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平成 28 年 7 月に第 20 期理 事会が発足 し、４年間 で達成する ミッション として「盤 石な
財務 体質を確立 し、より質 の高い教育 ・研究・医 療を支える 体制を築く こと（決断 と実行
－経 営改革の断 行－ ）」を 掲げ、さら にこのミッ ションを達 成するため の重要課題 として、
９つ の具体的な 施策と特別 施策を策定 しました。
この 重要課題の 内、病院群 の財政赤字 の早期解消 と医療系学 部等の校舎 建替えに伴 う投
資問 題について は、早急に 将来構想を 立案すべき 最優先課題 と捉え、理 事会発足後 ただち
に、 本法人の経 営に関する 重要事項を 協議し、か つ、業務執 行に関する 調査・調整 を行う
組織 として「北 里研究所経 営協議会」 を設置し、 既に大学病 院及び東病 院の財政赤 字の早
期解 消に向けた 検討を開始 するととも に、医療系 学部等の校 舎建替えに 向けた詳細 な検討
にも 取り組んで います。
平成 29 年度は 、白 金キャ ンパスのシ ンボルタワ ーとなる高 層棟や北里 柴三郎記念 館（ 仮
称 ）を包含する 低層棟（ 仮称）、相模原 キャンパス には、本学 の「チーム 医療教育 」に係る
最先 端の教育・ 研究の場と なる臨床教 育研究棟が 竣工します 。一方で、 前述の病院 群の経
営問 題や医療系 学部等の校 舎建替え事 業費の確保 等、本法人 の財政状況 については 、厳し
い状 況が続きま す。今後は 、教育・研 究・医療体 制の基盤強 化と更なる 充実、経営 改革の
実行 と財政基盤 の充実とい う、両面か らの厳しい 判断が求め られます。
さら に、教学面 では、４つ の大きな特 色である「 チーム医療 」、
「農医連 携」、
「感染 制御」、
「臨 床教育」に 加え「国際 化」を視野 に入れ、新 たな時代の 要請に応え るための改 革が必
須と なり、東日 本大震災の 復興支援を 始めとする 地域連携・ 社会貢献に ついても、 大学の
果た す社会的責 務として、 教育・研究 活動を通じ 、本法人の 保有する学 術的知見を 最大限
に活 用し産官学 連携を強化 し、各種産 業振興にも 貢献してい かなければ なりません 。
本法 人を取り巻 く状況は、このように 決して楽観 できるもの ではなく、向後の数年 間に
どう 対応するか で、その将 来が大きく 左右されま す。執行部 では、法人 全体で一致 団結し
て重 要課題へ取 り組むため の第一歩と して、理事 会施策に対 する各部門（ 教職員）の 理解
を深 めることを 目的に、平 成 29 年 1 月から 2 月に かけて 、理事長・ 学長・総務 担当理事
が各 部門（各キ ャンパス）を 巡り説明 会を開催し ました。各部 門におい ては理事会 施策を
念頭 に置き、諸 課題の解決 に向けた事 業計画を策 定のうえ、 第 20 期理 事会との連 携によ
る確 実な計画実 行を求めま す。
All Kitasato は 一つのチ ームです。 一致団結し て改革を断 行し、いの ちの実学を 未来に
つな げてまいり ましょう。

平成 29 年度総合事業計画
施策１．経営改革の断行
1）４病院の経営改革
４病院の経営改革は喫緊の課題である。特に相模原病院群は、計画段階での予測を大きく外れ、厳しい状
況が続いている。各病院は抱える課題の解決に取組むとともに、連携強化を図り、全体最適の考え方の下、
経営改革策を断行する。さらに４病院のスケールメリットを活かした業務の効率化と経費削減に取組む。
具体的な経営改善の方策については、相模原病院群の一体運営をより強化するとともに、①大学病院の赤
字脱却、②東病院の赤字削減、③両病院としての赤字脱却という過程を着実かつ早期に進めることが重要と
なる。平成 28 年度に常任理事会の下に設置された経営協議会において、相模原病院群（特に東病院）の収支
改善のための課題が抽出され、東病院の経営改善計画を策定するために「東病院経営改革作業部会」が設置
された。作業部会における検討結果を踏まえ、経営改善計画を推進する。
また、北里研究所病院と北里大学メディカルセンターにおいても、それぞれの地域特性を活かした病院経
営と並行して適正な医療収入の確保に向けた更なる取組みを推進する。

