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Ⅰ．事業計画の背景 

本学園は 1964 年の創立以来、建学の理念として「獨創一理」を掲げ、医療系総合学園

として医療の幅広い分野における「良き医療人の育成」に向けた教育・研究の取り組みに

より、多くの人材を輩出してきた。また、医療においては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、最先端医療から終末期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不作為や立ち後れ、損失

を克服することが大きな課題であり、その解決に向けて同年度から取り組みを開始した。

具体的には、時代の要請に応えた校舎・病棟建設などの設備投資、財政状況の全貌の把握

と経営再建、中長期経営目標と計画の策定、全学的な系統的議論を行うしくみづくり、事

務系を含む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等の導入、外部第３

者および内部からの経営監査、行政・企業を含む外部との円滑かつ戦略的な折衝、旧経営

陣による資金運用上の失策に対する事後処理などであった。 

 平成 24 年度は、上記の諸課題に取り組む２年度目であり、平成 23 年８月の理事会で策

定した「中期経営努力目標と達成計画」を基盤とする単年度の事業計画を立て、｢オール藤

田｣体制での収支改善委員会において達成状況の確認と計画の修正を毎月行うことにより、

着実に事業を推進した。また、人材獲得とキャリアアップ策推進、外部人材の活用、内外

の経営監視体制強化、資金運用損失への対応などをさらに進めた。 

大学各学部・学校で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、各病院も事業実績が史上最高水準に到達するなど、学園の基本的諸事業

において大きく前進することができた。その結果、平成 23 年度末 473 億円であった学園

純資産額を平成 24 年度末に 502 億円に回復させることができた。 

また、創立 50 周年記念事業の一環として設備投資に取り組み、低侵襲画像診断・治療

センターと新立体駐車場の竣工、医学部 1 号館の第 I 期耐震工事の完了、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月には大学病院の新病棟建設に向け着工した。 

 平成 25 年度は、前年度に続き「中期経営努力目標と達成計画」を踏まえた単年度事業

計画に従って取り組みを進めた。年度の途中から著しい建設費の高騰や消費税増税などを

考慮し、平成 23 年度から平成 32 年度に渡る 10 年間の経営計画を見直した。 

 各学部・学校において、前年度の水準をさらに超える入試志願者数や全国の中でも高位

となる国家試験成績を達成した。病院全体における事業実績も史上最高となり、学園とし

ての基本的な諸事業において前年を超えて大きく前進し、平成 25 年度末には学園純資産

額が 569 億円（平成 23 年度末より 96 億円増）に回復した。同年度の主な設備投資とし

て、医学部１号館第Ⅱ期耐震化、七栗研究所移転、豊明市の延伸道路と連結する外周道路

整備などの工事を行い、大学病院新病棟の建設を進めた。 
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教育面では、医学部で臨床実習の大幅な時間増と質の向上を含む新カリキュラム作成の

