
 1 

平成２６年３月２８日 

 

学校法人東邦大学 平成２６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）を向上させるとともに、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。 

平成 25年度の帰属収支差額は 41億円が見込まれるなど、ここ数年の各所属における経営努力

が着実に実を結び、財政基盤は飛躍的に強化・改善されてきたが、平成 25年度からの中期経営計

画において総額 519億円の大型投資が進行する中、平成 26年度は消費増税をはじめ建築資材・人

件費高騰等の影響が懸念されおり、環境の変化に柔軟に対応し、きめ細かな見直しを加えながら、

中期計画を着実に推進していく必要がある。経費節減プロジェクトや病院収支分析プロジェクト

を中心に、法人全体が一丸となってより一層のコスト管理に努めるとともに、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を実行し、教育・医療の将来ビジョンを見据

えながら、さらなる経営改善施策を推進していく所存である。 

平成 26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

業経営を行っていく。 

 

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】 

近年、減少が取り沙汰されて久しい 18歳人口は、22年前の 205万人から現在の 118万人とな

り、教育再生実行会議の提言によると 2031 年には 99 万人まで減少する見込みである。又、私

立大学の入学定員充足率の状況を見ると、100%未満の大学は平成 25年度の集計では 232校とな

り、大学全体に占める未充足校の割合は 40.3％となった。 

このような環境の中、本学における平成 26 年度入試の入学志願者総数は 11,242 名と、平成

17年度以来の 11,000名を突破し、昨年度を大幅に上回る志願者を獲得することができた。中で

も、医学部は前年度比 533 名増と大幅な伸びを示しており、それに加え、理学部、看護学部も

前年度を上回る好成績を残した。 

21 世紀は、知識・情報・技術が社会のあらゆる領域での活動の基盤として重要性を増す、い

わゆる「知識基盤社会」の時代と言われている。又、ICTの普及等により加速度的にグローバル
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化が進み、我が国の大学には、グローバル人材の育成や、研究を通じたイノベーションの創出、

地域再生・活性化への貢献等が、これまで以上に期待されている。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、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

行うとともに、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。 

【付属東邦中学校高等学校】 

完全中高一貫教育の実現に向け、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

貫シラバスを完成させる。又、システム室による情報の管理運営を推進し、ホームページ管理

体制の検討、保護者向け・一般向け情報の迅速な公開、教職員の ICT リテラシーおよび個人情

報保護意識の向上、教務システムの更新を図る。 

【駒場東邦中学高等学校】 

中高 6 年間を有機的・系統的に効率よく編成したカリキュラムによって、学力と人間力の育

成を図り、生徒が希望する大学への進学実績を向上させるべく、入学志願者および優秀な生徒の

確保に努める。本校の教育を広く知ってもらうためのさらなる工夫を行い、特に、学内外におけ

る学校説明会等での広報活動の充実を図る。 

【佐倉看護専門学校】 

優秀な志願者を確保するべく、オープンキャンパスの充実、成田方面への電車内広告導入、

中学生対象看護学校入学体験の実施、ホームページの内容充実等、広報活動全般を強化する。

特に、北海道・東北地方における広報活動をさらに推進し、各種具体的施策を検討する。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イベントの開催、寮

居住環境についての定期的なヒアリング、寮での夕食提供等を実施する。 

 

