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Ⅰ．平成 28年度総括 
 
 
平成 28年度は、教育、研究、医療・福祉の各事業およびキャンパス再開発計画を学園ビ

ジョン・アクションプランと予算計画等に沿って進めた。具体的には下記の諸取組みを行い、

その結果、同年度末の学園の資産総額が 8 年ぶりに 1 千億円を超え、純資産も 9 年ぶりに

700 億円を超えた。 

 教学全般では、全学教学運営委員会を中心に検討を進め、教育ワーキンググループ、諸推

進センター等の取組みを強化した。前年度に続き私立大学等改革総合支援事業の 3 分野が

選定された。学生生活環境の改善工事を開始した。第 1回ホームカミングデイを藤田学園同

窓会の共催により開催した。 

 医学部では、TOEFL導入、入試制度改革・学費の大幅減額、教員評価制度導入、医学教育

分野別評価受審、3 ポリシーの一体的策定、ICT 化などを進めた。医療科学部では、MOU 締

結大学との留学生交換、地域包括ケア中核センター等での連携教育、生涯教育研修センター

2号館建設等による施設・設備の改善等を進めた。 

 大学院医学研究科では、論文作成手法や知的所有権等の教育強化、学位取得の制度・手続

き改訂、災害傷害保険の全員加入等を進めた。保健学研究科では、領域横断的な修士論文発

表会、医療通訳を含む 2分野の新設等を行った。 

 研究では、共同利用研究施設、藤田記念七栗研究所等の研究支援推進センター下への次年

度の改編を決定した。第 2回学内研究シーズ・ニーズ発表会や教育セミナーを開催した。総

医研の産学連携に基づくベンチャー起業を行った。 

 大学病院では、国際標準の質の高い医療に向けた JCI受審プロジェクト発足、病床有効利

用を含む改善等を進めた。また、B棟建設・既存棟改修を進めた。海外からの受診者増加を

得て国際医療センターを発足させた。地域医療介護連携強化をめざして地域医療連携推進

法人設立の準備を進めた。目標を上回る入院・外来患者数、経費低減等により予算を超える

収益を達成した。第 2教育病院では、新棟の竣工、最新 CT導入・大型検査装置更新等の施

設整備に加え、コンビニ・カフェテリア設置、院内演奏会などの患者サービス改善を進めた。

紹介や救急からの入院患者は増えたが、患者数は目標を下回った。第 3教育病院では、病棟

改修による療養病棟のリハ病棟転換や緩和医療機能強化、増築棟建設を進め、MRIも導入し

た。戦略企画室発足、地域啓発活動等を行ったが、患者数は目標を下回った。 

 岡崎市に平成 32年に建設予定の岡崎医療センターの準備を進め、概要を公表した。 

 

 

学校法人藤田学園 

理事長 ご記名（直筆） 
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Ⅱ. 建学の理念 
 

 

本学園は建学の理念として「独創一理」を掲げ、「独創的な学究精神を堅持して真理を探

究し、おおらかな誇りを持ち、感激性に富む、個性豊かな人格を形成する」ことを目指して

いる。 

この建学の理念では、本学のあり方として、独自の優れた発見や開発から生まれた真理の

探求、チームワークの不可欠な医療関連専門職間の仲間意識の高揚と連帯、私学の果たして

きた反骨精神などを継承することが鼓舞されるとともに、大学人や学生のあり方として、時

流を拓いた偉大な人物や科学者に学ぶこと、及び献身的かつ感動に奮起する人間像の形成

が重視されている。 

そして、藤田保健衛生大学医学部、医療科学部、及び看護専門学校においては専門的知識・

技術とともに、チーム医療教育に向けたアセンブリ教育をはじめ、態度や考え方、コミュニ

ケーション能力の修得に力点をおいた教育を行うことにより、患者中心のチーム医療の担

い手として社会に貢献できる、人間性や探求心の豊かな「良き医療人」の育成に向けた取り

組みが行われている。 

また大学病院では、開院当初より、｢我ら、弱き人々への無限の同情心もて、片時も自己

に驕ることなく医を行わん｣との医療理念を掲げ、病める方々への限りない共感と決して慢

心することのない心のこもった医療めざして、大学としての先進的な医療の実施に邁進し

ている。このような医療の基本精神は、坂文種報德會病院、七栗記念病院においても共有さ

れている。 

さらには、医学、医科学領域などにおける研究の総合的な推進及び研究者の育成をめざし

て専属研究者から成る総合医科学研究所を設置するとともに、社会人を含む高度専門的医

療人育成をも兼ねた大学院医学研究科、保健学研究科を設けて、研究と人材の育成を推進し

ている。 

以上のように、本学園は創設以来、「独創一理」の建学理念と病院の医療理念などに基づ

き、医学・医療の広範な領域にわたる専門職と研究者の育成及び病める方々に対する高度か

つ全人的な医療の実現に向けた取り組みに力を注ぎ、学園に対する社会的な期待に応えて

きた。 
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Ⅲ．学校法人の沿革 
 

昭和３９年０９月２４日 学校法人藤田学園設立 

            同時に南愛知准看護学校設置認可，同年１０月開校 

昭和４０年０４月０１日 南愛知准看護学校４月入学に変更 

昭和４１年０１月２５日 名古屋衛生技術短期大学 衛生技術科設置認可，同年４月開学 

昭和４１年０６月０４日 名古屋医学技術専門学院（夜間）厚生省が国家試験受験資格を 

認め，衛生検査技師養成所として指定，同年１０月開学 

昭和４３年０３月１５日 名古屋保健衛生大学 衛生学部衛生技術学科，衛生看護学科設置 

認可，同年５月開学 

昭和４３年０３月２１日 南愛知高等看護学院設置（厚生省指定），同年４月開校 

昭和４６年１０月０１日 藤田学園名古屋保健衛生大学ばんたね病院（第２教育病院）開設 

昭和４６年１１月２２日 名古屋保健衛生大学 医学部医学科設置認可,昭和４７年４月開学 

昭和４７年０４月０１日 名古屋保健衛生大学 総合医科学研究所開設 

昭和４７年１１月０１日 藤田学園名古屋保健衛生大学病院（第１教育病院）開設 

昭和４８年１２月１５日 生薬研究塾開所 施設全体を「七栗学綜」と命名 

昭和５３年０３月２４日 名古屋保健衛生大学 大学院医学研究科 形態系，機能系，保健 

衛生系，内科系，外科系各専攻課程設置認可，同年５月開学 

昭和５４年０４月０５日 名古屋保健衛生大学 救命救急センター開設 

昭和５８年０２月１９日 南愛知准看護学校（各種学校）と南愛知高等看護学院を統合して 

藤田学園看護専門学校と改称，専修学校として設置認可 

昭和５８年０４月０１日 藤田学園看護専門学校 医療専門課程看護科，医療高等課程准看護 

科開校 

昭和５９年０６月０１日 大学，短期大学の名称をそれぞれ藤田学園保健衛生大学，藤田学

園衛生技術短期大学に変更，名古屋医学技術専門学院の名称を藤

田学園医学技術専門学院に変更 

昭和５９年１２月２７日 短期大学 専攻科衛生技術専攻設置認可，昭和６０年４月開学 

昭和６１年０１月３０日 総合コンピュータ プログラミング専門学校 工業専門課程設置認 

可，同年４月開校 

昭和６１年１２月２０日 ばんたね病院の名称を藤田学園保健衛生大学坂文種報德會病院に 

変更 

昭和６１年１２月２３日 藤田学園保健衛生大学 衛生学部診療放射線技術学科設置認可， 

昭和６２年４月開学 

昭和６２年０３月１８日 藤田学園保健衛生大学大学院 医学研究科分子医学系専攻課程設 

置認可，同年４月開学 
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昭和６２年０４月２０日 藤田学園保健衛生大学七栗サナトリウム開設、「七栗学綜」の呼