取り組みを進めるとともに、成績優秀者奨学金制度を全学年に拡大した。医療科学部では

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の活用、新校舎建設に

向けた計画立案などを進めた。研究についても臨床研究、橋渡し研究、知財管理等の推進

をめざし、大学病院臨床研究センター人材の充実を図った。 

各病院では質の高い安全な医療の提供、地域医療連携推進、救急医療推進などに向けて

取り組んだ。学内運営では、収支改善方策の審議、職場改善活動とその発表会・表彰、育

児負担のある医師の就労緩和を含む労働時間編成の導入、新人事務職員のテーマ研修を含

む教職員のキャリア開発支援、インセンティブ制度などを実施した。 

平成 26 年度は、大学間・病院間の競争激化、競争的研究費の極端な重点配分化、診療報

酬実質マイナス改定、急性期病床の大幅削減の動向、消費税増税、建設費高騰などを背景

として、これまで以上に厳しい環境下に置かれることとなるが、これまでの学園の取り組

みを引き継ぎ、学園創立 50 周年に相応しい更なる飛躍をめざす。 

特に、平成 23 年度からの 10 年間の経営計画を基盤とする校舎・病院の刷新による基本

的競争力の強化、創立 50 周年記念事業の推進による学園の伝統の発展的継承とビジョン

形成による教職員の結束力強化、学長を中心とする教学ガバナンス改革を基盤とする大学

力（教育、研究、地域・大学連携、国際連携、情報入手・分析、人的ネットワークなど）

の強化、医療・ケアに関する社会的動向や科学技術発展を的確に踏まえた地域社会・国際

貢献、教職員に関する人材確保の推進と系統的なキャリアアップのしくみの確立、経営体

としてのマネジメントやガバナンスの強化などをめざす。 

創立 50 周年記念事業として、主要施設の建設・整備とともに、記念式典開催、記念誌編

纂、寄付金募金活動などを進める。主な施設として、大学病院新病棟の平成 27 年４月竣

工に向けて建設を進め、併せて同年５月からの稼働計画を綿密に準備する。また、平成 26

年６月には３年計画の坂文種報德會病院新病棟の建設に着工し、同年秋から半年間で医学

部解剖実習室等改修工事を実施する。さらに、医療科学部の生涯教育研修センター２号館

の平成 27 年４月着工を含め諸施設工事の準備を確実に進める。 

教育・研究面では、学長を中心とする教学ガバナンスの確立、医学部の新カリキュラム

実施にむけた準備、医療科学部の大学院博士課程設置申請、地域包括ケア中核センターの

教育的活用、国内外の大学との連携・交流などとともに、臨床研究や橋渡し研究、研究の

コンプライアンス・知財管理の推進などに取り組む。 

医療やケアの取り組みでは、平成 26 年度４月の診療報酬改定への的確な対応、地域医

療連携のしくみの構築、救急医療体制整備、地域包括ケア事業、国外患者受け入れなどを

進める。 

以上、創立 50 周年記念事業と 10 ケ年の計画を柱とする多面的な取り組みを進めること

により、学園の競争力・学園力を飛躍的に高めることで厳しい環境を乗り越え、人材育成

と先端的な研究、医療・ケアを更に推進して、時代と人々の要請に力強く応えていくこと

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 周年を迎える。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。 

・これまでに本事業として「生涯教育研修センター１号館」、「アセンブリホール体育館」、

「低侵襲画像診断・治療センター」を竣工した。 

・大学病院（第一教育病院）の新棟建設については、平成 25 年３月に着工し、平成 27 年

４月竣工、５月開院を予定している。完成後は基幹災害医療センターとして更なる機能充

実を図る。 

・坂文種報德會病院（第二教育病院）については、新棟建設及び改修工事を平成 26 年６

月より着工する。 

・医学部では、１号館の耐震工事が全て完了した。 

・医療科学部では、臨床検査学科と看護学科及び放射線学科の一部を組み込んだ「生涯

教育研修センター2 号館」を同センター1 号館と連結する校舎として平成 28 年 1 月まで

に竣工する予定である。 

  

２．学校関連 

  １）藤田保健衛生大学医学部 

・国際標準に準拠した新カリキュラムの作成に入った。その基本方針は以下の通りとする。 

①モデル・コア・カリキュラムの内容が 2/3、建学の理念に沿った内容が 1/3 とする。 

②２学期制、１コマ 70 分、１日６コマとする。 

③海外や国内の教育施設との連携を強化する。 

④臨床実習の期間を延長し、その内容を充実させる。 

⑤カリキュラムをアウトカム（学習成果）基盤型に整え、その評価法を検討する。 

⑥能動的学習や双方向性学習を多く取り入れる。 

⑦進級判定方法を検証し、改善する。 

⑧リサーチマインドを涵養する。 

・学外での臨床実習を充実させるために、１次医療・２次医療を行っている医療施設や地域 

包括ケアを行う介護福祉施設とも連携する準備に入る。 

・医師国家試験合格率向上のための施策を今後も継続する。 

・親切な医療、医学領域の良質な臨床研究の充実に着手する。 
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２）藤田保健衛生大学医療科学部 

