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Ⅰ．事業計画の骨子 
 
 学園は 8 年後（平成 37 年）の学園ビジョン達成に向け、各分野のアクショ

ンプラン、創立 50 周年記念事業計画、年度事業計画等に基づいて取組む。全

学教学運営委員会下に教学マネジメントの有効性等の検証組織を設置し、

PDCA サイクルを確立する。アセンブリ教育センター設立、大学 FD・SD 委員会設置等

により、学生と教職員の質の向上を図る。また、学生施設環境改善を進める。 

 医学部では、国際基準の教育の質保証をめざす。また、学生の英語力向上を図ると

ともに AO 入試導入の検討や国家試験対策の抜本的見直しを行う。学部・大学院とも

に教職員の質向上に向けた e-learning system 構築や教員評価制度充実を進める。

医療科学部では、海外との学生相互交流やコミュニケーション力等の向上をめざす。

教員全員の FD・SD 参加、教員評価推進、教員の英語力向上をめざす。前年度のカリ

キュラム改革や OSCE 等の検証を行う。大学院医学研究科では、研究指導体制整備

や、6 専攻から 1 専攻課程への改組準備、研究支援制度の見直し等を行う。保健学研

究科では、TOEFL 対策を含む教育システム構築、教職員の国際性強化策等を講じる。

看護専門学校では、広報活動の積極的実施や学生への指導等を強化する。 

 研究に関し、研究支援推進センター組織下に研究関連諸施設を再配置し、運

用と事務業務の一元化を進める。大学の研究力の分析と戦略構築、データ集積

管理システム稼働等を行う。私大研究ブランディング事業申請、研究発表会、

教育セミナーや法規・手続き等の研究 Book の配布等を行う。総合医科学研究

所は、高被引用論文等への成果結実、学内外の研究支援、外部資金獲得、対外

活動を進める。 

 各病院は、質の高い安全な医療提供、患者サービス向上、経営基盤安定等をめざ

す。大学病院は、世界水準の先進的医療に向け、JCI 受審、ISO 認定、B 棟開棟等と

ともに、指標の見える化、国際医療センター活動強化等をめざす。また、経営改善の諸

プロジェクト、待ち時間短縮、医療福祉連携の取組み等を進める。坂文種報德會病院

は、救急外来部門の大幅拡充、アレルギーセンターの拠点化、病院機能評価更新受

審、地域医療支援病院申請、手術件数増加、受付窓口増設等を進める。七栗記念

病院は、急性期病院や地区医師会との連携強化、増築棟開棟、認知症診療強化、

広報活動充実等を進める。岡崎医療センターは、平成 32 年オープンに向け、実施設

計を含む準備を着実に進める。 

 諸事業の基盤となる経営では、強固な経営力・財務力の確立と卓越した人材育成に

向けた体制・制度・文化の実現をめざし、高い目標を掲げて取組みを進める。 

 
学校法人藤田学園 

理事長 ご記名（直筆）   
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Ⅱ．事業計画概要 

１．教育 

１）全学教学マネジメント 

平成 29 年度は、新たな学修成果把握手法の導入、計画的な FD・SD の実施、

IR 活動の充実、教学マネジメントの適切性や有効性の検証など、全学的な「内

部質保証」の推進に取り組むほか、多面的・総合的に評価するための入試改

革や、国際交流・地域連携教育・産学連携・アセンブリ教育の拡充などの大

学改革を更に推進する。また、本学のブランド力を結集した、研究ブランデ

ィング事業に全学的に取り組む。 

なお、教学マネジメント体制における各組織又は機構ごとの取組みの計画

を以下に列記する。 

 

