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Ⅰ．事業計画の骨子 
  

学園は 6 年後（2025 年）の教育、研究、医療・福祉、経営に関する学園ビジョン達成

に向け、これまで以上に藤田学園独自の革新的な取り組みを加速させ、各分野のアクシ

ョンプラン、事業計画、設備投資計画等に基づいて遂行する。  

全学的には、確実な教学マネジメントの下、本年４月に大学の事務組織を改革、業務

を事務局に一元化することで共有化・効率化を図る。THE 世界大学ランキング・アジア

大学サミットの日本における最初のホスト校として、2020 年 6 月開催に向けた準備に取

り組み、入試改革や国際交流・地域連携・産学連携・IR 推進活動・アセンブリ教育の拡

充などの大学改革を更に推進するとともに、我が国および世界の拠点大学としての継続

的な地位向上を目指す。加えて、今後海外の先進工科大学と提携し、医学的発想に基づ

く医療関連機器の開発に向けての準備を進める。  

医学部では、試験制度の見直し、リサーチマインド涵養のため「スチューデント・リサ

ーチャー・プログラム」の 2019 年度導入と 2020 年度の「研究室配属」を組み込んだ新

カリキュラムの構築、英語教育の改革等を実施していく。医療科学部では、入試における

変更内容の検討、学生の満足度を高める授業改善、各分野の協働体制構築による教員のス

キルアップ等を目指す。保健衛生学部では、国際交流や英語力の強化、教員の目標に対す

る可視化、各科の特長に合わせた教育改善を行う。特にアジアを中心に海外からの留学生

を増やし国際化に力点を置く。大学院医学研究科では、国際的な研究者の育成・輩出に向

けて、従来のカリキュラムの見直しや学生指導に必要な FD を実施するほか、来年度の修

士課程開設に向けた準備も行う。同保健学研究科では、国際学会での発表を目標とした学

生指導、学部・大学院教育の一貫教育システムの構築、3 ポリシー等の改定等を行う。  

 研究に関しては、今後優れた外国人研究者を積極的に招聘し、その領域では英語を共通

言語化したい。5 月には再生医療等に活用する CPC（Cell Processing Center）を開所し

早期の臨床応用を目標とする。また、国際再生医療センター・がん医療研究センターの運

営を開始する。私立大学ブランディング事業では 10 月に国際シンポジウムを開催、年度

末には研究成果発表会を開催する。総合医科学研究所では、高被引用論文等への掲載のた

めの対外活動、研究成果の社会還元、外部資金の獲得等を進める。  

 各病院は、質の高い安全な医療提供、CS・ES 向上、地域貢献、経営基盤安定等を目指

す。大学病院では、2018 年 8 月の JCI 認証を受け、2021 年の更新に向けた新体制の下、

医療の質改善と患者安全への継続的な取り組みを行う。手術室の高稼働率維持およびが

んゲノム医療拠点認定を目指した体制の整備を進める。ばんたね病院では、救急外来の診

療体制の構築、連携組織改革プロジェクトの推進、新たな電子カルテシステムへの移行、

経営改善プロジェクトの継続等を行う。七栗記念病院では、病院機能評価受審、転院患者

数の変動抑制策等により経営基盤の安定を図る。岡崎医療センターでは、2020 年 4 月の

開院に向け建設を進めるとともに設備・人事等の準備を行う。  

 2017～2019 年度の大規模な設備投資の３年目にあたる本年度は、これからの藤田にと

って重要な年であり、高い目標を掲げ各計画の着実な達成に向けて取り組みを進める。  

 

学校法人藤田学園  理事長  
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Ⅱ．事業計画概要 

１．教育 

１）全学教学マネジメント  

本学は、これまでの「医学部」・「医療科学部」の 2 学部体制から、2019 年

度新設する「保健衛生学部」を加えた 3 学部体制となる。同時に、2019 年 4 月

に就任する才藤栄一学長の下、各学部長、副学長、学長補佐、各学科長等の教

学マネジメントに携わる役職者を新たに選任する。また、事務組織を学部ごと

の組織から大学事務局に再編し、その中に総務部、学務部、教務企画部を置き、

横断的に業務の共有化、効率化を図り、それぞれの部が全学または各学部のマ

ネジメント・運営に携わる組織体制とする。このように、新たな大学執行部と

教学マネジメント体制の下で、星長清隆前学長のリーダーシップにより進展し

た教育、研究、臨床、福祉の各分野における大学改革の更なる改革と充実に取

り組む。  

また、内部質保証システムの軸となる全学的観点による自己点検・評価は、

2 年後の大学評価受審の際の評価資料となる 2020 年度の点検・評価実施に向

けて、恒常的・継続的に点検・評価を実施する。それにより、PDCA サイクル

機能とそのマネジメント体制（内部質保証推進体制）の確立を図る。  

本学は、世界的な権威を持つ世界大学ランキングを運営する Times Higher 

Education(THE) の「THE Asia Universities Summit 2020」を、2020 年６月に

日本で最初のホスト大学として開催することとなった。各国の大学関係者・学

識経験者を招いて日本で本サミットを開催することで、本学の教育・研究の先

進性を世界にアピールし、海外の優秀な研究者や学生を数多く受け入れる基盤

を強化し、本学の国際的なプレゼンスの一層の高揚を目指す。本年度はその準

備を進める。  

その他、MOU 締結校との交流、地域を支える人材育成プラットフォーム事

業の推進、昨年度策定したアセスメント・ポリシーに基づく IR 分析の有効活

用、教職員のキャリアを意識した大学病院を含む全学的且つ計画的な FD・SD

の実施などにより、大学改革と教育の質の向上を一層推進させる。  

なお、教学マネジメント体制における各組織また機構ごとの取り組みの計画

を以下に列記する。  

 

