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平成２７年３月２７日 

 

学校法人東邦大学 平成２７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 26 年度は、消費増税をはじめ建築資材・人件費高騰による支出の拡大と、診療報酬の実質

マイナス改定による病院収入の伸びの鈍化が重なり、非常に厳しい経営環境となっている。経費

節減プロジェクトや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、中間推計時の帰属収支差額である 21 億 6 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。 

平成 27 年度は、平成 25 年度からスタートした中期経営計画の最終年にあたる。目標としてい

る基本金組入前当年度収支差額（帰属収支差額）の確保をめざし、収益の柱である 3 病院におい

て病院運営戦略会議をさらに活性化させ、収支改善に向けての具体策を推進していく。又、東邦

大学創立 90 周年を迎えるにあたり、いま一度法人のミッションを再確認し、次なる 100 周年に

向けてさらに「選ばれる大学」「選ばれる病院」となるべく、努力していく所存である。 

平成 27 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】 

18 歳人口は、平成 4 年の 205 万人から現在約 120 万人へと 4 割減少している。平成 29 年ご

ろまでは、120 万人前後と安定して推移するが、平成 30 年以降は再び減少期に突入し、平成 36

年までにさらに約 10 万人減少し 106 万人となる。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 26 年度の集計で 265 校となり、私立大学に占める未充足校の割合

は 45.8％となった。このような環境の中、本学における平成 27 年度入試の入学志願者総数は、

文系志望者増に伴い昨年度の志願者総数を若干下回る結果ではあったが、医学部は昨年度より

200 名増となり、4 学部合計で 10,904 名と 1 万人以上の入学志願者数を維持できた。 

今後、少子高齢化が加速する日本において、知識と技術を兼ね備え、研究を通じたイノベー

ションの創出、地域再生・活性化へ貢献できる人材が求められている。本学は、建学の精神に
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沿った教育を実践し、このような社会の要請にかなう人材を育成しなければならない。そのよ

うな資質を持った優秀な学生を確保するために、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けなど、積極的な入試広報活動を行い、法人広報との相乗効果をめざす。 

又、入学志願者の利便性を考慮した Web 出願システムの導入に向けて取り組んでいく。 

【付属東邦中・高等学校】 

生徒募集に係わる広報施策を強化し、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、千葉県私学フェアおよび塾主催説明会への参加、広告掲出等を行う。ホームペ

ージにおいては、管理体制を確立し、保護者向け・一般向け情報の充実と迅速な公開をめざす。

又、引き続き海外での生徒募集活動と帰国子女対象編入試験を実施し、優秀な生徒の確保に努

める。 

【駒場東邦中・高等学校】 

入学志願者および優秀な生徒を確保するため、効果的な広報活動を推進し、教育内容への理

解を図る。特に、学内外における学校説明会等を積極的に行い、受験生・保護者の受験へのモ

チベーションを高める。又、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】 

広報活動をさらに強化し、オープンキャンパスについては、実施回数の増加、電車・バス・

駅構内への広告掲出等を行い、来校者の増加を図る。特に、北海道・東北地方からの志願者増

のため、高校訪問強化等の施策を行う。又、地方出身学生のための支援策として、入学当初に

おける先輩・教職員との食事会、近隣バスツアーの開催、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継続実施する。 

 

（２）国家試験合格率の高位安定化 

平成 26 年の国家試験合格率（新卒・既卒合計）は、医師 89.9％（全国平均 90.6％）、薬剤師

71.9％（同 60.8％）、看護師は看護学科 100％・佐倉看護専門学校 100％（同 89.6％）、保健師

96.5％（同 86.5％）、助産師は看護学科 100％（同 96.9％）・大学院看護学研究科看護学専攻 100％

（同 97.6％）、臨床検査技師 88.6％（同 81.2％）であった。 

医学部では、6 年次生を対象として、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。5 年次 3 月末の模擬試験、6 年次 6・

7 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。又、教育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習意欲の向上に繋げるほか、成績下位者に対しては、

5 年次終了後（2 月）から特別合宿を開始し、7・9 月に個別面接、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」を中心に薬学共用試験および薬剤

