びイメージの向上、話題性の創出、学内外との情報共有等

に努める。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）を利用して、 

平成 22 年 4 月から放映中の本学の 30 秒コマーシャル、あるいは、同 10 月から放映中の医療 

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、さらに内容の充実を 

図るべく、いずれも、次年度のリニューアルを検討中である。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22年度4-2月累計で延べ1,588万件（大学821 

万件、病院 482 万件、両中高・看専 285 万件）となった。学校選択のための重要な情報手段 

であることは言うまでもなく、病院を選ぶ人の 7割近くがホームページを利用していると 

言われていることからも、さらなる充実を図るべく、アクセス状況をチェックし、利用者の 

利便性を考えたコンテンツの作成等を進めていく。 

 

（５）「東邦大学広報」の内容の一新及び配布範囲の拡大 

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目指している。 

平成 23 年度は、さらに各同窓会を始めとするオール東邦のタイムリーな情報を収集し、教職員

のみならず同窓生等に対しても広く本法人の情報を伝達していく。 

 

（６）産学連携プロジェクトの推進 

産学連携センターが設置され１年が経過し、寄附講座については、現在すでに 3 講座が開設

されているが、平成 23 年度は交渉中のものを含め、新たに 3件の開設を予定している。その他、

特許取得、企業との連携推進等に取り組み、平成 22 年度は 4件の特許取得という成果を得ると

ともに、すでに企業との共同研究も数件実施されている。今後さらにこれらの取り組みを促進

していく。今後大学の持つ知的財産を社会に提示するため、産学連携ポリシーの策定、産学 

連携センター規定の改定、知的財産取扱規程の改定を急ぎ、知的財産管理業務の確立・整備を

進めたい。 
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（７）エコ・省エネ活動の推進 

行政・自治体の制定する CO2 排出量削減制度が昨年度より本格始動し、本学においても制度

の遵守に向け、省エネ意識向上活動・環境配慮型設備更新を順次行っている。 

省エネ意識の向上に向けては、従来より全学的に取り組んでいるクールビズ・ウォームビス

等の施策に加え、省エネに関する学内研究会を開催し、さらに波及効果の高い省エネ施策の 

立案を行う。又、環境配慮型設備更新については、医学部に設置のボイラー及び佐倉病院の 

チラー冷凍機をより省エネ効率の高いものへ更新し、CO2 排出量削減という社会的な要請に 

応える。 

 

（８）額田記念東邦大学資料室の充実 

平成 22 年 6 月に開設された額田記念東邦大学資料室は、平成 23 年 2 月末までに約 4,350 名

の来場者を迎え、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 23 年度は、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引き続きご意見

を賜りながら、特別展（1 回／年）、企画展（2 回／年）を開催する予定である。又、継続的に

運営管理の充実を図るべく、資料のデジタル化などを推進し、本学の建学の精神ならびに教育・

研究・臨床成果の将来継承に貢献する。 

 

（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、創立 90 周年記念事業の具体的な検討を 

進めている。平成 23 年 4 月からは、記念事業の一環として、「創立 90 周年寄付金」の募集を 

計画している。 