① 教育の質改革ワーキンググループ 

・「教育の質保証と学修支援のための学修成果可視化システム」の運

用を全学で開始する。これにより、学生は自らの学修の達成度を自己

評価し、測定・分析された結果を可視化することで自身の学修成果を

把握できる環境を整備する。また、得られる分析データを基に、教育

プログラムに係る PDCA の確立による教育の質保証の基盤を整備する。 

・全学教学運営委員会の下に「全学内部質保証推進組織（仮称）」を 

設置し、全学的観点で教学マネジメントの適切性、有効性を検証する。 

      ・平成 29 年度からの SD（スタッフ・デベロップメント）義務化による

大学設置基準の改正に伴い、本学では FD（ファカルティ・デベロップ

メント）も含めて実施体制を見直し、新たに「藤田保健衛生大学 FD・

SD委員会」を設置して全学体制の下で計画的に FD及び SDを実施する。 

 

② 国際交流推進センター 

・学生、教職員の国際的な視野醸成のための機会の提供と基盤構築  

を進める。 

・学術交流協定（MOU）締結校等への留学制度の拡充と外国人教員に

よる大学院講義、講演会、共同研究等を積極的に行う。 

・学生の海外渡航時の安全確保や学内の危機管理体制を整える。 

・地域向けの国際活動として国際理解講座等を開催する。 

 

③ 地域連携教育推進センター 

・地域との関係をさらに発展させるため、地域連携活動を見直し、  
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改善する。 

・ステークホルダーのニーズを分析し、公開講座・出張講義・病院見

学ツアー等を効果的に実行する。 

・愛知教育大学・日本福祉大学・名城大学等との大学間連携を定着さ

せる。 

 

④ 産学連携推進センター 

・研究者の持つシーズを掘り起こし、事業化を積極的に展開する。 

・ベンチャー企業の設立などのアウトプットを目指し、国内外の企業

との連携や共同研究を支援する。 

・学生、教職員向けに産学連携教育やビジネスマインドの涵養のため

に講演会等を行う。 

 

⑤ IR 推進センター 

  ・7 月に全学部学科の複数学年で実施する「学生生活・学修実態調査」

の分析のほか、卒業生の DP（ディプロマ・ポリシー）到達度調査、卒

業生の入学時以降の動向追跡調査の分析、卒業生の入学時から卒業時

までの留年や退学学生の類型化などの検討などを行い、更に IR 活動を

充実させる。 

 

⑥ アセンブリ教育センター 

・本学の伝統ある教育プログラムであるアセンブリを更に発展させる

ために、4 月に全学的教育部門としての「藤田保健衛生大学アセンブ

リ教育センター」を設立し、地域や大学間連携を深め、人材育成基盤

教育としての効果を高める。 

 

⑦ その他 

・同窓生の社会貢献に対する顕彰と同窓生との人的ネットワーク及び

情報力の強化を図るため、10 月 28 日に第 2 回ホームカミングデイを開

催する。 
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２）医学部 

 
① 学生の質の向上 

・TOEFL ITP テスト対策学習ができる e-learning system を導入する。学内

外の端末から容易にアクセスできるため、TOEFL ITP テスト対策学習のみな

らず英語の継続的な学習を可能とし、自学自習の促進と学生の英語力向上を

図る。 

・アドミッションポリシーに掲げた人物を多面的・総合的に選抜できる方法

を取り入れることにより、大学の教育理念や藤田学園ビジョンで求める学生

を確保するため、AO 入試導入を検討し、平成 37 年のビジョン達成を目指す。 

・国家試験対策を抜本的に見直す。進級制度、各学年における評価方法、学

力不足学生への支援対策等を策定し実行する。 

 

② 教職員の質の向上 

・従来、医学部 SD・FD は講演会やワークショップ方式で実施されていたが、    

新たに教職員研修 e-learning system を構築する。ｅラーニングを学修基盤

とすることで、個々の受講者に合わせた時間・場所・進捗速度で教職員に求

められる知識・スキルを身につけられるようにする。大学教育の質の向上を

期して、教職員の質の向上を学生の教育・指導に反映させていく。 

・教員評価制度を充実させ、実りある PDCA サイクルが回るよう体制を整えて

いく。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

・学修プログラム評価委員会を設置し、教育プログラムをエビデンスに基づ

いて検証する体制を築く。医学部 IR 分室と連携して PDCA を機能させること

で医学教育の質向上を図り、ディプロマ・ポリシーに示した能力を身に付け

た人材を輩出するとともに本学部の教育目標に掲げる人材を育成し、高等教

育機関として社会的責任に応えていく。 

・モデル・コア・カリキュラム改訂にあわせて平成 30 年度からの教育課程の

改正を図る。水平・垂直統合型カリキュラムを導入し、国際基準での医学教

育の質保証を担保する。  

 