称を「七栗校地」に変更 

平成０３年０４月０１日 大学，短期大学，専門学校の名称をそれぞれ藤田保健衛生大学，

藤田保健衛生大学短期大学，藤田保健衛生大学看護専門学校，藤

田コンピュータ専門学校に変更 

平成０４年０３月２５日 藤田保健衛生大学リハビリテーション専門学校 医療専門課程 理

学療法科 作業療法科設置認可，同年４月開校 

平成０４年１２月２１日 短期大学 専攻科衛生技術専攻を廃止，臨床工学技術専攻を設置 

認可，平成５年４月開学 

平成０７年１０月０１日 生薬研究塾は総合医科学研究所に編入され，「藤田記念生薬研究塾 

            研究部門」となる 

平成０７年１２月２２日 藤田保健衛生大学短期大学 医療情報技術科設置認可，平成８年

４月開学 

平成０８年０１月３１日 藤田コンピュータ専門学校 工業専門課程 学生募集停止 

平成０９年０４月２４日 藤田保健衛生大学看護専門学校 医療高等課程 学生募集停止 

平成０９年０５月１６日 藤田コンピュータ専門学校 廃止 

平成０９年１０月２９日 藤田学園医学技術専門学院 学生募集停止 

平成１０年０４月０１日 藤田記念生薬研究塾研究部門は「藤田記念生薬研究所」に改組 

平成１１年０６月３０日 藤田保健衛生大学看護専門学校 医療高等課程 廃止 

平成１１年１２月０９日 藤田保健衛生大学看護専門学校 医療専門課程 ２年課程学生募集

停止 

平成１１年１２月１４日 藤田保健衛生大学看護専門学校 医療専門課程 ３年課程開設， 

平成１２年４月開校 

平成１２年１２月２１日 藤田保健衛生大学 大学院保健学研究科 保健学専攻（修士課程）

設置認可，平成１３年４月開学 

平成１３年０３月３０日 藤田学園医学技術専門学院 廃止 臨床検査技師養成所としての指

定取り消し 

平成１４年０４月０１日 藤田保健衛生大学看護専門学校 医療専門課程 ２年課程 廃止 

平成１５年０４月１０日 藤田保健衛生大学 衛生学部リハビリテーション学科 理学療法専 

攻・作業療法専攻設置届出，平成１６年４月開学 

平成１６年０４月０１日 藤田記念生薬研究所は「藤田記念七栗研究所」に改称 

平成１６年０５月１７日 藤田保健衛生大学リハビリテーション専門学校 医療専門課程 学

生募集停止 

平成１７年０２月０１日 藤田保健衛生大学 中部国際空港診療所開設 

平成１９年０３月３１日 藤田保健衛生大学リハビリテーション専門学校 医療専門課程廃止 

平成１９年０４月２４日 藤田保健衛生大学 医療科学部臨床工学科設置届出，平成２０年 

４月開学 
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平成１９年０７月０３日 藤田保健衛生大学短期大学 衛生技術科，医療情報技術科 学生募

集停止 

平成１９年１２月０３日 藤田保健衛生大学 医療科学部医療経営情報学科設置認可，平成 

２０年４月開学 

平成２０年０４月０１日 藤田保健衛生大学 衛生学部の名称を医療科学部に変更し，衛生

学部の衛生技術学科，衛生看護学科，診療放射線技術学科の名称

をそれぞれ医療科学部の臨床検査学科，看護学科，放射線学科に

変更 

平成２１年０４月２０日 藤田保健衛生大学短期大学 専攻科臨床工学技術専攻 学生募集 

停止 

平成２２年０５月２１日 藤田保健衛生大学短期大学 廃止 

平成２５年０２月０１日 藤田保健衛生大学地域包括ケア中核センター（医療・福祉業） 

開設 

 平成２６年１０月３１日 藤田保健衛生大学 大学院保健学研究科 医療科学専攻（博士後期

課程）設置認可，平成２７年４月開学 

平成２８年０１月０１日 藤田保健衛生大学七栗サナトリウムの名称を「藤田保健衛生大学

七栗記念病院」に変更 

平成２９年０３月３１日 学内研究組織再編により藤田保健衛生大学藤田記念七栗研究所を

「研究支援推進センター」に統合 

              



7 
 

Ⅳ．学校法人の概要 

 １．設置する学校・学部・学科等の入学定員、学生数等の状況（平成 28年 5月１日現在） 

（単位：人）  
                                      

学校名 

 

学部・学科名 
開設 

年度 

入学 

定員 

志願 

者数 

合格 

者数 

入学 

者数 

編入学

定員 

編入学

者数 

収容 

定員 
現 員 

藤田保健衛生大学 医学研究科 博士課程 Ｓ53 52 51 50 49 ― ― 240 164 

 

保健学研究科  

保健学専攻 

修士課程 

Ｈ13 30 73 65 65 ― ― 60 119 

 

保健学研究科 

医療科学専攻 

博士後期課程 

Ｈ27 ４ 10 ６ ６ ― ― ８ 12 

 大 学 院 計  86 134 121 120 ― ― 308 295 

 医学部医学科 Ｓ47 120 4,543 365 121 ― ― 675 701 

 医療科学部  480 4,258 1,759 529 ― ― 1,671 1,947 

 臨床検査学科 Ｓ43 120 931 374 130 ― ― 405 429 

 看護学科 Ｓ43 120 1,335 528 137 ― ― 420 468 

 放射線学科 Ｓ62 55 642 199 63 ― ― 205 243 

 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 Ｈ16 95 736 287 105 ― ― 335 429 

 臨床工学科 Ｈ20 50 412 218 53 ― ― 170 206 

 医療経営情報学科  Ｈ20 40 202 153 41 ― ― 136 172 

 学 部 計  600 8,801 2,124 650 ― ― 2,346 2,648 

 大 学 合 計  686 8,935 2,245 770 ― ― 2,654 2,943 

藤田保健衛生大学 

看護専門学校 

医療専門課程 看護科 

全日制 ３年課程 
Ｈ12 40 180 83 42 ― ― 120 120 

合    計  726 9,115 2,328 812 ― ― 2,774 3,063 
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２．学位授与・資格試験 

＜学位＞ 

学校名 学部・学科 教育課程 授与数（人） 

藤田保健衛生大学 大学院医学研究科博士課程 博士 ３１ 

 
大学院保健学研究科 

 医療科学専攻博士後期課程 
博士 ０ 

 
大学院保健学研究科 

 保健学専攻修士課程 
修士 ３６ 

 

＜国家試験合格率＞ 

学校名 学部・学科 資格名称    合格者数(人) 合格率（％） 

藤田保健衛生大学 医学部 医師 97/109 89.0 

 医療科学部 

臨床検査学科 
臨床検査技師 86 94.5 

 医療科学部 

看護学科 
看護師 109 100 

 医療科学部 

看護学科 
保健師 15 100 

 医療科学部 

放射線学科 
診療放射線技師 62 100 

 医療科学部 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 
理学療法士 52 100 

 医療科学部 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 
作業療法士 44 100 

 医療科学部 

臨床工学科 
臨床工学技士 45 100 

 医療科学部 

医療経営情報学科 
診療情報管理士 43 97.7 
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（単位：円） ３．学費 

学校名 学部・学科名 入学金 
授業料 

（年間） 

実験実習 

教材費 

（年間） 

教育充実費

（年間） 

学 費 減 免

（年間） 
合計 

藤田保健衛生大学 

大学院 

医学研究科 博士課程 

社会人(臨床系専攻課程） 

150,000 800,000 ― ― ― 950,000 

 大学院 

医学研究科 博士課程 

社会人（基礎系専攻課程） 

一般 

150,000 800,000 ― ― 500,000 450,000 

 医学部 

医学科 1学年 
1,500,000 3,500,000 500,000 1,700,000 ― 7,200,000 

 医学部 

医学科 2学年以上 
― 3,500,000 1,000,000 1,300,000 ― 5,800,000 

 大学院 

保健学研究科  

医療科学専攻 

博士後期課程 

150,000 750,000 ― ― ― 900,000 

 大学院 

保健学研究科  

保健学専攻 

修士課程 

150,000 750,000 ― ― ― 900,000 

 医療科学部 

臨床検査学科 1学年 
300,000 800,000 250,000 300,000 ― 1,650,000 

 医療科学部 

臨床検査学科 2 学年以

上 

― 800,000 300,000 400,000 ― 1,500,000 

 医療科学部 

看護学科 1学年 
300,000 800,000 300,000 300,000 ― 1,700,000 

 医療科学部 

看護学科 2学年以上 
― 800,000 350,000 400,000 ― 1,550,000 

 医療科学部 

放射線学科 1学年 
300,000 800,000 250,000 300,000 ― 1,650,000 

 医療科学部 

放射線学科 2学年以上 
― 800,000 300,000 400,000 ― 1,500,000 

 医療科学部 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 1学年 
300,000 800,000 300,000 300,000 ― 1,700,000 

 医療科学部 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科  

2学年以上 

― 800,000 350,000 400,000 ― 1,550,000 

 医療科学部 

臨床工学科 1学年 
300,000 800,000 250,000 300,000 ― 1,650,000 

 医療科学部 

臨床工学科 2学年以上 
― 800,000 300,000 400,000 ― 1,500,000 

 医療科学部 

医療経営情報学科  

1学年 

300,000 800,000 50,000 300,000 ― 1,450,000 
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（単位：円） 

 医療科学部 

医療経営情報学科  

2学年以上 

― 800,000 100,000 400,000 ― 1,300,000 

藤田保健衛生大学 

看護専門学校 

医療専門課程 看護科 

1学年 
150,000 300,000 60,000 60,000 ― 570,000 

 

 

医療専門課程 看護科 

2学年以上 
― 300,000 100,000 60,000 ― 460,000 
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４．組織図 
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５．役員の概要 

(平成 29年 3月 31日現在) 