2）経営指標に基づいた戦略的経営管理の推進
本法人における諸課題を解決し、教育・研究・医療などの事業運営を強力に推進するためには、常に安定
した経営基盤を実現することが必須となる。財政基盤の安定化に向けて、財務の透明性を高めるとともに、
これまでの法人運営体制を経営的な視点から見直し、明確な経営数値目標の設定、効果的資金運用など、Ｋ
ＧＩ（Key Goal Indicator）や ＫＰＩ（Key Performance Indicator）を活用した戦略的経営管理を推進す
る。

3）経費削減の推進
法人の長期的な安定経営のため、経費削減を引き続き推進する。建物、大型設備の整備については、見積
もり、発注プロセスの透明性を高め、より合理的な経費決定に繋がるシステムの構築を進める。また、物品
購買については、各部門の購入先・購入単価にばらつきがあり、それらの情報を集約する仕組みも未整備で
あることから、法人全体としてスケールメリットの享受や購買戦略立案が難しい体制となっている。透明性
が高く、経費節減に繋がる購買手続きの確立に向け、購買組織の設置や調達ルール・業務の見直し及び電子
購買システムの導入について推進する。

4）増収に向けた各種取組みの推進
私立大学は、その自己責任において、独自性を保ちながら教育・研究・医療の質の向上を実現することが
求められている。本法人の特色を活かし、自主性・自律性を確保しつつ、国や地方公共団体などからの外部
資金の積極的な獲得や知財収入の増加に努めるほか、新たな募金活動方法を構築するなど、増収に向けた取
組みを推進する。
募金活動については、周年募金の終了後も大村智博士のノーベル賞受賞を契機に「いのちのみらい募金」
を副呼称とする募金活動を展開しており、大学の存在価値を社会に積極的に発信することとあわせ、その活
動を推進する。

施策２．教育・研究・法人運営の基盤整備
1）キャンパス整備の推進
相模原キャンパスの医療系３学部（医学部、医療衛生学部、看護学部）の校舎建替え整備計画は、次世代
の教育・研究のシンボル的重要施設の建設と位置づけ、建設規模と保有資金、建設コストの見通しなどを十
分に検討した上で、早期竣工に向けて計画を具体化するなど、総力をあげて取組む。
また、校舎建替え整備計画の推進に加え、相模原キャンパスへの交通アクセスの改善に向けた県道 52 号線
拡幅に伴うフロントライン、キャンパスロードをはじめとしたキャンパス施設の整備を一体的に推進する。
加えて、現在建設中の白金キャンパス高層棟・低層棟（仮称）、アリーナ棟、並びに相模原キャンパス臨床
教育研究棟については、竣工に向け、施設・設備の整備を着実に進める。

2）法人運営の基盤整備
事務組織の改革と効率化を実現するために、人員配置を見極めるとともに、不要な業務、組織などの洗い
出しを進め、効率的な組織（法人・病院共通事務体制の設置など）の整備、再編を進める。
平成 28 年度に設置した「事務組織の在り方検討会」では、白金及び相模原キャンパス学部校舎等の建設計
画と並行し、医療系学部等の事務室体制、学部等事務室における共通事務の統合など、同キャンパスにおけ
る大学事務を機能的・効率的に運営するための組織体制を検討し、実現に向けた対応を推進する。また、平
成 28 年度に設置した理事長執務室、研究推進部、及び平成 29 年度より新たに設置する法務部、学事企画部
について、他部署との連携に配慮しながら機能強化を図る。