・医療科学部の１、２、３、６号館は、いずれも新耐震設計基準の施行（昭和 56 年６月１日）

以前の建物であるため、平成 26 度中にそれらの耐震建替え計画（生涯教育研修センタ

ー２号館建設計画）をまとめ、早期の着工を目指す。 

・大学院保健学研究科保健学専攻では、現代医療の高度化、複雑化、多様化に幅広く対

応するために、保健・医療科学に共通する保健衛生学の高度な学術的基盤を修得し、次

世代を担える研究能力を備えた教育者、研究者、指導者の育成を目的として、平成 27

年４月より博士後期課程を設置するため、本年５月に文部科学省への認可申請を行う予

定である。 

・医療と介護を結ぶ中核施設として地域貢献を果たすため、平成 25 年２月に開設した藤

田保健衛生大学地域包括ケア中核センターは、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

う施設として活用の幅を広げる。 

・全学科統一の教員評価制度を導入し、先ずトライアルとして実施する。 

 

３）藤田保健衛生大学看護専門学校 

・本校は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教育機関である。 

・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） 

・医療現場へ医師・看護師を急行させるドクターカーを利用した救急医療を充実させ地域

住民が安心して暮らせる医療環境を構築する。 

・大学病院の新棟建設工事は、当初の予定から半年遅れではあるが、順調に進行しており、

平成 27 年４月竣工、５月連休後に一斉に移動し、開院する予定である。 

・学園の収益基盤である大学病院は、平成 26 年度診療報酬改定により、診療収入は試算

では増収となるが、平成 26 年４月からの消費税アップにより医療物品調達コストが増加し、

実質収益は減少する見込みである。しかし、医療クラウドを利用した診療・検査予約、カ

ルテ閲覧システム構築等で病診連携を強化し、紹介・逆紹介患者を獲得することで収益

の増加を図る。 

・JMIP 認定施設の認証を取得し、外国人患者が安心して受診できる環境を整え検査・手

術を主とした外国人患者の受け入れを行う予定である。 
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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） 

・急性期専門性強化型病院を目指した新棟建設工事の着工に伴い、高額な設備投資が

見込まれ、病院の経営基盤の強化が必須となる。今年度は、国の社会保障と税の一体改

革が推し進められる中、診療報酬改定が行われる。当院は、今回の改定の重点課題と位

置づけた「医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の拡充等」に沿った病院機能の

整備に取り組み収益向上を図る。 

・地域医療機関との連携強化・推進を目的として、厚生労働省の地域診療情報連携推進

費補助金を利用し構築した地域連携システム（藤田医療情報ネットワーク）への参画医療

機関を増加させるとともに、本システムのバージョンアップを実施し、利便性を高め関係強

化を図る。 

 

  ３）藤田保健衛生大学七栗サナトリウム（第三教育病院） 

・七栗サナトリウムは、国の「入院医療の機能分化と連携」施策の「亜急性期等」の部分をリ

ハビリや緩和ケア医療により推し進める。その質の担保として病院機能評価受審(３巡目)、

外部への還元として七栗リハビリセミナー・七栗緩和セミナーの開催、連携の具現化とし

て緩和医療・脳卒中の地域連携パス強化を目指す。 

・七栗サナトリウムの良質な医療を知って貰い、かつ心地よく過ごして貰うため、ホームペー

ジの刷新、顧客目線のロビー改修、バス停の玄関付近への移転などを計画している。 

・診療報酬改定対策として、回復期リハビリの算定要件の工夫、長期入院患者、廃用症候

群比率の減少などを模索する。 

・教育病院間での異動、派遣職員採用、業務の外部委託も視野に入れた人材育成、人件

費削減を検討する。 

・療養型病棟（５Ｆ）３床を回復期病棟（２Ｆ）に転床し、増収を図る。  
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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 