④ 教育環境の整備 

  ・医学部の講義棟である生涯教育研修センター1 号館は平成 19 年に竣工した

建設物であり、講義室設備の老朽化が散見され、授業にも影響が出始めてい

る。設備を更新・修繕し、学習環境を改善する。 
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３）医療科学部 

 
① 学生の質の向上 

・コンケン大学（タイ）、蘇州衛生職業技術学院（中国）と学生相互交流を 

実施する。医療科学部ではグローバルな舞台で活躍できる医療人の育成を 

目指して、国際交流の機会を学生に提供する。 

・企業等からの要望の強い、学生のコミュニケーション能力やプレゼンテー

ション能力の向上を目指したコミュニケーション演習やビデオ撮影を取り入

れた実習などの教育効果を検証する。 

・国家試験や資格試験の高い合格率を維持するべく、教職員一丸となって学

生とのコミュニケーションに努め、課題の早期発見と支援体制の確立に努め

る。 

 

② 教職員の質の向上 

・教育力の底上げを目的に、教員全員が相互研修 FD・SD に必ず年間一回は参

加し、教育方法のスキルアップならびに様々な教育問題を考える。 

・より高度な研究活動の推進に向けて、領域単位の活動を精力的に行い、研

究の充実と促進を図る。 

・教員の目標を明確に設定し、その結果を評価に反映する。１年間を通して

各教員が目的をもって活動し、その結果を見える化し評価することによって

教育・研究の着実なレベルアップを目指す。 

・英語による講義の実施と質の向上に向けて、教員の英語力 UP を目指して学

部内の教育システムを構築する。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

・学部内における自己点検評価での「教育課程・学習成果」評価を重点的に

実施し、カリキュラムポリシーを基本とした PDCA を実施して教育の質の向上

を目指す。 

・平成 28 年度にカリキュラムを刷新した臨床検査学科・看護学科・放射線 

学科においては教育の成果ならびに問題点を把握、検討し、より効果的なカ

リキュラムを目指して教育方法の改善に努める。 

・ｅラーニングや OSCE、アクティブラーニングなど、コミュニケーションの

とり方や技術、学生が主体的に考え実践するカリキュラムの検証と改善を行

う。 

 

④ 教育環境の整備 

・医療科学部 5 号館 4 階講義室を SGL（Small Group Learning）、PBL（Problem  
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Based Learning）にも対応可能な講義室へと変更する。 

・生涯教育研修センター2 号館に 1・2 年生のベース教室を移動したことによ

り、多種多様な講義形態に対応可能な講義室へ変更する。 

・学生ポータルサイトや学内無線 LAN を充実し、学生の利便性を図る。 

 

⑤ その他 

・ＩＲ分析活動を長期的な視野に基づいて積極的に展開する。情報収集、体

系化、分析結果のフィードバックを通じて、学部の自己評価、意思決定に寄

与し教育改善につなげる。 

・平成 30 年 4 月のハノイ医科大学の学生受け入れに向けた準備を整え、ベ  

トナムの看護師教育の発展に寄与し、本学学生の意識改革にもつなげる。 

 

４）大学院医学研究科 

 
① 学生の質の向上 

・研究指導計画に基づき、研究指導が行われる体制を整備することで、高度

な研究能力と、その基礎となる豊かな学識や高い臨床的能力などを有した将

来の指導的人材となる研究者・教育者・高度専門職業人の育成を図る。 

 