師国家試験対策を行っており、6 年制移行後も実質合格率は常に私立大学でトップクラスの成績

を収めている。中長期的対策として、1 年次生対象「プレイスメントテスト」の結果を基に、
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TBL（Team Based Learning）のグループ分けを行い、成績上位者と下位者を均等に分けたチ

ームで特定の課題に取り組むことで、チーム内での議論、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。TBL の導入により、自学自習の習慣化、学生間の互助効

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る。又、「プレイスメントテス

ト」の成績不振学生に対しては、旧カリキュラムでは選択科目であったリメディアル関連科目

を必修とする。 

理学部臨床検査技師課程では、4 年次春学期で国家試験受験資格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、春学

期から臨床特別講義等の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

い合格率の維持をめざす。又、臨床検査技師としての能力向上のため、希望者に対しては、遺

伝子分析科学認定士認定試験（6 月実施）の対策を 4 月から複数回実施する。 

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。その

ため、低学年から試験対策を開始し、4 年次には模擬試験、対策講座の実施および卒業生からア

ドバイスを受ける機会を企画して、合格に必要な知識の習得、勉学意欲の向上を図る。又、国

試対策委員会とアドバイザーが連携を図り、サポートできるシステムの構築を検討する。なお、

平成 26 年度から保健師教育は選択制となっており、選抜された優秀な学生が国家試験を受験す

るため、さらに教育内容を改善することで、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、指導的な立場に立つ人材の育成をめざして、上級生が下級生を指導する「屋根

瓦システム」を用いた初年次 Problem-Based Learning テュートリアルを実施しており、9 月

に学生テュータ養成ワークショップ、11 月末にテュートリアルを行う。又、国際化に向けた医

学英語力強化のため、2～4 年次の医学英語を必修とし、4 年次 11 月にはアウトカム評価として

English OSCE を実施し、習熟度チェックを行う。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」を育成するべく、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。

アルバータ大学語学研修では、病院・薬局の見学等、学生に関心が高いプログラムも取り入れ、

5 年次秋学期に開講している海外実務実習の受講に繋がることを期待している。又、平成 27 年

度からの新カリキュラムにおいても、チーム医療の重要性を理解し、その遂行に必要な知識・

技能・態度を修得するために、医学部学生と合同で参加型学習を行う「ヒューマニズム II」、医

学部・理学部および看護学部の学生と合同で「医療サービスのあり方」、「先進医療と生命倫理」、

「医療の担い手としての心構え」について考え討議する「ヒューマニズム IV」を設置し、医療

人としての意識を養成している。 

理学部では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」を 1・2 年次で開
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講し、キャリア科目の充実を図っている。平成 27 年度から、海外体験という日常とは異なる環

境に身を置くことにより学生の「成長」と「気づき」を促すために、「海外体験プログラム I～

V」を教養科目に新設し、プログラム I でスポーツアドベンチャープログラムを、プログラム II

で海外インターンシップを実施する。教員養成課程においては、入学後できるだけ早期の段階

から教育現場での実地経験を数多く積む必要性をふまえ、「総合演習 I～V」や「教育インター

ンシップ」を充実させてきた。平成 27 年度も、TUSTEP（Toho University Science Teacher 

Education Program）とあわせて実践力を養う内容を一層発展させる。 

看護学部では、高度な医療・看護の質を追求するため、人間性の形成、国際感覚の育成、感

染関連科目の充実と、これまでの東邦看護教育の伝統を継承するとともに、現代の状況を踏ま

えた教育方法・内容の改善を図る。特色ある教育の充実のため、教職員へのオリエンテーショ

ンを強化し、FD・SD 活動を活発化させるとともに、教育と行事の関係性を明確にし、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。さらに、これらについて教職員が共

有できるシステムの検討を開始する。又、「がん看護」教育を特色ある教育の 1 つに加えること

をめざし、講義・実習科目等の検討を行う。 

【付属東邦中・高等学校】 

グローバル化社会に対応できる意欲的な人材、リーダーシップと課題解決能力を備え社会に

貢献できる人材、自主自立精神を持ち学力向上と心身鍛錬を怠らない人材の育成をめざし、特

色ある教育を実施する。特に、「建学理念」「教育方針」を具現化する教育として、「自然・生命・

人間」の活用、学問体験講座・文化的行事・講演会等の充実を図り、精神的成長を促す。又、

平成 29 年度からの完全中高一貫教育に向けて、シラバス（高 2 早期完習型教育課程）を完成さ

せる。引き続き、学力増進と進路指導の充実を重点課題とし、さらに質の高い授業の実現、学

力診断・英語教育・補習体制の充実、進路目標の啓発をめざすほか、自分探し学習や国際交流

教育の充実を図る。 

【駒場東邦中・高等学校】 

柔軟で寛大な精神を身に着け、健康で実践力に富む有為な人材の育成をめざし、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。中高 6 ヵ年一貫校として、5 年（高 2）までは同一カリキュラムによ

