
 

  

平成 27 年度 事業計画書 
（平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日） 

 

 

学校法人 藤田学園 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



目次                 

Ⅰ．事業計画の背景 ........................................................................................... 1 

Ⅱ．事業計画のポイント ....................................................................................... 3 

１．創立 50周年記念事業 ................................................................................. 3 

２．学校関連 .................................................................................................. 3 

３．病院関連 .................................................................................................. 5 

Ⅲ．事業計画の概要........................................................................................... 7 

【学校】 ............................................................................................................ 7 

１．藤田保健衛生大学 ..................................................................................... 7 

２．藤田保健衛生大学看護専門学校 ................................................................ 11 

【病院】 .......................................................................................................... 12 

１．藤田保健衛生大学病院（第一教育病院） ....................................................... 12 

２．藤田保健衛生大学坂文種報德會病院（第二教育病院） .................................... 13 

３．藤田保健衛生大学七栗サナトリウム（第三教育病院） ........................................ 14 

【研究所】 ....................................................................................................... 15 

１．藤田保健衛生大学総合医科学研究所 .......................................................... 15 

２．藤田保健衛生大学藤田記念七栗研究所 ....................................................... 16 

Ⅳ．平成 27年度 学校法人藤田学園予算 ............................................................ 17 

 

 

 



1 

 

Ⅰ．事業計画の背景 

本学園は 1964 年の創立以来、「獨創一理」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きた。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きている。 

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

な課題であり、その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

建設への設備投資、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、人材獲得とキャリアアップ、経営強化に向けた外部専門家の活用、第三者

と内部からの経営監査、行政・企業を含む外部との戦略的折衝、旧経営陣による資金運用損失

への対応などであった。 

 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と計画の再吟味を毎月行うしくみを確立した。

また、人材獲得とキャリアアップ策の推進、外部人材活用、内外の経営監視体制強化などをさら

に進めた。 

大学各学部・学校では前年度の水準を上回る入試志願者数や全国の中でも高位の国家試験

成績等を達成し、各病院の事業実績も史上最高水準に到達することができた。また、創立 50 周

年記念事業として低侵襲画像診断・治療センターと立体駐車場の竣工、ダヴィンチ低侵襲手術ト

レーニングセンターや地域包括ケア中核センターの開所などを進め、平成 25 年３月に大学病院

の新棟建設に向け着工することができた。 

 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、病院実績も史上最高

となった。大学病院新棟建設を進め、医学部１号館耐震化、七栗研究所移転、外周道路整備等

を行った。 

医学部で臨床実習大幅時間増を含む新カリキュラムを作成し、前年度導入した成績優秀者奨

学金制度を全学年に拡充した。医療科学部は大学院保健学研究科博士課程設置準備、地域包

括ケア中核センター活用、新校舎建設の計画立案などを進めた。研究では臨床研究、知財管理

等の推進に向け人材の充実を図った。各病院で地域医療連携や救急医療推進などに取り組ん

だ。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、専門運営委員会体制の下、設備投資計画の

検討を重ねて、大学病院新棟の建設と開棟準備を進め、坂文種報德會病院新棟と生涯教育研

修センター2 号館の準備工事を開始した。大学病院新々棟建設の計画を煮詰めるとともに、平成

32年度に新病院を開棟する協定を岡崎市と締結した。 

また、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 11日に挙行すると

ともに、50周年記念誌編纂を本格的に開始した。また、ボトムアップ型の組織を編成し、一年近い

議論を経て、2025年に達成すべき藤田学園のビジョンを策定した。 



2 

 