①  教育の質改革検討会議  

・私立大学等改革総合支援事業への全学的な取り組みを継続し、シラバス改善、

高大接続改革（入試改革）など、本年度も教育の質の向上に資する改革を   
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推進する。  

・FD・SD 委員会の下で、各学部の教員および大学事務職員（病院所属者を含

む）を対象とした FD および SD を計画的に実施する。  

 

②  国際交流推進センター  

・「THE Asia Universities Summit 2020」を通じて、既存のMOU校の連携を

強めるだけでなく、その他の国際的な研究パートナーとの連携締結を目指す。  

・海外の優秀な留学生の受け入れを進めるため、民間資金などの獲得方策や授

業料免除枠の拡充について検討を行う。  

・外国人学生数を増加させるため、本学の魅力を海外へ広く発信する英語版ホ

ームページと英語版パンフレットを広報部と共同で作成する。  

 

③  地域連携教育推進センター  

・障害者や高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることができる

社会の実現に向けた人材育成プロジェクト「地域を支える人材育成プラット

フォーム」の活動を推進し、公開講座等を開催する。  

・自治体との連携のため、出張講義以外の本質的課題解決に対応できるような

仕組み作りとその仕組みに対応できる学内体制を整備する。  

 

④  IR 推進センター  

・2018 年度に作成した各学部のアセスメント・ポリシーに基づいて調査分析を

実施する。  

・学修成果可視化システム（アセスメンター）から得られるデータを活用して、

半期ごとに学生の到達度を科目別に分析した結果を公表する。  

・集計可視化分析ツール（Quick Sense）を学生生活・学修実態調査の集計分析

のサブツールとして活用し、 IR 分析業務の効率化を図る。  

 

⑤  アセンブリ教育センター  

・「アセンブリ教育には大きな改革が必要」との考えから、ワーキンググループ

を組織し、アセンブリ教育の改革に向けての具体的な活動を開始する。特に、

アセンブリⅠについては、2020 年度に新たな教育活動を導入する。  

・活動推進室員を「20 名以内」から「30 名以内」に増強し、アセンブリ活動を

充実させ推進する。  

・多職種連携教育の拡充を図るため、大学間連携で行うアセンブリⅢでは、本

年度、名城大学薬学部、日本福祉大学社会福祉学部、愛知学院大学歯学部に

愛知学院大学心身科学部が新たに加わり、４大学７学部 11 学科の学生・教

員約 900 名による専門職連携教育としてのチーム基盤型学習（TBL：Team 
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Based Learning）を実施する。  

 

２）医学部 

 

①  学生の質の向上  

 ・藤田学園ビジョン 2025 に掲げた「独創的な学究精神と国際的視野を持った

医療人」を養成するため、リサーチマインドを持つ学生が研究室に入って研

究することを支援する「スチューデント・リサーチャー・プログラム」をス

タートする。  

・2021 年の実現を目指して、カリキュラム委員会で学生の意見を聞きながら試

験制度の見直しを行う。出題範囲を限定した中間試験を導入することにより、

学生がこまめに知識を定着させることができるような、授業と試験のサイク

ルを確立する。  

 

②  教職員の質の向上  

・医学部 FD・SD 委員会主催で、「卒業試験問題の作り方」「臨床講義の作り方」

「英語教育ワークショップ」といった教育現場で必要なスキルの習得や課題

検討・共有のための FD・SD を実施していく他、参加する教員のモチベーシ

ョンをあげるため、あらかじめ FD・SD受講と任用との関係も明示していく。  

・昨年始めた達成度自己評価の科目別集計結果の公表に加え、学生の授業評価

アンケートの内容や集計結果の公表方法を見直し、各科目の学修成果や授業

評価を積極的に公表していくことで、教育結果に関する議論を活発にしてい

く。  

 

③  カリキュラムの質の向上  

・本学の課題であったリサーチマインド養成のための教育を強化するため、来

年度３年生の学年末に約１ヵ月の「研究室配属」を組み込んだ新カリキュラ

ムを本年度中に構築する。  

・卒業生アンケートにおいて自己評価の低かった英語力を強化するため、「英語

教育ワークショップ」を開催し、本学の英語教育の課題を洗い出し、来年度

実現すべき目標ラインを定め、その実現のための英語教育改革を実行する。  

・４年生途中の CBT・OSCE に不合格になり早期に留年が確定した学生に対す

る支援を強化するため、専用の教員を置き、課題の提示と学習状況のチェッ

クを行う指導体制を構築する。  

・臨床実習が「参加型」に変わって 3 年になるので、各診療科の臨床教育に対

する評価を行い、「参加型」実習を実施する診療科の見直しを行う。  
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④  教育環境の整備  