（２）国家試験合格率の高位安定化 

平成 25年の国家試験合格率は、医師 84.3％（全国平均 89.8％）、薬剤師 84.9％（同 79.1％）、

看護師は看護学科 97.1％・佐倉看護専門学校 97.3％（同 88.8％）、保健師 97.2％（同 96.0％）、

助産師は看護学科 100％・大学院医学研究科看護学専攻 100％（同 98.1％）、臨床検査技師 95.0％

（同 77.2％）であった。 

医学部では、6年次を対象に、6月～10月の集中臨床講義、11月～1月の直前対策講義、修学

支援センターによる年間を通じた補習講義を行うとともに、6月と 7月に到達度確認試験、8月

末と 11月に卒業試験を 2回実施する。さらに、11月末と 1月初旬に模擬試験を義務付け、成績

の底上げを図るほか、医師国家試験担当副医学部長による小グループ面談を実施し、精神面で

のケアを図り学修意欲の向上に繋げる。成績不振者に対しては、5年次終了後（平成 26年 2月）

から特別合宿を開始し、7 月初旬と 9 月初旬に個別面接、12 月に 2 回目の特別合宿と個別面接

を実施する。 

薬学部では、平成 25年度に設置した「薬学教育推進部門」が、薬学共用試験および薬剤師国
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家試験対策プログラムの立案、演習科目の成績の解析等を行い、平成 26年度試験に向けてより

適切な対策を実施する。又、成績不振者に対する中長期的な対策として、1年次生対象「プレイ

スメントテスト」および TBL（Team Based Learning）の導入等により、低学年時からの対策を

検討する。 

理学部臨床検査技師課程では、4年次春学期で国家試験申請科目の履修をほぼ終了させ、8月

より 5 週間の臨床実習を行い、各学生の知識の定着と目標の具体化を図る。さらに、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、事前の準備に万全を期し、

高い国家試験合格率の維持をめざす。 

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が、さらな

る高位安定化を図る必要がある。そのため、国試対策委員会を中心に、3年次から模擬試験を実

施し、4年次には模擬試験や対策講座を企画して、合格に必要な知識の習得を図るほか、国試対

策委員会およびアドバイザーによる学生のサポートシステムを充実させる。保健師については、

平成 26年度から選択制となり、選抜された優秀な学生が国家試験を受験することになることか

ら、100%の合格率をめざして教育を行う。 

 

（３）特色ある教育への取り組み 

【大学】 

医学部では、将来指導的な立場を担える医療人の育成をめざし、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り組みを推進しているが、新たに双方向性の授業として TBL

を導入し、自学自習を促進する。又、国際化に向けた英語力の強化のため、2年次から 4年次に

医学英語を導入し、4年次末に「English OSCE」を実施しており、平成 26年度は評価者講習会

を強化して教員の質的向上に努める。さらに、多職種連携、チーム医療の意識付けを強化する

ことを目的に、引き続き 5年次の医薬合同臨床講義、2年次の医薬合同生命倫理テュートリアル

を実施する。 

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。平成 24年度から設置した 5年次秋学期開講科目「海外実務実習」におい

ては、平成 25 年度の短期語学研修等の履修者全員が単位を取得しており、平成 26 年度も継続

した取り組みを行う。 

理学部では、教育開発センターと教務委員会、キャリアセンターの連携を強化し、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、教員養成課程においては、入学後のできるだけ早期の段階

から学校教育現場での実地経験を数多く積む必要性をふまえ、平成 25年度より教職インターン

シップおよび教職体験の科目を設置しており、学生の様々な教育関連現場での体験が報告され

ている。平成 26年度は、これらの施策を一層発展させるとともに、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形成への支援を

行う。 
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看護学部では、人間性の形成、国際感覚の育成、感染関連科目の充実を図るため、これまで