るバランスのとれた学力を養成するほか、学級担任と教科担当者の連携強化、少人数教育の積

極的導入を図る。又、講演会や職場体験などの進路啓発活動の活性化により、社会性を向上さ

せるとともに、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て、

国際感覚を涵養していく。 

【佐倉看護専門学校】 

成績不振者への学習指導を強化し、面談による個別指導、補習による学習指導（年 2 回）、実

習評価方法の再検討を通して、留年者・退学者の減少を図る。さらに、教員の定数確保に努め

るとともに、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

験の回数を増やし、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。 
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（４）教学環境の整備 

【大森キャンパス】 

医学部では、2 号館の耐震補強改修工事のほか、5 名の入学定員増に伴う各講義室・実習室の

改善を図る。又、解剖学実習室の機材更新、医学メディアセンターの ICT 化を踏まえたリニュ

ーアル計画および 1 号館の耐震補強計画の検討を行い、教育アメニティを充実させる。さらに、

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、研究施設設備の充実に向けた

中長期的整備計画（主に 1 号館 3 階の旧 RI 実験施設跡地における研究施設等の利用計画）を立

案する。 

看護学部では、研究室の LED 化等の研究環境の整備に努めるほか、将来計画検討委員会にて

学部・大学院教育のためのより良い環境確保に向けた検討を行う。 

【習志野キャンパス】 

薬学部では、平成 26 年 10 月に着工した薬学部新棟建設を滞りなく進め、平成 28 年 3 月の

竣工をめざすほか、Ａ館講義室への LAN ケーブル配線（全学生が同時に CBT 試験を受験でき

る設備を検討）と老朽化した薬草園温室の移設を行う。 

理学部では、Ⅲ号館の什器更新・外装改修・講義室塗装、Ⅳ号館トイレ改修を実施する。 

さらに、平成 29 年度設置予定である健康科学部（仮称）の校舎建設（平成 28 年夏竣工予定）

および関連設備整備、キャンパス南側ゾーン整備計画を検討していく。又、キャンパス全面禁

煙についても実施に向けて検討を進めていく。 

【付属東邦中・高等学校】 

第一体育館の耐震補強改修工事を実施し、平成 27 年度内の竣工をめざす。又、特別棟の空調

と PC 教室の改修、特別棟・セミナー館のトイレ改修、教室プロジェクターの設置（6 ヵ年計画）

を行う。 

【駒場東邦中・高等学校】 

情報機器のデジタル化、隣接地の取得と運動設備（グラウンド）の有効活用の検討を行う。 

【佐倉看護専門学校】 

校内破損個所の修繕を行う。 

 

（５）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、職業観育成イベント、低学年向け公務員ガイダンス、学科別ステップアップ講座等

の就職支援プログラムを充実させ、学生の利用を促進する。採用活動スケジュールの変更にも適

宜対応し、卒業 3 年経過後の在職調査結果や TOHO アライアンス企業（平成 27 年 2 月末現在、

616 社）を含めた優良中堅中小企業等の情報を提供していく。又、スタッフの知識・スキルの向

上を促進するとともに、教育開発センター（キャリア教育担当部門）・教職課程・臨床検査技師課

程・学生相談室等の教職員間で定期的にミーティングを開催し、情報共有の徹底と連携の強化を

図る。 
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（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、3 年毎のサイクルで自己点検・評価を行っ

ており、さらに平成 25 年度からは、その点検・評価結果に対する進捗状況について毎年検証を行

っている。 

平成 27 年度は、平成 26 年度に実施した自己点検・評価の報告書を公表した後、大学・各学部・

各大学院研究科・管理運営部署の改善・改革に繋げるべく、同報告書に対する進捗状況調査を実

施する。さらに、全学自己点検・評価実行委員会検証会にて調査に対する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を進める。 

