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Ⅰ．事業計画の背景 

本学園は 1964年の創立以来、「独創一理」を建学理念とする医療系総合学園として多彩な医療

分野の「良き医療人の育成」に向けた教育・研究に取り組み、多くの人材を輩出して社会に貢献し

てきている。また、病める方々の立場に立った｢安全で質の高い医療｣を目指し、最先端から終末期

の医療に及ぶ極めて広範な領域の取り組みを展開している。 

 平成 23 年度の現理事会執行部発足当時、過去の運営上の立ち後れや損失の克服が大きな課

題であり、解決に向けた取り組みを開始した。それは、時代の要請に応える校舎・病棟建設、財政

の全貌把握と経営再建、中長期経営目標と計画の策定、全学の系統的議論のしくみづくり、人材

獲得と育成、外部専門家の活用、第三者と内部からの監査、資金運用損失への対応等であった。 

 平成 24 年度から「中期経営努力目標と達成計画」を基盤に単年度事業計画を立て、｢オール藤

田｣体制による収支改善委員会において達成状況把握と計画再吟味を毎月行うしくみを確立した。

創立 50 周年記念事業として低侵襲画像診断・治療センター等の竣工、地域包括ケア中核センタ

ー等の開所を進め、平成 25年３月には大学病院の新棟建設に向け着工した。 

 平成 25年度は、前年度以上の入試志願者数や国家試験成績を達成し、病院実績も過去を越え

る結果を得た。大学病院新棟の建設を進め、医学部１号館耐震化、七栗研究所移転等を行った。

年度末には平成 32 年の新病院開院に関する協定を岡崎市と締結した。医学部では前年度導入

の成績優秀者奨学金制度を全学年に拡充した。医療科学部は地域包括ケア中核センター活用、

新校舎建設の計画立案等を進めた。学内運営では収支改善委員会、職場改善活動、新人事務職

のテーマ研修を含むキャリア開発支援、インセンティブ制度活用などを進めた。 

平成 26 年度は、建設費高騰、消費税増税の中、設備投資計画の検討を重ね、校舎・病棟建設

に向けた再開発計画を推進した。創立 50 周年記念式典・記念講演会と祝賀会（同窓会と共催）を

10月に挙行した。50周年記念誌編纂についても本格的に開始した。新学長の下、教学ガバナンス

確立をめざした全学教学運営委員会や委員会の体制を定め、教育の質的転換、地域貢献、産学

等の多様な連携とグローバル化の取り組みを推進した。年度末に学校教育法改正に則り学内規程

を全面的に改正した。研究支援推進センターを学長直轄の組織とした。医学部新カリキュラム策定

や、研究に関する倫理・不正防止・支援の体制強化を進めた。大学院保健学研究科博士後期課

程の設置が認可された。過去数年間と同様に良好な国家試験成績を達成した。志願者はやや減

少するも高い水準を維持した。職員の階層別研修も開始した。 

平成 27 年度は、長年の課題であった大学病院 A 棟を５月にオープンし、その前月の開棟式で

は学園の 2025 年ビジョンを公表した。平成 28 年２月には、生涯教育研修センター２号館を竣工し

た。また、坂文種報德會病院新B棟の建設を進め、大学病院B棟の基礎工事も年度末に開始した。

七栗サナトリウムの名称を平成 28年１月から七栗記念病院に変更した。 

文科省の私立大学等改革総合支援事業において、４分野中、「教育の質的転換」、「地域発展」、

「産業界・他大学との連携」の３分野で本学が初めて選定された。国際連携・国際化では、MOU の

活性化により、シンポジウムを含む多様な取り組みが進められた。大学の新企画として「藤田あんし

んネットワーク」を発足させた。医学部は平成 28年入学者の学費等納入額を減額し、入学時特待 

生減免制度を導入した。大学病院は年度末に病院機能評価を受審した。前年度の DPC導入に係
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る厚労省の「退院患者調査」の結果、本学大学病院の件数が全国大学病院中で１位となった。 