・学生の定員増などで学生の学力低下が指摘されている。そこで一般入試（後期）の導

入など入試の改善に努めているが、医学部入学後に留年を繰り返す学生が少数ながら

みられる。医学部のアドミッションポリシーを堅持するため面接方法の改善に着手したの

で、その検証を行う。 

・成績優秀者奨学金制度は順調に運営され、学習意欲の向上の一端を担っており、平

成 26 年度も継続する。また、学生支援（経済面）の向上のため、休止していた医学部父

母の会奨学金制度も再開すべく、規程の見直しを含めた検討に入る。 

・学生の成績・生活面での問題点を学生・教員・父母の三者で共有し、対応を迅速にす

べく三者面談を繰り返し実施しており、今後もこれを継続する。 

 

② 教職員の質の向上 

・高齢化の急速な進行など社会環境が著しく変化してきており、教員もこれに対応すべく

FD（Faculty Development）を繰り返し行っているが、平成 26 年度からは学生と直接対

応する事務職員への SD（Staff Development）の導入も検討する。 

・第一教育病院の特定機能病院を維持するため病院での診療に当たっている教職員の

英文論文投稿が求められ、それを補助すべく対応している。 

・生物学、数学など準備教育を担う教員の補充を行い、入試や初年次学生の指導強化

を図る。 

 

③ カリキュラムの質の向上 

・平成 27 年度より国際標準に準拠した新カリキュラムを実施すべく新カリキュラム作成委

員会を設け、検討に入った。詳細は、事業計画のポイントで記載した６項目の基本方針

に基づき、基礎教養カリキュラム小委員会、臨床カリキュラム小委員会、臨床実習小委

員会、学外実習小委員会がその具体案を教務・学生指導合同委員会、教授会に提案

し検討を重ねることになる。カリキュラムの策定は、平成 26 年 10 月頃にその全体像を

呈示する必要がある。 

・カリキュラムを学習成果基盤型にするため医学部の使命命と７つのコアコンピテンスを

医学教育ワークショップで策定した。これに従いカリキュラムマップの作成を行う。 

・新カリキュラム実施上の問題点などを医療科学部と検討する機会を設け、円滑な施行を

図る。 
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④ 教育環境の整備 

・25 年度ＩＴ学習室のコンピュータを更新した。年々ＩＴ学習室の利用頻度が増え、特に医

療科学部との講義日程の調整などの課題が生じている。 

・解剖学実習室のホルムアルデヒド環境の改善を図るため、９月から改修工事に着手す

る。 

・臨床実習の期間・内容の充実に伴う環境整備として、参加型臨床実習の準備のため学

生用携帯電話を臨床各科の医局に配備する。 

・現在スキルスラボは年間約 12,000 名が利用している。病院看護部の協力を得て病棟

などでの急変対応等のトレーニングプログラム開発を行っていく。 

・学外の臨床実習病院の充実を図る。 

 

２）医療科学部 

 ① 学生の質の向上 

【臨床検査学科】 

・時代のニーズに即した質の高い臨床検査学教育を行なうために、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】 

・優秀な学生の獲得を目指して、昨年度に初めて試みた看護学科独自の広報活動（たな

ばた見学会）を継続実施する。 

・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 26 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共に合格率 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や一日体験入学などの広報活動に

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
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を確立する。 

【臨床工学科】 

・臨床工学技士国家試験 100％合格を目標に、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 を教育に取り込み実践する。 

・DPC 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

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

組みを行う。 

・研究活動に積極的に取組むことにより、その成果を教育の質の高さに還元する。 

【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】 

・第７回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。 
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・本学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】 