①理事 定員数 10名、 任期 3年：平成 27年 10月 2日～平成 30年 10月 1日 

監事 定員数 2～3名、任期 2年：平成 28年 10月 2日～平成 30年 10月１日 

区 分 氏 名 常勤・非常勤の別 摘     要 

理 事 長 小野雄一郎 常 勤 平成 20年 4 月 理事就任 

平成 23年 4 月 理事長就任 

専務理事 星長 清隆 常 勤 平成 21年 2 月 理事就任 

平成 26年 10月 専務理事就任 

※任期：平成 32年 3月 31日まで 

（現：藤田保健衛生大学長） 

常務理事 才藤 栄一 常 勤 平成 23年 4 月 理事就任 

平成 26年 10月 常務理事就任 

（現：藤田保健衛生大学統括副学長） 

常務理事 清川 剛夫 常 勤 平成 23年 7 月 理事就任 

平成 26年 10月 常務理事就任 

（現：藤田学園法人本部統括事務局長） 

理  事 岩田 仲生 常 勤 平成 27年 6 月 理事就任 

（現：藤田保健衛生大学副学長・医学部長） 

理  事 金田 嘉清 常 勤 平成 23年 5 月 理事就任 

（現：藤田保健衛生大学副学長・医療科学部長） 

理  事 内藤 健晴 常 勤 平成 25年 4 月 理事就任 

（現：藤田保健衛生大学副学長・学生部長） 

理  事 湯澤由紀夫 常 勤 平成 26年 4 月 理事就任 

（現：藤田保健衛生大学病院長） 

理  事 井澤 英夫 常 勤 平成 26年 9 月 理事就任 

（現：藤田保健衛生大学坂文種報德會病院長） 

理  事 近松  均 非常勤 平成 17年 4 月 理事就任 

（現：(社)藤田学園同窓会名誉会長） 

監  事 小山  勇 非常勤 平成 23年 10月 監事就任 

 

監  事 竹内 康浩 非常勤 平成 23年 10月 監事就任 

 

監  事 塚田 弘志 非常勤 平成 24年 4月 監事就任 

※任期：平成 30年 3月 31日まで 
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②年度内の退任理事・監事  【退任無し】 

 

③年度内の新任理事・監事  【新任無し】 

 

④評議員 定員数 21～23名、 

任期 4年：平成 28年 9月 27日～平成 32年 9月 26日 

氏 名 主な現職等 

小野雄一郎 理事長 

星長 清隆 藤田保健衛生大学長・専務理事 

才藤 栄一 藤田保健衛生大学統括副学長・常務理事 

清川 剛夫 藤田学園法人本部統括事務局長・常務理事 

岩田 仲生 藤田保健衛生大学副学長・医学部長・理事 

金田 嘉清 藤田保健衛生大学副学長・医療科学部長・理事 

内藤 健晴 藤田保健衛生大学副学長・学生部長・理事 

湯澤由紀夫 藤田保健衛生大学病院長・理事 

井澤 英夫 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院長・理事 

園田  茂 藤田保健衛生大学七栗記念病院長 

橋本 修二 藤田学園医学・保健衛生学図書館長 

堀口 正之 藤田保健衛生大学医学部教授 

寺平 良治 藤田保健衛生大学医療科学部名誉教授 

濵子 二治 藤田保健衛生大学医療科学部副学部長 

桑原  浩 藤田保健衛生大学病院事務局長 

井上 陽光 藤田保健衛生大学医学部事務部長 

眞野 惠子 藤田保健衛生大学病院副院長・看護部長 

西村 德代 藤田保健衛生大学看護専門学校長 

近松  均 (社)藤田学園同窓会名誉会長・藤田学園理事 
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松山 裕宇 (社)藤田学園同窓会会長 

坂  直樹 (財)坂文種報徳会長 

藤田 俊子 (財)新居浜精神衛生研究所理事 

 

⑤年度内の退任評議員 

氏 名 摘   要 

西村 德代 平成 29 年 3 月 退任 

 

⑥年度内の新任評議員 

氏 名 摘   要 

桑原  浩 平成 28 年 4 月就任（藤田保健衛生大学病院事務局長） 
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６．教員・職員数 

 

（
単
位
：
人
）
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Ⅴ．事業の概要 

１．教育 

１）全学教学マネジメント 

１．大学改革推進 

 

平成 28年度は、前年度の文部科学省「私立大学等改革総合支援事業」選定の成果を基

盤に、更なる教育の質改革の推進、研究支援推進センターの機能整備及び体制強化、国際

交流の拡充、産学・地域連携の推進を計画に掲げ、全学教学運営委員会を中心とする教学

マネジメント体制の下で、多面的な取組みを展開した。 

主な取組みとしては、医学部における医学教育分野別認証評価受審、多面的・総合的

に評価する入試制度の改革、IR推進体制の強化、FD/SD の充実、研究支援組織の集約及び

事務一元化の実現、学術交流協定（MOU）提携校の拡大、ベンチャー企業の設立などが挙

げられる。 

また、建学の理念に基づく本学独自の全学的特別教育活動として実施する※アセンブ

リ教育を更に発展させ、地域や大学間連携を更に深め、本学の人材育成基盤教育としての

効果を高めていくために、次年度に全学的教育部門としてのアセンブリ教育センターを設

立すべく検討を進めた。 

なお、平成 28年度の各全学組織の取組み実績等を以下に列記する。 

※アセンブリ教育：開学以来の伝統を有する本学の特徴的な教育プログラムで、学部学科の枠を 

越えた共通の活動を通して学生はチーム医療に欠かせない力を段階的に身に付けることができる。 

 

① 教育の質改革ワーキンググループ 

・「私立大学等改革総合支援事業」に対する取組みの拡充を中心に検討し、ディ

プロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシーの 3ポ

リシーの見直し、全学的な教員評価制度の確立、大学院における授業評価の実施、

教員の FD（ファカルティ・デベロップメント）参加率の向上、多様な SD（スタ

ッフ・デベロップメント）の実施、大学ポートレートの記載内容の充実に取り組

んだ。 

② 教育基盤整備ワーキンググループ 

・教学マネジメントを支える事務職員の顧客志向を強め、また、教学事務の最適

化に向けて、部課長向けのマネジメント SD及び若手事務職員向けの SD（ロジカ

ル・ライティング研修）を実施した。 

③  国際交流推進センター 

・平成28年度は、モンゴル医科大学（モンゴル）、ミュンスター大学（ドイ
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ツ）、中国医科大学（中国）、上海健康医学院（中国）、マンダレー医科大学

（ミャンマー）の5大学と新たに学術交流協定（MOU）を締結、また海外企業と

の交流協定も締結し、教育・研究分野における多岐にわたる国際交流を推進し

た。 

・MOU締結先である米国ジョンズ・ホプキンス大学との特別講演会[11月]、イタ

リアミラノビコッカ大学とのMOU締結10周年記念講演会[11月]を実施、また本学

の外国人留学生等が日本文化に触れるJapanese Culture Day[7月]を実施するな

ど、一層の国際化に向けて様々な活動を展開した。 

④ 地域連携教育推進センター 

・地域住民向けの生涯学習の機会提供のため、公開講座や出張講義を充実させた。

子供向けには、病院の仕事を紹介する親子病院体験ツアーや医療に関する体験

型の学習等を開催した。 

・大学間連携としては日本福祉大学との災害に関するシンポジウム、名城大学と

の多職種連携に関する FDを共催した。この他、大学病院見学ツアーを毎月開催

し、地域住民への大学病院周知活動をすすめた。 

⑤ 産学連携推進センター 

・本学の研究シーズを基にしたベンチャー企業（社名：オーバス）の設立を支援

し、本学が持つ知的資源の事業化を進めた。 

・本学産学交流アセンブリスタジオにおいて、産業界からの協賛を得て、総合医

科学研究所と共同でメディカルサイエンスカフェを開催した。学生・教職員と近

隣の小中学生・保護者との交流を通じて、知の拠点としての機能を果たした。 

⑥ IR 推進センター 

・平成 27年 8月に学長の下に設置した IR委員会の活動を更に推進するために、

平成 28 年 8月に IR推進センターとして部門化し専任職員を配置すると同時に、

医学部と医療科学部にそれぞれ分室を置いた。 

・前年度に実施した学生生活・学修実態調査の分析、入学前の学生の特性分析に

加えて、新たに学生の食環境に関する調査分析や卒業生の動向調査分析、卒業学

生に対する DP（ディプロマ・ポリシー）到達度評価分析を行い、それらの結果

を公表した。 

⑦ その他 

・同窓生の社会貢献に対する顕彰と本学と同窓生相互の旧交を温め、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、同窓生及び教職員約 350 名の

参加を得て、10月 22 日に第一回ホームカミングデイを開催した。 

・学生の食環境を含む学生生活環境を改善するため、まず学生食堂をリニューア

ル、平成 29 年度 4月上旬にオープンし、好評を得ている。引き続き周辺の環境

整備工事を計画している。 
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２．大学改革取り組みの成果  

 