学園の新しいシンボル、ロゴタイプを検討し、学内外からの意見収集や説明会等を経て定めた。

また、退職教職員、理事等によるフジタクラブの初回の親睦会を開催した。 

平成 23 年度以降の５年間、中期および単年度の計画にもとづく様々な収支改善の取り組みや

各部署の献身的な尽力等により、平成 23 年度末に 473 億円であった純資産額が 24 年度 502 億

円、25年度 568億円、26年度 635億円、27年度 667億円へと回復した。  

平成 28 年度は、３年後の平成 31 年に現有キャンパスの再開発を達成し、平成 32 年の岡崎新

病院の開院を経て、平成 37 年には学園の 2025 年ビジョンの達成をめざす 10 年間の長期計画の

実現に向けて取り組みを進める。また、平成 28 年４月に生涯教育研修センター２号館の本格的利

用を開始し、６月に坂文種報德會病院新 B 棟を竣工・開棟する。加えて、坂文種報德會病院

A,C,E棟の改修と七栗記念病院の本館改修・増築棟建設等の工事を始める。 

学園ビジョンの達成の課題については、教育、研究、医療・福祉、経営の分野毎にアクションプ

ランや長期計画を策定し、具体化を進める。また、創立 50 周年記念誌の編纂を進め、その中でビ

ジョンの実現に向けた座談会等も行い、意識の共有化を進める。 

大学は、前年度の私立大学等改革総合支援事業への選定の成果を基盤に、地域包括ケア中

核センターの教育的活用、産学・地域連携促進、「藤田あんしんネットワーク」の推進、MOU 提携

校拡大や英語教育充実、FD/SD充実等により改革を進める。また、同窓生の社会貢献に対する顕

彰と連携、活動支援等をめざして初回のホームカミングデイを 10月に開催する。 

医学部では、高度な研究と最先端医療を担う学生の確保や講義収録・配信システム導入、能動

的学習環境の構築等をめざす。また、日本医学教育評価機構（JACME）の分野別認証受審、教員

評価の導入等を進める。医療科学部では、新設の生涯教育研修センター２号館や改修した施設の

機能を十分に生かした教育を本年度の定員増に対応して進めるとともに、アセンブリ入試改革、教

員評価の本格導入をめざす。大学院では、保健学研究科に新設した臓器移植コーディネート分野、

医療通訳分野や前年度発足の博士後期課程の取り組み等を推進する。看護専門学校は、推薦入

試指定校拡大を含む教育の質向上、環境整備を進める。 

研究については、研究支援推進センターの更なる機能・体制と公正な研究推進等の教育の強

化、学内外のシーズ・ニーズを生かした共同研究推進、再生医療に関する海外との共同研究の開

始、特定臨床研究・医師主導治験の推進等に取り組む。また、「新規創薬・診断薬のターゲット分子

創出につながる病態解析システムの構築」について、今年度最優先研究課題に選定し、文部科学

省私立大学研究ブランディング事業に申請する。 

各病院では、より安全性と質の高い医療、高水準の年度目標（患者数、在院日数、収支等）の達

成、地域の医療・福祉の連携強化等をめざす。大学病院は経営改善プロジェクト始動、ホテル式予

約利用の拡大、地域医療機関との双方向データ共有、フジタエグゼクティブクラブ創設、外国人患

者受入れ環境整備、JCI 受審準備開始等に取り組む。坂文種報德會病院は新病棟竣工に続き既

存建物の改修工事、ＣＴ増設を進め、地域医療機関との前方・後方連携強化、診療報酬改定への

対応を行う。七栗記念病院は回復期リハ病棟の増床強化、MRI導入等を進める。 

諸事業の基盤となる経営面では、強固な経営力・財務力の確立と、多彩かつ卓越した人材育成

を可能とする体制・制度・文化の実現に向けて取り組みを進める。 

     以上、学園は長期計画達成に向けて着実に前進し、競争力を高め、一層の社会貢献を行う。  
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Ⅱ．事業計画の概要 

１．創立 50 周年記念事業 

本学園は創立50周年記念事業として、生涯教育研修センター１号館、２号館を中心とした

大学施設や低侵襲画像診断・治療センター、藤田保健衛生大学病院Ａ棟など高度急性期

医療を実現するための施設を整備してきた。 

今年度は、更なる施設の充実を図るため、以下の整備計画を実施する。 

・愛知県の基幹災害拠点病院として更なる機能充実を図るべく計画された大学病院（第一教

育病院）のＢ棟建設工事は、平成 28年１月に着工し、平成 29年 12月の竣工を目指し工事

を進めている。 

・坂文種報德會病院（第二教育病院）の新Ｂ棟建設工事は、平成 27 年３月に着工し、平成

28年６月１日の竣工、６月 20日の開院を予定している。 

・七栗記念病院は回復期リハビリテーション病棟の増床強化、ＭＲＩ導入、地域に開放する多

目的ホール建設を本年度中に予定している。 

・岡崎新病院建設計画については、400 床の病床をもつ第２次救急医療病院として平成 30

年４月に着工し、平成 32年の開院を目指し計画を進める。 

・医学部では、耐震工事を完了した医学部１号館の設備基盤整備工事を平成 28年５月に着

工し、平成 29年５月に完了する予定である。 

 

 【学校】 

１．藤田保健衛生大学 

平成 26 年度より、学長を中心とした教学マネジメント組織である全学教学運営委員会の下

で様々な教育・研究改革に取り組んできた。平成 28年度は以下の大学改革に取り組む。 

①  教育の質改革ワーキンググループ 

・ＩＲ委員会により実施された学習実態調査、授業評価等を教育にフィードバックする。 

・教員評価制度は医学部、医療科学部共に制度構築を進め、本格導入を行う。 

②  教育基盤整備ワーキンググループ 

・教学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、ＳＤ研修、

リーダー研修を実施する。 

③  研究支援推進センター 

・平成 27年度までに構築したコンプライアンスや研究倫理、利益相反の仕組みを全学に

浸透させる。研究者への支援体制のあるべき姿の検討を更に進め、順次実施する。 

④  国際交流推進センター 

・MOU（Memorandum of Understanding）提携校の拡大や英語教育の充実により、学生及び教

職員の海外交流を活性化し、本学の教育・研究水準を国際的に通用するレベルまで引き
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上げる。さらに、世界で通用する医療人材の育成を目指す。 