・平成 28 年度のカリキュラム改訂を目指し、同年度から移転予定の新棟における教育設

備、設計等も考慮に入れたカリキュラム改訂についての実務的検討を深める。 

・本年度より大学院保健学研究科臨床検査学領域に開設する遺伝カウンセリング分野の

教育内容について、詳細な検証を行なう。 

【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。 

・保健師課程選択制への移行初年度であり、選抜した学生への保健師課程教育を円滑

に運営する。 

・シラバスにコアとなる教育内容およびポイントとなるキーワードの明記を徹底する。 

【放射線学科】 

・新たに導入する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 年度から開始する新カリキュラムを定着させ、その評価を厳正に行う。 

・４年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。 

・平成 26 年度は、１・２年生は新カリキュラム、４・５年生は旧カリキュラムを併行して行うた
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め、新旧の比較検討を実施し、改善点の評価に繋げる。 

 

④ 教育環境の整備 

【臨床検査学科】 

・耐震建替え計画中の生涯教育研修センター２号館の建設後の建物、部屋等の運用方

法を検討し、さらに基礎科学実習センターの実習室改築についても検討して、将来の

学生の教育および研究環境の整備計画を進める。 

・データの高速化、大量化に対応でき、電子ファイルの共有、e-learning システム等を一

元的に集約する新たな教育用サーバーシステムを購入し、学生教育に活用する。 

【看護学科】 

・耐震建替え計画中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

計画を具体的に策定する。 

・本学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】 

・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。 

・１年生と３年生の講義室における椅子の改修を予定する。 

【リハビリテーション学科】 

・学生の勉学環境の充実を図るため、７号館 302 及び 303 講義室の視聴覚備品（プロジ

ェクター及びマイクシステム）の整備を行う。 

【臨床工学科】 

・学生の勉学環境の充実を図るため、８号館 207 講義室の視聴覚備品（プロジェクターと

スクリーン）の整備を行う。 

・学生のアメニティ向上を図るため、８号館４階、５階のトイレ改修工事を行う。 

【医療経営情報学科】 

・開設当時から使用している実習用コンピュータが老朽化し、平成 26 年 4 月から運用に

支障が出るため、コンピュータ関連設備について更新整備を行う。 

・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４階、５階のトイレ改修工事を行う。 

 

３）アセンブリ 

・学園創立 50 周年を迎え、高齢社会の到来など社会情勢の変化が急速に起こり、医療人

教育も大きな変化が生じている。アセンブリもその学習成果が問われるようになってきて

おり、改革が求められている。アセンブリワークショップなど教職員で共通の認識を深めつ

つ“患者さまとともに”“地域社会とともに”をキーワードとし、アセンブリを地域にも広げ、学

生がチーム医療の基盤とするよう内容の充実を図る。 



11 

 

４）市民公開講座 

・本学の教育・研究・診療に関する情報を広く発信し、地域社会に貢献するため、５月、10

月に市民公開講座を実施する。 

 

 ２．藤田保健衛生大学看護専門学校 

    ① 学生の質の向上 

・良好な対人関係形成・節度ある日常生活を身につけ、職業人としての倫理観が持てる。 

・学生個々に合わせた小集団学習を計画的に取り入れ、国家試験全員合格を目指す。 

・自ら継続的に学習できるよう効果的な面接指導を実施し、自己学習能力の確立を図る。 

・体系的な学習と訓練学習を実施し、知識と技術の習得ができる。 

    

 ② 教員の質の向上 

・学会・研修会に積極的に参加し、自己研鑽に努め、教育に還元する。 

・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。 

・計画的な授業実践、計画的な評価を実施し教育効果を図る。 

・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。 

・実務研修を計画的に行い、専門領域指導の充実を図る。 

 