3）ＩＲ（Institutional Research）体制の整備
本法人におけるＩＲ（Institutional Research）機能（体制）を整備し、教育・研究、医療、財務状況な
ど法人内の様々な情報を収集・一元化し、数値化・可視化して評価資料として管理するとともに、その分析
結果を教育研究、学生支援、経営などに活用することが求められているため、本法人において適切なＩＲ機
能を見極めたうえで、専門部署の在り方及び設置について検討する。

4）「内部質保証」体制の確立
「学校教育法第110条第２項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令」の改正は、大学
における教育研究の質の確保や水準の向上に重要な役割を担う認証評価について、平成30年から開始される
第３サイクルに向けて、３つのポリシー及び「内部質保証」の確立を重視した評価への転換を求めている。
本学においても、教育研究の質の確保や水準の向上に関わる評価基準や評価方法を改善するとともに、大
学基準協会の第２サイクルの認証評価受審（平成28年）において指摘のあった問題点の改善と本学の個性・
特色を伸長するため「内部質保証」が機能する体制を確立する。

施策３．教育体制の充実
1）特色ある教育研究の推進
生命科学の総合大学として、チーム医療教育、農医連携教育研究、感染制御教育研究、医工連携教育研究、
東洋医学教育研究を特色ある教育研究に位置づけ、部門横断型のカリキュラム及び全学共同プロジェクト研
究を推進し、大学教育の質向上と特色の深化に努める。特にチーム医療教育については、平成 29 年に竣工す
る北里大学臨床教育研究棟のスキルスラボや多職種交流エリアを活用し、一層の充実を図る。また、東病院
や近隣の歯学部などと連携し、地域チーム医療教育の実現を目指すとともに、各学部において実施している

国際交流の実績に基づき、複数の学部が関与する「国際チーム医療演習」の実現に向けた対応を図る。

2）社会の変化に対応した教育体制の実現
「北里大学の研究・教育体制の在り方検討会」からの答申書（平成 28 年 6 月 30 日付）における重点答申
課題として「少子化を迎えた各学部の将来予測と学部新設・改組の可能性」が挙げられている。今後少子化
が進む社会状況に鑑み、これまでの協議結果を踏まえつつ、具体的な教育体制の実現を図る。

3）教育の質向上と学生支援の充実
本学のステークホルダーの期待に応え、教育力をアピールするためには、国家試験合格率の向上が不可欠
である。そのため、国家試験及び資格取得試験の「100％合格」を目標とし、教育の質（学習成果）向上を図
る。また、学部・研究科横断型の教育、学生が主体的学習を促進する取組み、学習成果基盤型教育などを推
進し、総合力・複眼的視野を持った人材の育成につなげる。
学生支援としては、大学・ＰＰＡ奨学金の効果的活用、スクールバス利用の促進（交通安全対策）、学生食
堂の改善、課外活動の充実を図る。就職率は「100％」を目標とする。また、「障害を理由とする差別の解消
の推進に関する法律」
（いわゆる障害者差別解消法）の施行に伴い、障がいを有する学生に対する合理的配慮
が求められるため、就職支援も含めた体制整備に努める。

4）入学者の質の確保・向上
学力を含め入学者の質が確保されていなければ効率的・効果的な教育を施すことも、国家試験合格率、就
職率、進学率などの向上も難しいことから、将来にわたって本学を上位志望とする一定数の志願者を確保し
選抜する必要がある。
ついては、本学への進学意欲の高い志願者を増やし歩留率を上げるためのより効果的な入試広報や入試方
法の実現に向け、平成 29 年度は「入学試験関係の組織体制の見直し」、「入試広報関係の組織体制の見直し」
及び「入学試験の実施を主に行う組織体制の構築」を図る。

5）国際化の推進
本学に相応しい国際化の展開に向け、海外学術機関との知の交流、連携協定に基づく教育・研究交流、留
学生の派遣・受入れ、活発な国際共同研究などを通じ、一層の国際貢献・人材育成を推進する。平成 29 年度
は海外の学生に対する英語による入試情報の提供、留学生向けの英語版のキャンパスガイド・マップや生活
ガイドブックの作成、海外における危機対応のトレーニング及び危機管理セミナーの実施、国際的に活躍し
ている卒業生を顕彰する制度の実施などに重点的に取組む。

