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学校法人北里研究所 中期計画
2020 年 7 月～2024 年 6 月
学校法人北里研究所は学祖北里柴三郎博士の精神に則り、理念として「いのちを尊び、生命の真
理を探究し、実学の精神をもって社会に貢献する。
」ことを宣明し、ここに法人及び大学の社会的使
命や存在意義を示しています。
また、
「生命科学のパイオニアとして、国際的にも有為な人材を育成し、教育・研究・医療の成果
を社会に還元すること」をビジョンとして、この激動の時代を成長の機会ととらえて積極的に乗り
越えたいと考えています。
第 21 期理事会（2020 年 7 月～2024 年 6 月）は、この理念とビジョンに基づき、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」とともに「次世代の人材を育成すること」を掲げました。さらにこのミッションを達成す
るための４年間の中期的な行動計画（中期計画）として、大学基準協会による認証評価結果も踏ま
え、次のとおり具体的に取り組むべき課題を策定しました。
１．教育・研究体制の充実
２．病院群の経営改革
３．次世代の人材育成
４．法人運営の基盤整備
５．ＩＣＴ化の推進
６．治験・知財の活用
７．危機管理・コンプライアンスの強化
８．新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応
９．法人運営の根幹の強化（特別施策）
この中期計画は、各年度における事業計画や予算編成に有機的に連動させることで着実に実行し
てまいります。
第 21 期理事会は新型コロナウイルス感染のパンデミックに象徴される激動の年にスタートしまし
た。国内外では地球温暖化による大規模災害の頻発、人工知能の幅広い分野での実用化、少子超高齢
社会と人口減少の到来、女性の社会進出や働き方改革などによる価値観の多様化など、旧来の常識で
は対応のできない柔軟な発想と強い活力が求められています。
本法人及び大学がこれまで培ってきた歴史と伝統を受け継ぎ、次世代に向けてさらなる発展を遂
げられるよう、この中期計画の実行に教職員一丸となって取り組みます。
2021 年 4 月 1 日
学校法人北里研究所
理事長 小 林
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１．教育・研究体制の充実
社会の急激な変化の中で、大学の独自性を失わず発展すべく、特色ある教育・研究を推進するために、
生命科学の総合大学として、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するとと
もに、研究者が挑戦的･独創的な研究に取り組み、国際貢献を目指す。
ソフト面では、収容定員の適正な管理、学部・研究科横断型の教育、学生が主体的に学習するための
取組み、学習成果基盤型教育などを推進し、教育の質の向上を図る。
ハード面では、安全安心で快適な学生生活と高い水準の教育・研究を支えるみどりあふれる国際性に
富んだキャンパスづくりを目指した計画的整備を推進する。また、大学図書館は知的資源の集積・発信
の場として、キャンパスのシンボルとなるよう、快適でゆとりある憩いの場として、蔵書や出版物を展
示して利用できる機能にとどまらず、情報発信機能を有し、各種イベントにも対応できるアクティブ・
ラーニングスペースを有する複合的な施設を念頭に具体化する。
また、内部質保証システムを適切に機能させ、本学における教育研究活動等の質の向上を図り、適切
な水準にあることを自らの責任で説明・証明する取組を恒常的・継続的に推進し、大学基準協会第 3 期
認証評価（2023 年受審）に備える。
（１） 特色ある教育・研究の推進
【目標】
社会の急激な変化の中で、大学の独自性を失わず発展すべく、特色ある教育・研究を推進す
るために、生命科学の総合大学として、部門横断型のカリキュラム及び全学共同プロジェクト
研究の推進に努めるとともに、挑戦的・独創的な研究に取り組める人材の育成と研究環境の整
備を進め、実学の精神で研究成果を社会に還元する。また、本学の学びの特徴である「チーム
医療教育プログラム」
、
「感染制御の教育・研究」
、
「農医連携の教育・研究」
、
「３病院連携によ
る臨床教育・研究」を更に充実させるとともに、学生が主体的に学習するための取組み、学習
成果基盤型教育などを推進し、教育の質の向上を図り、大学基準協会第 3 期認証評価（2023 年
受審）に備える。
【具体化の方策】
①全学共同プロジェクト研究の推進
②チーム医療教育プログラム等の充実
（２） 教育の質向上と学生支援の充実
【目標】
大学基準協会第 3 期認証評価（2023 年受審）基準 4「教育課程・学習成果」は、自ら掲げる