新学長の下、教学ガバナンスの確立に向けた体制や委員会を編成し、教育の質的転換、地域

貢献、産学等多様な連携、グローバル化の取り組みを推進するとともに、学校教育法改正に対応

した規程等の改正を行った。医学部新カリキュラム策定や、研究の倫理・不正防止・支援に向け

た組織体制強化を進め、大学院保健学研究科博士課程の設置も認可された。前年度同様の国

家試験成績を達成し、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

された。  

この４年間、各部署の献身的な尽力と収支改善委員会の審議等を経て、各年度末の純資産額

は平成 23 年度 473 億円から 24 年度 502 億円、25 年度 568 億円、26 年度 637 億円（見込み）

に回復した。  

平成 27 年度は、今後数年間に病棟群・校舎等の基本的キャンパス施設の新設・整備を進め、

５年後（平成 32 年）に岡崎市にも医療拠点を築き、10 年後（平成 37 年）には 2025 年ビジョンを

達成するという学園の長期計画のスタートの年となる。 

特に、本年度はキャンパス再開発において最大規模となる大学病院新棟を開棟する年であり、

新棟の持てる機能の早期発現に向けた取り組みが必須となる。また、生涯教育研修センター２号

館と坂文種報德會病院新棟の建設を進め、秋には大学病院新々棟建設に着手する。岡崎市の

新病院については計画と人的体制づくり等を進める。 

2025 年ビジョンの達成に向け、学園の現状把握や既存の諸計画のブラッシュアップ等を踏ま

えたアクションプランと長期計画を策定する。創立 50周年記念誌にはビジョンの内容を盛り込み、

諸行事・企画においても学内外にビジョンを発信する。 

学長を中心に教学ガバナンス・マネジメント改革を一層推進し、大学力を強化する。教育につ

いて、カリキュラム改革と教職員の質向上の取り組み、英語教育・国際連携や地域連携、大学間

連携の強化、時代の要請に応える大学院の充実、高大接続を含む入試制度検討、IT化推進、IR

設置、教育改革助成などを進める。研究では、臨床研究や多様な共同研究推進の支援、研究統

括監理・支援部署の人的体制整備とコンプライアンスを含む教育・研修の充実、設備の充実と集

約化、競争的研究費獲得の励行などを進める。また、公的補助金獲得や民間、卒業生等からの

寄付金の増額をめざす。 

各病院では、より安全性と質の高い医療の提供と、高い年度目標（患者数、在院日数、収支等）

の達成、地域の医療・福祉との連携強化、さらなる経営改善などをめざす。特に、大学病院は開

棟した新棟での高度医療、救急医療等の推進、13,000件を超える手術の達成、病院機能評価再

受審準備、海外からの医療従事者・患者受け入れなどを重視して取り組む。地域包括ケア中核

センター等では医療・ケア・予防、地域自治体や住民との連携を含め、全国のモデルとなる多様

な取り組みを進める。 

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、卓越した人材育成を可能と

する風土・文化の確立をめざした取り組みを追求する。 

 以上、長期計画に基づいて学園のキャンパス再開発と 2025 年ビジョンの達成に向けて取り組

むことによって飛躍的に競争力を高め、厳しい社会環境下にあっても教育、研究、医療・福祉の

諸分野において卓抜した社会貢献を実践し、グローバル化を牽引する学園づくりをめざす。 
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Ⅱ．事業計画のポイント 

１．創立 50 周年記念事業 

本学園は昭和 39年に創立し、平成 26年 10月 10日に創立 50周年を迎えた。創立 50周

年記念事業は、「これまでの 50 年間を再評価し、建学の理念を継承した新たな伝統を創る

元年とする」を基本方針として、「50 年を振り返り、再評価・認識を行う」、「周年事業を通じ

て、進化する本学園を内外に発信する」、「未来を創造するビジョンを策定する」を３本柱に

取り組む。 

50周年記念事業の主な施設整備計画は、以下の通りである。 

・大学病院（第一教育病院）の新棟建設は、平成 25年３月に着工、平成 27年４月 20日に

竣工、５月７日に開棟する。今後は基幹災害拠点病院として更なる機能充実を図る。 

・大学病院新々棟についても平成 27年 11月頃に着工し、平成 29年夏の竣工を計画して

いる。 

・坂文種報德會病院（第二教育病院）の新棟建設は、既存Ｂ棟を解体し平成 27年３月に着

工、平成 28年度に竣工を予定している。 

・医学部では医学部１号館の耐震工事が完了。平成 28年度より、同館の設備基盤整備を 

実施する予定である。 

・医療科学部の生涯教育研修センター２号館建設は、平成 27 年４月に着工、同センター１

号館と連結する校舎として平成 28年２月竣工、４月稼働予定である。 

・岡崎新病院計画については、第２次救急医療病院として平成 32 年の開院に向けて計画

を進める。 

 

 

２．学校関連 

    １）藤田保健衛生大学 

 ・平成 26 年度に公益財団法人大学基準協会に大学評価（認証評価）の申請を行い、評価

の結果、「大学基準に適合している」と認定を受け、平成 27 年４月１日から７年間の認証

評価が得られた。 

 ・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、以下の大学

改革に取り組む。 

   ①学内の教育改革に取り組む教員組織を財政的に支援するための競争的教育改革助

成費（学長裁量経費）を新たに設けて学部の教育改革を推進する。 

   ②学長の下にＩＲ部門を設置し、学修時間・教育の成果等に関する情報の収集・分析を

専門に行う。 

    ③ＵＲ（都市再生機構）、豊明市との包括連携協定に基づき、ＵＲ豊明団地に学生・教職

員が居住し地域活動への参加交流を行う。また、団地内に「まちかど保健室」を開設し



4 

 