② 教職員の質の向上 

・従来、医学研究科ＳＤ・ＦＤは講演会やワークショップ方式で実施されて

いたが、新たに教職員研修 e-learning system を構築する。ｅラーニングを

学修基盤とすることで、個々の受講者に合わせた時間・場所・進捗速度で教

職員に求められる知識・スキルを身につけられるようにする。大学教育の質

の向上を期して、教職員の質の向上を学生の教育・指導に反映させていく。 

・教員評価制度を充実させ、実りある PDCA が回るよう体制を整えていく。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

・平成 30 年度に向けて、6 専攻課程から 1 専攻課程への改組を行う。現行の

6 専攻課程別ではなく 1 専攻課程に教育研究体制を変更することで、基礎医

学・分子医学及び臨床医学のバリアを取り除いた分野間横断的な連携を可能

にし、基礎研究と臨床研究の有機的な融合を図る。 

 

④ 教育環境の整備 

・大学全体の研究支援体制を強化することで大学院生の研究レベルアップを

図る。 

・大学院生への研究支援制度について抜本的に見直し、新たな制度の必要性
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について検討を行う。 

 

５）大学院保健学研究科 

 
① 学生の質の向上 

・TOEFL ITP テストの対策学習を課し、英語力のアップを図る。保健学研究

科では、今後、国際的に活躍できる研究者を育成するうえで必須である英語

力のアップを目指し、教育システムを構築する。 

・1 年次に学内における中間発表を実施し、研究の進捗状況の確認を行うと

同時にプレゼン能力アップを図る。 

 

② 教職員の質の向上 

  ・外国語による授業の一部実施を目指し、教職員が国際的センスを養うため

の体制強化を図る。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

・平成 28 年度に新設した 2 分野（臓器移植コーディネート分野、医療通 

訳分野）について、教育内容・教育成果を確認し、設置の目的を達成する 

べく改善を図る。 

・授業評価を実施し、教員へのフィードバックを行い、教育の質の改善に努

める。 

 

④ 教育環境の整備 

  ・保健学研究科保健学専攻における入学定員増について、環境上の不都合が

発生していないか確認し、教育環境の充実に努める。 

 

６）看護専門学校 

 
① 学生の質の向上 

・入学生確保のため入試日程などを検討し、広報活動を積極的に実施する。 

・学生個々の能力に合わせた指導を計画的に行い、学習不振の学生への小集

団学習などを取り入れ強化する。 

・自ら問いを立て、調べる―考える―表現することができる教育方法を実施

する。 

・看護師国家試験の 100％合格を目指す。 
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② 教職員の質の向上 

・新人教員を看護教員養成講習会に参加させ教育力の向上を図る。 

・教員の実務研修を継続し看護実践能力の向上を図ることで、学生の教育に

活かす。 

・マネジメント研修に参加できるように計画し、学生への「わかる授業の展

開」に活かす。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

・カリキュラム評価を PDCA で実践し、学生の習熟度に合わせたカリキュラム

の運営に努める。 

・特別教育活動を含め、社会のニーズを鑑み、地域に貢献できる内容の検討

を行う。 

 

④ 教育環境の整備 

・図書の充実・図書室の整備・開館時間の検討を行い、学生が利用しやすい

環境を整える。 

・継続して実習室の使用時間の調整、整備を行い、学生が看護技術の練習が

積極的に実施できる環境を整える。 

 

⑤ その他 

  ・多職種との的確な連携を密にし、学業継続の支援を側面から行う。 

・災害時における安全かつ迅速な行動がとれるよう、消防署との連携を持ち

防災訓練を実施する。 

 

２．研究 

１）研究支援推進センター 

 
① 環境整備 

・学内研究関連組織を改編統合し、研究支援推進センター組織下に「疾患モ

デル教育研究施設」、「共同利用研究推進施設」（七栗分室・坂種分室を含む）、

「学術研究支援推進施設」、「研究支援推進センター事務部」を置いた新体制

をスタートさせる。 

・学内の機器稼働状況調査により、機器の効率的な利用方法の構築、研究相

談窓口の設置、共同研究の橋渡しを行う。 

・研究支援推進センター事務室に「研究支援課」「研究費理課」を設置し、研

究関連事務業務の一元化を開始する。 
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・大学の研究力や世界水準との比較、注目すべき研究分野などを様々な角度