の東邦看護教育の伝統を継承するとともに、現代の状況をふまえた教育方法・内容の改善を行

う。そのため、新任教員へのオリエンテーション強化、FD 活動の活発化、各委員会活動の連携

強化を図り、特色ある看護教育について情報を共有し、教育の質保証・向上をめざす。さらに、

これらの情報について教員と職員が共有できるシステム構築を開始する。 

【付属東邦中学校高等学校】 

「建学理念」「教育方針」を具現化する教育を実施し、『自然・生命・人間』の活用による帰

属意識の向上、「明るい学園」づくりをめざす。又、完全中高一貫教育（平成 29年度開始予定）

と特色ある教育の推進のため、知識習得と課題探求のバランスのとれた教養型教育を実践し、

「精選と深化」による「早期完習」の徹底（授業内容や目的の説明理解と勉学への意識付け）、

「自分探し」学習（Exploring study）の実施に加え、国際交流を推進しグローバル化社会に対

応できる意欲的な人材を育成する。 

【駒場東邦中学高等学校】 

中高 6 ヶ年一貫校として、自主独立の気概と科学的精神で次代のリーダーシップを持つ人材

を育成するため、学習活動、HR 活動、部活動、学校行事などへの積極的な参加を奨励し、自ら

進んで行動できるようなリーダーシップを習得させるほか、学力だけでなく、洞察力（先見性）、

指導力、決断力、協調性、思いやり、そして健康な身体を育成する。特に、早い時期に「文・

理」に偏ることをせず、幅の広いバランスの取れた学力を養成するほか、英語・数学・理科の

実験等において少人数教育を推進する。又、米国スティーブンソン校や台湾の国立台南第一高

級中学との交換留学を通じた国際感覚の涵養、講演会や職場体験などの進路啓発活動の活性化

による社会性の向上を図る。さらに、学内の奨学金制度を充実させ、家庭への経済的支援も適

宜実施する。 

【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、IBL

学習法（少人数による課題学習法）による問題解決能力を育成する。又、1、2 年生への面談・

個別指導による学習意欲の維持、成績不振者への学習指導の強化、補習による学習指導（年 2

回）の実施、実習評価方法の再検討を通して、退学者の減少に努めるほか、入学前教育による

学習支援により 1 年次履修科目不合格者の減少を図る。さらに、教員の定数確保に加え、教員

のスキルアップのための夏期研修を実施する。国家試験については、模擬試験結果の分析と学

生への早期フィードバック、個別受験指導を徹底し、合格率 100％をめざす。 

 

（４）教学環境の整備 

【医学部】 

求められる耐震基準の 100％達成をめざし、医学部 1、2号館の耐震診断を予定している。又、

解剖学実習室および SDL の機材更新、学生ラウンジリニューアル等を検討し、実習・演習・学

生生活環境の改善を図る。さらに、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整備計画を立案するほか、1号館 3階の旧 RI実験施設跡
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地の利用計画および実験動物センター再整備計画を立案する。 

【薬学部・理学部】 

薬学部新棟の建設に着手し、平成 28年度の竣工をめざすほか、薬学部 A館および理学部講義

棟のバリアフリー化を年度内に実施する。又、キャンパス南側ゾーン整備計画として、鶴風寮

および教養 1、2号館の解体工事、健康科学部（仮称）新設に伴う厚生機能、事務機能充実のた

めの計画立案を進める。さらに、キャンパス全面禁煙を検討していく。 

【看護学部】 

研究室の LED化等、研究環境の整備に努めるほか、図書室再整備計画の立案を行う。 

【付属東邦中学校高等学校】 

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る。又、体育館の耐震補強の検討、

IT 関連施設機器の更新、中学棟・高校棟トイレの改修を行うとともに、守衛室の設置、部室棟

防犯カメラの設置、ガラスフイルムの貼り付け等を検討し、生徒の安全確保を図る。 

【駒場東邦中学高等学校】 

運動設備（グラウンド）の改修を検討するほか、教室の空調設備等の更新工事を実施する。 

【佐倉看護専門学校】 

体育館天井補強工事を実施する。 

 

（５）就職・キャリア支援の強化 

キャリアセンターでは、応接室を多目的仕様にリニューアルし、個別相談室も増設することに

より、学生相談体制の強化を図る。又、平成 27 年度卒業生からの採用活動スケジュールの後ろ倒

しについては、適切な情報を提供し学生の不安や混乱を最小限に抑え、イベントの実施時期や内

容も見直し準備遅れが生じないよう対応する。さらに、懸案であった「優良中堅中小企業」の情

報を整理し、併せて「隠れた優良中堅中小企業の探し方セミナー」も開催する。TOHOアライアン

ス企業（平成 26 年 2 月末現在、539 社）との連携については、学内合同説明会、キャリアラウン

ジ等のイベント以外に、ランチョンセミナー、業界説明会、会社・工場見学会等の新規開催を計

画している。 

 