相談･訪問を行うなど先進的地域包括ケアシステムを活用した教育・社会貢献を実践

する。 

   ④民間企業との産学連携や周辺自治体との地域連携を促進し、本学に蓄積された知を

社会に還元し、社会貢献に積極的に取り組む。また、他大学との連携を推進し、本学

の教育と研究レベルの向上を図るとともに、地域社会のニーズに幅広く対応する。 

   ⑤海外提携校の拡大や英語教育の充実化により、学生及び教職員の海外交流を活発

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上げる。さらに、世界

で通用する人材の育成を目指す。 

   ⑥大学教育の質的転換のための FD（Faculty Development）及び SD（Staff Development）

を実施する。 

   ⑦アドミッション・ポリシーの明確化と共に入試改革に取り組む。 

 

  ２）藤田保健衛生大学医学部 

        ・医学教育分野別認証評価を受審するための準備体制を構築し着手する。 

・高大接続改革実行プランで提唱されるアドミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、カリ

キュラム・ポリシーの一体的な策定に取り組む。 

・大学基準協会での認証評価の結果を踏まえ、努力課題とされた教員選考規程の見直し、

卒業・進級要件の教育要項（シラバス）への明示、在籍学生数比率の改善を図る。 

・第 109回医師国家試験では新卒 106/110人（96.4％）、総計 107/114人（93.9％）の結果

であり、過去５年間の合格率平均（総計）は 94.3％で全国 17 位と安定した結果を残して

いる。医師国家試験合格率の更なる向上・安定化のための施策を今後も継続する。 

 

３）藤田保健衛生大学医療科学部 

・臨床検査学科の教室・研究室、看護学科の教室・演習室・研究室、放射線学科の教室に

加え、ＳＧＬ（スモール・グループ・ラーニング）を実施できる教室が配備された生涯教育研

修センター２号館（地下１階、地上６階）が平成 28年２月に竣工予定である。 

・平成 27年度の収容定員に対する超過率は１20％である。平成 28年度は各学科も 1.3未

満まで引き下げ、平成 30 年度には 1.2 未満まで引き下げるよう、継続的に是正する予定

である。 

・高大接続改革実行プランで提唱される新たな入試制度を検討し、平成 28 年度入試から

の実施を目指す。 

・大学院保健学研究科博士後期課程（医療科学専攻）を平成 27 年４月に開設した。博士

後期課程には、生体情報検査学分野、医用量子科学分野、リハビリテーション療法科分

野が置かれ、医療科学の領域に精通し、高度な知識と科学的根拠に基づき、医療技術

の発展に寄与する独創的な研究開発能力と高い倫理観を有した教育者、研究者及び指

導者の育成を目的としている。 

・社会の要請が強い、医療通訳と移植コーディネーターの養成を大学院保健学研究科修

士課程で検討し、平成 28年度からの実施を目指す。 
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・藤田保健衛生大学地域包括ケア中核センターの活動と、豊明市とＵＲ豊明団地における

地域貢献活動を平成 27 年４月から実施し、地域の在宅医療や介護が抱える課題解決に

向けて地域との連携を深め、学生の地域医療介護の実習教育や大学院の研究を行う環

境を整える。 

・全学科統一の教員評価制度の本導入を目指す。 

 

４）藤田保健衛生大学看護専門学校 

・３年間で「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」という教育目的を達成できる

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。 

・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。 

 

３．病院関連 

１） 藤田保健衛生大学病院（第一教育病院） 

・大学病院新棟建設工事は平成 27年４月 20日竣工し、４月 29日開棟式、内覧会を行い、

５月連休中に移転。５月７日より急性期医療を中心とした病棟として全面開棟する。 

・新棟開棟に伴い中央手術室が 14室から 23室に増加することで手術件数を 13,000件超

に増加させ、収益増加を図る。 

・平成 28年３月の病院機能評価再受審に向けて活動を推進する。 

・病院新々棟建設も新棟開棟と前後して準備工事が着工となり平成 29 年夏、竣工予定で

ある。 

 

２）藤田保健衛生大学坂文種報德會病院（第二教育病院） 

・急性期専門性強化型病院を目指した病院増改築工事が進んでおり、平成 29 年竣工予

定である。今年度は病院経営の一層の安定化を目指し、患者数を増加させ医療収入の

確保に取り組む。 

・厚生労働省の地域診療情報連携推進補助金を活用し構築した地域連携システム（ID-

Link）の機能拡充や、病病連携の強化を目的として発足した連携病院会をより発展される

ことにより、地域医療機関との連携基盤を強固なものにする。 

・救急診療部門の体制を強化し、救急患者を積極的に受入れ、地域の救急医療に貢献 

する。 

・クリニカルパスの充実・見直しに取り組むことで、患者に対してより良質で標準的な医療の

提供を行うとともに医療の効率性を高め、収益の改善を図る。 

・地域住民に対して積極的に健康セミナー等を開催することで、交流を深め地元から慕わ
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れ、頼られる病院を目指す。 