⑤  地域連携教育推進センター 

・本学に蓄積された知を社会に還元し、地域に開かれた大学の活動として、学内外での

公開講座開催、協定締結自治体への派遣講師による出張講義、連携大学との共同シ

ンポジウム、名古屋市教育委員会との共催による小学校での講演会開催などを実施 

する。 

⑥  産学連携推進センター 

・次世代の医療を創出できる人材育成拠点として新設した産学交流アセンブリスタジオ

において、学生が企業人から良質な刺激を受け、また、臨床（教育現場）と研究（企業

の現場）のシーズ・ニーズを近距離で接合させることによって新たな知の創造や事業化

を経験する活動を進める。 

⑦  ＩＲ委員会 

・平成 27 年度に発足したＩＲ委員会の体制を整え、学習実態調査・授業評価に加え、卒

業生評価、卒後学生の動向調査を実施する。 

⑧  その他 

・本学卒業生の社会貢献を讃え、本学と卒業生又は卒業生相互の旧交を温め、同窓会

活動の活性化を支援するとともに、本学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、平成 28年度より、同窓生のコミュニケーションの場としてホームカミングデ

イを学園祭の時期に合わせて開催する。 

・平成 28年 3月に開始した「藤田あんしんネットワーク」を充実させ、本学が有する医療安

全の知識・経験・ノウハウを提供することにより、地域全体の医療安全向上に貢献する。 

 

 1）医学部 

① 学生の質の向上 

・医学教育の充実・向上を図るため、医学教育プログラムの自己点検評価を行い、本年度、

日本医学教育評価機構（JACME）の医学教育分野別認証評価を受審する。 

・医学教育の特色を明確にするため、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み、計画・実践・評価・改善サイクル

活動（PDCA）の基礎を作る。 

・医師国家試験の新卒者合格率が５年前（第 105回医師国試験）をピークに低下傾向にあ

ることから、合格率の向上・安定化のための方策を検討実施する。 

・藤田学園 2025年ビジョンに掲げた高度な研究・最先端医療を担う能力のある人材を育成

するため、優秀な学生を獲得し、育成する諸施策を実施する。 

・入試・在学時成績・卒後動向等の必要な情報を収集・管理・解析するためのシステム導入

を検討し、人材育成のための戦略等を策定する。 

・国際的視野に立つ医師の育成を目指し、英語力向上を図る。TOEFL ITP スコアの進級

要件化を目指し、１学年で年２回 TOEFL ITP をトライアル受験させ、合格基準の検証を 

行う。 

・学生・教員・父母の三者面談などによる学力不足学生に対する支援体制の確立を 
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強化する。 

 

      ② 教職員の質の向上 

・平成 28年度に「教育」「研究」「臨床」「管理運営」「社会貢献」の５領域の自己評価による

教員評価の導入を行う。 

・教職員を対象とした、外国語での教授法に関する FDを実施する。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

・学生が主体的に教育制度を捉えるためにカリキュラム委員会に代表学生を参加させる。

また、文部科学省の医学教育モデル・コア・カリキュラムに準拠したカリキュラム策定を行う

準備を開始する。あわせて、学修過程において重要な進級判定基準も見直す。 

 

④ 教育環境の整備 

・アクティブ・ラーニングへの転換を図り、社会の要請に応える高い実践能力、コミュニケー

ション能力、さらには生涯にわたって学び続ける姿勢を持つ人材の育成に結び付ける。平

成 28 年度から授業収録システムを導入し、収録した動画を e-learning システム、ｅポート

フォリオシステムに連携させることで反転授業、振り返り学習の環境を整備する。さらに１

学年には、タブレット端末を用いた資料配信システムを導入し、授業支援・学修支援の

ICT化を促進することで学生の学習環境向上を図る。 

 

2）医療科学部 

 ① 学生の質の向上 

・平成 28 年度入試から導入した「能力・意欲・適性等を多面的・総合的に評価する入学者

選抜」である「アセンブリ入試」について、本学が求める資質を持った学生を受け入れるべ

く試験内容の見直し等の改善を行う。また、本年度アセンブリ入試で入学した学生には学

内活動への参加を促し、入学後の指導・評価を積極的に行う。 

・国際的視野をもった医療人を育成するため、タイ国コンケン大学との学生の相互交流を

看護学科、臨床検査学科で実施する。また、他学科の相互交流も検討し学部全体で医

療人の育成活動を推進する。 

【臨床検査学科】 

・コミュニケーション能力のスキルアップをめざすため、１年次より医療コミュニケーション演 

習を開講する。 

・学生の臨床現場への対応力を向上させるため、臨地実習前の OSCE（Objective 

Structured Clinical Examination、客観的臨床能力試験）をより充実させ、臨地実習におけ

る実習成果を向上する。 

・国家試験合格率 100％を目指して、学力の低下した学生の補講対策を強化する。 

【看護学科】 

・高校生が魅力を感じて志望する学科を目指し、課題解決に取り組む。 

・昨年度実施した入試制度及び入試科目の変更に伴い、学生の質の変化が予測される。
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プレイスメントテストの導入により学生の学力を把握し、教育活動に活かす。 