・医学部の授業に使用している大学２号館が建って 10 年以上経過し、AV 機器

の老朽化が進んでいる。一昨年に大講義室と SGL 室の AV 機器、昨年は学生

ホール（アクティブ・ラーニング室）の AV 機器を更新したが、本年度は SLG

室のカメラシステム、地下実習室の AV 機器、IT 学習室のパソコンの更新を

計画している。  

・学生同士によるピア評価が iPad 上でできるシステムを開発し、教員が講義や

実習で自由に利用できるようにする。  

 

３）医療科学部 

 

①  学生の質の向上  

・大学入試改革の基本方針を理解し、本学部の入試における試験の科目・内容、

評価について変更を検討する。  

・国家試験、認定試験の合格率 100％を目指す。そのためにより効率的な教育

を実施するべく体制の見直しと環境の整備を図る。  

・臨床工学科では、卒業研究の発表方法を改善し、より活発な議論がなされる

ような仕組みを構築する。  

・ＭＯＵ対象校との交流を継続実施し、学生の国際的な視野を広めるとともに

コミュニケーション能力や英語力のアップにつなげる。  

・臨床検査学科では、３年次の臨地実習前に行う客観的臨床能力試験 (OSCE)

を全国に先駆けて愛知県臨床検査技師会との協働により実施する。  

・放射線学科では、３年次の臨床実習前に客観的臨床能力試験 (OSCE)を実

施。さらに４年次前期に Problem Based Learning (PBL)を取り入れた総合

放射線技術学Ⅰを実施し、学生の能動的学習能力の向上を図る。  

 

②  教職員の質の向上  

・FD・SD への教員参加率 100％を目指す。  

・授業評価アンケート、学生の自己評価などを基に、より学生の満足度の高い

講義・実習とするべく授業改善を行う。  

・教員の臨床参加を積極的に行い、臨床教育力の向上を目指す。  

・教育・臨床・研究で協働する体制を作り、教員のスキルアップを目指す。  

・教育サポートスタッフの資質向上を目的に実施している、ティーチングアシ

スタントの研修について内容を検証し効果を高めるための改善を図る。  
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③  カリキュラムの質の向上  

 ・アセスメント・ポリシーに基づいたデータ収集・分析・検討を行い、教育改

善につなげる。  

・シラバスの記載項目・記載方法等について問題点を洗い出し改善する。  

・臨床で業務する技師(技士)による講義を増やし、より臨床に強い教育とする。

また、学生のモチベーションアップへとつなげる。  

 

④  教育環境の整備  

・ 2019 年度より各学科の１年生で利用を開始した授業資料配信システム

（NotreAcademia）について、利用の方針・規程、教員向け、学生向けの利用

マニュアルを整備する。また発生した障害・トラブル等の情報を収集し、円

滑に運用できる体制を構築する。  

・2018 年度より導入した出欠席・試験成績 Web 入力システムの改修・機能改

善を継続し、学生が自己の出欠状況および試験成績を確認できる機能の提供

を目指す。  

・2019 年度より導入されたシラバスシステム・時間割システムについて学生目

線で改善点を検証し、教育環境の改善を図る。  

・大学７号館３階に学生ホールを設置し、自習、学生間のコミュニケーション

での活用を図る。  

 

⑤  その他  

・学生の進路の選択肢拡大を図り、企業説明会、大学院進学説明会を開催する。 

 

４）保健衛生学部 

 

①  学生の質の向上  

・コンケン大学（タイ）との学生相互交流を継続して実施し、学生の国際的な視

野を広めるとともにコミュニケーション能力や英語力のアップにつなげる。  

・看護学科で 2 年間行ってきたオーストラリアでの異文化看護研修を、自由科

目「異文化看護概論」として単位化し、文化の多様性の理解に向けて支援・

指導する。  

・看護学科ではハノイ医科大学との「看護学生教育プログラム」を利用して入

学する学生の生活・学習支援を確実に行い、早期問題発見・解決に努める。 

・国家試験の合格率 100％を目指す。  

 

②  教職員の質の向上  
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・FD・SD への教員参加率 100％を目指す。  

・教員の目標を明確に設定し、その結果を評価に反映する。  各教員が１年間を

通して目標達成に向けて取り組み、その結果を見える化し評価することによ

って教育・研究の着実なレベルアップを目指す。  

・授業評価アンケート、学生の自己評価などを基に、より学生の満足度の高い

講義・実習とするべく授業改善を行う。  

・教育サポートスタッフの資質向上を目的に実施している、ティーチングアシ

スタントの研修について内容を検証し効果を高めるための改善を図る。  

 