又、平成 26 年度から正式に導入した大学協議会議案申請書の運用によって、議案の審議に加え

大学協議会に報告されるシステムが構築され、大学全体の検証体制の強化が図られている。これ

ら内部質保証システムを適切に機能させることで、大学の諸活動における検証と見直しを実施し

ていく。 

 

（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 27 年度は、①教職員英語力アップのための TOEIC

試験受験に対する補助金の整備、②海外の大学との新たな学術交流協定の締結（平成 27 年 2 月末

現在、大学間協定 8 校、学部間協定 13 校（医学部 5 校、薬学部 5 校、理学部 2 校、看護学部 1

校））、③留学生支援の一環として留学生住宅総合補償制度加入への準備、④4 学部合同留学生交

流会の開催、⑤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への参加、等のよ

り積極的な活動を行う計画である。 

 

（８）健康科学部（仮称）設置に向けた検討 

健康科学部（仮称）看護学科の平成 29 年度開設に向けて、設置準備室を中心に関係部署の協力

を得ながら、教育カリキュラムおよび入学者選抜方法等の検討、高校 2 年生を対象とした学生確

保の見通しに関するアンケート調査の実施を進める。又、設置ならびに収容定員変更に係わる申

請、看護師・保健師養成所指定規則に係わる申請の準備を本格的に開始する。さらに、主な通学

圏となる地域を中心に積極的な広報活動を展開していく。 

 

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 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・研究活動の不正防止等の管理面の双方にわたり中心となって活動している。 

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・大橋（大

森地区とテレビ会議で中継）・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 27 年度の主な補助金等申請は、文部科学省科学研究費助成事業は 274 件（前年度 284

件）、厚生労働科学研究費補助金は研究代表者案件 12 件（新規 7 件（内 2 件は委託事業）・継続 5
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件）、労災疾病臨床研究事業費補助金は継続 1 件であった。文部科学省私立大学戦略的研究基盤形

成支援事業は、薬学部 1 件と理学部 1 件の計 2 件を、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、研究装置で薬学部 1 件を申請予定である。又、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 1 件と薬学部 2 件を申請した。その他、文部科学省私立大学

教育研究活性設備整備事業と、新たな補助金事業である「高度医療人材の養成と大学病院の機能

強化」への申請を予定している。又、オフィスアワー支援としては、平成 26 年度には適任者がお

らず未実施となった「ラボノート支援」の実施に向けて人材確保を行うほか、オフィスアワー拡

大版として、研究倫理教育を主な内容とした「研究のこころえ」を引き続き開催予定である。｢公

的研究費使用ルール説明会」でも同様に「研究倫理」について説明し、研究活動の不正行為およ

び研究費の不正使用を抑止する。理学部には「薬品管理システム」を導入し、研究管理体制の強

化を図る予定である。 

管理面では、科研費採択者の増大もあり、平成 27 年 2 月に習志野地区に学事統括部研究支援課

分室（科研費処理および研究者からの補助金使用等の相談窓口）を設置し、平成 27 年度は習志野

地区の研究課題の一部（60 件程度）を取り扱う予定である。又、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）」が交付され

たことを受け、公的研究費の管理・運営に携わる構成員に「公的研究費管理マニュアル（使用ル

ール）の説明会参加と習熟度テスト」・「研究倫理教育プログラム受講」を義務化し、平成 27 年 1

月 1 日付で施行した。さらに、平成 26 年 8 月 26 日付で公布された改訂版「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」では、「全研究者等に対する研究倫理教育の受講義務化」

「研究機関による組織をあげての研究活動の不正行為・研究費の不正使用への対応」「特定不正行

為（捏造・改ざん・盗用）に対する文科省等への報告義務」について平成 27 年 4 月 1 日付での

施行が義務付けられており、東邦大学研究活動・研究費使用規範委員会で規程等の改正を図る予

定である。 

 

（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さらなる向上をめざし、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継続的に開催する。 

【薬学研究科】 

修士課程の新カリキュラムを実施し、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。又、受験者数を増加させ、より質の高い学生を確保するべく、他学部学