理念・目的を実現するために、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を定め公表し、体
系的な教育課程の編成、効果的な教育を行うための様々な措置、学位授与を適切に行うことを
求めている。この基準を踏まえて、①人材育成方針とそれを実現するためのカリキュラム、②
本学の理念に基づく初年次並びに低学年教育の確立を図る。また、③全学的なＩＣＴ化・ＩＣ
Ｔ教育の充実・改善を行いキャンパス間の相互交流を深める。以上を学部・研究科横断型の教
育の礎とする。上記における成果を土台として学生が主体的に学習するための取組み、学習成
果基盤型教育などを推進し、教育の質の向上を図る。
一方で、大学生一般に増加傾向といわれる心身にハンディ等を持った多様な学生への支援を
強化する。さらに、日本社会の景気後退により増加が予測される家計困窮学生を支援するため
に奨学金制度の充実等を図る。
【具体化の方策】

①人材育成方針・カリキュラムの整備
②初年次・低学年教育の見直し
③ＩＣＴ化の推進とＩＣＴ教育の充実
④学部生・大学院生確保に向けた学費等の検討
⑤多様な学生へ対応したきめ細かい支援
⑥奨学金制度の充実
（３） 研究推進力向上を支える体制の構築
【目標】
近年、発表論文数から見た日本における研究の国際レベルの低下が懸念されており、創造性
豊かでリーダーシップを発揮できる人材の育成と、独創的な研究を実行できる研究環境の提供
など、将来の日本の研究を支えていくために、大学の果たす役割はますます大きくなっている。
本学が長年築き上げてきた医療･環境･食という北里ブランド力の強化はもちろんであるが、
研究者が挑戦的･独創的な研究に取組むことができる研究環境を整備し、
「北里大学」としての
独自性をアピールするとともに、新たなブランドとなり得る研究成果をあげていき、学祖の実
学の精神である、
「学問や研究を社会に還元し、実生活の役に立つこと」を目指す。
【具体化の方策】
①北里ブランドとなる研究の発掘と育成・強化
②学内学術研究交流の活性化
③学術共同研究の推進
④研究支援制度の充実
⑤研究人材の育成
（４） 国際化の推進
【目標】
学祖北里柴三郎博士の世界的偉業は本法人に受け継がれ、本法人における国際化の果たすべ
き使命は、世界を舞台にして活躍する研究者・技術者・医療人の育成にある。そのために、以
下の方策を通じて国際化の推進を目指す。
【具体化の方策】
①国際部の組織・活動の整備
②海外留学機会の拡充と Web 交流等の体制整備
③留学生受け入れ体制の整備
④国際教育プログラムの充実
⑤国際共同研究の拡充
⑥大学院における語学教育の充実
⑦医療の国際交流の拡充
（５） キャンパス整備の推進
【目標】
相模原キャンパスの医学部及び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
ンボル的重要施設となることから、建設規模と建設コストの見通しなどを十分に検討した上で、
竣工に向けた計画を具体化するなど、総力をあげて取組む。併せて、建替予定建物の跡地利用
計画（除却含）を検討する。
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 号拡幅に伴うフロントラインを始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、東病院跡地利用の継続的検討と十和田キャンパスの耐震強度不足建物の耐震改修及
び除却等の方向性を決定する。
【具体化の方策】
①相模原キャンパス校舎建替え計画の推進
②東病院跡地利用検討の継続
③十和田キャンパス校舎耐震化率 100％
（６）大学図書館構想の推進
【目標】
相模原キャンパスにおける大学図書館は、知的資源の集積・発信の場であり、キャンパスの
シンボルとなるようにどの建物からもアクセスしやすく、快適でゆとりある憩いの場としたい。
また、従来型の図書館としての蔵書や出版物を展示して利用できる機能にとどまらず、電子媒
体や動画を活用してオリジナル教材を作成・発信できる機能を有し、各種イベントにも対応で
きるアクティブ・ラーニングスペースを有する複合的な施設を検討する。
【具体化の方策】
①大学図書館の役割・機能の検討
②大学図書館建設計画策定要件の検討
（７）収容定員の適正管理
【目標】
2016 年度に受審した大学基準協会による認証評価において、一部の学部・学科が、入学定員充
足率の 5 年平均及び収容定員充足率が大学基準協会の定める目安を超過しているとの指摘を受
けた。その後、2020 年度追評価受審時には入学定員の超過は解消されたが、収容定員の超過は改
善できず、努力課題として引き続き定員管理を徹底するよう指摘を受けている。