③  カリキュラムの質の向上  

 ・アセスメント・ポリシーに基づいたデータ収集・分析・検討を行い、教育改善

につなげる。  

・学部による自己点検評価において、「教育課程・学習成果」を重点的に実施し、

課題発見、課題解決を着実に行う。  

・理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則の一部改正(2020 年 4 月施行)に

伴い、本学リハビリテーション学科においても教育課程を変更する。改めて、

より教育効果を高めることを目的に教育内容・方法の見直しを行う。  

・看護学科においては、今年度予定されている保健師助産師看護師学校養成所指

定規則の変更提示にそなえ、カリキュラム評価を行い、コア・カリキュラム（文

部科学省により 2017 年に提示）を反映したカリキュラム構築に向けて検討を

行う。  

 

④  教育環境の整備  

・2019 年度より各学科の 1 年生で利用を開始した授業資料配信システム

（NotreAcademia）について、利用の方針・規程、教員向け、学生向けの利用マ

ニュアルを整備する。また発生した障害・トラブル等の情報を収集し、円滑に

運用できる体制を構築する。  

・2018 年度より導入した出欠席・試験成績 Web 入力システムの改修・機能改

善を継続し、学生が自己の出欠状況および試験成績を確認できる機能の提供

を目指す。  

・2019 年度より導入されたシラバスシステム・時間割システムについて学生目

線で改善点を検証し、教育環境の改善を図る。  

 

⑤  その他  

・学生の進路の選択肢拡大を図り、企業説明会、大学院進学説明会を開催する。 
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５）大学院医学研究科  

 

①   学生の質の向上  

・「国際的な研究者を育成・輩出する」という藤田学園ビジョン 2025 を実現す

るため、医学セミナーの「アカデミック・ライティング」において、2018 年

度は「英語でのプレゼンテーションスキル」を導入した。2019 年度はさらに

「図画データ作成法」を含めた講義内容としていく。  

・大学院医学研究科博士課程および論文博士において、学位論文申請要件の見

直しを行い、英文国際誌掲載原著論文を原則とすることにより、国際的にも

学術水準の高い学位論文の執筆を促していく。  

 

②  教員の質の向上  

 ・医学研究指導に必要なスキルの修得に役立つ FD、および修士課程の学生を

対象とした指導に必要な FD を実施していく。  

 

③  カリキュラムの質の向上  

・2018 年度に博士課程の分野別カリキュラムを見直し、一つの講義に１人の

担当者としていた従来の設定から、複数の担当者が受け持つオムニバス方式

に変更した。2019 年度は、より充実した少人数授業、積極的に専門的手法を

取り込んだ分野横断的な研究を行いやすくすることを目指し、臨床系講座の

大学院生を対象に６ヵ月間、基礎系講座に所属し、履修・研究等を行えるプ

ログラムをがん領域で開始する。  

 

④  教育環境の整備  

・学位申請手続きについて、医学研究科のホームページより学位申請に係る各

種書類様式のダウンロードを可能とし、学生がより円滑に手続きできるよう

にする。  

・2018 年度に導入した大学院履修システムを、留学生にも対応できるように利

便性を改善する。  

 

⑤  その他  

 ・2020 年度開設に向け、文部科学省に設置認可申請を行った医学研究科修士課

程の PR 活動や学生募集、シラバスシステム導入等の開設準備を行う。  
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６）大学院保健学研究科  

 

①  学生の質の向上  

 ・発表スキル、英語力の向上を図り、国際学会での発表を目標とした研究指導

を行う。また、学位論文においても英文での提出を目指す。  

 

②  教職員の質の向上  

 ・大学院 FD・SD への教員参加率 100％を目指す。  

・大学院担当教員を育成・増員し、研究活動の活性化を図る。  

 

③  カリキュラムの質の向上  

・保健学研究科の開設 20 年を迎えるにあたり、学部教育から大学院教育へ一

貫した教育システムを構築する。３ポリシーの改定も含め、学外者からも分

かりやすい組織、教育課程の変更を検討する。  

・授業評価結果を教員へフィードバックし、教育の質の改善に努める。  

 

 

７）看護専門学校 

 

①  学生の質の向上  

・看護師国家試験の合格率 100％の継続を目指す。  

・3 年間を見通した学習計画を中心に、小集団学習などを取り入れた指導を計

画的に行い、学生の教育支援を強化するとともに、学習不振者の再試験数・

再履修科目を減らす。  

 

②  教職員の質の向上  

・各教員がマネジメント教育実践のための研修計画・実施を図り、定期的に学

内の報告会を持ち、新しい知見を教員間で共有し教育に生かすことができる。 

・新人教育として、実習指導教員 1 名は愛知県専任教員養成講習会（1 年間）

の研修に、新人実習指導教員へは、教育支援計画に沿って教育の質の保証を

図る。  

・教育活動の中から、研究に向けての報告をまとめる。  

 

③  カリキュラムの質の向上  

・カリキュラム評価を前期・後期の 2 回の PDCA サイクルで実践し、学生の習
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熟度に合わせたカリキュラムの運営に努める。  