生・他大学学生に対する研究科の案内を強化する。 

【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。 

【看護学研究科】 

看護学研究科のカリキュラムを検討し、より良い大学院教育・研究の推進を図る。又、質の

高い学生確保のため広報活動を充実させる。 
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３. 医療 

平成 26 年度の診療報酬改定における実質マイナス改定および消費増税により、医療を取り巻

く環境は一層厳しさを増している。3 病院においても、ここ数年に比べ医療収入の伸びが鈍化し

ているが、上期の実績に比べ、下期は診療報酬改定で新たに加算が付いた医療への対応ができ

つつあり、医療収入が大きく伸びてきている。一方、大学病院に相応しい高度医療を実施する

ための設備投資を順次推進している最中であり、その原資となる収支の黒字安定化が必須とな

っている。法人と 3 病院間で定期的に開催している病院運営戦略会議を通して、将来の医療ビ

ジョンを見据えた協議を継続し、提供する医療に対し適切な収入を確保するとともに、現在継

続中の医療材料費の削減、システム関連機器・医療用機器保守費の適正化などの各プロジェク

トを中心に、コスト管理を徹底し、さらなる経営改善を進めていく。 

一方で、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、患者さんの目線に立った「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マインドを醸成するため、患者さんおよ

び紹介元医療機関へのアンケートを精緻に分析し、部署ごとにその結果をフィードバックする

体制を構築するほか、患者接遇教育講演を実施する。又、患者サポートセンター（仮称）の開

設、文書センターの業務拡大により、患者サポートを充実させる。 

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ほか、がん

診療連携拠点病院として診療充実と地域貢献を果たすとともに、専任人材（薬剤師等）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。平成 26 年度に導入し

た PET-CT をはじめとする高度医療機器については、定期的な実績・コスト評価により稼働促

進に努める。さらに、安全な医療を安定的に提供すべく、2 号館耐震補強工事を完了させ第 2

手術室 4 室を新設するほか、強毒インフルエンザと地域大災害を想定した BCP（事業継続計画）

における優先課題を抽出する。又、病院機能評価（3rdG:Ver.1.1）を受審し、病院としての質の

向上をめざす。 

③ 地域（病診）連携の推進 

引き続き、予約検査・外来放射線治療のアピール、近隣医療機関の定期的訪問、医療連携学

術セミナー・看護セミナーの開催、医療機関検索システムの充実等により、地域医師会・関連病

院との連携を強化する。又、病院ホームページにおいて診療内容や担当医師の情報をこまめに更

新していくほか、区民向け公開講座を充実させ、地域にアピールしていく。その他、災害医療や

感染防止対策においても地域へ貢献する。 
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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、MRI・CT 検査待

ち日数の短縮を促進し、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

中心に経費節減活動を推進するほか、医師・看護師業務の適正化・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。2 号館の耐震補強工事による診療環境の変化については、地域医療支援センターを中心に

紹介・予約患者の増加と適切なベッドコントロールに取り組み、稼働率の維持に努める。 

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。 

 

（２）大橋病院 

① 患者サービス 

高度な医療の提供に加え、患者さんが安心して医療を受けることができる環境を整備する。

近隣の他医療機関とも協力しながら「ふたり主治医制」を推進し、医療従事者、患者さんの双

方の理解のもとに適切な医療機関を受診するよう、啓発活動を行う。又、患者さんの高齢化に

配慮し、院内移動時の転倒事故ゼロをめざす。 

② 医療の質の向上 

大学病院として、急性期患者に対し診療密度が高い医療を提供する。特に、特定集中治療室・

ハイケアユニット・脳卒中ケアユニットを適切に運用し、高度急性期医療を担う病院に相応し

い体制を構築する。 

③ 地域（病診）連携の推進 

病診連携室における新規開業医への訪問活動、医療連携学術セミナーの継続と充実等により、

紹介・逆紹介を推進し、将来の「地域医療ビジョン」に基づいた医療機関の機能分化を推進す

る。又、区西南部における地域医療に貢献するため、地域医療支援病院の取得をめざす。 

④ 経営基盤の確立と強化 

財政基盤の確立には、入院患者数の確保が不可欠であり、引き続き、紹介患者の増加、救急

患者からの適切な入院、手術件数の増加をめざす。又、支出抑制にも注力し、人事面では常に

人件費比率を念頭におきながら、レジデント、シニア・レジデント数の適正化を図るとともに、

コメディカル・看護師についても、新病院を見据えながら長期的視野で採用活動を行う。 

⑤ 新病院建設へ向けた具体的取り組み 

コンパクトな病床数ながら、将来の医療の在り方に適応できうるニューコンセプトのもと、

環境保全に留意した新しいタイプの病院建設に向け、いよいよ平成 27 年 5 月 16 日に鍬入れを

予定しており、平成 29 年 12 月の完成をめざす。 
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（３）佐倉病院 