平成 26 年度から実施してきた大学改革の取組みの結果、平成 27 年度に続き、平成

28 年度の「私立大学等改革総合支援事業」においても、タイプ 1「教育の質的転換」、

タイプ 2「地域発展」、タイプ 3「産業界・他大学との連携」の 3分野で選定された。 

それを受けて「私立大学等教育研究活性化設備整備事業」又は「私立大学等改革総合

支援事業の ICT活用推進事業」に係る補助金を活用し、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設備の整備、及びｅラーニング等を推進するための無線 LAN

設備の整備を行った。 

 

 

２）医学部 

 
① 学生の質の向上 

・英語力向上を図るため、１学年に TOEFL ITPテストを導入した。２回のトライアル受

験から合格基準を策定し、平成 29年度から進級要件とした。合わせて、学生の自学自

習を促進し、英語を継続的に学習できる環境（e-learning system）を整え、国際的視

野に立つ医師の育成を目指す。 

・入学から卒業までの学生の成績と卒業進路の解析を基に、推薦入試と一般後期入試等

の大幅な入試制度改革に取り組んだ。8年後（平成 37年）の藤田学園ビジョンに掲げ

た人材を育成するため、制度改革と合わせて学費を減額し、優秀な学生の獲得を目指す。 

 

② 教職員の質の向上 

・教員の意識改革を促し、教育研究の質を確保するため、「教育」「研究」「臨床」「管理

運営」「社会貢献」の５領域を自己評価する教員評価を導入し、賞与、昇給などへの処

遇反映とともに、教員の自己啓発及び職務改善に結びつけた。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

・平成 27年度より取り組んできた自己点検評価を継続して実施し、国際基準に基づく

医学教育分野別評価を 12月 6日～9日に受審（日本医学教育評価機構による外部評価）

し、適合の評価を受けた。改善が必要と指摘された項目（プログラム評価委員会の発足、

授業時間数の削減など）は直ちに対処した。 

・３ポリシー（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポ

リシー）の一体的な策定に取り組んだ。入試の募集要項やホームページなどを通して３

ポリシーを学内外に積極的に発信することで、大学自らが諸活動についての点検・評価

を行い、「内部質保証」を確立するための指針とし、教育研究活動の継続的改善（PDCA）

に繋げた。 
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・ディプロマ・ポリシーとカリキュラムを対応させたカリキュラムマップを作成した。

教育課程の体系性を明らかにすることで、履修科目の関連性や位置付けが理解でき、両

ポリシーの連動性をチェックすることで継続的改善（PDCA）が可能になる。 

・カリキュラムの教育プロセスと教育成果をモニタリングし、プログラム評価を行い、

医学教育活動の質を保証して社会的使命を達成するために、学修プログラム評価委員

会を立ち上げた。 

 

④ 教育環境の整備 

 ・タブレット端末を用いた資料配信システム（１学年）と授業収録システム（２学年及

び３学年）を導入した。e-learning system（Moodle）による反転授業・振り返り学習

の環境を整備する等、ＩＣＴ化を促進することで学生の学習環境の向上を図った。 

・在学生からの要望に応え、自習室の利用時間を延長して学習環境を向上させ、更なる

自学自習の促進を図った。また学生駐車場を、２学年から使用できるよう変更し、夜間

まで自習室を使用する学生の教育環境改善に繋がった。 

 

 

３）医療科学部 

 
① 学生の質の向上 

・国家試験や検定試験について、6学科で、今年度も高い合格率を維持した。 

（国家試験合格率：看護師試験 100％、保健師 100％、診療放射線技師 100％、臨床検 

査技師 94.5％、臨床工学士 100％、作業療法士 100％、理学療法士 100％、認定試験合

格率：診療情報管理士 97.7％） 

・国際的な視野を持った医療人の育成を目的に、MOUを締結したタイ、中国の大学への

短期留学生の派遣や留学生の受け入れを実施した。 

・アセンブリ活動の改革を通じて多職種連携意識の涵養を目指した。複数学科が共用す

る生涯教育研修センター２号館の完成に伴って、他学科との学生交流が増えたことも

良い効果を生んだ。 

・医療経営情報学科においては、資格試験対策の内容を検討・強化し、各試験の※合格

率アップへとつながった。 

 

※診療報酬請求事務能力認定試験合格率が 77.3%（昨年度 48.9%） 

医療情報技師能力検定試験合格率 36.2%（昨年度 23.7%） 

 

② 教職員の質の向上 

・教員の 95％以上がＦＤに参加し、教育力・指導力の向上に積極的に努めた。 

・領域制をもとに研究活動を活性化し、競争的な研究費の獲得を目指して、約 90％の
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教員が申請を行った。 

・地域全体の高齢化に伴う課題の解決に向けて、地域包括ケア中核センターを軸にし

た、アセンブリ教育などにより地域住民と教員ならびに学生とのコミュニティを形成

することで、地域連携をさらに深めることができた。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

・平成 28 年度よりカリキュラムを全面改訂した臨床検査学科・看護学科・放射線学科

においては、コミュニケーションスキルの向上や勉学への取り組み強化などの期初の

目標を達成した。 

・講義におけるアクティブラーニング強化のため、医療経営情報学科を中心に※クリッ

カーによる双方向対話型の授業を実践した。 

・社会人としての基礎力の強化を目的に、学部全体で自由科目としてインターンシップ

を導入した。 

・カリキュラムマップ、到達目標の整備など、平成 29年度から運用する学修成果可視

化のためのシステム導入に向けた準備を行った。 

 

※クリッカー：IT端末を利用して、学生の回答を即時集計し講義に反映できるシステム。 

 

④ 教育環境の整備 

  ・生涯教育研修センター２号館建設、基礎科学実験センターの改築、合同校舎６階への

実習室新設、５号館講義室の改築、各種実習機器の更新、増設を行い、学生数増員後も

充実した教育を実践できる環境を整備した。 

・アクティブラーニング室の有効利用により、学生の発表力向上、コミュニケーション

能力向上につながった。 

・証明書発行機の更新により、成績証明書の即時発行やインフルエンザ予防接種、キャ

リア支援講座等の各種申込・料金納入が可能となり、学生サービス向上につながった。 

 

⑤ その他 

・看護学科でプレイスメントテストを導入したことにより、入学生の学力を把握し、学

生指導に役立てることができた。 

・ベトナム・ハノイ医科大学看護学部の学生を対象とする、日本における看護教育プロ

グラムの実施に向けて準備を行った。 
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４）大学院医学研究科 

 
① 学生の質の向上 

・英文論文作成のための基本的な手法の学修を念頭に置いた『アカデミック・ライティ

ング』を開講した。論文作成の手法のみならず、知的所有権、引用方法を含めて学ぶこ

とで、英文論文の作成及び英語による学会発表を促進するなど、学生の英語力向上やグ

ローバル化に対応した。 

 

② 教職員の質の向上 

・外国語（英語）での教授法に関する大学院ＦＤを開催した。実例を元にしたロールプ

レイを行い、グローバル化が進む教育に対応するためのスキルアップを図った。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

・学位論文審査委員会の委員資格を明確にして、学位審査のプロセスの透明性・客観性

を高めた。 

・学位論文のみを残して満了退学後、2年以内の学位論文提出により学位取得が可能な

満了制度を廃止し、標準修業年限内での学位取得を促すなど学位取得のフローを見直

した。 

・新たに研究関連教育セミナーや CITI-Japan プログラムの受講を学位申請要件とし、

倫理、研究不正等の面での質を担保した。 

 

④ 教育環境の整備 

・入学後、安心して教育研究活動ができるよう、学生全員を「学生教育研究災害傷害保

険」及び「学研災付帯賠償責任保険」に大学負担で加入させた。 

 

⑤ その他 

・大学院履修管理システムをリニューアルし、学籍管理、履修管理、教員の実績管理な

どをデータベース化した。ペーパーレス化を目指して、現在システム変更を推し進め

ている。 

 

 

５）大学院保健学研究科 

 
① 学生の質の向上 

・保健学研究科の修士論文発表会を、全 6領域で横断的に開催したことにより、多角

的な視点での議論が行われ、研究の質の向上に寄与した。 
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・博士後期課程では、大学院生の研究の進捗状況を、臨床検査、放射線、リハビリテ

ーションの多分野の教員によりチェックすることで多くの研究ヒントを共有できた。 

・研究の成果を、大学院生が米国やイタリア等での国際学会で発表するなど、研究者

の育成に向けて年間を通じて計画をもって活動した。 

  

② 教職員の質の向上 

・大学院ＦＤ研修会を開催し、多数の教員が参加して、外部講師指導の下で教員の質

の向上を図った。 

・教育、研究を、個人だけではなく各分野単位での展開を促進したことにより、組織的

な取り組みで研究活動を活性化し、学生の研究指導力アップへとつなげた。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