（６）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に、これまで自己点検・評価を 3 年毎に行な

い報告書を発刊しており、直近では、平成 24年度に大学基準協会による大学評価を受審し適合認

定を得ている。現在 PDCAサイクルを確立し回転させ続けるための一手段として、大学協議会議案

申請書書式を用いた検証機能を構築し運用を開始しつつある。又、自己点検・評価実行委員会の

諮問機関として平成 25年度に新たに設置した外部有識者を委員に含む検証会が十分に機能し、自

己点検・評価における客観性・妥当性の向上を図るための基盤構築を進めている。平成 26年度は

自己点検・評価の実施・報告年度であり、引き続き大学・各学部・各大学院研究科・管理運営部

署が一丸となって PDCAサイクルの機能検証および改善事項の客観的解析を行うとともに、報告書

の作成に向けて邁進する。 
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（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 26年度の事業計画としては、①英文大学案内に看護学研究科を追加した改訂版の発行、②

海外の大学との新たな学術交流協定の締結、③職員語学力向上のための講習会の開催、④学生の

派遣・受入れに関する危機管理体制の整備、⑤4 学部合同留学生交流会の開催、⑥チェンマイ大

学（タイ）主催第 9回 4大学ジョイントセミナー・プレミーティングへの参加、等のより積極的

な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、平成 23年度より佐倉看護専門学校の将来構想について

協議を重ねてきている。平成 25年 3月の理事会で東邦大学健康科学部（仮称）設置準備委員会お

よび設置準備室の設立が承認され、設置に向けて一歩を踏み出した。同年 5 月には、第 1 回健康

科学部（仮称）設置準備委員会が開催され、設置準備室が中心となって検討をすすめており、平

成 26年度中に、設備等を含む教育環境の基本計画を策定する予定である。 

 

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、研究の活性化および外部資金の獲得と

いう推進面・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、外部資金獲得支援として、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、その内容を引き続き e-learning 化する予定である。平成 26年度文部科学省科学研究

費補助金の申請件数は 284件と前年度を 14件上回る結果となったほか、厚生労働省科学研究費補

助金は研究代表者案件を 13件（新規 10件(内 4件は委託事業)・継続 3件）申請し、文部科学省

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業については、医学部 1件と理学部 2件の計 3件を申請予定

である。文部科学省施設・設備関係補助金については、平成 26年度申請予定案件のうち 3件を平

成 25年度補正予算に係る追加募集に前倒しで申請を行い、平成 26年度事業については 3件の申

請を予定している。又、日本学術振興会が行っている「ひらめき☆ときめきサイエンス」事業で

は、薬学部 2件と理学部 2 件の合計 4 件の申請を行った。その他、平成 24年度、25 年度に採択

を受けた文部科学省私立大学教育研究活性化設備整備事業（タイプ 2）については、平成 26年度

も事業案を検討し申請を行う予定であり、さらに、「地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）」

「課題解決型高度医療人材養成プログラム」等の新規補助金についても申請準備中である。又、

研究支援施策として、平成 24年度より「研究計画立案」、「統計手法選択」、「英語論文作成」の 3

分野に係るワークショップ・セミナー支援を行っているが、平成 26年度から、新たに「ラボノー

ト支援」や科研費申請時期に合わせ個別指導を行う「研究計画調書作成支援ワークショップ」を
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開始する予定であり、｢研究計画立案」の講演会の企画の中では「研究倫理」についても言及し、