 ③ カリキュラムの質の向上 

・教育内容・教育方法を充実し、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

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。 

・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。 

・教科外活動において、本学大学病院スタッフとの交流会を計画的に実施し、看護職とし

ての将来像の確立を支援する。 

・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。 

・情報機器を活用して時機を得た情報の発信、情報の共有化を図ると同時に、情報のセ

キュリティー対策を講じる。 

・防災ハンドブックの活用や県警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、省エネなど
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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 

・高度急性期医療から在宅介護までの包括的な医療を展開し、社会ニーズに沿った医療

を行う。 

・内視鏡手術支援ロボットダヴィンチによる高度低侵襲手術を推進する。 

・特定機能病院として、更なる高度医療を提供する。 

 

② 患者サービスの向上 

・病院コンシェルジュを導入し、イメージアップ及びきめ細やかな対応により患者満足度を

向上させる。 

・診療・検査予約を地域診療所でリアルタイムに行えるホテル式予約システムを開発し、

患者の利便性を図る。 

 

③ 医療・療養環境の改善 

・大学病院新棟の新築工事は着々と進んでおり、当初の予定より遅延するが平成 27 年

度期初に竣工し、移動開院後の療養環境は大幅に向上する。 

・新棟の完成に伴い中央手術室が 14 部屋から 23 部屋に増室し 15,000 件超の手術を

行う環境が整い、手術待ちの解消及び収支の改善に貢献する。 

・診療及び放射線検査のウェブによるホテル式予約システム、更には登録された開業医

によるカルテの閲覧まで行う地域連携システムの構築を行う。 

 

④ 経営基盤の安定 

・地域医療機関との連携を強化し、患者紹介、逆紹介できる体制を整え効率的な診療を

行う事で、収益増を図る。 

・ジェネリック医薬品を積極的に導入することで、DPC 入院料の増益を図る。 

 

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新棟建設工事に着工し、平成 29 年竣工の予定

である。 

・腎臓内科の診療開始など内科部門の充実を図る。 

・チーム医療の推進として栄養サポートチームの拡充、精神科リエゾンチームの新設に取
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り組む。 

・内視鏡検査 24 時間体制に向けての院内整備に取り組む。 

 

② 患者サービスの向上 

・地域の健康増進へ向けた活動を実践する。 

・新棟建設工事が本格化するにあたり、工事期間中における患者の不便を緩和するため

に、駐車場確保など患者への十分な配慮をする。 

・患者接遇については、病院全体で行う研修会への参加率の向上の他に、部門単位で

接遇勉強会開催など積極的に取り組み、意識の向上を目指す。 

 

③ 医療・療養環境の改善 

・厚生労働省の地域診療情報連携推進費補助金を活用し構築した地域連携システム

（藤田医療情報ネットワーク）への参画医療機関の拡充を図り、より一層の地域の医療機

関との連携強化に努める。また、システムの利便性を高めるためのバージョンアップに取

り組む。 

 

④ 経営基盤の安定 

・平成 26 年度診療報酬改定における重点課題である「医療機関の機能分化・強化と連

携、在宅医療の拡充等」に沿った病院機能・体制の整備を図り、収益向上につなげる。 

・ＭＤＣポートフォリオ分析を行い、効率性指数や医療圏シェアの向上に取り組み、地域

内競争力の強化を図る。 

・クリニカルパスの推進により平均在院日数の短縮や地域医療連携の強化を図る。 

・新棟建設工事期間中の患者数減少を最小限に抑える。 

 

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の３巡目として、本体機能評価(５月)、リハ機能評価(２月)

を受審し、医療の質を担保する。 

・全体医局会の時間帯を活用して医局間、および安全管理や看護、医療技術部等との

連携を深め、守るべき事象や必須の医療情報を共有する。 

・七栗リハビリテーションセミナー、七栗緩和セミナー、地域講演会等の啓発活動を継続

する。 

・緩和医療・脳卒中などの北勢、中勢、南勢との地域連携パスを強化する。 

 