・タワー型駐車場建設により駐車台数不足の問題を解消し、患者の利便性を高め患者数

の増加を図る。 

 

  ３）藤田保健衛生大学七栗サナトリウム（第三教育病院） 

・医療の質は病院機能評価により担保し、県内基幹病院との緩和・脳卒中・認知症医療の

連携体制を継続・強化する。三重交通バスの玄関前乗り入れを実現する等、院内外の環

境改善を行う。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

変更する。 

・病棟稼働率向上のため、当院の特徴（緩和ケア、NST、ロボット、七栗研究所との共同研

究等）を、地域支援室や各種セミナーを通じて急性期病院や県内の医療関係者にアピー

ルする。同日入退院達成率を増す等、限られた病床を有効活用する。全職種の藤田学

園の各組織、関連企業との人材交流により職場の活性化、人材育成を促進する。 

・当院が病院であることを分りやすくするため、病院名称の変更を検討している。リハビリフ

ロアの拡張、ハイブリッド緩和ケアの仕組みの構築、５階療養型病棟の回復期リハビリテ

ーション病棟への転床、MRI導入、学生実習環境の改善、災害協定の具体化などを検討

する。 
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Ⅲ．事業計画の概要 

 【学校】 

１．藤田保健衛生大学 

１）医学部 

① 学生の質の向上 

・スチューデントドクターとして患者と向き合う臨床実習は、医師としてのプロフェッショナリ

ズムの涵養に効果的な教育プログラムであり、真摯な態度で実習に取り組む自覚を促

すため、白衣授与式を導入する。 

・学生が国際的視点で医学を学んでもらうため USMLE(United States Medical Licensing 

Examination) Step１の受験を支援する教育体制を整え、国際的視野を持つ医師の養成

に取り組む。 

・学部教育では MOU（Memorandum of Understanding）を締結する５大学と医学生の相互

交流が行われているが、更なるグローバル化推進のため、大学院医学研究科に秋季入

学を導入し、外国人留学生の受け入れを促進する。また、それに合わせて教育要項も

英語版を作成する。 

 

      ② 教職員の質の向上 

・平成 26年度学生ポータルサイトを立ち上げたが、e-learningシステムが十分活用されて

いない。平成 26年度に引き続き医学情報教育推進室によるMoodle ワークショップを開

催して、学習、教育支援システムである Moodle を教員に周知するとともに利用率の向

上を図る。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

・平成 27 年度から導入される国際標準に準拠した新カリキュラムの基本方針（a.学習成

果基盤型への転換、b.リサーチマインドを涵養する教育の充実、c.診療参加型臨床実

習の充実、d.学生に過負荷とならないカリキュラムの構築）に沿って、カリキュラムが改正

される。諸施策の実行状況を PDCAサイクルにより検証・改善する。 

・平成 27 年度から愛知県地域枠学生が入学することから、将来地域医療に対する強い

熱意と使命感を涵養させる教育プログラムを構築する。 

・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体制整備を行う。 

 

④ 教育環境の整備 

・生涯教育研修センター１号館（医学部講義棟）10 階、11 階の６学年勉強部屋の無線

LAN環境を充実する。 
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２）医療科学部 

 ① 学生の質の向上 

【臨床検査学科】 

・現代ニーズに即した質の高い臨床検査学教育を行うために、平成 28 年度にカリキュラ

ム改訂を予定しており、従来型の講義体系である SBL（Subject-Based Learning）から、

PBL（Problem-Based Learning）形式を導入したチュートリアル教育への実施に向けた詳

細な実務レベルの検討を持続する。 

・学生の臨床現場への対応力を向上させるべく、実績を積みつつある臨地実習前の

OSCE（Objective Structured Clinical Examination、客観的臨床能力試験）の学修効果

を更に高めるための詳細な検討を行う。 

【看護学科】 

・他学年の学生間の連携強化を図るため、全学年を通じた学生のグループによる「学科

活動」を昨年度に引き続き実施する。 

・平成 27年度は、４年生全員が看護師国家試験及び保健師国家試験を受験する最終年

度となるため、国家試験対策を強化して合格率 100％を目指す。 

【放射線学科】 

・高い国家試験合格率を維持するため、抜本的な国家試験対策の見直しを行う。 

・質の高い学生を獲得するため、オープンキャンパスなどの広報活動に積極的に取り  

組む。 

【リハビリテーション学科】 

・地域包括ケア中核センターを、学生の地域医療介護の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研究を行い、新たな教育方法