から分析して、研究力向上に向けた構築について検討、戦略的に改革に取り

組む。 

・データ集積管理システム Research Electronic Data Capture(Red-Cap)の

稼働を開始し、臨床研究症例報告書作成とデータベース管理、オンライン調

査集計、研究データのサーベイを実施する。 

 

② 力点を置く研究など 

・全学的なブランディング戦略を構築し、文部科学省の私立大学研究ブラン

ディング事業に「ビッグデータの活用による精神神経疾患をターゲットとし

た診断薬・創薬開発」を申請する。 

・本学の特色を生かした研究発表会・成果報告会などを積極的に開催する。 

・藤田保健衛生大学病院臨床研究助成事業を支援する。 

 

③ その他 

・研究関連教育セミナーとして、倫理セミナー、研究セミナー、コンプライ

アンスセミナー、利益相反セミナー、動物実験講習会、共同利用研究機器説

明会等を開催する。 

・指針、関連法規、学内手続き、書類データの入手など学内の研究者に研究

情報をまとめた研究 Book を配布する。 

 

２）総合医科学研究所 

 

① 環境整備 

・本研究所は、平成 27 年度から、文部科学省「共同利用・共同研究拠点」に

認定されている。前年度に引き続き、全国から課題の公募を行い、広く研究

支援をしていく。 

・戦略的研究基盤形成支援事業として、「疾患遺伝子網羅的解析センター」を

展開していく。前年度に引き続き、学内外から広く検体を受託し、遺伝学的

診断を支援していく。 

・多くの競争的研究資金を獲得し、よりよい研究環境を整備していく。 

 

② 力点を置く研究など 

・出生前診断、発症前診断、がんのクリニカルシーケンス等の遺伝学的診断  
・サルコペニア等の萎縮性筋疾患治療法、ナノ粒子であるエクソソーム解析  
・脳関連遺伝子機能、統合失調症やうつ病をはじめとした精神疾患の解析  
・主要組織適合遺伝子複合体（MHC）関連分子の研究、体節形成調節機構   
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の解析 

・正常細胞で正確なスプライシングを保証する仕組み、タンパク質因子解明 

・各部門がこれらをインパクトファクターの高い学術雑誌に論文として掲載

し、少しでも数多く引用されるようになることを目指し、多くのマスメディ

アにとりあげられるような研究成果をあげる。  
・社会に還元できるような研究成果を志し、得られた成果からは知的財産権

の獲得を目指す。  
 

③ その他 

・4 月 22 日に第 2 回メディカルサイエンスカフェを開催。地域の若い世代の

科学への関心の向上と総医研のアピールを目的とする。夏休みにもう１回開

催する予定。  
・昨年度に立ち上げたベンチャー会社「オーバス」との受託研究として、着

床前診断、羊水絨毛検査の検体を全国規模で受け入れる体制を構築する。  
 

３．医療・福祉 

１）藤田保健衛生大学病院（第一教育病院） 

 