② 患者サービスの向上 

・顧客目線を考慮した１階ロビーの改修を行う。 

・回復期リハビリテーション病棟のトイレ扉を障害者にもスムーズに使える扉に改修する。 
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・コスト面を考慮した七栗校地全体の緑地管理整備と景観改善を行う。 

・ホームページを刷新し、患者さま、医療機関、学生が当院に魅力を感じるものにする。 

・屋上病院看板（掲示版）、さらには病院名称、患者さまが外から中へスムーズに誘導さ

れる仕組みなどを検討する。 

・患者さま、実習学生、職員のサービス向上を念頭に三重交通バス停位置を病院玄関付

近に移転できるよう交渉する。 

 

③ 医療・療養環境の改善 

・藤田記念七栗研究所の移転工事が終了して施設間の距離も近づき、臨床研究が加速さ

れ、その成果が臨床にもたらされやすくなる。 

・交通安全宣言を病院全体で立案・計画し、職員交通事故ゼロ活動を行う。そのため、地

域警察、三重県、津市、地域住民の協力を得、協力をお願いしていく。 

  

④ 経営基盤の安定 

・改定された診療報酬の施設基準に沿う、レベルの高い回復期リハビリテーションとなり得

る環境整備を試みる。当院に入院してくる患者層にも一層の配慮を行い、長期入院患

者、廃用症候群比率の減少など国が求める方向を模索する。その他、シミュレーション、

医療内容の工夫、必要人員獲得等により、診療単価アップと改定によるマイナス部分を

補う施策を目指す。  

・病棟稼働率アップ・安定のために、広報・外来・入院調整チームが中心となった地域連

携、病診連携等の効率化を諮り、スピード・スムーズを考慮したベッドコンロール強化を

行う。 

・教育病院間での異動、派遣職員採用、業務の外部委託も視野に入れた人材育成、人

件費削減を検討する。 

・療養型病棟（５Ｆ）３床を回復期病棟（２Ｆ）に転床する。結果的に、療養病棟の稼働率ア

ップ、回復期リハ病棟入棟までの待ち期間の短縮に繋げ、増収を期待する。 

 

 【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。 
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・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 分子の選択的スプライシング産物に

関する研究を進める。哺乳類新規サイトカイン遺伝子産物の解析を発展させる。体節形成

調節機構の解析。    

 

・遺伝子発現機構学研究部門 

疾患遺伝子網羅的解析センターの次世代シーケンサーを用いた癌細胞での『成熟

mRNA の再スプライシング』現象の普遍性・一般性の検証（本学医学部・白木良一教授と

の共同研究）、血球・骨髄腫瘍の原因となる異常スプライシングの探索（本学医学部・恵美

宣彦教授との共同研究）。統合失調症患者で指摘されているオリゴデンドロサイト（ミエリン

化）の分化・成熟異常にスプライシング抑制因子 hnRNPA1 が関与している仮説の証明。

孤発性アルツハイマー病での異常スプライシングの主体となる HMGAla－U1 sn RNP－

RNA 複合体の構造解析(武蔵野大学薬学部・武藤裕教授との共同研究)。スプライシング

によって微小イントロンが投縄状構造で切り出されるかどうかの検証（京都大学医学部・片

岡直行准教授との共同研究）。 

 

・難病治療学研究部門 

モデル動物、小分子 RNA、プロテオーム解析等を用いた神経筋疾患、骨格系疾患、肥満、

躁鬱病の病態生理解明と分子標的探索。幹細胞の多分化能や性質についての詳細解析

と疾患治療への応用。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。     

 

・システム医科学研究部門 

遺伝子改変マウスの表現型解析を起点とした精神・神経疾患の研究、記憶・学習や情動性

などの脳の高次認知機能のシステム解明を目指す研究を今年度も継続する。   

 