① 患者サービス 

病院アクセスの利便性向上および周辺交通渋滞緩和のため、駐車場整備を含む周辺道路整備

を検討・実施する。 

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、放射線治療およびがん患者治療実績の増加

を図るほか、引き続き、災害拠点病院許可をめざし、DMAT への参加や非常時備蓄品の整備等

を進める。又、総合的かつ専門的な急性期医療を担う医療機関として、総合入院体制加算の届

出をめざす。病院機能評価（3rdG:Ver.1.1）については、7 月の受審に向けて定期的な会議を開

催し、SOP （標準作業手順書）の整備等を進めていく。 

③ 地域（病診）連携の推進 

地域における教育・研究・医療の発展の担い手となる病院をめざし、地域社会との連携を強

化していく。数年来の懸案事項である地域における救急体制については、佐倉市・地域医師会

と協議を継続し、改善に向けた働きかけを行う。又、医療連携室を中心に紹介・逆紹介を推進

し、地域医療支援病院を取得することで、地域中核病院としての体制を整える。その他、公開

講座の充実による市民への啓発活動や、地域医療機関に向けた医療連携学術フォーラム等を実

施し、平成 26 年 3 月に佐倉市と締結した連携・協力に関する基本協定を軸に、さらなる地域貢

献を行う。 

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、麻酔科医の充実により手

術件数の増加を図るほか、循環器内科の強化、膠原病科・腎臓内科（透析）の専門医確保をめ

ざす。支出抑制については、医療材料統一プロジェクトの積極的な推進、後発医薬品導入率の

増加により、医療経費の節減をめざす。 

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、医学部と連携して千葉県出身医学生・千葉県

枠学生に対する教育を充実させるほか、インターンシップの充実等により看護師の確保を図る。

又、大学病院の機能を活かした研究活動基盤として、研究棟の設置をめざし、将来構想チーム

にて中長期経営計画の策定準備を進める。 

 

（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・羽田空港国際線クリニックにおいては、これまで財政面での立て直しが

大きな課題となっていたが、空港管理会社への働きかけが功を奏し、羽田空港クリニックは平成

26 年 4 月より、国際線クリニックは 10 月よりそれぞれ補助金額が見直された。平成 27 年度は、

このような大幅な経営改善のもと、両クリニックで空港利用者・勤務者のニーズを把握し、診療

体制や設備の充実を図るとともに、災害時対応マニュアル・災害時クリニック BCP（事業継続計

画）を共有することで、空港内医療班として災害に対応できる体制を整備する。又、両クリニッ

クおよび東邦大学医療センター大森病院間の連携をさらに強化し、適切なコスト管理による透明
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性あるクリニック運営を行う。 

その他、羽田空港クリニックでは、各種予防接種事業の体制整備、流行性疾患の予防啓発・予

防接種・検診の周知を行うとともに、渡航者感染症についての知識を深め、関連機関との情報共

有により適切な対応を図る。さらに、人材育成と労働環境の改善により人員を確保し、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。 

国際線クリニックでは、空港検疫所との協力体制をより強固なものとし、国際空港特有の感染

症対策を充実させる。診療面では、急性・慢性疾患の診療および患者教育、渡航者感染症への対

応と各種予防接種の実施、検診システムを活用したスムーズな検診を実施する。又、学会発表等

を積極的に行いクリニックの認知度を高めるとともに、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 3 病院に配置された経営収支分析担当者と法人本部が一体となり、病院経営情