・領域担当ごとに外部講師と連携し、学生に合わせた教育内容の調整と学生の

授業評価および科目試験にて修得できているかの確認を図る。  

・2021 年度臨地実習の精神看護学の実習時期変更に伴い、実習施設との調整を

図り実習計画の立案を行う。  

 

④  教育環境の整備  

・講義に使用する機器の整備を図り、教育環境を整え利便性を高める。  

・実習室の使用時間の調整・整備を継続して行い、学生の看護技術練習が積極

的に実施できる環境を整える。また学生のロッカーなどの点検・整備を図り、

生活環境を改善する。  

 

⑤  その他  

・多職種との連携を密にし、特別講義でのカリキュラムの充実を図るとともに、

学生相談室などを利用し学業継続の支援を側面から行う。  

・看護師養成所のガイドラインに沿った学校運営を遂行し、厚生労働省の指導

調査に向け資料準備などを計画的に進め、承認を受けられるようにする。  

 

２．研究 

１）研究支援推進本部 

 

①  環境整備  

・研究組織改革の一環として、研究支援推進センターを「研究支援推進本部」

とする。傘下に「国際再生医療センター」「がん医療研究センター」を新設す

る。また、大学直下に属していた「産学連携推進センター」を研究支援推進

本部下に移設し、知財を含めた産学連携業務を強化する。なお、既存の施設

等について「治験・臨床研究支援センター」「疾患モデル教育研究サポートセ

ンター」「共同利用研究設備サポートセンター」「研究支援推進本部事務部」

に名称変更する。  

・藤田医科大学がん医療研究センターの開設に伴い、藤田医科大学病院外来薬

物療法センターは「藤田医科大学がん医療研究センター／外来ユニット」と

名称を変更する予定で、緩和ケア外来と治験・臨床研究支援センターサテラ

イトを移設する。  

・大学 1 号館の共同利用研究設備サポートセンター管轄の研究室および倉庫は

2019 年度より課金制とする。  
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・再生医療など臨床応用を主たる目的とした CPC (Cell Processing Center)施

設を大学 3 号館地下 1 階に設置し、様々な細胞の分離、加工、保存、品質と

安全性を担保する施設として運営を開始する。幹細胞などの細胞、組織を用

いた疾患治療を学内外の関連施設ならびに各診療科で実施する。また、本施

設にはトレーニング用 CPC 施設も併せて設置し、CPC技術者の養成を行う。

（大学院保健学研究科に CPC 技術者養成コースを設置予定）  

・大学 4 号館 6 階に再生医療研究に関する分析・精製室（クリーンルーム）、培

養室、細胞実験エリアなどを設置し運営を開始する。  

・共同利用研究機器の強化のため、文部科学省補助事業の研究装置として「共

焦点レーザースキャン顕微鏡」、研究設備として「再生医療のプラットフォー

ム形成システム」を申請する。  

 

②  力点を置く研究など  

・文部科学省私立大学研究ブランディング事業「高ストレス社会を克服する「精

神神経疾患の最先端研究開発拠点大学」としてのブランド確立」について、最

終年度の 3 年目となるため、2019 年 10 月に国際シンポジウムを開催する。ま

た、2019 年度末に研究成果発表会を開催し研究成果をまとめる。なお、文部科

学省の補助事業としては終了するが、大学の研究ブランドとしては継続する。  

・国際再生医療センターおよびがん医療研究センターの運営を開始し、臨床研

究や臨床応用への展開に重点を置く。  

・産学連携推進センターの業務を拡充し、学内のシーズ発掘、企業との共同研

究、知財の創出・管理等に重点を置く。  

・特定臨床研究をはじめとする倫理審査活動を支援し、臨床研究の活性化を図る。 

・競争的研究費を含む外部研究費の獲得に向けて、引き続き学内説明会や若手研

究者への申請支援を実施するとともに、治験の受託を支援する。  

 

③  その他  

・倫理セミナー、研究セミナー、コンプライアンスセミナー、利益相反セミナ

ーなどを実施し、研究者の倫理教育を向上する。  

・研究者の行動規範をまとめた「研究者 Book」の作成や学内説明会を開催し、

研究活動および研究費使用の不正防止に努める。  

 

２）総合医科学研究所  

 

①  環境整備  

・2015 年度から『脳関連遺伝子機能の網羅的解析拠点』として、文部科学省「共
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同利用・共同研究拠点」の認定を受けている。2018 年度実施された同拠点の

中間審査では、最高ランクの S 評価を受けた。2018 年度より採択された「特

色ある共同研究拠点の整備の推進事業～機能強化支援～」にて、引き続き国

内外からの課題の公募を行い、広く研究支援を実施する。  

・競争的資金を積極的に応募、獲得し、よりよい研究環境を整備していく。  

・遺伝子・染色体診断ラボ（大学発ベンチャー）の学外移転を行う。  

 