・低学年から国家試験を見据えた対策を行う。 

【放射線学科】 

・高い国家試験合格率を維持するため、国試関連学科目を担当する教員に責任と自覚を

促し、国試合格力を重視した単位認定の実施など、学部教育において真の実力を涵養す

べく抜本的な教育方法の見直しを行う。 

・医療専門職に対する熱意に溢れた質の高い学生を獲得するため、オープンキャンパスや

学校見学者の個別対応など、広報活動に積極的に取り組む。 

【リハビリテーション学科】 

・国家試験合格率 100％を目指して、個々の学生指導とグループ学習を組み合わせた学習

の場を全学年に拡大し、更なる学習能力の向上を図る。 

 ・個々の学生の能力を高めるため、領域ごとに教育方法の検討を行い、新たな教育方法を

確立する。 

 ・地域包括ケア中核センターを、学生の地域医療介護の臨地実習施設として活用し、将来

の在宅医療及び福祉分野を担う療法士としての資質を養う。 

 ・国際化に向けて、中国蘇州衛生技術学院と学生相互交流を行う。 

【臨床工学科】 

・国家試験合格率 100％を目標に、学生個々の学習成果を確認し、国試対策の充実・改善

を図る。 

・大学院修士課程への入学希望者の募集活動の強化を図る。 

【医療経営情報学科】 

・診療情報管理士、医療情報技師等の資格試験における安定した合格率を維持しつつ、

更に学生の質を向上させるために、e-learningシステムを教育に取り込み実践する。 

・DPC(Diagnosis Procedure Combination)分析や、がん登録に関する教育に重点を置き、

関連した分析ツールを導入して最新の医療政策に対応できる人材育成を行う。 

・医療の国際化に対応すべく、医学英語教育の充実に向けて取り組む。 

・専門職としての自覚を養う初年次教育として、早期臨地体験実習を実施する。 

・卒業研究に対するリテラシー教育を行い、研究の基礎能力向上と質の向上を図る。 

 

② 教職員の質の向上 

・教員評価制度について、評価項目の見直し、評価尺度の構築等を行い、本年度から正式

制度として導入し、教員業績の見える化及び教員業績向上を促進する。 

【臨床検査学科】 

・平成 28年２月に新たに建設された生涯教育研修センター２号館は、各領域別に研究室・

演習室が設置されており、領域制を推進する環境と体制が整備された。今後は教員間の

研究・教育での連携をより推進し、領域性を更に発展させる。 

【看護学科】 

・教員の研究活動の活性化を図るため、教育体制の見直しにより研究活動時間を拡充 

する。 
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・教員の看護実践能力の向上を目指し、大学病院看護部及び地域包括ケア中核センター

との連携を強める。 

・国際交流推進に対応できるよう、教員の語学力を向上させるための学習環境を整える。 

【放射線学科】 

・学科の教育方針について教員の共通理解を徹底し、全ての教員が師弟同行の精神に基

づいて、きめ細かな学生指導及び学生教育の実施に向けた取り組みを行う。 

・研究活動や臨床実務への参画にも積極的に取り組むことにより、その成果を質の高い教

育の遂行に還元する。 

【リハビリテーション学科】 

・理学療法・作業療法の臨床技能を伝える技能書として、「PT・OT における臨床技能と

OSCE コミュニケーションと介助・検査測定編」の開発に続き、「臨床介入編」を全教員で

開発し、教員の専門領域における教育力、臨床スキルを高める。 

・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、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により、地域連携をさらに深める。 

・学内研究者との交流促進とコラボレーション創生、それらに伴う教員の質向上が期待でき

る「第２回学内シーズ・ニーズ発表交流会」へ積極的に参加する。 

【臨床工学科】 

・きめ細かな教育・指導ができるよう、e-learningシステムや OSCEの理解を深める。 

・教育現場と臨床現場との相互交流を活発にし、臨床現場（本学大学病院）に勤務する臨

床工学技士による最新技術の講義を学生に実施する。 

【医療経営情報学科】 

・領域制を発展させるため、領域内教員での講義、演習及び実習の連携を強化する。 

・大学病院で開催される医療マネジメントセミナーや本学大学病院医事課勉強会に積極

的に参加し、実務における問題点や課題を共有認識することで、教育への反映に役立 

てる。 

・市民公開講座等へ積極的に参加し、社会貢献と共に学科の認知度向上を図る。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

【臨床検査学科】 

・平成 27 年度の臨床検査技師に関する法律改正への対応のため、平成 28 年度より新し

いカリキュラムとして、医療安全管理学を追加する。 

・変化する社会のニーズに応えられる臨床検査技師育成を目指し、今年度からスタートし

た新カリキュラムの検証を行う。 

【看護学科】 

・平成 28年度から始まった新カリキュラムを円滑に運営する。 

・大学教育の質を維持するため、新たに導入する初年次教育を円滑に運営・評価し、次年

度につなげる。 

・次回のカリキュラム見直しを見据えて、改正計画を立案する。 
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【放射線学科】 