報の共通化および共有化、分析強化を進めている。平成 27 年度は、新たに他の私立医科大学と診

療科別収支の比較分析を行い、より一層精緻な分析に取り組む予定である。これらの成果は、引

き続き病院運営戦略会議等に活用し、法人と各病院間の議論を活性化させ、具体的な施策を推進

することで、病院経営収支の維持・向上をめざす。 

 

（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連携し、優れた看護職員を確保するため、パンフレッ

ト・ホームページ・新聞・ブログによる情報発信を強化するとともに、学校訪問・就職説明会に

おける情報提供を行う。東邦大学看護学部および佐倉看護専門学校生に対しては、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し、応

募率の向上をめざす。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 

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 27 年度は、

引き続き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、看護職員を対象としたキャリア支援に対する調査等を実施し、講座内容（自

己研鑽講座と役割遂行講座の区別）・開講日時・場所・受講料等を検討する。又、モデル人材を発

掘して、看護職員および講座修了者を講師・アドバイザー等へ起用するほか、広報活動を充実さ

せ、ホームページ等でセンターの事業内容および実施状況を公開する。 
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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平成 26 年度の診療報酬改定は実質マイナス改定となったこ

と、平成 26 年 4 月の消費増税により所謂損税を含めた経費負担が増大していること等、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。 

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み、安定

した基本金組入前当年度収支差額（帰属収支差額）黒字の確保とともに、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 27 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 24 億 5 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。 

中期経営計画最終年度となる平成 27 年度は、大森病院の 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、健康科学部（仮称）設置に係わる工事等の大型投資が本格的

に稼働する。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、

コスト管理レベルを一層向上させることにより、財政基盤をさらに充実・強化する。 

 

（２）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が功を奏し、着実に

成果をあげてきている。平成 27 年度は、引き続き①共通必須項目（委託費・光熱水費・消耗品費）

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、一層のコスト節減をめざす。又、

教職員ポータルや「学校法人東邦大学広報」にて活動進捗や好事例を積極的に発信し、法人全体

での情報共有とコスト意識の醸成を図る。 

3 病院における医療材料については、別途「医療材料統一推進委員会」において、本部主導型

でコスト節減を進めており、平成 27 年度は体制をさらに充実し、各種施策を展開する。あわせて、

システム関連機器・医療用機器の保守費用についても、外部機関を活用しつつ契約状況の精査、

最適化をめざす。又、省エネ推進委員会でも、引き続き省エネルギーおよび経費節減に資する施

策を推進していく。 

 

（３）創立 90 周年記念事業の推進 

平成 22 年度の準備委員会設立以降、平成 27 年度の創立 90 周年に向けて、習志野キャンパス

スポーツアリーナ建設・総合グラウンド整備（平成 25 年 11 月）、医学部本館外構整備および記念

モニュメント設置（平成 26 年 2 月）、大森病院新７号館建設（平成 27 年 1 月）、薬学部新棟建設

（平成 28 年 3 月竣工予定）、健康科学部（仮称）新棟建設（平成 28 年夏竣工、平成 29 年 4 月設

置予定）、新大橋病院建設（平成 30 年 1 月開院予定）等の記念事業を着実に推進してきた。平成

27 年 6 月 14 日の創立 90 周年記念式典・祝賀会（於：グランドプリンスホテル新高輪「国際館パ

ミール」）では、ジャーナリスト櫻井よしこ氏の記念講演も予定しており、同時に、炭山理事長執

筆による学祖額田ご兄弟の伝記『額田豊・晉の生涯―東邦大学のルーツをたどる』も発行される



 

 13 

運びとなっている。90 周年を機に、社会に対し、教育・研究・医療を通して、いかに奉仕・貢献

するかという法人のミッションを再確認し、さらに社会から信頼される組織となるよう、法人一

丸となって各記念事業の達成をめざす。又、記念寄付金についても、目標額に向けて引き続き個

人・法人に対し積極的な協力依頼を行う。 

 

（４）大橋病院新病院建設計画 

平成 26 年 12 月に、現大橋病院の真向いに新病院建設用地の取得が完了した。今後は平成 27

年 5 月の地鎮祭を経て、平成 30 年 1 月の新病院オープンを目指し、行政当局、建築・設計業者

等の協力を仰ぎながら具体的に準備を進めていく。新病院は 315 床と現病院に比べ小規模にはな

るが、地域特性を考慮した医療連携および救急医療体制を推し進め、効率性・機能性の高い、特

色ある急性期病院をめざしていく。又、災害時の地域貢献として、災害拠点病院の取得をめざす。

建設にはエコロジー技術を積極的に取り入れ、環境に配慮するとともに、目黒区・世田谷区へ公

園を提供し、北側の目黒川緑道や桜並木と調和する、豊かな緑と水に溢れた病院とする。 

 