不正防止にも注力していく。 

学内の学部間共同研究の活性化を目的とした東邦大学学内共同研究費補助金規程を見直し、平

成 26年度からは、東邦大学学内共同研究の研究成果を、4学部合同学術集会で発表することを規

定化(平成 26年 4月付で改正)し、より一層の学部間共同研究の進展を図る予定である。 

管理面では、文部科学省より平成 26年 2月 18日付で「研究機関における公的研究費の管理・

監査のガイドライン(実施基準)」の改正が公表され、①「不正を事前防止するための取組」、②「組

織の管理責任の明確化」、③「国による監視と支援の強化」、④「現行基準の具体化・明確化」に

ついて、平成 26 年度中に各種関連規程を改正し、管理体制を整備するように指導があり、今後、

東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会を中心に、学内で検討を進めていく。又、科研費採択

者数の増加に伴い研究者のきめ細かい対応が必要となり、平成 26年度には習志野地区に研究支援

課分室(研究者からの補助金使用等の相談窓口)の設置を検討する。 

 

（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、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】 

修士課程カリキュラムの見直しを行い、他大学、他学部からの修士課程入学生に対する薬科

学基礎教育を強化する。博士課程においては、教育プログラムのブラッシュアップを行うほか、

推薦入学者に対する奨学金を支給し、本学卒業生の博士課程進学率向上を図る。 

【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、後期課程学生全員の非常勤講師任用による

教育キャリア支援を行うとともに、キャリアセンターと連携した就職先の開拓を行う。又、ダブ

ルディグリープログラムの実施を検討する。 

【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、外部施設の借上げに

ついて検討するとともに、広報活動の充実を図る。又、看護学研究科完成年度を迎えるにあた

り、カリキュラム評価、アウトカム型教育評価を推進する。 

 

３. 医療 

平成 26年度は、全体として微増の診療報酬改定が予定されているが、消費増税を考慮すると

実質マイナス改定であり、医療を取り巻く環境は依然として厳しいことが予想される。このよ

うな環境の中、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て、法人一丸となって、将来の医療ビジョンを見据えた協議を

重ねていく。又、3病院に配置した収支分析担当者を中心に、医療収入の伸びが頭打ちとなるな

か、医療材料費のコスト見直しを具体的に実施し、経営収支の維持向上に向けた取り組みを強
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化する。 

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 

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ため、患者接遇教

育講演や、患者および地域連携病院・診療所への満足度調査を実施し、結果をフィードバック

することで、患者満足度の高い医療の実践をめざす。 

② 医療の質の向上 

医療安全対策、感染対策を充実させ、診療密度の高い高度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、専任医師の適正配置および設

備・機器の充実、多職種チーム医療のさらなる強化を図る。又、ここ数年で更新・導入した放

射線治療機器、心臓カテーテル装置、ダ・ヴィンチ、光ポジトロンに加え、平成 26年度新規導

入する PET-CT等、高度医療機器の稼働促進に努める。さらに、安全な医療を安定的に提供すべ

く、大森地区再整備計画に則り新 7 号館の年度内竣工および 2 号館耐震化工事準備を進めると

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、予約検査・外来放射線治療の強化、高度医療機器

の利用を促進する。又、病院ホームページを充実させ、適切に更新することで地域社会にアピ

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等の推進を図る。 

④ 経営基盤の確立と強化 

経営方針を職種毎に徹底し、予算達成の意識を高めるとともに、DPC 診療の見直し・適正化、

医事診療状況レポートに基づく逐次診療調整、予約手術・検査の効率的運用を促進し、入院・

外来収入の確保に努める。又、引き続きワーキンググループを中心に経費節減運動を推進する

ほか、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。  

⑤ その他の主な取り組み 

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。 
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（２）大橋病院 