②  力点を置く研究など  

・ヒト染色体構造異常、トリソミーなどの染色体異数体の発生メカニズムの解

明につながるモデル系開発。不妊・習慣流産のゲノム解析による発生メカニ

ズムの解明。  

・スプライシング異常とがん発生の関係に関する研究。mRNA 再スプライシン

グを抑制する因子として同定した EJC と RBM4a の作用機構の解明。環状の

RNA（circRNA）の研究。  

・筋分化を担う非翻訳核酸の機能解析。サルコペニア、難治性筋疾患の病態生

理解明と治療法探索。筋肥大・筋萎縮に関与する新たな分子群の解析の推進。  

・脊椎動物における MHC 関連分群の分子進化に関する研究。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構造機能相関解析。  

・網羅的行動解析、in vivo 神経活動イメージング、光遺伝学等の技術を組み合

わせた、精神疾患の中間表現型および、その分子基盤の解明。  

・各部門がこれらをインパクトファクターの高い学術雑誌に論文として掲載し、

少しでも数多く引用されるようになることを目指し、多くのマスメディアに

取りあげられるような研究成果をあげる。社会に還元できるような研究成果

を志し、得られた成果からは知的財産権の獲得を目指す。  

 

③  その他  

・第 42 回日本神経科学大会の市民公開講座「脳科学の達人 2019」（日本神経科

学学会主催）およびその関連企画の開催に協力する。  

・教員のアセンブリ活動への参加（nature を読んでみよう、ビブリオバトル、

医療ボランティア）。  

・第 2 回 Chubu Cytogenetics Conference を 2019 年 7 月 20 日に開催する。 

 

 



13 

 

３．医療・福祉 

１）藤田医科大学病院（第一教育病院）  

 

＜藤田医科大学病院に求められているもの＞  

安全で質の高い最先端医療の提供と地域に根差した地域医療への貢献および次世

代医療をリードし、国際水準の医療を提供できる医療人を育成する。  

岡崎医療センターを含む 4 大学病院・学部・研究支援センターの連携の強化を推

進する。カルテ・レセプトデータ（big data）・画像データ（画像診断 AI 開発）・

病理遺伝子データを統括し、より質の高い医療・臨床研究の推進可能な  AI ホス

ピタルの基盤を確立する。  

 

①  世界水準を保った質の高い先進的な医療の安全な提供  

・2018 年 8 月に「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）認証を受け

たが、2021 年の JCI 更新に向けて新体制で取り組みを再開する。世界水準の

医療の質改善と、患者安全への継続的な取り組みを藤田の文化として根付か

せる。  

・３台設置した手術支援ロボットがフル稼働し、なおかつ 23 室の手術室の 75％

以上の稼働ができるすべての職種の体制を整える。また、各診療科より要望

の強いハイブリッド手術室を設置する。  

・高度型地域がん診療連携拠点病院としての実績をさらに積み、より多くのが

ん治療を実践し、がんゲノム医療拠点病院の認定も目指し、体制整備を進め

る。  

・内科、外科のセンター化を進め、外来から術後管理まで一貫した治療を実施

することで、治療の質を向上させる。  

・回復期リハビリテーションや緩和ケアなどのやさしさの医療の充実も図る。  

・FNP（藤田ナースプラクティショナー）の活躍の場を広げ、医師の働き方改

革の一躍を担うとともに、診療の質向上を進める。また FNP の人材育成のた

め FNP の勤務体系構築を進め、キャリアアップのロードマップを明確にす

る。  

・看護師による特定行為の区分研修施設として、多くの実践者を育成するとと

もに、医師が行っていた業務の能力を認められた看護師へのタスクシフトを

進める。  
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②  フロンティア精神で「医療の質」「国際化」「地域医療」でリーダーシップを発

揮  

・2020 年に開院予定の第 4 教育病院（岡崎医療センター）稼働のための準備を

行う。特に、全職種で必要人員を確保し、藤田イズムを持つ医療人の教育を進

める。また一時的な増員による業務拡大後の人員移転による第１病院の医療レ

ベルの低下を招かないよう業務改善を併せて進める。  

・ダビンチによる低侵襲手術、経カテーテル的大動脈弁植え込み術（TAVI）や経

皮的僧帽弁形成術 (MC)等の先進医療を担う医師の養成を進める。また膵がん

早期発見のための超音波内視鏡検査をはじめ小腸内視鏡・EMR など診断・治

療に関して、内視鏡センターの機能強化を進める。  

・地域の医療安全の強化と、医療の質の向上に取り組む「藤田あんしんネットワ

ーク」の活動支援を推進する。本院より医療の質向上のための出張研修や、他

院でのシミュレーション研修、AiCT の支援などにより地域の医療機関が安心

して医療を実践できる環境支援を行う。  

・国際医療センター（ IMC）の組織をさらに強化し、IMC の質の向上・ブランド

化を推進する。大学病院で実感できるサービス性豊かな IMC ブランドを創り

出す。IMC のスタッフ接遇教育を強化し、遠隔サポート・受診後のフォロー強

化など現地医療機関連携戦略を進め、さらなるインバウンド事業の拡大を図る。 

・地域医療連携推進法人尾三会は、スタート時の 22 法人から 30 法人に拡大して

いる。豊田地区での新たな尾三会の活動も開始している。2020 年の岡崎医療

センター開院により、岡崎地区の連携法人とのより密接な連携が可能となり、

尾三会の活動範囲を拡張させる。  

 