を確立する。 

【臨床工学科】 

・臨床工学技士国家試験合格率 100％を目標に、国試対策の強化を図る。 

【医療経営情報学科】 

・診療情報管理士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)分析に関する教育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。 

 

② 教職員の質の向上 

【臨床検査学科】 

・チーム医療に貢献でき、高い指導能力をもったメディカルスタッフを養成するために、本
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学科の教員と実習病院である本学大学病院臨床検査部との人的連携を強化し、新たな

教育指導体制の構築を目指す。 

【看護学科】 

・教員の看護実践能力の向上を目指し、本学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。 

・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。 

・医療科学部 FD 相互研修のほか、教育力向上を目的とした研修会への参加を推進 

する。 

【放射線学科】 

・師弟同行の精神に基づき、より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。 

・研究活動に積極的に取り組むことにより、その成果を教育の質の向上に還元する。 

【リハビリテーション学科】 

・OSCE で用いる客観的臨床技能の項目を新たに開発することにより、教員の専門領域

における教育力を高める。 

・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の協力のも

と、教員と地域住民とのコミュニティを形成することにより地域連携を深める。 

【臨床工学科】 

・チーム医療に貢献でき、高い実践能力と高度最先端医療現場に対応できる臨床工学

技士を養成するため、４年生の臨床実習において、本学大学病院に勤務する臨床工学

技士との連携を強化し、新たな教育指導体制を構築する。 

・若手教員（准教授以下）への研究費（研究助成費等）の配分を厚くして、若手教員の研

究意欲を高め、学科内の研究の促進を図る。 

【医療経営情報学科】 

・医療科学部相互研修 FDに全教員が参加し、教育の質の向上に取り組む。 

・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。 

・全講義及び演習、実習における学生授業アンケートを実施し、学生の満足度を調査し、

教員の授業の質を客観的に調査する。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

【臨床検査学科】 

・現行課程は改正後７年が経過しており、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、グループ討議演習・PBL・OSCE を導入、コミュニケーションスキル、

社会人基礎力の向上を図る課程の平成 28 年度導入を目指す。また、平成 27 年度の

臨床検査技師に関する法律改正への対応を図る。 
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【看護学科】 

・地域住民の高齢化による課題解決に向けて、本学大学病院や地域包括ケア中核セン

ターの訪問看護ステーションと連携して、地域での暮らしや看取りまでを見据えた看護

が提供できる看護師養成プログラムを開発する。 

・看護技術教育の現状を整理するとともに、OSCEの導入を検討する。 

・保健師課程を選択しない学生に対する履修選択の幅を広げ、看護学を広く学べる選択

科目の平成 28年度導入を目指す。 

・学生の質の変化に対応するよう、リメディアル教育と初年次教育、社会人基礎力育成を

含めた課程の平成 28年度導入を目指す。 

【放射線学科】 

・三次元放射線治療計画システムを活用した放射線治療実習の実施を開始する。 

・学生教育の質の向上を目指し、各領域内の教員の相互協力体制の下に、効率の良い

教員配置とカリキュラムの見直しを継続する。 

・臨床実習関連病院との連携を強化することで、医療人としての適切なコミュニケーション

と判断力を身につけられる実習教育を実施する。 

【リハビリテーション学科】 

・平成 26年度から開始した新カリキュラムを定着させ、その評価を厳正に行う。 

・４年生の臨床実習において、地域包括ケア中核センターにおける実習プログラムを検

討する。 

【臨床工学科】 

・工学系の担当教員が減少することから、講義・実習等の質の低下を来さないように、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】 

・「医学と医療」、「情報処理と分析」、「経営と管理」の３分野について専門的知識の修得

とともに実践的技術を練成して、良質な医療遂行に貢献できる人材の育成を目指す。 

 

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習センターの実習室改築後の建

物、部屋等の運用方法を検討し、将来の学生の教育及び研究環境の整備を進める。 

・購入後 18年が経過している顕微鏡を計画的に更新する。 

【看護学科】 

・建設予定の生涯教育研修センター２号館における効果的な学習環境の整備を進める。 

・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。 

・地域包括ケア中核センターにおける実習環境を充実する。 

【放射線学科】 

  ・建設予定の生涯教育研修センター２号館地下１階の教室について、学習環境の整備 



11 

 