・今年度より共通科目の授業評価アンケートを実施し、カリキュラムの質の向上を目

指した。 

・今年度、新設した２分野（臓器移植コディネート分野、医療通訳分野）の教育内容

を検証し、来年度以降の教育改善につなげる。 

 

④ 教育環境の整備 

・大学院生の増加に伴い、生涯教育研修センター２号館、医療科学部５号館に大学院

生室や演習室等を整備し、大学院生の教育環境を改善した。 

 

⑤ その他 

・保健学研究科説明会を４月に開催し、多くの進学希望者の疑問に答えた。また、大

学病院等に大学院の PRを積極的に行い、社会人大学院生の獲得を図った。 

 

 

６）看護専門学校 

 
① 学生の質の向上 

・国家試験の合格率は、100％であった。 

・質の高い学生確保のため指定校数の拡大や高校訪問による説明を行った結果、一般入

試応募者の調査書の内申は昨年度に比し若干上昇した。 

・特別教育活動の特別講義の内容として、年金セミナー・DV に関する講演、性暴力救

援センターからの講演などを増加させた。その結果学生アンケートから、「社会人とし

て活用できる」「専門職業人として活用したい」等の意見を得た。 
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② 教職員の質の向上 

・専任教員全員に対し実習施設での実務研修を計画的に実施して、評価・報告会を行っ

たことにより、後半期の実習指導において、学生に分かり易い指導ができるようになっ

た等の結果が得られた。 

・学会・研修会の報告会を年 2 回から年 3 回に増やし、教員の情報共有の場を増やし

た。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

・年 2回のカリキュラム評価により、教育内容の重複・進度を見直し精選したことで、

効果的な運営につなげた。 

・講義／演習／実習を体系的に連係させた「分かる授業」を学生が実感できているかに

ついて、アンケート調査の結果、93％の学生が実感していた。 

 

④ 教育環境の整備 

・新しい実習施設を開拓し、学生の実習環境の充実を図った。 

・29 年度は講義と実習のつながりをより一層が強化すべく、実習施設からの講師を増

員する。 

 

２．研究 

１）研究支援推進センター 

１．環境整備 
・平成 37年の「研究ビジョン」達成のために研究分野の重点実施事項（アクションプ

ラン）を定めて、医療法上の「※臨床研究中核病院」レベルの臨床研究推進を目的とし

て今年度は全学横断的な「研究組織体制の改革」、「研究レベルの向上」等に着手した。 

・学内研究組織再編の第一段階として、総合医科学研究所以外の共同利用研究施設、疾

患モデル教育研究センターなどを「研究支援推進センター」傘下に置くことを決定し、

平成 29 年 4月から新体制をスタートさせる。 

・10 月に「研究支援推進センター事務室」を医学部 3 号館に移転し、研究関連事務業

務の一元化準備を開始。8部門に散在していた研究支援事務部門を改組・統合して、総

勢 60 名以上のスタッフでの新「研究支援推進センター」を平成 29 年 4 月から発足さ

せる。 

・研究レベル向上のために現状の研究レベルの分析と教員研究費の配分などの改革を

行った。 

・臨床研究支援ツールとして、オンラインによるデータ集積管理システム Research 

Electronic Data Capture(Red-Cap)を導入した。 
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※「臨床研究中核病院」：現在認定されているのは旧帝大を含む 9大学と国立がんセンター（東京と 

千葉）の 11施設。 

 

２．力点を置く研究など 

・私立大学研究ブランディング事業への取り組みを開始した。 

文部科学省が今年度から開始した大学の独自色を打ち出す研究ブランディングの公

募事業に、「フジタクリエイションでストレス社会を克服！」のテーマで８月に応募申

請を行った。今年度は不採択となったが、11月より、平成 29年度の応募に向け活動を

開始し、本学のブランドとなりうる研究課題を学内公募・研究マネジメント委員会・研

究戦略委員会で審議し、本事業課題を見直し再申請することを決定した。 

・基礎研究から臨床研究への橋渡しとして、平成 28 年 6 月 16 日に第 2 回学内研究シ

ーズ・ニーズ発表会を開催し、270名の参加があった。 

 

３．その他 

・各種研究関連教育セミナーを 6回、開催した。 

 

※動画及びＤＶＤ視聴受講者数を含む 

 テーマ 演者 開催日 受講者数※ 

第 1回倫理ｾﾐﾅｰ 医学系研究の倫理－概要と法制化に向け

て 

松浦晃洋 平成 28年 5月 25日 1,234名 

第 1回研究ｾﾐﾅｰ 臨床研究賠償保険について 金子知之 平成 28年 6月 22日 664名 

第 2回研究ｾﾐﾅｰ 医学統計学 -研究に必要な基礎とﾄﾋﾟｯｸ 橋本修二 平成 28年 7月 25日 445名 

第 3回研究ｾﾐﾅｰ 遺伝子組換え実験に関する法令に準拠し

た安全な実験を行うために 

三浦惠二 平成 28年 9月 14日 253名 

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｾﾐﾅｰ 研究におけるｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ概論 

教育・研修 

研究費不正使用に関する対策及びﾙｰﾙ 

公的研究費執行に関する説明 

岩田仲生 

松浦晃洋 

杉山賢祐 

近藤亜由美 

平成 28年 6月 6日 1,999名 

利益相反ｾﾐﾅｰ 利益相反に関する説明会 橋本修二 平成 29年 3月 17日 167名 
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２）総合医科学研究所 

1. 環境整備 

・脳関連遺伝子機能の網羅的解析拠点として文部科学省「平成 27年度からの共同利用・

共同研究拠点」に認定されているが、今年度は、行動実験装置の補充、専門職員である

ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター（URA）の新規採用、ウエブサイト

より国内外から共同研究課題の公募を行った。 

 

[分子遺伝学研究部門] 

・「疾患遺伝子網羅的解析センター」において、学内外から 374件の診断用検体が寄せ

られ、遺伝学的検査を提供した。 

・AMED・臨床ゲノム情報統合データベース整備事業「造血器腫瘍のクリニカルシーケン

スにおける遺伝カウンセリング体制の構築」を開始し、第一教育病院・遺伝カウンセリ

ング室のがん領域の遺伝子診療体制を充実させた。 

 

[難病治療学研究部門] 

・非翻訳 RNA、プロテオミクス解析、薬剤のスクリーニング、ナノ粒子の電子顕微鏡観

察、細胞内小器官の観察が行える環境を整備した。 

 

2.力点を置く研究など 

・基礎研究では、システム医科学研究部門の研究成果「自閉症の優れたマウスモデルを

確立 － 治療への応用に期待 －」が 9月に Nature誌に掲載された。 

・トランスレーショナルリサーチに関しては、分子遺伝学研究部門が研究成果を基盤

に、産学連携のもとに着床前診断の受託解析に関するベンチャー起業を行った。 

 

[分子遺伝学研究部門] 

・次世代シーケンサーを用いた、複雑な染色体構造異常症の発生機構の解析について、

挿入、端部欠失・逆位重複の解析が終了した。 

・GeneTech 社との産学連携により、次世代シーケンスを利用した着床前診断のシステ

ム構築を行い、完成した。11 月 1 日には、学外からの着床前診断目的のサンプルを受

託するベンチャー起業（社名：オーバス）を行い、2件の診断依頼を受けた。 

 

 [難病治療学研究部門] 

・筋萎縮のモデル構築基盤を整備して、サルコペニアの治療法の探索に取り組み、原因

候補を同定に成功した。 

・その他、筋分化を担う非翻訳核酸の解析、ナノ粒子であるエクソソーム（分泌型膜小

胞）の研究が進行した。 

 



29 
 

[医高分子学研究部門] 

・脊椎動物 MHC 分子進化の研究、サイトカインの機能を明らかにする研究、体節形成

調節機構の研究、発生分化に伴う細胞動態の研究、それぞれで進展を見た。 

 

[システム医科学研究部門]  

・AMED・脳科学研究戦略推進プログラム（平成 28～33年）「うつ関連病態モデルを用い

た発症機序解明と脳内状態推定・回復方法の開発」および文科省 新学術領域研究「成

体脳におけるスクラップ＆ビルドの工事機能の解明」（平成 28～33年）の事業として疾

患に共通した分子基盤の探索を行い、全体の 20％進捗した。 

・文部科学省共同利用共同研究拠点「脳関連遺伝子機能の網羅的解析拠点」及び、新学

術領域「先端モデル動物支援プラットフォーム」（平成 28～34年）の拠点として、疾患

モデルマウスの探索及び、モデルマウスの網羅的行動解析を実施した。 

 

[遺伝子発現機構学]  

・世界で最初に機能が報告された環状の RNAである circRNA（ciRS-7）が、どのような

仕組みで作られているかを解明した。 

 