2021 年度以降は、全学的な収容定員充足状況を会議体にて共有するとともに、基準（経常費補
助金交付要件、大学基準協会の定める目安）を周知徹底し、教育効果を十分に上げるために収容
定員を適正に管理する。
【具体化の方策】
①収容定員の適正管理への取組
（８）内部質保証システムの推進
【目標】
大学基準協会による認証評価において、2016 年度（第 2 期認証評価）及び 2019 年度の 2 度に
わたり内部質保証システムの有効性について指摘を受け、改善に向けて規程の改正、推進体制
の見直し等の体制整備に取組んできた。
2021 年度以降は、2023 年度に受審する第 3 期認証評価を視野に入れて内部質保証システム
を適切に機能させ、本学における教育研究活動等の質の向上を図り、適切な水準にあることを
自らの責任で説明・証明する取組を恒常的・継続的に推進する。
【具体化の方策】
①大学基準（全 10 基準）の検証結果に基づいた課題や改善方策の整理
②2018 年度に策定した「アセスメント･ポリシー」に基づく学習成果の検証
③外部評価委員会による外部評価の受審

２．病院群の経営改⾰
病院群は予算規模の上でも教育・研究の上でも法人組織の中核的組織であり、病院群の経営改善は法
人の経営基盤確立に必須である。しかしここ数年来、各病院とも赤字経営が続いている上に働き方改革
に加えてコロナ禍の影響も大きく、このままでは第 21 期理事会においても厳しい経営状況が予測され
る。こうした状況にあってこそ、各病院は外部環境・内部環境を精査し 4 年間でありたい姿としてのビ
ジョンを再度見直し、内外に周知しなければならない。そして、4 年間の目標を明確にした上で、各年
度に達成する行動目標を決める。3 病院にあっては総花的ではなく注力する分野を明確にし、特に北里
研究所病院、北里大学メディカルセンターにあっては地域の需要に応じて弾力的な運営を検討する。３
病院の広範で多彩な医療提供体制は研修医や学生に対して特徴的な教育機会を提供することにつなが
る。各病院は経営の状況を適切に示す経営指標を適宜報告し PDCA サイクルを回すとともに、病院間で
情報を共有して経営改善の参考とする。東洋医学総合研究所にあっては、患者の減少が続き、経営悪化
が恒常的になっている。人員体制の見直し、業務の効率化はもちろんのこと、既成概念にとらわれずに
単独で経営が維持できるようなビジネスモデルを再構築する必要がある。病院群いずれも職員の成長は
医療の質向上として各病院に還元されることから職員の研修・成長を支援する体制を構築する。
（１）３病院の経営改革
【目標】
病院経営に対するコロナ禍の影響や政策動向を見極め、ＰＦＭの推進、医療の標準化、医療
機器・医療材料の共通化と共同購入の推進などを進めることで 4 年間の具体的な達成計画を策
定する。4 年間で大学病院にあっては黒字化を、北里研究所病院と北里大学メディカルセンタ
ーにあっては収支均衡を目指す。
【具体化の方策】
①医療の標準化の推進
②医療機器・医療材料の共通化と共同購入の推進
（２）医療連携の推進
【目標】
各病院の内部環境、外部環境を再評価し、政策動向にも注視したうえで、地域におけるそれ
ぞれの病院の役割・立ち位置を再度確認し、地域の需要を見極めて高度急性期、急性期、回復
期、慢性期のどの分野にどう事業展開するのか明確にする。院内においてはＰＦＭ、紹介・逆
紹介についての数値目標を設定し、円滑な入退院体制を目標管理するとともに、地域医療機関
を積極的に訪問するなどして連携・機能分担体制の確立を進める。
【具体化の方策】
①各病院における役割と事業分野の明確化
②目標管理による入退院体制の整備、ＰＦＭの推進
③地域医療機関との連携体制確立
（３）経営指標に基づいた戦略的経営管理の推進
【目標】
4 年間の目標を達成させるための適切な経営管理指標を設定し、さらに年度ごとの目標値に
落とし込んで各部門・職員に周知する。コストマネジメントの観点から冗費を抑制しつつ必要
な経費は適切に支出する指標として、収入のみならず支出についても経営指標として経時的管
理に努める。3 病院で経営管理指標について勉強会の場を設けて情報共有に努める。
【具体化の方策】
①適切な経営管理指標の設定、その実施とＰＤＣＡサイクルによる経営の向上

（４）病院人事の改革
【目標】
法人全体最適の観点から、医学部・3 病院のあるべき人事を明確にし、実現への課題を整理
し、課題解決の方策を検討する。医師人事調整委員会にあっては各病院特に北里研究所病院、
北里大学メディカルセンターのビジョン達成のための人事政策と医学部各単位の事情を整合
させ、4 年間の年度ごとの達成目標を明らかにする。
【具体化の方策】
①全体最適の観点からの 3 病院人事の課題整理及びその解決方策の検討
（５）東洋医学総合研究所の経営改革
【目標】