を進める。 

･購入後 28年以上を経過している超音波診断装置を更新し、実習の効率化を図る。 

・学生のアメニティ向上を図るため、放射線治療技術学実習室をはじめとする実習室や

研究室の机や椅子の更新を行う。 

【リハビリテーション学科】 

・短時間での多様な動作解析が可能なコードレス筋電計を導入し、実習及び研究の質を

向上する。 

【臨床工学科】 

・学生のアメニティ向上を図るため、８号館２階、６階のトイレ改修工事を行う。 

【医療経営情報学科】 

・DPC分析ツールや e-learningシステムを整備する。 

・学生のアメニティ向上を図るため、９号館 1階のトイレ改修工事を行う。 

 

 ２．藤田保健衛生大学看護専門学校 

    ① 学生の質の向上 

・質の高い学生の確保のために、広報活動の拡大と指定校推薦入学試験を導入する。 

・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、セミナー・

特別講義などで学習する時間の確保を行う。 

・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 

・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。 

・講義－演習－実習を体系的に関連させ「わかる授業」の教育実践に努める。 

・対人関係づくり、カウンセリング研修など積極的に参加し人間的陶冶を図る。 

・専門領域指導の充実を図るため、計画的に実務研修を実施する。 

・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。 

・講師、実習施設との連携・協力体制を強化し、効果的な教育を実現する。 

・習得すべき技術の到達度を目標に、講義－演習－実習のエビデンスに基づく技術強
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化を図る。 

・定期的に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 

・会議、委員会など効果的・効率的に運営し「学びの場」としての環境を整える。 

・図書の充実、図書室利用率向上を図れるよう支援する。 

・校内のインターネット回線・Wi‐Fi環境を改善し、利便性を高める。 

・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。 

・実習モデル、機器備品を充実させ、確実な看護技術の習得を支援する。 

・防災ハンドブックの活用や県警・消防署との連携を図ると共に、防災対策を強化し、学

生の安全確保に努める。 

・老朽化した施設の改修工事を行い、利便性と清潔感の向上を図ると共に、安全性、省

エネなど環境にも配慮する。 

 

 【病院】 

   １．藤田保健衛生大学病院（第一教育病院） 

① 質の高い安全な医療の提供 

  ・５月開棟予定である大学病院新棟では、総合救命救急センターの機能を強化し、救急

医療の充実を図る。それに伴い、患者救命率向上を目指し、今まで以上に地域社会に

貢献する。 

・ハイブリッド手術室が整備されたことにより、高齢者やリスクの高い外科手術適応外患者

対し、経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）などの低侵襲手術を実施する。従来の内

視鏡手術支援ロボットによる外科手術と共に高度低侵襲手術を推進する。 

・病院機能評価再受審により質の高い安全な医療を行う環境を整備する。 

 

② 患者サービスの向上 

・地域診療所で診療・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推進と共

に、地域診療所からのカルテ閲覧可能に向け、利便性の向上を図る。 

 

③ 医療・療養環境の改善 

・大学病院新棟が平成 27 年４月 20 日竣工、５月７日全面開棟することで療養環境の向

上を図る。 

・手術室の増加に伴い、早期治療（手術）につなげ、医療の質の向上を図る。 

・平成 27年度秋頃に新々棟を着工し、翌年の完成後は、快適な入院生活が送れるよう療

養環境の改善を図る。 
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④ 経営基盤の安定 

・登録地域医療機関を対象としたホテル式予約システム、カルテ閲覧施設の登録地域医

療機関を増加させ、紹介患者を獲得する事により収益増加に貢献し、経営の安定を 

図る。 

・後発医薬品(ジェネリック医薬品）の導入率を 60％超にし、DPC 後発医薬品係数を増加

させ、収入増加による経営の安定化を図る。 

 

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 

・急性期専門性強化型病院を目指した増改築工事に着工し、平成 29 年に竣工予定で 

ある。 

・従来ある診療センターに加え、新たに専門性の高い医療を提供するセンターの設置を

予定する。 

・救急総合内科を設置し、救急部門の強化・充実を図り、地域の救急医療に貢献する。 

・クリニカルパスを見直し、患者に対して良質で標準的な医療の提供を行う。 

 

② 患者サービスの向上 

・全職員に対しコミュニケーションの健全化、接遇スキルアップのための研修会や勉強会

を開催する。 

・患者へ癒しの提供を目的とした病院内コンサートを開催する。 

・医師や看護師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。 

・タワー型駐車場を建設し６月初旬に運用を開始する事により、駐車場不足の解消を図り

患者の利便性を高める。 

 