3.その他 

・文部科学省科学技術週間の 4月 23日に地域の小・中学生と保護者を対象とし、第１

回メディカルサイエンスカフェ「ヒトゲノム」を開催し、61 人の参加者があった。 

・生命科学データベースや次世代シーケンサー解析技術の習得を目指す初心者向けを

対象として、1月 31 日〜 2月 1日に「統合データベース講習会：AJACS 尾張」を開催

し、近隣の研究機関からの参加者もあった。 

 

[分子遺伝学研究部門] 

・12月 14日に第 3回 GCRP研修会（Genetic Counseling Role-Play）を開催した。 

 

[難病治療学研究部門] 

・藤田学園医学会の研究最前線セミナーを担当し、九州大学・大川教授の「トランスオ

ミクス研究の新展開 ー全ての遺伝子をみるー」の講演会を行なった。 

・「第４回若手による骨格筋細胞研究会」をウィンク愛知で開催した。 

 

[システム医科学研究部門]  

・日本科学未来館での、オープンラボツアー(計４回で一般参加者 36名）、トークイベ

ント(一般参加者 20名）、研究エリア見学ツアーを毎月 2回を行った。 
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３）藤田保健衛生大学藤田記念七栗研究所 

 
・藤田記念七栗研究所は平成 28 年度の活動をもって閉所し、平成 29 年度からは研究

支援推進センター下の研究組織として集約される。 

 

［リハビリテーション研究部門］ 

・リハビリテーション法の影響を評価する「脳卒中患者の麻痺側上下肢に対する総合的

機能回復治療の効果の検討」のランダム化比較試験を平成 27年 7月より継続した結果、

全体の約 30%の進捗状況となった。 

・株式会社デイ・エイチ・エスと、脳卒中後の麻痺上肢のリハビリテーション訓練をア

シストするロボットの開発を進め、脳卒中後の痙縮とよばれる症状を評価するための

装置のプロトタイプが完成した。 

 

［生化学研究部門］ 

・脳疾患関連では小脳変性マウスの原因遺伝子の特定を行い 8月に 10番染色体上で欠

失している遺伝子を見つけた。 

・脳梗塞モデル動物への訓練・薬剤併用療法による麻痺回復において、脳内のタンパク

質の変動が機能回復のメカニズムに関与することを明らかにした。 

・その他、栄養・食品機能性研究、人工知能（AI）診断技術と治療方針決定支援アルゴ

リズムの開発研究が進行した。 

 

 

３．医療・福祉 

１）藤田保健衛生大学病院（第一教育病院） 

 
① 患者中心の高度で安全・良質な医療の提供 

・「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）受審に向けたプロジェクトが発足した。病

院運営の業務ポリシーを明文化し、職員全体がそのポリシーに基づく医療を提供する

基盤づくりを進めている。 

・医療安全に係る外部監査委員会を 6 月・12 月に実施した。監査委員からは一層の医

療安全の風土づくりの取り組みが求められた。 

・これまでの 0.5㎜スライスから 2倍の高精度（0.25㎜スライス）となる世界初の CT

を導入し、より精密な診断を可能とした。 

・高度先進医療が継続的にタイムリーに提供できる体制づくりのため、経営改善プロジ
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ェクト 2016 を展開し、病床有効利用、放射線検査運用有効化、手術室有効利用、手術

材料管理改善のプロジェクトチーム活動をスタートした。手術室有効利用プロジェク

トでは、手術枠増加により、手術待機期間が短縮し手術件数が増加した。また放射線検

査運用有効化プロジェクトでは、放射線検査機器の有効利用により、外来診療における

検査件数が増加し検査までの待機期間が短縮した。病床有効利用プロジェクトでは、看

護部が中心となり、効率的なベッド運用を行うことで、入院待ち期間が短縮し延べ入院

患者数が目標値を大幅に超えた。 

 

② 患者の視点に立った最適な療養環境の追及 

・医療情報システム部、医療連携福祉相談部を中心に、地域医療機関との連携を強化し、

患者紹介をよりスムーズに行うシステム（ID-LINK）を改善し展開を進めた。 

・外来待ち時間の短縮を図ることで療養環境を改善する活動をスタートした。29 年度

はさらに活動を強化する。 

・平成 29年 12 月の竣工を目指し、B棟及び既存棟改修計画を進めている。B棟の新築

により、病院施設全てが新耐震基準を満たし、安全な療養環境が担保される。また、院

内動線が短縮され、患者・医療スタッフなどの利便性が向上する予定である。 

 

③ 人間性豊かで幅広い視野を持つ医療人を育成 

・医師を含めた多職種での接遇研修を実施した。事例検討を含んだ研修では、患者役・

医療スタッフ役それぞれの立場で意見を交わし、病院理念に基づいた接遇を実践した。 

・前述の教育、法人全体で行われる職員教育に加え、各部門で計画した教育を実施し、

職員の資質向上を図った。その結果、患者満足度は、前年に比し、若干（2 ポイント）

の上昇を見た。 

・海外からの患者及び健診受け入れ増を踏まえて、国際医療センターを発足。また、国 

際的視野を持つ国際医療スタッフの育成研修もスタートさせた。 

 

④ 経営基盤の安定 

・安全安心で高度な医療を提供するために必要な設備投資を実施した。特に、手術部

門・放射線検査部門・臨床検査部門への投資を積極的に行った。 

・経営改善プロジェクト 2016 により、入院患者増加、手術件数増加、検査件数増加、

薬品費の低減、材料費の低減等による経営改善が図られた。 

・多くの入院・外来患者に当病院を利用していただいた結果、予算を大幅に上回る収入

を得、更に各部門の効率的な物品使用、調達室を中心とした診療材料の物流見直しなど

により、費用低減が図られ、病院収益は予算を大幅に上回る増益となった。 
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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 

・創立 50周年記念事業としての病院増改築工事が進み、目玉となる新棟が 6月に竣工

した。引き続き既存建物の耐震工事や改修工事を実施し、当院が目指している「地域と

共生する急性期専門性強化型病院」としての機能を充実させていく。 

・Ｃ棟地下 1階を改修し、3月に最新の 320列ＣＴ装置を増設した。装置稼働に伴い検

査時間の短縮や被ばく量の低減が図れるとともに、検査までの待機期間が短縮される。 

・臨床検査部門において大型分析装置を更新した。これにより、以前と比べて正確かつ

迅速に検査結果が報告され、診察時の待ち時間短縮も図られた。 

 

② 患者サービスの向上 

・コンビニエンスストアの設置により、従来の売店が抱えていた品揃えやスペースなど

の問題点が解消された。また新設のカフェテリアは休憩場所としても利用され、患者の

満足度が向上した。 

・患者への癒しの提供を目的とした病院内演奏会を、ボランティアの協力を得ながら 7

回開催した。聴衆者も毎回 100人を超え、好評を得ている。 

 

③ 医療・療養環境の改善 

・新棟の竣工により、入院患者に対して明るく快適な療養環境が提供できた。 

・地域連携システム（ID-Link）の機能充実を図るために、連携医療機関から強い要望

のあった退院サマリーの公開を 11月より開始した。 

・卒後臨床研修評価機構による臨床研修プログラムを中心とした臨床研修評価を受審

するために、専任の事務員を配置するなど院内の体制整備を行い、3月に訪問調査を受

けた。今後も臨床研修病院としての質の向上を目指していく。 

 

④ 経営基盤の安定 

・平成 29年度に地域医療支援病院の承認申請を行うにあたり、院内組織の中核とな

る地域医療支援委員会を設置し取り組んだ結果、承認要件を満たすことができた。 

・入院患者数の増加に対する取り組みとして、紹介医療機関への診療情報提供書の早

期返信に努めることによる連携強化や救急部門において救急車搬送患者の積極的な受

入方針の徹底を関係職員に対して図ることで、他医療機関からの紹介患者や救急から

の患者が増加したが、平均在院日数が短縮したことにより延患者数が減少した。 

・後発医薬品の採用推進により薬品費が削減でき、機能評価係数Ⅱの後発医薬品係数

も上がり、収益改善につなげることができた。 

・新棟竣工に伴い病棟の再編成を実施し、看護部の人員配置を見直した。これにより

8月から看護職員夜間 12対 1配置加算が算定可能となり、増収につながった。 
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⑤ その他 

・医師や看護師、コメディカルなどが地域住民に対して開催した健康出張セミナーは

10回に及び、地域住民の健康増進活動に貢献した。 

 

 

 