・講義や実習の単位認定及び教育実務に関わる各教員の職掌・職責を領域制に基づい

て明確化し、各教員が責任と自覚をもって質の高い教育を効率的・効果的に遂行する。 

・臨床実習統括責任者を定めて臨床実習関連病院との連携を強化するとともに、学科教

員が臨床業務や Ai（死亡時画像診断）業務に参画し、臨床施設と本学科が一体となって

診療放射線技師養成教育、特に臨床実習の質の向上を実現する。 

・診療放射線技師に求められるニーズや日々進化する医療技術に対応できる人材輩出を

実現するため、学科内ワーキンググループによる教育カリキュラムの見直しを積極的に実

施する。 

【リハビリテーション学科】 

・理学療法・作業療法の臨床技能を伝える技能書として、「PT・OT における臨床技能と

OSCE コミュニケーションと介助・検査測定編」を開発し、カリキュラム構成の軸として活用

する。 

・４年生の応用臨地実習において、地域包括ケア中核センターにおける実習プログラムを

開始する。 

【臨床工学科】 

・医療人としての教養と臨床工学技士に必須の専門的知識・技術を修得させると共に、臨

床実習を通して最先端技術にも対応可能な実践的技術を修得できるように、授業内容の

見直しを行う。 

・講義や実習等の質を低下させないよう、効率の良い教員配置と授業内容の見直しを 

行う。 

【医療経営情報学科】 

・アクティブ・ラーニング力向上のため、機器（クリッカー）を導入し、受講者から試験・アンケ

ートの回答をリアルタイムに徴収することにより授業を双方向対話型にする。 

・DPC分析ツールや e-learningシステムの活用を促進する。 

 

④ 教育環境の整備 

【臨床検査学科】 

・生涯教育研修センター２号館の建設及び基礎科学実験センターの実習室拡大改修工事

が行われ、学生の教育及び研究環境が整備された。今後は、これらの整備された施設の

より有効な活用方法を検討し、順次実施する。 

・解像度のよい新機種の顕微鏡が導入され、病理組織学や血液学などの形態学系実習で

のさらなる活用が期待される。残る旧機種は順次更新を行う。 

【看護学科】 

・新学舎での学務と学生生活が円滑に運営できるように環境をさらに整備する。 

・大学病院看護部との連携を強化して、学生の教育指導に当たる兼任教員及び臨地実習

指導者の教育力向上を図る。 

【放射線学科】 

・生涯教育研修センター２号館の建設により、１、２年生の学習環境は大きく改善された。教
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員と学生とのコミュニケーションを促進するため、各学年に担任室を整備し、個人面談や

質問対応に利用する。これら整備された環境を有効に活用し、師弟同行の実践を図る。 

・５号館で引き続き行われる専門科目講義や実験・実習に対応した教室の改修やプロジェ

クター等の教育関連インフラの整備を実現する。 

・５号館から学生食堂や昼食販売所へのアクセスを改善するなどアメニティの拡充を実現 

する。 

・X 線 CT 装置やデジタル X 線透視装置など、診療放射線技師教育に欠かせない医用画

像診断装置の更新について、文科省による教育設備助成による導入など、現実的な対

策を検討し、実現を図る。 

【リハビリテーション学科】 

・三次元動作解析システムなど最新の計測機器を導入し、演習・研究を更に推進する。 

【臨床工学科】 

・照度が低い講義室（８号館３階 302・307講義室）の照明器具の交換・増設を実施し、学生

の学習環境を改善する。 

・８号館６階のトイレ改修工事を行い、学生のアメニティ向上を図る。 

【医療経営情報学科】  

・教育用電子カルテシステムを更新し、最新の医療情報教育を行う。 

・遠隔医療通訳の実践的教育のためのシステムを構築する。  

・９号館の講義室扉の塗装改修工事を行い、学生の生活環境向上を図る。 

 

２．藤田保健衛生大学大学院 

1）医学研究科 

・完全な英語のみでの講義を実施し、英語による最先端医学知識の習得、グローバルな

環境での講義の受講による理解とコミュニケーションの促進を図る。 

・英語論文作成のための基本的な手法を学ぶアカデミック・ライティング講義を実施し、質

の高い英語論文の作成及び英語を用いた優れた学会発表が行えるようにする。 

・医学研究科では研究指導計画に基づき、研究指導を行えるように体制を整備する。 

 

   2）保健学研究科 

・質の高い学生の確保にむけて、博士後期課程の成績優秀学生に対する学費減免制度

を整備する。また、大学院入学希望者に対して、各領域・分野についての理解を促すた

め、保健学研究科説明会を実施する。 

・研究領域の多様化と受験生の増加に対応するべく、修士課程の入試制度を検証する。 

・博士後期課程において、教員は、大学院 FD の観点からも３分野合同講義「医療科学概

論」、「医療科学研究論」に積極的に参画して教育の質の向上を図る。 

・修士課程に平成 28 年４月に新設した「臓器移植コーディネート分野」と「医療通訳分野」

の実施状況を確認して指導体制の充実を図る。 

・修士課程に、臨床研究に対する幅広い知識と実践的技能を有する専門職ならびに治験
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関連職種を養成する「臨床研究エキスパート分野」の新設を目指し、領域横断的な臨床

研究を推進するための教育・研究体制を整備する。 

 

３．藤田保健衛生大学看護専門学校 

    ① 学生の質の向上 

・３年間で教育目的「看護師として必要な基礎的知識・技術・態度を修得させ、専門職業人

としての誇りと責任を持ち社会に貢献し得る有能な人材を育成する」を達成できるよう支援

する。 

・学生個々の能力を尊重し、医療人としての倫理観・チーム医療の根幹をなす協調性を身

につけ、看護師として責任ある自律した行動がとれるよう支援する。 

・質の高い学生の確保のために、広報活動の拡大と推薦入学試験の指定校を拡大する。 

・社会人としての常識を身につけ、専門職業人としての倫理観が持てるように、各種セミナ

ーが計画的に受講できるよう時間の確保を行う。 

・学生がボランティア活動の時間が持てるように支援を行う。 

・学生個々に合わせた小集団学習・模擬試験を計画的に取り入れ、国家試験全員合格を

目指す。 

・学生が自ら継続的に学習できるよう個々に合わせた面接指導を実施し、自己学習能力の

確立を図る。 

 