③ 医療・療養環境の改善 

・地域連携システム（ID-Link）における検査レポート（放射線・内視鏡・超音波等の検査）

の追加公開を行い、参画医療機関からの要望に対応する。 

 ・各医療機関からの診療・検査予約を従来の電話・FAX の他に WEB からも可能になるシ

ステムの構築を行う。 

 

④ 経営基盤の安定 

・地域連携システム（ID-Link）の機能充実や病病連携の強化を目的とした連携病院の積

極的な活動を通して患者数を増やし収益増加を図る。 

・ジェネリック薬品の採用推進により薬品費を抑え、DPC入院料の増益を図る。 

・外来患者の採血率を向上させ検査収入増加につなげ、外来患者の一人当たり単価を

引き上げる。 
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３．藤田保健衛生大学七栗サナトリウム（第三教育病院） 

① 質の高い安全な医療の提供 

・第三者評価の病院機能評価を、本体審査・付加機能とも継続的に受審し、医療の質を

担保する。本体審査は５年毎であり、平成 26年に３度目の認定を取得している。 

・全医師参加の医局会を活用して三科間や看護部・医療技術部・安全管理室等の連携

を強め、院内ルールや必須の医療情報を共有する。 

・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。 

 

② 患者サービスの向上 

・当院が病院であることを分りやすくするため、病院名称の変更を検討している。院内サイ

ンの見直しを図る。 

・三重交通バスの玄関前乗り入れを実現する。 

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

朽化対策を行う。  

 

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する。学

園全体としてシステム管理が出来るようになることで、人材面、経営面に好影響を与える。 

・藤田記念七栗研究所が至近距離の職員宿舎に移転したことで、当院と共同の臨床研

究をより充実し、その成果を臨床に反映する。 

・当院の特徴（緩和ケア、NST、ロボット、シーティング等）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、ロボットが居るリハビリ訓練室を増設

する。同時に医局の数を適正にし、質の向上も図る。 

・緩和ケアは４階一般病棟の半分程度に、緩和ケアも化学療法も行うことの出来るハイブ

リッド緩和ケアの仕組み、高級感のある内装を導入して魅力を増す。 

・MRI導入により医療全般を安定化させ、また MRI も無い病院との風評を打破する。 

・学生実習環境を改善し、後進の育成に努める。 

・三重大学と締結した災害協定の具体化を図り、災害医療に寄与する。 

 

④ 経営基盤の安定 

・三重県の回復期リハビリテーション病棟は増加しており、病棟稼働率の向上・安定のた

めに、急性期病院へのアピールを強める。 

・地域支援室、広報委員会、入院調整チームが一丸となり、入院受け入れ状況及び当院

の魅力について詳細な情報を提供する。 

・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、七栗サナトリウムが先達であることを印象づける。 
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・同日入退院達成率を増すために院内連携を強化し、限られた病床を有効活用する。 

・上述のリハビリフロア拡張、ハイブリット緩和ケアを活用し、稼働率を高めて収益を向上さ

せる。 

・５階療養型病棟は回復期リハビリテーション病棟に転床して収益性を増す。回復期リハ

ビリテーション病棟への改築、リハビリ訓練機器購入の補助金を獲得できるよう努力 

する。 

・職場の活性化、人材育成の目的で、全職種の藤田学園の各組織、関連企業との人材

交流、ローテーションを促進する。 

 

 【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、基礎から臨床的応用を目指すものまで、学内共同研究等も含め

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、転座・逆位などの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。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。 

 

・遺伝子発現機構学研究部門 

機能が判明した環状 RNA（ciRS-7）の生合成メカニズムを解明する（一部は京都ウイルス研

究所・大野睦人教授との共同研究）。昨年度に引き続き『成熟 mRNA の再スプライシング』

現象の普遍性・一般性を、前立腺癌患者や白血病・骨髄腫瘍患者の試料を用いて検証す

る。（本学医学部・白木良一教授、恵美宣彦教授との共同研究） 

・難病治療学研究部門 

モデル動物、非翻訳 RNA、プロテオーム解析等を用いた、老化による筋萎縮（サルコペニ

ア）や難治性筋疾患，骨格系疾患の病態生理の解明と治療法探索の基盤研究。発現分子

特異的細胞除去法を用いた筋内間葉系前駆細胞の役割の解明。筋分化制御と筋を起点

とした多臓器間のクロストーク解析。ナノ粒子を用いた遺伝子送達法の開発。   
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・システム医科学研究部門 