施策４．研究体制の充実
1）大学院の新設・改組の検討
「北里大学の研究・教育体制の在り方検討会」からの答申書（平成 28 年 6 月 30 日付）に重点答申課題と
して挙げられている「北里大学大学院と北里生命科学研究所に関する検討と持続可能な財務体質の確立」に
ついて、これまでの協議結果を踏まえつつ、教学と運営の両面における課題を抽出するとともに、具体的な
対応を協議し、平成 29 年度中にその方向性を確立する。

2）研究推進力向上を支える体制の構築
国の競争的資金をはじめとする公的研究費などの更なる獲得を目指し、文部科学省などが定める指針に基
づき、研究の高度化を支える体制を強化する。すなわち、先端的研究、国際レベルの研究の展開について研
究支援センターがこれを支援するとともに、URA（University Research Administator）の導入についても検
討を進める。
また、学長のリーダーシップの下、本学が取組む研究の優先課題として、全学的な独自色を大きく打ち出
す「北里大学研究ブランディング事業」の採択を目指し、国内外の企業、研究機関などとの研究交流を今ま
で以上に活発化させることにより、研究の高度化を図り、全学的研究プロジェクトの構築を図る。

施策５．医療提供体制の充実
1）医療提供体制の充実
病院群においては、医学部をはじめとする医療系学部と４病院の連携を図り、診療・教育・研究及び経営
に関わる全体戦略から、４病院における効果的な医師人事、卒前・卒後教育、さらには新専門医制度への対
応を図る。また、地域医療構想など政策動向に注視し、北里としての全体最適を目指した医療提供体制を構
築する。平成 29 年度は各病院において以下を主な新規事業として取り組みを進める。
・次期電子カルテシステム等の更新〔4 病院〕
・地域医療機関からの受診、入院相談専用窓口の設置

[大学病院]

・東病院経営改革作業部会における検討結果に基づく、病棟再編成の推進

[東病院]

・高齢者医療充実への取組、体外受精－胚移植（IVF-ET）システムの導入及び手術室改修

[北里研究所病

院]
・回復期リハビリテーション病棟設置への取組・地域包括ケア病棟の導入

[ＫＭＣ]

※ 次期電子カルテシステム等の更新計画については、4 病院のスケールメリット対応や導入作業の簡略化
による導入費用削減を図るとともに、仮想化技術の導入などによりシステムライフサイクルの延長を図
るなど、長期的な IT コストを削減することを前提条件とし、４病院運営協議会や経営協議会において、
今後の方向性を見据えた対応を慎重に協議する。

施策６．治験・知財の活用
1）知的財産マネジメント及び治験・臨床研究体制の強化
知的財産マネジメント体制を強化して知的成果の社会実装を促進し、創薬・医工連携のエコシステムの確
立を目指すとともに、国のガイドラインなどへ対応した治験・臨床研究体制の再構築を図るため、平成 28
年度に研究推進部を新設した。研究推進部の下に組織された「臨床研究審査体制の在り方検討ワーキンググ
ループ」では、臨床研究の推進、研究費の獲得に加え、臨床研究中核病院の申請に向けて、
「人を対象とする
医学系研究に関する倫理指針」に基づく臨床研究倫理審査体制の在り方を検討する。
また、本法人が実施する治験（第Ⅰ相試験）事業の白金キャンパスへの統合再編に伴い、相模原及び白金
の臨床試験センターとの連携強化と、臨床研究機構及び医学部附属臨床研究センター（KCRC）の在り方につ
いて検討する。

施策７．人事・給与制度の整備
1）人事・給与制度の整備
より安心して職務に専念できる教職員の生活基盤確保を目的に、人事・給与制度を点検、整備する。また、
「大学設置基準等の一部を改正する省令（平成 29 年 4 月 1 日施行）」により、大学全体の力を強化すること
を目標にＳＤ（教員及び職員が大学などの管理運営に必要な知識、技能を身に付け、能力、資質を向上させ
るための研修）が義務化されることを踏まえ、今後の戦略的な大学運営の実現に向けた教員と職員の協働体
制を構築するために、高等教育開発センターと人事部が連携して教員・職員合同による、より効果的な研修
プログラムを策定し実施する。