② 教職員の質の向上 

・専門領域において教授活動（臨地）の充実を図るため、計画的に実務研修を実施、評価

する PDCAを行う。 

・学会・研修会に積極的に参加し、学内の報告会にて新しい知見・観点等を教員間で共有

し教育に活かす。 

・マネジメント研修に積極的に参加し人間形成を図る。 

・新人教員の学習の機会を確保するため、年間計画を立て効果的な研修が行えるように 

する。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

・授業評価を通して、教育内容・教育方法を評価し、効果的・計画的なカリキュラム運営を

図る。 

・習得すべき技術項目の到達度を明確にし、講義－演習－実習の中で確実に学生が経験

できる場の確保を行う。 

・年２回（前期・後期）のカリキュラム評価を実施し、カリキュラムの質の向上に努める。 

 

④ 教育環境の整備 

・医療の現場で即戦力となれるような知識・技術の基礎的能力を身につけ、エビデンスに基

づき安全に看護実践ができるよう、教育環境を整え質の高い看護師育成を目指す。 
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・講師・実習施設との連携・協力体制を強化し、効果的な教育環境を図る。 

・実習室の使用時間の調整、整理整頓をすすめ、学生が看護技術の練習を積極的に実施

できる環境を整える。 

・学生主催の委員会を活用して、学生がマネジメントを学ぶ場となるようにサポートする。 

・図書の充実、図書室利用率向上を図れるよう支援する。 

・学生相談室のカウンセラーや校医と連携を密にし、学業継続を側面から支援する。 

 

 【病院】 

   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 

・経営改善プロジェクト 2016 を始動し、諸検査のタイムリーな実施及び高い診断力により手

術待機期間を短縮するなど、最良の医療が必要な患者に遅滞なく提供できるシステム作

りを行う。 

  ・プロジェクトチーム活動により、増室した手術室の有効活用、手術枠拡大を図り、手術待

機期間を短縮するなど、高度先進医療をより多くの患者に提供する。 

          ・病院機能評価受審により、医療の質の担保が確認できた。さらに医療の質をより高めてい

く活動をスタートさせる。 

・Joint Commission International （JCI）受審に向けた準備活動を開始する。 

 

② 患者の視点に立った最適な療養環境の追及 

・地域診療所・病院で診療・検査予約をリアルタイムに行えるホテル式予約システムの利用

者拡大と共に、地域診療所・病院からのカルテ閲覧をさらに推進し、双方向データ共有が

可能となるシステム化を進め、地域医療のスピードアップと質の向上を進める。また、同シ

ステムを拡大展開し遠隔医療システムを構築する。 

・A棟竣工による療養環境の向上に続き、現在建設中の B棟・外来棟及び３号棟の機能整

備改修計画等により、大学病院の総合的な療養環境整備計画を進める。 

・外来待ち時間調査分析を深め、さらなる待ち時間短縮を実現する。また、全体サイン計画  

に基づいた院内サインの改善を図り、来院者に優しい療養環境づくりを行う。 

・患者に負担を掛けないよりスムーズな B 棟への移転計画を早期に立案すると共に、Ｂ棟

建設工事中の騒音や振動等に対するきめ細かな対策を実施する。 

 

③ 人間性豊かで巾広い視野を持つ医療人を育成 

・職員教育を更に充実し、藤田イズムを持つ医療人を育成する。 

・国際医療福祉部を中心に、外国からの医療者及び患者の受け入れを積極的に行う。 

 

④ 経営基盤の安定 

・病院の更なる機能整備、安心安全な医療の提供等を目的とした設備投資を行うために、
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経営基盤の安定化を進める。 

・各種経営数値目標に対する月次単位での達成度・進捗度を見える化することで、経営課

題への対応を的確・迅速に行い、経営の改善・安定を図る。 

・経営改善プロジェクト 2016 を始動し、手術数・外来放射線検査の増、入院患者数の確保、

薬品費の低減、材料費の低減等により、経営の改善を図る。 

・地域医療連携のスピードアップと質の向上のため、ホテル式予約及び紹介元病院からの

カルテ閲覧の推進と双方向データ共有が可能となるシステムの導入を進め、登録地域医

療連携機関を増加させる。 

 

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 

・病院増改築工事が進み、本年６月に新病棟が竣工する。引き続き既存建物の耐震工事

や改修工事を実施し、加えてＣＴ装置増設など病院機能の強化や施設面における職場

環境の改善を図る。 

・新たに集中治療部を設置し、急性期医療の強化を図る。 

・放射線部門において 320 列及び 80 列のＣＴ装置２台を導入し、より高度で精度の高い 

 画像診断を行う。 

・臨床検査部門では大型分析装置の更新を図り、より正確かつ迅速な検査結果報告を可 

 能にする。 

 