③  経営基盤の安定  

・大学・研究部門との協働による中央診療支援部門改革を強力に推進し、教育、

研究部門との人材交流、業務の効率化を進め、４大学病院が有機的に連携す

る AI ホスピタルの基盤を創る。  

・手術室有効活用、病床有効活用、材料削減の 3 つのプロジェクトからなる経

営改善プロジェクト 2019 を策定し、手術件数増加（目標 13800 件）、紹介患

者数増加、平均在院日数の短縮（14 日）、手術器材の標準化、手術を含む医療

材料の使用適正化を図る。  

・高い医療収入目標を掲げ、達成のための数値目標を明確にし、経営改善活動を

定着させる。  

・大学病院 1・2 号棟の解体を安全に進め、患者への影響が最小限となる工事と

する。  

・地域医療連携推進法人尾三会の基幹施設として、参加施設と協同で安全教育、

一貫した治療・ケア、人事交流を推進し、地域医療全般の底上げを図る。  
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２）藤田医科大学ばんたね病院（第二教育病院）  

 

①  高度かつ安全な医療を提供し地域から信頼され地域と共生する病院づくり  

・救急外来の総合診療体制を構築して、地域の救急医療に貢献する。  

・現在、手術室が不足しているため、手術数増加に向けて拡張改修工事計画の実

効性を検討する。  

・中央材料室における滅菌業務の一部を豊明校地へ移す計画を策定し、中央材料

室の縮小を図り、手術室拡張改修計画につなげていく。  

・連携組織改革プロジェクト推進  

良質な患者サービスの提供と研究の活性化を目的として中央診療部門と学部、

研究支援推進本部が一体となる組織改革を推進していく。  

・2019 年 6 月新電子カルテシステムへ円滑に移行する。  

 

②  患者満足度（CS）、職員満足度（ES）の向上  

・患者サービス委員会の自主調査に加え、日本医療評価機構による調査を継

続し、療養環境の整備、患者満足度の改善を行っていく。  

・患者より好評を得ている院内コンサートを毎月開催していく。  

・日本医療評価機構による職員満足度調査を今年度も継続し、職場環境の改善に

つなげていく。  

 

③  働き方改革の取り組みとして  

・新電子カルテシステムの稼働、岡崎医療センターへの人事異動により繁忙期を

迎えるが、効率性と迅速な対応を図り、過重労働を未然に防止し、休暇が取り

やすい勤務環境を目指す。  

・女性の活躍を推進できるよう話し合いの場を設け、将来に向けた取り組み・体

制を検討する。  

・働きやすい環境づくりとして休憩室の充実を図る。  

 

④  地域への貢献活動  

・地域の医療、介護、保健の分野において関係施設との「顔の見える」連携事

業を積極的に開催し、地域包括ケアの構築に貢献する。  

・近隣医療機関へ戦略的に医療機関訪問、紹介患者分析を行い、病院の医業収

益増加に向けた診療体制の構築を行う。  

 

⑤  経営基盤の安定  

・病院経営改善の一環として昨年度立ち上げた６つのプロジェクトの活動を継
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続し、病院の収益向上を図る。  

１ .手術室有効利用  目標 3,650 件  

２ .手術室材料管理   

３ .重症度、医療・看護必要度向上  33％以上  

４ .CT、MRI 検査増加  CT 24,000 件  MRI 8,200 件  

５ .救急部門強化  救急搬送件数  4,300 件  入院率  35％  

６ .医療連携強化  紹介率  65％  逆紹介率  85％  

 

⑥  その他  

・患者や職員の安全確保のため、中川警察署と共同訓練を実施し、防犯対策の強

化を図る。  

 

３）藤田医科大学七栗記念病院（第三教育病院）  

 

①  質の高い安全な医療の提供と医療連携  

・2019 年 5 月に病院機能評価を受審し、回復期リハ・緩和ケアの質を担保する。 

・外科・緩和ケア講座の人的体制強化を活用し、三重大学医学部附属病院・関連

病院との連係を、通常の緩和ケア、ハイブリット緩和 (代謝栄養管理、抗がん

治療、CART 等)の継続実践、がん術後管理等の各面から拡大する。  

・内科・外科との連携を密にし、胃ろう造設、内視鏡や超音波検査など消化器病

患者の治療を行う。パーキンソン病や脊髄小脳変性症などの入院治療も増加

させる。  

・リハ患者をはじめとした各科の転院元病院との連携を、訪問の組織化や院内見

学ツアーなどで強化し、柔軟な入院受入体制を整える。  

・栄養サポートチームの活動を各科の特性に合わせて再強化し、医療の質の向上

につなげる。  

・診療内容紹介のパンフレット・しおり・web を見直し、配布手段を随時改定す

る。  

・病診・病病連携、各地区医師会との連携のために、職員の定期的訪問、基幹病

院との勉強会開催等、つながり方を多様化して連携を強化する。  

・訪問リハビリ、通所リハビリに続き、地域のニーズに沿った訪問看護への発展

を検討する。  

 