施策８．危機管理・コンプライアンスの強化
1）危機管理の強化と組織防衛
本法人において発生する危機として、自然災害の他に、大火災、危険物爆発、感染症やコンプライアンス
違反など、様々な事態が考えられる。これらへの対応の遅れや誤りは、法人並びに構成員に大きなダメージ
を与えるとともに、社会的信頼の失墜は組織の存続を脅かす可能性さえある。
最悪の事態を想定した crisis management を構築するべく、平成 29 年度も法人の危機管理体制を充実させ
るとともに、教職員一人ひとりの危機管理能力を高めることに繋がるような施策を計画し実行する。
第 20 期理事会施策における「危機管理・コンプライアンスの強化」の具体的な取組みの一つとして掲げら
れた「コンプライアンス・法務部の設置」については、法人本部の部署として「法務部」が新設（平成 29
年 4 月 1 日付）され、法的トラブルや不祥事を未然に防ぐための予防法務、国際化・複雑化する各種契約に
係る業務への対応、諸規程の管理業務等に専門的にあたることとなった。本部署の業務分掌を確実に遂行す
るとともに、将来的には専門職を配置するなど、知財関連や医療訴訟等を含んだ総合的な法務業務を分掌で
きる体制を目指す。

2）研究活動の公正性確保及び研究倫理の向上
公的研究費不正使用防止に関わる取組みを推進するとともに、
「研究活動における不正行為への対応等に関
するガイドライン（平成 26 年 8 月 26 日文部科学大臣決定）」の趣旨を踏まえ、平成 27 年 5 月 22 日に施行さ
れた「北里大学における研究活動の不正行為の防止及び対応に関する規程」に沿って不正行為の事前防止及
び不正行為事案への対応を図る。また、公正な研究活動を推進するため、研究者及び学生に対して研究倫理
教育を通じて研究者倫理の向上を図る。

施策９．社会貢献の推進
1）社会・地域・国際貢献活動の推進
北里としての存在意義を明確にしながら地域貢献・国際貢献を推進し、本法人の社会的責務を果たすため
の諸施策を遂行する。また、平成 28 年度に設置した「北里ブランド推進会議」では、北里の独自性や優位性
をより強力に発信するためのブランド広報の強化に向け、「情報集約及び情報共有に関する仕組みの構築」、
「ブランド力向上のための広報の在り方の検討」、
「各部門の広報に対する戦略的情報発信の支援」を協議し、
実践に向けた対応を推進する。

○ 特別施策 法人運営の根幹の強化
1）法人・大学の理念の再構築
理念は組織として目指す方向や存在意義を端的に表すものとして、社会における組織の立脚基盤となり、
社会からの信頼を得るためには必須なものである。現在の本法人及び本学の理念を簡潔な言葉や明瞭な表現
へ見直すため、平成 28 年度に設置した「法人及び大学の理念等再構築ワーキンググループ」において職員（Ｏ
Ｂ含む）等からの意見や本法人の歴史的経緯を踏まえた検討が進められており、ワーキンググループからの
答申を基に、本法人及び大学の理念を再構築する。

2）役員選出方法の見直し
現在、理事長は全ての理事が確定した後に、理事の互選により選出されることとなっていることから、理
事長選出から新体制による運営開始までの期間が短く、理事長を補佐する常任理事等の新執行部メンバーの
人選には、非常に厳しいスケジュールとなっている。
ついては、役員などの改選にかかる理事長の選出方法やスケジュールを外部の有識者の意見も参考に見直
し、理事長を早期に選出した上で、執行部の人選においても、理事長の意向が十分反映できる仕組みを検討
する。併せて、学長の選出スケジュール及び学外者の副学長への任用についても検討を進め、必要に応じて
関連規程を改正する。

以

上