遺伝子改変マウスや薬剤投与等の処置を行ったマウスの表現型解析を起点とし、記憶・学

習や情動性などの脳の高次機能変化を捉えることにより、遺伝子と精神・神経疾患の関係

を明らかにする。本年度は特に、我々が提唱してきた精神疾患の中間表現型「未成熟脳」

のメカニズムや制御法の探索を進める。また、これまで取得してきた各種マウスの行動解析

データをもとにしたマウスの機能表現型データベースの整備・拡充を行う。 

 

２．藤田保健衛生大学藤田記念七栗研究所 

・本研究所は平成 26年度に七栗サナトリウム隣地に移転した。これまで以上に、同じ七栗校

地の医学部・七栗サナトリウムとの連携を強化した共同研究を行い、臨床に役立つ成果を

なるべく多く論文化する。 

・脳卒中治療: 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、動作解析など工学的評価手法の開発及び改良を進める。電気刺激による麻

痺・筋力回復促進の臨床適応の最適化を進める。リスク管理に役立つセンサーを開発す

る。車椅子シーティング適用の体系化を進める。 

・障害評価: これまでに開発した上下肢 Stiffness・筋電同時測定装置を解析手法を含めて

改良し、Stiffness構成要素の同定、痙縮治療効果の予測法を確立する。七栗サナトリウム

の患者データベースを用い、経時変化の提示・帰結予測の出来るアプリケーションを開発

する。遊離アミノ酸とリハビリテーション効果の関連性の評価、半側視空間無視に対する視

線探索・体幹回旋訓練システム開発を行う。 

・臨床に通じる脳疾患への基礎的検討: 小脳失調マウスの原因遺伝子の 10番目染色体の

エクソーム解析、環境エンリッチメント飼育と薬剤投与の運動失調改善効果、脳梗塞モデル

動物への運動訓練・薬剤併用療法における脳内分子機構などの解析を行う。 

・栄養・食品機能性研究: 経口栄養食品が癌悪液質モデル動物病態に及ぼす影響、マウス

潰瘍性大腸炎モデルを用いた脂質摂取の影響などを検討する。マウスの大腸腫瘍発生に

対するアロエ抽出物及び経口栄養食品成分の修飾作用をサイトカインレベルで検討する。 
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Ⅳ．平成 27 年度 学校法人藤田学園予算 

平成 27 年３月 25 日に開催された理事会及び評議員会において、平成 27 年度学校法人藤

田学園の予算を承認した。  

 

平成 27年度予算の経常収支は、教育活動収入 69,543 百万円、教育活動支出 63,200 百万

円、教育活動収支差額 6,343 百万円となり、教育活動外収支差額 17 百万円を加え 6,360 百万

円となった。 

特別収支は退職給与引当金特別繰入額などにより△963百万円となった。 

結果、基本金組入前の当年度の収支差額は 5,397百万円となり、基本金 15,000 百万円の組

入後の当年度収支差額は△9,603百万円の予算編成となった。 

 

平成 27年度の主な設備投資計画 

・ 藤田保健衛生大学病院 新々棟建設工事 

・ 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 新棟建設工事 

・ 藤田保健衛生大学七栗サナトリウム 病棟改修工事 

・ 藤田保健衛生大学 生涯教育研修センター２号館建設工事 

・ 藤田保健衛生大学 医学部１号館解剖実習室改修工事 

 

（単位：百万円）

科目 予算額 科目 予算額

学生生徒等納付金 7,571 資産売却差額 0

手数料 343 その他の特別収入 573

寄付金 718 特別収入計 573

経常費等補助金 2,167 資産処分差額 538

附随事業収入 520 その他の特別支出 998

医療収入 57,524 特別支出計 1,536

雑収入 699 △963

教育活動収入計 69,543 5,397

人件費 28,469 △15,000

教育研究経費 30,794 △9,603

管理経費 3,923 △77,592

徴収不能額等 13 △87,195

教育活動支出計 63,200

6,343 ※

科目 予算額

受取利息・配当金 112

その他の教育外活動収入 0

教育活動外収入計 112

借入金等利息 95

その他の教育外活動支出 0

教育活動外収入計 95
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6,360

※
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教育活動収支差額

教

育

活
動

収

支

収

入

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

平成27年度事業活動収支予算書

教

育

活
動

外

収

支
経常収支差額

収

入

事業活動収支計算書は学校法人会計基準の改

正に伴い、従来の消費収支計算書から書式が変

更しています。

従来の消費収支計算書は消費収入と消費支出を

一覧で表示していましたが、事業活動収支計算

書では、収支を経常的な収支と臨時的な収支に

区分し、さらに経常的な収支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

に分けられています。

収

入

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

前年度繰越収支差額

 