① 患者サービス 

外部研修への積極参加により教職員の質の向上を図るとともに、チーム医療を推進する。又、

患者満足度調査を実施し、患者さん目線での接遇・サービスを提供するとともに、院内導線の

整備を行い、急性期病院としての役割を果たしながら、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 

クリニカルパスの件数・運用率の向上、「退院支援調整委員会」での情報共有を推進し、在院

日数の適正化を図る。又、ここ数年、救急車からの直入患者が増加しており、引き続き、救急

体制を維持することで、区西南部の中核病院として、急性期医療の実践を推進する。 

③ 地域（病診）連携の推進 

病院連携室における新規開業医への訪問活動、地域医師会との連携強化、世田谷区・目黒区・

渋谷区救急隊との定期的な症例検討会の開催、医療連携学術セミナーの充実等により、紹介・

逆紹介率を向上させ、医療機関の機能分化を推進する。 

④ 経営基盤の確立と強化 

入院については、産科診療中止に伴う分娩室の手術室への改修により、手術件数の増加をめ

ざすほか、未熟児室・妊婦室を一般病床に変更し、効率的な病床稼働を推進する。外来につい

ては、逆紹介および各種検査件数の増加をめざす。 

 

（３）佐倉病院 

① 患者サービス 

患者待ち時間の短縮のため、採血ブースの拡張による採血待ち時間の短縮を図る。 

② 医療の質の向上 

がん診療連携拠点病院へ向けた基盤整備として、放射線治療の開始、化学療法室のさらなる

充実、緩和ケア体制の整備を行うほか、災害拠点病院許可へ向けた体制整備として、JMAT への

登録を行う。又、救急体制の確立・強化、ICU・NICUの強化、歯科口腔ケアの開始により、地域

中核病院として相応しい医療体制を確立する。 

③ 地域（病診）連携の推進 

地域社会との連携を強化し、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

ざし、市・医師会との連携による地域救急体制の改善、地域連携パスの利用による事前予約枠

の拡大等により、紹介・逆紹介を推進する。又、公開講座を実施し、市民に対する啓発活動を

行う。 

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、スタッフ補充により循環器内科・

外科を強化する。又、入退院センターの再整備（入退院導線の見直しと待合環境の整備）を行

う。 
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⑤ その他の主な取り組み 

東邦大学の未来を担う教職員を育成するため、地元出身医学生の育成および看護師の確保を

推進する。又、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、将来構想チームを発

足させ、研究施設に関する計画を整備するとともに、平成 27年 7月の病院機能評価受審に向け

て、委員会にて準備を進める。 

 

（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大森病院、羽田空港国際線クリニック等の関

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ほか、薬剤管理の充実を図る。又、インフルエンザをはじめとし、A

型肝炎、B 型肝炎など旅行者も対象とした各種予防接種事業の体制整備および流行性疾患・慢性

疾患への対応を行うとともに、国際空港 BCP（事業継続計画）とクリニック BCP との整合性を図

り、空港内医療班として災害対策を推進する。さらに、人材育成と労働環境の改善に努め、地域

医療を担う研修施設として、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、国際線ターミナルビル職員のニーズの把握に努め、健康管理、

診療のレベルの向上を図る。又、空港検疫所との協力体制をより強固なものとし、感染症対策の

充実を図るほか、東京 DMATと協力し、空港医療班の整備を行うとともに、国際線ビル会社との協

力により、災害時の対応および BCP を検討する。その他、本学の学生および研修医の実習・研修

を積極的に受け入れ、人材育成を図る。 

 

（５）経営収支分析プロジェクトの推進および病院運営戦略会議の活性化 

平成 25年度より配置された 3病院経営収支分析担当者と法人本部との情報交換の場として、経

営収支分析プロジェクト会議および月次定例会議を開催し、経営情報の共通化および共有化と経

営情報の分析精度向上を推進している。引き続き、これらの成果を病院運営戦略会議に活用する

とともに、平成 26年度は医療材料の標準化を検討し、具体的な病院経営収支の維持・向上を図る。 

 