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 

・５階病棟の療養型から回復期リハ病棟への転換(回復期リハ機能の強化)、４階病棟

の※ハイブリッド緩和機能増強により、県や地域が必要とする医療をよりしっかりと

提供できるようになった。 

・診療会議と収支改善委員会を統合し、診療各科が議長・副議長となって当院の医療

の質を多面的に検討し、改善活動を展開した。 

・緩和・脳卒中・認知症医療において、北勢・中勢・南勢各基幹病院との連携体制・

連携パスの強化活動を継続した。 

・当院の高いリハ能力を活かして訪問リハを新設し、地域医療への貢献度を高める体制

を整えた。 

・病院運営会議について、アクションプランと改善活動の見える化をし、出席メンバー

の増強も図った。 

・急性期病院のニーズに応え、患者受け入れ体制を整えた。 

・リハ目的入院でも医療依存度の高い患者には内科対応パターンも加えることで、入院

までの待機日数を削減した。リハ科と内科の連携強化により、院内での合併症治療が増

加した。 

・三重中央医療センター脳外科と当院リハ科、三重大学神経内科と当院内科の連携強化

が図られ、患者数の増加につながった。 

  

※ハイブリッド緩和ケア：緩和ケアとともに化学療法・腹水濾過濃縮再静注等も行う仕組み。 

 

② 患者サービスの向上 

・事業計画（増築棟、病棟改修）に基づき、ロボット訓練など最先端のリハビリ訓練室

や、地域に開かれた七栗記念ホールを擁する増築棟の工事をスタートさせた。 

・当院と県立久居農林高校の連携協力に関する包括協定が締結された。緩和ケア病棟 

中庭庭園緑化計画を皮切りに、栄養（食事）等も視野に入れる連携事業が始まった。 
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③ 医療・療養環境の改善 

・院内電子カルテ・レセプトシステムを藤田保健衛生大学病院と同一機種に変更し、

学園全体としてシステム管理ができるようになった。 

・リハビリフロア（本館 3階とリハ棟 2階）の拡張工事を開始した。 

・緩和ケアとともに化学療法・腹水濾過濃縮再静注等も行うハイブリット緩和ケアの

仕組み、高級感ある内装を 4階一般病棟に導入して魅力を増した。 

・MRIを年度末に導入し、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。 

・学生実習環境（研修医、看護実習、リハビリ実習生用）を改善し、後進の育成・獲得

に努める計画が確定した。 

 

④ 経営基盤の安定 

・戦略企画室を発足し、診療部門（リハ科、外科、内科）を中心にデータの活用、今

後の方向性・改善方策等多岐に渡る戦略企画活動を開始した。 

・５階病棟を療養病棟から回復期リハ病棟Ⅱに変更して収益性を増した。 

・七栗リハビリテーションセミナー、七栗緩和セミナー、地域講演会(出前講演会)等

の啓発活動を継続し、また地域公開講座、七栗ツアーを開始し、七栗記念病院が先達

であることを印象づけた。 

 

⑤ その他 

・職場の活性化、人材育成を目的とした全職種の藤田学園各組織との人材交流、ローテ

ーションの一環として、医療技術部のローテーション、適正配置が開始された。 

・地域支援室、広報委員会、入院調整チームが一丸となり、当院の魅力・入院受け入れ

状況を急性期病院に的確に伝えた。 

 

 

４）藤田保健衛生大学岡崎医療センター（第四教育病院） 

 
  ・藤田保健衛生大学岡崎医療センターの平成 30 年工事着工、32 年の開院を目指して、

岡崎医療センター準備委員会で策定した基本計画に基づき、一般病床 400 床を確保す

るための病床整備計画書を平成 28年 12月に提出し、愛知県での審査を経て平成 29年

1月 16 日付けで病床整備計画が承認された。 

・この計画承認を受け、正式名称を藤田保健衛生大学岡崎医療センターと決定し、3月

に建設業者の選定を行った。 
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Ⅵ．財務の概要 
平成 28 年度 学校法人藤田学園決算について 

 

【計算書類等について】 

学校法人は学校法人会計基準で定められた計算書類として、「事業活動収支計算書」、「資金収支計算

書」、「貸借対照表」とこれらに附属する明細表の作成が義務付けられています。 

 

以下に主だった計算書類について説明いたします。 

 「事業活動収支計算書」は、発生主義的な計算書であり企業会計でいえば損益計算書に近い書式

となっています。この計算書の目的は、1年間の活動に対応する事業活動収入と事業活動支出の

内容を区分して明らかにし、基本金組入後の収支均衡の状態を明らかにすることです。 

この計算書では、教育事業を中心とする経常的な収支と臨時的な収支を分けて表示しています。 

経常的な収支としては、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]の 2

つに区分し、臨時的な収支としては、特別な要因によって一時的に発生した臨時的な収支を[特別

収支]として表示しています。 

また、基本金組入前当年度収支差額（従来の帰属収支差額）により毎年度の収支のバランスを表示

し、その後に基本金組入額後の当年度収支差額により短期の均衡状態を表示し、翌年度繰越収支

差額により長期の均衡状態を表示しています。 

 

 「資金収支計算書」は、当該会計年度に行った諸活動に対応する全ての収入と支出の内容を明ら

かにし、支払資金（現金預金）の収支のてん末を明らかにした計算書です。 

 

 「活動区分資金収支計算書」は、一般企業のキャッシュフロー計算書に近い計算書で、資金収支計

算書の決算額を下記の 3つの活動区分に分け、活動区分別の資金の流れを示す計算書です。 

 「教育活動」…教育活動（施設整備等活動、その他の活動以外の活動）による資金収支

の状況を示す 

 「施設整備等活動」…当年度に発生した施設設備の購入、その財源（補助金、寄付金）を

示す 

 「その他の活動」…主に財務活動（借入金による収支、資金運用の状況等）による資金収

支を示す 

 

 「貸借対照表」は、年度末日における資産・負債・正味財産を把握し、学校法人の財政状態の健全

性、教育活動に必要な資産の保有状況についての情報を提供するものです。 

 

【事業活動収支計算書】 

平成28年度の経常的な収支による経常収支差額は予算を大幅に上回り 5,800百万円となりました。 

その内、本業である教育活動による収支差額は 5,784百万円、財務活動を中心とする教育活動外の収

支差額は 16百万円となりました。 

基本金組入前の全体の収支差額は 6,171百万円となり、基本金組入額5,866百万円を差し引いた当年

度の収支差額は 305百万円となりました。 

 

主な科目の概要については以下の通りです。 
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[教育活動収支] 

① 学生生徒等納付金  

藤田保健衛生大学、藤田保健衛生大学看護専門学校の学生3,060名の授業料等納付金であり、

7,743百万円の実績となりました。 

② 手数料 

入学検定料、試験料、証明手数料等の手数料であり、276百万円の実績となりました。 

③ 寄付金 

特定公益増進法人への寄付金、受配者指定寄付などの寄付金、施設設備以外の現物寄付等であり、

631百万円の実績となりました。 

④ 経常費等補助金 

私立大学等経常費補助金、臨床研修費等補助金、救命救急センター運営費補助金、愛知県看護師

等養成所運営費補助金、愛知県私立学校経常費補助金等の補助金の交付を受けており、2,634百万

円の実績となりました。 

⑤ 附随事業収入 

受託研究等の受託事業や食堂等の補助活動事業に係る収入が含まれており、738百万円の実績とな

りました。 

⑥ 医療収入 

附属病院の医療収入として、藤田保健衛生大学病院、藤田保健衛生大学総合救命救急センター、藤

田保健衛生大学中部国際空港診療所、藤田保健衛生大学坂文種報德會病院、藤田保健衛生大学七

栗記念病院、藤田保健衛生大学地域包括ケア中核センター等の医療収入が含まれており、藤田保健

衛生大学病院の患者数の増加、診療単価の増加などにより、予算を上回る 59,231百万円の実績とな

りました。 

⑦ 雑収入 

職員宿舎や看護師寮等の施設設備利用料や科学研究費補助金等の間接経費が含まれており、735

百万円の実績となりました。 

⑧ 人件費 

教員、職員、役員の給与、賞与、退職給与引当金繰入額等を計上しており、28,580百万円の実績とな

りました。 

⑨ 教育研究経費 

教育研究経費は、教育研究活動に必要な経費を計上しており、10,505百万円の実績となりました。 

⑩ 医療経費 

附属病院における診療に関する経費として薬品費、診療材料費、給食材料費、委託費、修繕費、減価

償却費等を計上しており、24,335百万円の実績となりました。 

⑪ 管理経費 

大学、専門学校、附属病院の管理運営に必要な経費及び法人運営に必要な経費を計上しており、

2,777百万円の実績となりました。 

 

[教育外活動収支] 

⑫ 受取利息・配当金 

預金等の利息、運用資産の利金等が含まれており、91百万円の実績となりました。 

⑬ 借入金等利息 

藤田保健衛生大学病院外来棟建築資金等の借入金の利息などにより、75百万円の実績となりまし

た。 
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[特別収支] 

⑭ その他の特別収入 

施設設備に対する補助金として私立学校施設整備費補助金、地域産学官連携科学技術振興事業費

補助金、医療施設耐震化支援事業基金事業費補助金などの施設設備に対する補助金や藤田保健衛

生大学病院B棟建設中間金支払に対する受配者指定寄付金、施設設備に対する現物寄付等が含ま

れており、937百万円の実績となりました。 

⑮ 資産処分差額 

建物、建物附属設備、構築物、機器備品の処分資産の処分金額価格と帳簿価格との差額であり、主に

建物の取り壊しに伴う処分差額等により、566百万円の実績となりました。 

 