（５）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 

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』は、当初予定していた 3 年を経過し一定の成果を得たことから、平成 27 年 3 月 31 日

の最終回を持って終了することとなった。なお、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 放映については、各方面から好評を得ていることか

ら、継続していく予定である。 

平成 27年度は、平成 26年度より開始した専門業者を交えた戦略的プレスリリースを強化し、

あわせてプレスリリースおよび広報対応のための学内外の体制作りを行う。又、社会（地域）貢

献を視野に、地域との連携を軸にした広報を実施する。新たな施策としては、創立 90 周年に関

連した認知度・好感度向上のための広報活動を実施するとともに、学内の資源を題材に、コンテ

ンツを伝える広告施策を検討する。又、Web 媒体を活用した広告・広報の取り組みを拡充して

いく。 

②法人広報連絡会の推進 

各所属代表者による法人広報連絡会では、各種広報施策について積極的な情報交換を図り、広

報機能および広報業務についての学内連携を強化する。あわせて、体系的かつ実践的な SD を設

計・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 26 年度 4-2 月累

計で延べ 1,846 万件（大学 910 万件、病院 605 万件、両中高・看専 331 万件）となり、前年同

期間比約 47 万件増と、学部サイトリニューアルや病院サイトにおける患者さん向けコンテンツ

の充実等の効果が表れている。平成 27 年度は、各学部サイトを大学サイトとして統合・リニュ

ーアルし、情報の一元化と業務効率化をめざすほか、お問い合わせフォーム作成ソフトを導入す

る。病院サイトにおいては、引き続き 3 病院 Web 担当窓口の強化と専門ライターによるコンテ
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ンツ作成を行い、患者増に資するよう内容の充実を図る。又、アクセス向上施策として外部委託

による定期更新と分析を強化し、最新情報の即時公開をめざす。 

 

（６）「学校法人東邦大学広報」による法人情報の発信 

本法人と係わるすべての関係者（ステークホルダー）との一体感を図るため、法人が主体的に

推進する重要な事業や活動等を中心にタイムリーな情報を取り上げるとともに、記事の掲載方法

もさらに分かりやすく、親しみやすいものとしていく。又、完成した広報誌は早期に関係者の手

元へ届くよう、効率的な配布方法について、教職員ポータルやホームページ等の活用も視野に検

討を行う。 

 

（７）産学連携の推進 

産学連携については、新たな知的財産管理システムを運用し、高い専門性を有する委託会社の

協力のもと、受託研究・共同研究契約や利益相反等を適切に確認することで、受託研究・共同研

究契約数と外部資金獲得額の前年度比増をめざす。又、研究契約書に規定されている事業要件の

全例検討を引き続き実施するとともに、適切な税務管理体制を構築する。知的財産については、

上記のシステムを活用して、知的財産審査委員会で適切に評価し、国内外での特許出願数と知的

財産権利化数の増加を目標とする。  

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、引き続き大学院医学研究科博

士課程の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 

創立 90 周年にあわせ、記念式典会場や学内展示施設等での関連展示を行うとともに、記念冊子

を作成し、本学の伝統および建学の精神に対する理解を深めてもらう契機とする。又、同窓生を

含む学内関係者への広報活動を強化し、ホームカミングデーを活用した出張展示等、各種学内イ

ベントで積極的に情報発信をしていく。管理面では、平成 26 年度に作成したマニュアルに則って

適切な展示・保存体制を維持するとともに、新たに受贈した資料群の整理を進めていく。 

 

（９）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 27 年度は、業務委託契約の見直しと

コンペの設営、医療材料・治療薬等の価格交渉、3 病院用度課との情報交換による材料購入に係

わる問題点の洗い出しなどを強化し、より一層の業務効率化およびコスト削減への貢献をめざす。

又、組織力を強化し、信頼される体制を構築する。 

以上 