② 患者サービスの向上 

・地域医療への貢献や地域住民に対する健康増進活動を通して、地元から信頼される病

院を目指す。 

・本年６月に完成する新病棟にコンビニエンスストアやカフェテリアを設置することにより、患

者の利便性の向上を図る。 

・患者へ癒しの提供を目的とした定期的な病院内演奏会を開催する。 

・医師や看護師を始めとするコメディカル等による地域住民に対する出張健康セミナーを 

開催する。 

 

③ 医療・療養環境の改善 

・地域連携システム（ID-Link）の機能充実を図るため、今年度は連携医療機関から強く要

望のある退院サマリーの公開を行う。 

・卒後臨床研修評価機構の受審にむけて、臨床研修センターに専任の職員を配置し体制

を整備する。 

・既存建物の耐震工事を施工するとともに設備の改修を行い、職員の施設面におけるアメ 

 ニティの改善を図る。 
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④ 経営基盤の安定 

・平成 29 年度に地域医療支援病院の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承認要件を満たすための活動を行う。 

・収入面において重要な指標となる入院患者数増加への取り組みでは、紹介患者増加方

策として昨年度設置した地域医療連携センターによる地域連携システムの参画医療機関

の増加活動などを行い、地域の医療機関との連携強化に努める。また、救急部門の強

化・充実を図ることにより受入患者を増加させる。 

・後発医薬品の採用推進により薬品費の削減を図るとともに、後発医薬品係数を向上させ

収益改善につなげる。 

・診療報酬改定において当院の増収となる項目を精査し、算定可能なものについては体制

を整備して届出を行う。  

 

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 

・平成 28年９月に完成する回復期リハビリテーション病棟への転換（回復期リハビリテーショ

ン機能の強化）、ハイブリット緩和機能増強により県や地域が必要とする医療を提供する。 

・診療会議と収支改善委員会を統合し、診療各科を中心に医療技術部門、看護部門、管

理部門の議論を、経営と医療の質の改善につなげる。 

・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

パスを継続する。 

・当院の高いリハビリテーション能力を活かして訪問リハビリテーションを新設し、地域医療

への貢献度を増す。 

 

② 患者サービスの向上 

・施設整備計画（増築棟、病棟改修）を遂行し、最先端のリハビリ（ロボット訓練）、緩和ケア

（ハイブリット化）を導入することにより専門的な医療を提供し、医療相談の質やアメニティ

向上に寄与する。 

・院内外の環境改善（病室からの風景、駐車場から来院する際の景観等）、建築物の老朽

化対策を行い患者診療居住空間を改善する。 

 

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システムに変更する。 

 学園全体としてシステム管理が出来、人材面・経営面に好影響が期待される。 

・当院の特徴であるリハビリ（ロボット、シーティング等）、緩和ケア、NST、を強化する。 

・リハビリフロア（本館３階とリハビリ棟２階）を拡張し、ロボットや評価室を完備したリハビリ訓

練室を増設する。同時に医局室の数・質の向上も図る。 

・緩和ケアとともに化学療法・腹水濾過濃縮再静注等を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階一般病棟に一部導入する。 
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・MRI導入により医療機能を向上させる。 

・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。 

 

④ 経営基盤の安定 

・本年度中にロボット他を兼ね備えた訓練室を持つ回復期リハビリテーション病棟、地域に

開放する多目的空間としての七栗記念ホール、実習施設拡充、MRI 導入を行う。これらを

的確に広報し地域医療へ役立て、地域への貢献度を増し、患者獲得につなげる。 

・診療報酬改定の加算減算要件を分析・評価し最適な対応をとる。 

・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る活動を進める。 

・専門医療（リハビリ・緩和ケア・NST）の先達として、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)等の啓発活動をさらに充実させる。 

・５階療養型病棟を回復期リハビリテーション病棟Ⅱに転床して収益性を増す。 

・内科とリハビリテーション科の連携協働を増すことで、脳卒中等の入院総患者数を増やす。 

・職場の活性化、人材育成の目的で、関連企業との人材交流、学園内ローテーションを継

続し、将来を見据えた適正配置を実現する。 

・七栗記念ホール建築に伴い、地域医療機関、医療関係者、医療系大学・専門学校など、

地域にホールを提供して地域医療の発展に貢献する。 

 

 【研究所】 

 １．藤田保健衛生大学総合医科学研究所 

総合医科学研究所では、基礎研究からトランスレーショナルリサーチまで、学内外との共同

研究等も含め様々な医科学研究を活発に推進していく。以下に代表的な研究項目を掲げる。 

 

・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や、トリソミーなどの染色体異数体

の発生機構の解析、不妊、不育症の原因遺伝子の同定。新型出生前診断、新型着床前診

断の新規診断法の開発。 

 

・医高分子学研究部門 

主要組織適合遺伝子複合体（MHC）関連分子 MR1 の選択的スプライシング産物に関する

研究。MHC 領域にコードされる免疫プロテアソームサブユニットの機能解析。脊椎動物にお

ける MHC 分子の分子進化の研究。免疫関連分子を用いた癌免疫療法。体節形成調節機

構の解析。発生分化に伴う細胞動態の研究。 
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・遺伝子発現機構学研究部門 