[基本金組入額] 

⑯ 基本金組入額合計 

基本金組入額は学校法人がその諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持

すべきものとして事業活動収入から組み入れられる金額です。基本金は 1号基本金から 4号基本金

まであり、1号基本金は現有の固定資産の金額に対応する基本金で、藤田保健衛生大学病院B棟建

設、藤田保健衛生大学坂文種報德會病院新B棟増築工事等に係る 1号基本金の組入額により 5,866

百万円の組入額となりました。 
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【事業活動収支計算書】 (単位：百万円）

予算 決算 差異
事業活動収入の部
① 学生生徒等納付金 7,556 7,743 △186
② 手数料 410 276 +134
③ 寄付金 653 631 +22
④ 経常費等補助金 2,160 2,634 △473
⑤ 附随事業収入 679 738 △59
⑥ 医療収入 58,319 59,231 △912
⑦ 雑収入 729 735 △6

70,507 71,988 △1,481
事業活動支出の部
⑧ 人件費 29,116 28,580 +536
⑨ 教育研究経費 10,213 10,505 △292
⑩ 医療経費 24,306 24,335 △29
⑪ 管理経費 4,463 2,777 +1,686

徴収不能額等 14 7 +7
68,112 66,204 +1,908

2,395 5,784 △3,389
事業活動収入の部
⑫ 受取利息・配当金 96 91 +5

96 91 +5
事業活動支出の部
⑬ 借入金等利息 75 75 △0

75 75 △0
21 16 +5

2,416 5,800 △3,383
事業活動収入の部
⑭ その他の特別収入 682 937 △255

682 937 △255
事業活動支出の部
⑮ 資産処分差額 561 566 △5

その他の特別支出 0 0 0
561 566 △5

121 371 △250

2,537 6,171 △3,634
△5,833 △5,866 +34
△3,295 305 △3,600

△87,991 △83,188 △4,803

△91,286 △82,883 △8,403

71,285 73,016 △1,731

68,748 66,845 +1,903
※記載金額は百万円未満を四捨五入して表示

教育活動収入計

教育活動支出計

科目

教
育
活
動
収
支

特別収支差額

教育活動収支差額

教育活動外収入計

経常収支差額

特別収入計

教
育
活
動
外
収
支

事業活動収入計

事業活動支出計

基本金組入前当年度収支差額

⑯基本金組入額合計

当年度収支差額

前年度繰越収支差額

翌年度繰越収支差額

（参考）

教育活動外支出計
教育活動外収支差額

特別支出計

特
別
収
支

 

 

【資金収支計算書】 

平成28年度の資金収支は、前年度から繰り越された支払資金6,679百万円が当年度の諸活動による資金

の収入と支出の結果、次年度へ繰り越される支払資金は 9,784百万円となりました。 

 

事業活動収支計算書に含まれない主な科目の概要は以下の通りです。 

① 前受金収入 

次年度分の授業料等の前受け分であり、1,965百万円の実績となりました。 



39 
 

② 借入金等返済支出 

日本私立学校振興・共済事業団からの借入金、学校債の返済額であり、822百万円の実績となりまし

た。 

③ 施設関係支出 

建物、構築物、建設仮勘定などの施設に関する支出であり、藤田保健衛生大学病院B棟建設中間金、

藤田保健衛生大学坂文種報德會病院新B棟増築工事の支払い等により 7,472百万円の実績となりま

した。 

④ 設備関係支出 

機器備品、図書などの設備に関する支出であり、1,811百万円の実績となりました。 

【資金収支計算書】
収入の部 （単位：百万円）

予算 決算 差異
学生生徒等納付金収入 7,556 7,743 △186
手数料収入 410 276 +134
寄付金収入 657 694 △37
補助金収入 2,810 3,391 △581
資産売却収入 0 1,000 △1,000
附随事業・収益事業収入 679 738 △59
医療収入 58,319 59,231 △912
受取利息配当金収入 96 91 +5
雑収入 729 735 △6

① 前受金収入 1,902 1,965 △63
その他の収入 12,746 14,317 △1,571
資金収入調整勘定 △11,542 △13,219 +1,677
前年度繰越支払資金 6,292 6,679 △387
収入の部合計 80,655 83,640 △2,986

支出の部
予算 決算 差異

人件費支出 28,530 28,249 +282
教育研究経費支出 7,101 6,991 +110
医療経費支出 22,732 22,811 △79
管理経費支出 3,272 1,944 +1,327
借入金等利息支出 75 75 △0

② 借入金等返済支出 822 822 +0
③ 施設関係支出 8,975 7,472 +1,504
④ 設備関係支出 1,841 1,811 +30

資産運用支出 2,200 3,838 △1,638
その他の支出 6,818 10,253 △3,435
資金支出調整勘定 △6,710 △10,409 +3,699
次年度繰越支払資金 4,999 9,784 △4,785
支出の部合計 80,655 83,640 △2,986
※記載金額は百万円未満を四捨五入して表示

科目

科目

 

 

【活動区分資金収支計算書】 

平成28年度の諸活動による支払資金の増減額は 3,105百万円の増加となり、翌年度の繰越資金は 9,784

百万円となりました。 

 各活動区分別の資金の増減は以下の通りです。 

教育活動による資金収支は 10,977百万円の増加となりました。 

施設整備等活動による資金収支は、建物の建設等の施設関係の支出により 6,282百万円の減少となりまし

た。 

その他の活動による資金収支は、主に財務活動による収支で 1,590百万円の減少となりました。 
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【活動区分資金収支計算書】 （単位：百万円）

金額

教育活動による資金収支

教育活動資金収入 71,965
教育活動資金支出 59,995
調整勘定等 △993

10,977
施設整備等活動による資金収支

施設整備等活動資金収入 842
施設整備等活動資金支出 9,283
調整勘定等 2,159

△6,282
4,695

その他の活動による資金収支

その他の活動資金収入 3,418
その他の活動資金支出 5,008
調整勘定等 0

△1,590
支払資金の増減額 3,105
前年度繰越支払資金 6,679
翌年度繰越支払資金 9,784

※記載金額は百万円未満を四捨五入して表示

教育活動+施設整備等活動資金収支差額

科目

教育活動資金収支差額

施設整備等活動収支差額

その他の活動資金収支差額

 
 

 

 

【貸借対照表】 

平成28年度末日の純資産の部の合計は 72,960百万円となり、前年度より 6,171百万円の増加となりまし

た。 

資産の部合計は 100,426百万円となり、前年度より 6,180百万円の増加となりました。 

固定資産は 75,068百万円となり、藤田保健衛生大学病院B棟建設中間金、藤田保健衛生大学坂文種報

德會病院新B棟増築工事などによる建物や建設仮勘定の増加により、前年度と比較し 3,141百万円の増加

となりました。また、流動資産は 25,358百万円となり、前年度と比較して 3,040百万円の増加となりました。 

一方、負債の部合計は、27,466百万円となり、前年度と比較し 9百万円の増加となりました。 
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【貸借対照表】
資産の部 （単位：百万円）

本年度末 前年度末 増減
固定資産 75,068 71,928 +3,141

有形固定資産 72,039 69,084 +2,954
土地 6,041 6,039 +1
建物等 47,669 47,070 +599
その他の有形固定資産 18,329 15,975 +2,354

特定資産 2,220 2,200 +20
その他の固定資産 810 643 +166

流動資産 25,358 22,318 +3,040
現金預金 9,784 6,679 +3,105
その他の流動資産 15,574 15,639 △65

100,426 94,246 +6,180
負債の部

本年度末 前年度末 増減
固定負債 17,303 17,529 △226

長期借入金 2,410 2,892 △482
その他の固定負債 14,892 14,637 +256

流動負債 10,163 9,928 +235
短期借入金 482 482 +0
その他の流動負債 9,681 9,446 +235

27,466 27,456 +9
純資産の部

本年度末 前年度末 増減
基本金 155,843 149,977 +5,866

第１号基本金 151,607 145,741 +5,866
第4号基本金 4,236 4,236 +0

繰越収支差額 △82,883 △83,188 +305
翌年度繰越収支差額 △82,883 △83,188 +305

純資産の部合計 72,960 66,789 +6,171

100,426 94,246 +6,180
※記載金額は百万円未満を四捨五入して表示

※建物等には建物、建物付属設備、建設仮勘定を含む

負債及び純資産の部合計

科目

科目

科目

資産の部合計

負債の部合計

土地

6%

建物

47%特定資産

2%

その他の

有形固定

資産

18%

その他の

固定資産

1%

現金預金

10%

その他の

流動資産

16%

長期借入

金

9%

その他の

固定負債

54%

短期借入

金

2%

その他の

流動負債

35%
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