（６）３病院の看護師等の確保の活動 

3 病院の看護部、法人本部看護企画室が中心となり、優れた看護職員人材を確保するため、募

集ツール（パンフレット・ホームページ・新聞・ブログ）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に加え、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で取り組む看護の質の向上 

3 病院の看護部および看護学部、看護専門学校、法人本部看護企画室、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 26年度は、

看護学の学び直しの拠点となるべく、働きながら学びやすい環境、研究に取り組みやすい環境の

整備のため、講座内容・開校日時・場所・授業料等の検討を行うほか、適切な企画運営に資する
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ため、3 病院の看護職員に対する職務満足度調査を実施する。又、ホームページを利用した広報

活動を積極的に行い、初学者の参考となる看護実践例を公開する。 

 

４.管理運営 

（１）財政基盤の強化 

法人本部と各所属が一体となって実施して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、少子高齢化が着実に進行することに加

え、わが国の厳しい財政事情をふまえて、平成 26年度の診療報酬改定では医療費抑制の方向性が

強く打ち出される等、本法人を取り巻く経営環境は従来以上に厳しさを増している。又、平成 26

年 4月より消費税が増税されることにより、所謂損税を含め経費負担の増加は確実な状況である。

このような環境下で生き抜いていくため、本法人はなお一段の経営改善努力に取り組むとともに、

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教育研究ならびに医療施設の充実

等に適時・適切に投資することを通じ法人全体の一層の発展を期す「自助努力の経営」を引き続

き推し進める必要がある。平成 26年度も全教職員の力を結集し、帰属収支差額 2,662百万円の黒

字予算達成を図ることを財務運営の軸に据える。 

中期経営計画 2年目となる平成 26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工事、薬学部新棟建設工事等の大型投資に取り組む。これらの積極投資を支

えるため、実効性の高い資金調達・運用を実現するとともに、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。 

 

（２）経費節減プロジェクトの推進 

本法人の財政基盤を強化し、一層の経営改善を図るため、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、同時に各所属に設置した「経費節減プロジェクトチーム」ととも

に活動をスタートした。平成 25 年度は、所属毎に光熱水費や消耗品費の削減数値目標を設定し、

経費節減推進委員会で定期的に進捗状況を管理するとともに、各所属で実現したさまざまな経費

節減策について情報交換を行う等、法人本部と現場双方向の意識向上に主眼を置いた運営を行っ

た。平成 26年度は、さらに一歩踏み込み、各所属に共通する項目に加え、3病院の医療材料費の

節減といった個別の大きなテーマにも範囲を拡げ、より一層具体的な成果を挙げるべく活動を展

開する。 

 

（３）大橋病院新病院建設計画 

東日本大震災の復興需要や 2020年東京オリンピック招致決定により、建築コストはこの 1年間

で急激に高騰した。このような厳しい環境下ではあるが、本計画については法人の最優先課題と

して取り組んでいる。新病院の規模・機能等については、予算規模や、今後の老齢人口増加に向

けての医療行政の変化等に弾力的に対応できるよう、慎重に検討を進めている。創立 90周年を迎

える平成 27年 6月までの着工に向け、引き続き準備を進めていく。 
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（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 26年度は、大森地区では、大森

病院新 7号館建設工事および 2号館の耐震補強工事、医学部学生会館耐震補強工事等を推進する。

習志野地区では、薬学部新棟建設の計画が進行しているほか、健康科学部（仮称）の開設に向け、

関連する施設計画およびキャンパス南側ゾーン将来計画を策定する。 

 