環状 RNA(ciRS-7)は細胞質に核外輸送され機能するが、その輸送メカニズムを解明する(京

都ウイルス研究所・大野睦人教授との共同研究)。癌抑制因子 p53 のノックダウンと過剰発現

実験によって、『成熟 mRNA の再スプライシング』現象は、p53 によって抑制されていることが

最近報告された。 p53 の下流に存在すると考えられる mRNA 再スプライシング調節因子の

解明が重要な課題となる。スプライシングの基礎的研究においては、以前より約 60 塩基長よ

り短いイントロンのスプライシング機構の解明に取り組んでいるが、このような微小イントロンに

特異的に促進する因子を、RNA 結合蛋白質のノックダウンを用いて探索し始めている(北海

道大学・廣瀬哲朗教授との共同研究)。 

 

・難病治療学研究部門 

モデル動物、non-coding RNA、プロテオミクス解析等を用いて老化による筋萎縮や神経筋

疾患、骨格系疾患等の病態生理の解明と治療法開発を目指した研究を行う。ヒト筋内間葉

系前駆細胞の役割の詳細な解析とヒト細胞系を駆使したドラッグリポジショニング研究を行う。

エクソソームと呼ばれる新規ナノ粒子の新たな検出法や薬剤送達法の開発を行う。  

 

・システム医科学研究部門 

統合失調症やうつ病をはじめとした精神疾患は、多因子疾患であり、原因となる遺伝的・環

境的要因は患者間で異なっている。そのため、患者間で共通した脳内 の異常である「脳内

中間表現型」について理解することが、精神疾患の克服のために重要であると考えられる。

本部門では、顕著な行動異常を示すモデルマウス において、各種オミックス解析やインフォ

マティクス解析などの手法を用いて脳内中間表現型を探索し、それらの分子基盤を調べる。 

さらに、見いだされた脳内中間表現型の機能的意義を、網羅的行動解析や in vivo 神経活

動イメージングなどの手法を用いて調べる。 

 

２．藤田保健衛生大学藤田記念七栗研究所 

・生化学・神経科学・工学的知見をベースに、同じ七栗校地の七栗記念病院と連携した臨床

研究及び臨床に根差した基礎研究を発展させ、成果をなるべく多く論文化する。同時に、企

業との共同研究・共同開発を進め、新しいデバイスの開発や得られた知見の製品化を進め

ていく。 

・脳卒中治療: 現在導入されているリハビリロボット（上肢訓練、歩行訓練、バランス訓練、移

乗負担軽減）の効果検証を進めると同時に、新しい訓練ロボットの開発を進めていく。車椅

子シーティングにおける車椅子駆動時の姿勢・座圧モニタリングにより、客観的な指標を用

いた適用の体系化を進める。 

・障害評価: これまでに開発した関節の Stiffness・筋電同時測定装置及び Stiffness 構成要素

の同定手法を、企業との連携により安全かつ安価・簡便なデバイスとして改良し、製品として

広めていく。リハビリロボットをはじめとした臨床介入の効果を定量評価するため、動作解析

などの工学的評価手法の開発及び改良、脳機能評価法の確立を行う。 
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・臨床に通じる基礎的検討: 脳疾患への検討として、小脳変性マウスの 10番染色体上で欠失

した遺伝子産物を分子生物・形態学的に確認する。また、フォスファチジルセリンのプルキン

エ細胞変性抑制作用を検討する。脳梗塞モデル動物への運動訓練・薬剤併用療法におけ

る麻痺回復における脳内分子機構としてリン酸化解析を行う。次に安全な輸液療法の検討と

して、薬剤の輸液への混合によるルートなどの閉塞を防止するために、薬剤と輸液の配合変

化試験を実施し安全な配合量の確認を行う。 

・栄養・食品機能性研究: 経口栄養食品及びその素材が、癌細胞移植及び自然発症癌悪液

質モデル動物病態に及ぼす影響を継続して検討する。 
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Ⅲ．平成 28 年度 学校法人藤田学園予算 

平成 28 年３月 30 日に開催された理事会及び評議員会において、平成 28 年度学校法人藤田

学園の予算を承認した。  

 

平成 28年度予算の経常収支は、教育活動収入 70,507百万円、教育活動支出 68,112百万円、

教育活動収支差額 2,395 百万円となり、教育活動外収支差額 21 百万円を加え経常収支差額は

2,416 百万円となった。 

特別収支は施設設備補助金などの計上により 121百万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 2,537 百万円となり、基本金 5,833 百万円の組入後の

当年度収支差額は△3,295 百万円の予算編成となった。 

 

平成 28年度の主な設備投資計画 

・ 藤田保健衛生大学 医学部 1号館配管整備工事 

・ 藤田保健衛生大学 医療科学部 1・2・3・6号館解体工事 

・ 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 外来棟改修工事 

・ 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 新 B棟増改築工事 

・ 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 7,556 資産売却差額 0

手数料 410 その他の特別収入 682

寄付金 653 特別収入計 682

経常費等補助金 2,160 資産処分差額 561

附随事業収入 679 その他の特別支出 0

医療収入 58,319 特別支出計 561

雑収入 729 121

教育活動収入計 70,507 2,537

人件費 29,116 △5,833

教育研究経費 34,519 △3,295

管理経費 4,463 △87,991

徴収不能額等 14 △91,286

教育活動支出計 68,112

2,395 ※

科目 予算額

受取利息・配当金 96

その他の教育外活動収入 0

教育活動外収入計 96

借入金等利息 75

その他の教育外活動支出 0

教育活動外収入計 75

21

2,416
※ 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しています。
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