②  患者サービス・医療療養環境の改善  

・院内 CS（Customer Satisfaction）チームの継続活動を活性化させるとともに、

法人本部人事部と協力して ES (Employee Satisfaction)の向上に努める。  
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・三重県内における医療系大学との教育協定に基づいた中長期計画を立案し、

インターンシップを受け入れる。また、地域高校・中学のインターシップも

視野に入れる。  

・三重県全域での市民公開講座開催計画を立案し、5 年以内に全圏域で開催す

る。津地区地域住民に向けた啓発活動を継続する。  

・当院の実際を知る院内見学ツアーを継続し、ツアー後のフォローアップも実

行する。  

・物忘れ外来の週３日への拡充や訪問看護、地域ケアマネージャーとの連携拡

大により、地域で困っている認知症・レスパイトや胃瘻交換に対応する。  

・地域住民に向けた啓発活動と医療従事者を対象としたセミナーを開催する。  

・病院機能の安全で安定的なエネルギー供給を保つべく、建物・設備の維持管理

に努める。  

 

③  経営基盤の安定  

・1 日あたりの入院患者 205 名、外来患者 106 名を目指す。  

・転院患者数の変動をなるべく抑え、回復期リハ病棟入院料１の維持かつベッド

数 138 名以上、患者あたり 8.4 単位の訓練量への増加を目指す。  

・緩和ケア病棟入院料 1 の維持かつ緩和ケア・外科のベッド数 45 を目指す。一

般病棟の稼働率を 85％に到達・維持する。  

・MRI 外部受託施設件数を年間 2 件増やし、地域医療機関との連携につなげる。 

・入退院支援室での調整により、リハ・緩和ケア患者早期受入、待機の削減を行う。  

・薬剤・食材／材料の更なるコストダウンを行う。（５％）  

・ＭＥ機器管理の中央化（第一病院委託）により効率化と削減を行う。  

 

４）藤田医科大学岡崎医療センター（第四教育病院）  

 

・2019 年４月１日から準備室は事務員４名、看護師１名の常勤５名体制になり、

機器調達、施設基準、医事、地域連携、現場の運用方法など、開院に向けて準

備を加速する。  

・人事面では夏頃を目途に診療の中心となるメンバーを決定し、年内にはすべて

の部門の人事を確定する予定。  

・竣工引き渡しは 2020 年１月末、2020 年２月から機器備品の搬入設置を開始、

開院にむけたリハーサルを順次行い、万全の態勢で 2020 年４月の開院を迎え

られるようにする。   
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Ⅲ．2019 年度 学校法人藤田学園予算 
 

2019 年３月 27 日に開催された理事会および評議員会において、

2019 年度学校法人藤田学園の予算を承認した。  

 

2019 年度予算の経常収支は、教育活動収入 84,535 百万円、教育活

動支出 80,315 百万円となり教育活動収支差額は 4,220 百万円となっ

た。教育活動外収支差額△32 百万円を加えた経常収支差額は 4,188

百万円となった。  

特別収支は施設関係補助金等の特別収入 4,331 百万円、資産処分

差額等の特別支出△2,312 百万円により 2,019 百万円の特別収支差額

となった。  

結果、基本金組入前当年度収支差額は 6,207 百万円となり、基本金

306 百万円の組入後の当年度収支差額は 5,901 百万円の予算編成と

なった。  

 

・  2019 年度の主な設備投資計画  

・  藤田医科大学  岡崎医療センター新築工事  

・  藤田医科大学  総合排水処理施設新築工事  

・  藤田医科大学  スタッフ館Ⅰ改修工事（Ⅱ期）  

・  藤田医科大学  合同校舎改修工事  

・  藤田医科大学病院  非常用発電機更新工事  

・  藤田医科大学  ばんたね病院  電子カルテシステム更新  

 

(単位：百万円）

科目 予算額 科目 予算額

学生生徒等納付金 7,704 資産売却差額 0

手数料 292 その他の特別収入 4,331

寄付金 1,275 4,331

経常費等補助金 2,921 資産処分差額 2,312

付随事業収入 988 その他の特別支出 0

医療収入 70,495 2,312

雑収入 860 2,019

84,535 6,207

人件費 34,287 △306

教育研究経費 42,184 5,901

管理経費 3,784 △104,203

徴収不能額等 60 △98,302

80,315

4,220

受取利息・配当金 15 88,881

その他の教育活動外収入 0 82,674

15

借入金等利息 47

その他の教育活動外支出 0

47

△32

4,188

特別収支差額

基本金組入前当年度収支差額

教育活動収支差額

教育活動外収支差額

経常収支差額

教育活動外収入計

収

入

教

育

活

動

外

収

支

支

出

教育活動外支出計

事業活動支出計

(参考）

当年度収支差額

基本金組入額合計

前年度繰越収支差額

※百万円未満は四捨五入して表示

事業活動収入計

2019年度事業活動収支予算書

教

育

活

動

収

支 支

出

収

入

教育活動収入計

教育活動支出計

特

別

収

支

収

入

特別収入計

支

出

特別外支出計

翌年度繰越収支差額

 