（５）アイデンティティ強化のための広報施策 

①テレビのミニ番組とＣＭの放映 

平成 24年 4月より日本テレビ（関東地区ローカル）で放映を開始したミニ番組『いのちの

いろいろ』および本法人の 30 秒コマーシャルは、法人内外から好評を得ており、2 月末まで

に計 99 回放映され、平均視聴率 9.7％と、依然として好調に推移している。平成 26年度は、

効果測定結果を番組内容に反映させることを検討していく。 

②効率的な広報施策の実施と法人広報連絡会の開催 

従来の広告施策に加え、新たに Web広告の取り組みを検討する。プレスリリースについては、

専門業者を交えた戦略的プレスリリースの配信を行い、併せてプレスリリース対応のための

学内外の体制作りを実施する。平成 25年度から開始した法人広報連絡会では、各種広報施策

について効率の観点での見直しを実施するとともに、各所属代表者による情報共有の場とし

て引き続き体系的かつ実践的な SDを実施し、学内の広報意識およびスキル向上を図る。 

③ホームページの充実 

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 25年度 4-2月

累計で延べ 1,799万件（大学 868万件、病院 573万件、両中高・看専 358万件）となり、前

年同期間比約 173 万件増と、大学サイトのスマートフォン対応等の効果が表れている。平成

26 年度は病院サイトの充実をめざし、3病院 Web担当窓口の強化と専門ライターによるコン

テンツ作成を行う。又、アクセス向上施策として外部委託による定期的かつ迅速な情報公開

を推進するとともに、病院サイトのスマートフォン対応、Web 申込フォーム作成ソフトの導

入、サイト内検索性能のグレードアップを図り、サイト全般の利便性を向上させる。 

 

（６）「学校法人東邦大学広報」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」は、

平成 25年度に第 7回まで掲載され、大変な好評を得ている。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書籍の発行を予定しており、引き続き連載を継続していく。 
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（７）産学連携の推進 

特許出願については、平成 26年度に本学で初めてとなる、医療機器特許出願および単独の国際

出願を行う。産学連携本部設立後に出願した特許については、国内外において順次権利化し、本

学保有の知的財産をさらに増加させる。 

産学連携については、平成 25年度に施行した受託研究・共同研究取扱規程による研究契約等の

確認を行い、引き続き共同研究による産業界からの研究費の導入を促進し、研究の活性化を支援

する。又、研究契約上規定されている事業要件について、適切な研究契約書であるかどうかを全

例検討・評価する。その上で、共同研究契約数については、平成 24年度比倍増させることをめざ

す。 

人材育成については、関係教職員が知的財産を扱い、かつ評価分析できる能力を築くため SDを

実施するほか、知的財産を評価できる大学院生を育成するため、大学院医学研究科博士課程に知

的財産情報コースを開講し、知的財産教育支援を行う。 

 

（８）額田記念東邦大学資料室の充実 

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、展示活動お

よび資料の管理・保存・整備などを行っている。平成 26年度は、引き続き管理運営体制の確立の

ため各種方針・マニュアルを作成するほか、資料収集の推進、認知度向上のための多彩な展示活

動の検討を行う。又、創立 90周年に向けて、記念展示・冊子の作成準備と、創立者である額田ご

兄弟伝記本制作補助を行う。 

 

（９）創立 90周年記念事業の推進 

平成 27年 6月の創立 90周年に向け、平成 26年度は創立 90周年記念事業準備委員会および委

員会事務局が中心となり、記念事業・記念式典等を具体的に企画し、準備を進めていく。 

平成 23年 9月から開始した「創立 90周年記念寄付金」については、目標達成に向け、平成 26

年度も引き続き法人・個人に対し積極的な募集活動を行っていく。 

 

（１０）株式会社東邦キャンパスサービスの動向 

引き続き、学校法人東邦大学との連携を強化し、教育・研究・医療の各分野へのサービス活動

を通して、法人の事業の発展に寄与することをめざす。平成 26年度は、中核となる施設管理およ

び物品販売等の各事業に加え、診療報酬改定に伴う医療材料・治療薬の価格交渉を行い、法人全

体のコスト削減・業務効率化への貢献を図っていく。 

 