① 世界水準を保った質の高い先進的な医療の安全な提供 

・「医療の質と患者安全の継続的な改善」を目的とした国際的な医療機能評価

機関である JCI（Joint Commission International）受審に向けた準備活動を

進める。 

・臨床検査部において ISO15189 認定取得を目指す。認定取得により臨床検査

室の信頼性の向上、医療安全の向上が期待される。 

・B 棟の平成 29 年 12 月竣工を目指す。B 棟竣工により、病院施設全てが新耐

震基準を満たすこととなり、安全な療養環境を担保する。また、B 棟への移転

時には、A 棟立ち上げの移転経験を活かし、安全で効率的な移転を実現し早期

にフル稼働体制を構築する。 

・B 棟では、周産期センター及び血液浄化センターを増床し、総合周産期母子

医療センターとしての認定と専用システム導入でのより安全、効率的な透析管

理ができる機能強化を目指す。 

・B 棟に設ける回復期リハビリテーション病棟と平成 30 年 4 月に 3 号棟に設

ける訓練室に、ロボットや最新の機器を設置し、世界最高水準のリハビリテ

ーションを実施する。 

・手術室の有効利用を目的としたプロジェクト活動をより強化し、手術待機

期間の短縮を図り、医療機会の損失を防ぐ。 
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・藤田イズムを持つ医療人を育成するため、職員教育を更に充実させる。 

 

②フロンティア精神で「医療の質」「国際化」「地域医療」でリーダーシップを

発揮 

  ・QI（Quality Indicator）を全部門で展開、各部門の改善テーマについて目

標値を定め、医療の質向上の見える化に積極的に取り組む。 

・地域の医療の安全と質の向上を目指す「藤田あんしんネットワーク」の地

域支援活動を引き続き推進する。 

・国際医療福祉部を中心に海外からの患者受け入れを積極的に行い、新設の国

際医療センターが医療の国際化の拠点となるよう人的・物的整備を進める。 

・平成 32 年開院予定の第 4 教育病院稼働のための準備を行う。特に、藤田イ

ズムを持つ医療人の教育研修を進め、必要人員を計画的に育成する。 

 

③ 経営基盤の安定 

・手術室有効活用、放射線検査運用有効化、手術材料管理、ICU 材料管理、医

療連携強化、診療報酬改善の 6 つのプロジェクトからなる経営改善プロジェ

クト 2017 を策定し、経営基盤の更なる強化と安定化を図る。 

・損益目標達成のための方策及び数値目標を明確にし、経営改善活動を病院職

員一丸となって展開する。 

・検査・薬剤・会計の待ち時間短縮により患者満足度を飛躍的に向上させる。 

 

２）藤田保健衛生大学坂文種報德會病院（第二教育病院） 

 
① 質の高い安全な医療の提供 

 ・病院増改築工事に伴い救急外来部門を拡充する。 

救急外来部門の面積を 160 ㎡から 460 ㎡に拡充するとともに医療機器も整備

し、より多くの救急患者の受入れを可能とする。 

・最新の 320 列ＣＴ装置が 4 月より稼働を開始する。従来の装置と比べ検査

時間の短縮、被ばく量の低減が図れる。特に冠動脈ＣＴ検査に威力を発揮し、

迅速な診断、適切な治療が提供できる。 

・当院では治療できなかった「あざ」等の治療が可能となる皮膚科レーザー   

治療を開始する。 

・アレルギー疾患対策基本法が施行され、専門的医療を提供する医療機関の

整備が図られる中で、地域のアレルギー疾患医療の拠点病院となるべくアレ

ルギーセンター設置等の体制整備を推進していく。 

・日本医療機能評価機構による病院機能評価更新審査を平成 30 年 2 月に受審

する。医療の質と安全向上を目的とした継続的な病院の質改善活動が評価さ
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れるように「認定病院」としての認証を目指す。 

 

② 患者サービスの向上 

  ・文書受付専用窓口を設置する。  

患者に分かりやすい文書依頼システムの構築と診断書・証明書の一元管理を

行う。診断書・証明書の受付けから引渡しまでの流れがスムーズになり、患

者満足度を向上させる。 

・総合健診科受付窓口を設置する。 

専用窓口を設置することにより待ち時間の短縮とプライバシーに配慮した受

付けを実現し、患者満足度を向上させる。 

・院内コンサートを月 1 回開催し、癒しの場を提供する。 

 

③ 医療・療養環境の改善 

・病院内サインを見直す。 

  病院増改築工事にあわせて、来院者に分かりやすい院内サインへ変更する。 

 