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 年度から同一校地内の七栗サナトリウム隣地に移転する。 

それ故、本研究所２部門はこれまで以上に、医学部、七栗サナトリウムとの連携を強化した

共同利用・共同研究において具体的な成果を目指す。 

・脳卒中治療に関し、上肢訓練、リハビリロボット（歩行訓練用、立位バランス訓練用、移乗負

担軽減用、上肢訓練ロボット）の臨床評価、工学的改良を進める。工学的手段を駆使し、電

気刺激法、促通反復法、ミラー治療法、半側空間無視治療法を工夫、検証する。 

・障害評価に関し、昨年度開発した、上下肢痙縮測定装置を用いて痙縮治療の効果判定を

行う。重心計測系の確立、徒手筋力テストと Hand He1d Dynamometer 評価の一元化、

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、半側空間無視患者に対し、視線追

跡システムを用いて視線の変化を調査する。 

・臨床に通じる脳疾患への基礎的検討として、小脳失調マウスの原因遺伝子のエクソーム解
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析、環境エンリッチメント飼育の運動効果、脳梗塞ラットへの運動訓練および薬剤併用療法

における脳内分子機構について研究を行う。 

・食品機能性研究として、マウスの大腸腫瘍発生に対するアロエ抽出物や経口栄養食品成

分の発がん修飾作用を検討する。また、健康および経口栄養食品成分の混合によるマウス

潰瘍性大腸炎に対する影響を引き続き検討する。さらに、経口栄養食品が癌悪液質モデ

ル動物病態に及ぼす影響についての研究を実施する。  
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Ⅳ．平成 26 年度 学校法人藤田学園予算 

平成 26 年３月 26 日に開催された理事会及び評議員会において、平成 26 年度学校法人藤

田学園の予算を承認した。  

 

平成 26 年度予算の予算規模は、消費収入 55,938 百万円（基本金組入額 9,867 百万円）に

対し、消費支出 60,529 百万円であり、当年度消費収支差額は 4,591 百万円の消費支出超過額

となった。消費支出超過となった主な要因は、藤田保健衛生大学病院新病棟の中間金支払いに

伴い、基本金組入額が増加したことによる。 

また、帰属収入から消費支出を引いた帰属収支差額は 5,276 百万円の収入超過額の見込み

である。 

 

平成 26 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 医学部 1 号館解剖実習室改修工事 

・ 藤田保健衛生大学病院 新病棟建設工事（中間金） 

・ 藤田保健衛生大学病院 放射線センターＢ１階リニアック室整備工事 

・ 藤田保健衛生大学病院 エネルギーセンター非常用発電機設備設置 

・ 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 新病棟建設・既設病棟改修計画 

 

  消 費 収 支 予 算 書   
平成 26 年 4 月 1 日から 

平成 27 年 3 月 31 日まで 

収入比% 構成比% 

人 件 費 28,895,630 43.9 学生 生徒等納 付金 7,604,915 11.6

教 育 研 究 経 費 7,723,581 11.7 手 数 料 388,577 0.6

医 療 経 費 20,120,230 30.6 寄 付 金 1,067,173 1.6

管 理 経 費 3,444,637 5.2 補 助 金 2,758,576 4.2

借 入 金 等 利 息 87,070 0.1 資 産 運 用 収 入 500,660 0.8

資 産 処 分 差 額 242,510 0.4 事 業 収 入 384,984 0.6

16,233 0.0 医 療 収 入 52,860,912 80.3

雑 収 入 240,205 0.4

60,529,891 92.0 65,806,002 100.0

△ 4,591,575 △ 9,867,686

55,938,316 55,938,316消 費 収 入 の 部 合 計

 消  費  収  入  の  部 消  費  支  出  の  部

当年度消費収支差額

科 目 金 額

帰 属 収 入 合 計

基 本 金 組 入 額 合 計

科 目

徴収不能額引当金繰入額等

金 額

消 費 支 出 の 部 合 計

合 計

 

注）消費支出の部の収入比率は、帰属収入を 100 として計算した比率です。 

 

（単位 千円） 