④ 経営基盤の安定 

・地域医療支援病院の申請をし、地域の中核病院となり、近隣診療所等との連

携を強化し地域医療への貢献を図る。 

・後発医薬品の採用活動を進め、薬品費の低減、収益改善につなげる。 

・手術室の有効利用を検討するワーキンググループを立ち上げ、手術件数の増

加を図り、手術件数前年度比 2％増を目指す。 

・厚生労働省が推進する地域包括ケアシステムの「医療」を担う地域包括ケア病

棟の設置を検討する。  

⑤ その他 

・職員休憩室の整備を行う。 

 職員の休憩スペースをＣ棟 3 階に確保し、リフレッシュできる環境を整える。 

・地域への貢献 

医師や看護師などコメディカルによる健康講演会を開催し、地域住民の健康に

対する意識向上を図る。また、地域行事（中川金魚祭り、敬老会、成人式）に

看護班を派遣し、地域住民との交流を深める。 
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３）藤田保健衛生大学七栗記念病院（第三教育病院） 

 
 ① 質の高い安全な医療の提供 

・増築棟の新設及び病棟改修によって最先端のリハビリ訓練室でロボット訓

練を行うことが可能となる。標準化した効果的なリハビリテーションを実施

する。 

  ・病診・病々連携として、基幹病院とのつながり方を多様化することで県内 

急性期病院との連携を強化する。 

・これまでの連携の中心地域である津、鈴鹿、松阪、伊勢に加え名張、四日

市地域との連携活動を進める。 

・導入した MRI を活用し、当院独自の健診と回復期リハビリテーション治療

に応用する。 

・幅広い病態の患者を受け入れられるように、ハイブリット緩和ケア（栄養・

化学療法）を拡大させる。 

・認知症専門医 2 名を配置し、認知症診療体制の強化を行う。 

・NST サーベイを実施することでより質の高い栄養管理を可能にし、褥瘡発

生率・カテーテル感染発生率・誤嚥性肺炎発症率を減少させる 

・栄養管理・リハビリ・認知症のスキルを活かした安全対策、合併症低減策

のシステム化を行う。 

 

② 患者サービスの向上 

・院内 CS（Customer Satisfaction）プロジェクトチームを発足させ、CS 向

上のため CS ニュース発刊を行う。 

・三重県立久居農林高校との包括協定に基づいた院内と地域の活性化を行う。

具体的には院内のアート化も実施する。 

・全職種病院職場満足度調査の実施を行い、解析とともに対策を講じる。 

 

③ 医療・療養環境の改善 

  ・セミナー・研修会が実施可能な記念ホール、地域支援室、多機能多職種対

応な学生実習室を備えた七栗増築棟（仮称）の 8 月完成を実現する。 

・患者・家族に伝わりやすいパンフレット・しおり・web の見直し、配布手

段の検討・実践を行う。 

・サテライトも視野にいれた、訪問リハ・在宅緩和等の地域への展開を行う。 

・MRI を昨年度末に導入した。認知症を対象とした検査、脳ドックによる患

者数増加を図る。 
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④ 経営基盤の安定 

・当院の「強み」を活かした戦略を企画立案し、計画的に実行する。 

・1 日当たりの、入院患者 190 名、外来患者 90 名を達成する。 

 

⑤ その他 

・津市、松阪市、鈴鹿市での市民公開講座を開催する。 

・栄養・リハ・認知症等の当院特性を活かした健康診断、脳ドックの検討を

行う。 

 

４）藤田保健衛生大学岡崎医療センター（第四教育病院） 

  ・平成 29 年 4 月から 400 床病棟の詳細設計を開始した。学園・施工者等で検

討を重ね年内を目標に完成させる。また、昨年度の病床整備計画書提出に続

き病院開設許可申請を今年度後半に岡崎市保健所へ提出し、平成 30 年の建設

工事着工と 32 年の開院を目指して計画を進行させる。 
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Ⅲ．平成 29 年度 学校法人藤田学園予算 
 

平成 29 年 3 月 29 日に開催された理事会及び評議員会において、平成 29

年度学校法人藤田学園の予算を承認した。  

 

平成 29 年度予算の経常収支は、教育活動収入 74,163 百万円、教育活動

支出 67,290 百万円、教育活動収支差額は 6,873 百万円となり、教育活動外

収支差額 28 百万円を加え、6,900 百万円の経常収支差額となった。 

特別収支は資産処分差額 1,167 百万円により△870 百万円の特別収支差

額となった。 

結果、基本金組入前当年度収支差額は 6,030 百万円となり、基本金 17,067

百万円の組入後の当年度収支差額は△11,037 百万円の予算編成となった。 

 

平成 29 年度の主な設備投資計画 

・ 藤田保健衛生大学 医学部 1 号館配管更新工事 

・ 藤田保健衛生大学 学生施設環境改善プロジェクト工事 

・ 藤田保健衛生大学病院 B 棟建設工事 

・ 藤田保健衛生大学病院 3 号棟改修工事 

・ 藤田保健衛生大学病院 外来棟改修工事 

・ 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 既設棟改修工事 

・ 藤田保健衛生大学七栗記念病院 増築棟工事 

（単位：百万円）

科目 予算額 科目 予算額

学生生徒等納付金 7,858 資産売却差額 0

手数料 280 その他の特別収入 297

寄付金 648 特別収入計 297

経常費等補助金 2,790 資産処分差額 1,167

附随事業収入 878 その他の特別支出 0

医療収入 61,017 特別支出計 1,167

雑収入 692 △870

教育活動収入計 74,163 6,030

人件費 29,279 △17,067

教育研究経費 34,442 △11,037

管理経費 3,559 △87,885

徴収不能額等 10 △98,922

教育活動支出計 67,290

6,873 ※

科目 予算額

受取利息・配当金 83

その他の教育外活動収入 0

教育活動外収入計 83

借入金等利息 56

その他の教育外活動支出 0

教育活動外収入計 56

28

6,900

※

教

育

活

動

外

収

支

教育活動収支差額

教

育

活

動

収

支

収

入

平成29年度事業活動収支予算書

経常収支差額

収

入

事業活動収支計算書は、収支を経常的な収支

「経常収支」と臨時的な収支「特別収支」に区分

し、さらに経常収支を本業である「教育活動収支」

と財務活動を中心とする「教育活動外収支」に分

けられています。

収

入

支

出
前年度繰越収支差額

記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しています。

翌年度繰越収支差額

支

出

教育活動外収支差額

支

出

特別収支差額

特

別

収

支

基本金組入前当年度収支差額

基本金組入額合計

当年度収支差額


	Ⅰ．事業計画の骨子
	Ⅱ．事業計画概要
	１．教育
	１）全学教学マネジメント
	２）医学部
	３）医療科学部
	４）大学院医学研究科
	５）大学院保健学研究科
	６）看護専門学校

	２．研究
	１）研究支援推進センター
	２）総合医科学研究所

	３．医療・福祉
	１）藤田保健衛生大学病院（第一教育病院）
	２）藤田保健衛生大学坂文種報德會病院（第二教育病院）
	３）藤田保健衛生大学七栗記念病院（第三教育病院）
	４）藤田保健衛生大学岡崎医療センター（第四教育病院）


	Ⅲ．平成29年度　学校法人藤田学園予算
	
	Ⅰ．事業計画の骨子
	Ⅱ．事業計画概要
	１．教育
	１）全学教学マネジメント
	２）医学部
	３）医療科学部
	４）大学院医学研究科
	５）大学院保健学研究科
	６）看護専門学校

	２．研究
	１）研究支援推進センター
	２）総合医科学研究所

	３．医療・福祉
	１）藤田保健衛生大学病院（第一教育病院）
	２）藤田保健衛生大学坂文種報德會病院（第二教育病院）
	３）藤田保健衛生大学七栗記念病院（第三教育病院）
	４）藤田保健衛生大学岡崎医療センター（第四教育病院）


	Ⅲ．平成29年度　学校法人藤田学園予算