伝統や既成概念、既得権にとらわれることなく、自立し存続するためには事業・組織の在り方
を刷新する必要がある。地域診療ネットワークの形成を推進するために、幹部自ら地域の医療機
関を回るなど基本的な経営努力が大切である。東洋医学総合研究所の特徴を活かしつつも、市場
の需要・規模・政策動向に合わせた事業モデルを再検討する。タスクシフト・タスクシェアの推
進、業務の見直しによるムダの排除、人件費削減などを織り込んで、収支改善できるように計画
を策定し、ブレイクダウンして各年間の数値目標として行動計画に落とし込むことで、PDCA サ
イクルを回し経営改善を図る。
【具体化の方策】
①市場動向等に合わせた事業モデルの再検討
②収支改善に向けた具体的計画の策定及びその実施

３. 次世代の⼈材育成
今後の社会情勢が大きく変化することを見据え、次世代の法人組織の中核を担う人材を育成する。そ
のためには、法人内外から多くの有為な人材を発掘し、さまざまな経験と体系的な教育研修の機会を十
分に提供することで、優れた経営者、専門家としての資質と能力を養う。
（１） 事務職員の育成方針・育成カリキュラムの策定
【目標】
現在、本法人の事務職員の大半は、いわゆる総合職（広く浅く多様な業務を経験しながら、
将来的には法人の中核を担う職員）としてのキャリアを目標としていることから、育成方針も
総合職を中心に構築されている。
これからの社会の複雑化・多様化に伴い、事務職員の仕事の在り方は今後さらに変化し、専
門性の高い業務が増大していくことが推察される。高度な業務を円滑に遂行し、質の高い業務
を担える専門的業務に秀でた事務職員の育成についても十分検討し、ＩＣＴやＡＩ等の積極的
な活用を見据え、長期的且つ時代に即した柔軟で多様な教育研修プログラムを十分検討し、構
築する。
【具体化の方策】
①複線型（総合職・専門職）の育成方針・育成カリキュラム
②ＩＣＴ・ＡＩ等の活用
（２） 事務職員の採用・配置
【目標】
本法人は、法人本部、教学本部、学部等事務室並びに病院群と事務組織が多岐にわたってい
るため、基本的には、個々人が私学の特徴である法人及び大学の理念を十分に理解したうえで、

全体のマネジメントを担う職員と、分野ごとに高度且つ専門的な業務を担う職員が混在する形
態が適していると考えられる。
また一方で、今後の大学改革において、事務職員には幅広い分野で様々な役割が期待されて
いる。かつて中央教育審議会での「大学職員」に関する審議では、
「専門的職員」の配置につい
て議論され、それぞれの大学が実情に応じて情報収集や環境整備等に取組むように提言してい
る。本学においても事務業務の高度化と複雑化に対応した専門職の採用や適正配置は重要であ
り、中途採用を含めた人材の確保やキャリアパスの在り方について十分検討し、実施する。
【具体化の方策】
①事務職員の採用と適正配置
②職員の高度化と学び直しの促進
（３） 研究人材の獲得・育成
【目標】
今後、本学のブランドとなり得る新たな研究成果をあげていくためには、内部の研究者の育
成はもとより、外部のトップレベルの研究者の獲得が重要である。研究力の高い教員に対する
インセンティブ制度を確立し、本学の強み（ブランド）の推進や強化、外部資金獲得等につな
がるトップレベル研究者を育成する。また、将来本学の中核となる研究者及び女性研究者の活
躍により、本学の多様性を高め、大学全体の研究の活性化及び研究力の向上が期待される。そ
のために、新たな研究育成制度（ベテランと若手研究者が連携したチーム型研究）の導入によ
る中核研究者の育成、セミナー・フォーラム等を通じた研究者間のネットワークの構築を推進
する。
【具体化の方策】
①研究人材の獲得・育成
（４） 臨床と共に研究や知財を担える人材育成（コメディカルスタッフ）
【目標】
病院群は、
「教育」
「研究」
「診療」における人材育成のための教育機関、新しい医療技術の研
究・開発を行う研究機関、高度の医療を提供する地域の中核的医療機関として、重要な役割に
位置付けられている。
また、近年の高齢化の進展や疾病構造の変化や質の高い医療を求める国民の意識の変化に伴
い、病院群における医療提供への関わり方、医療を先導する臨床医学研究への関わり方、医療
現場で活躍するコメディカルスタッフに対する教育・研修への関わり方など、能力・技量・人
間性においてさらに高い水準の人材育成が求められている。
これらの要望に応えるためには、北里大学で進めている全職種によるチーム医療教育をさら
に推進することが重要であり、社会が必要とする医療を開発・提供できる人材を養成する体制
や生涯学習を充実させる環境を整備する必要がある。
さらに、個人のスキルアップの面においては、能動的思考型職員の育成及び安全文化醸成の
ため、現在、看護部で導入されているクリニカルラダー制度を多職種に拡大させ、コンピテン
シー理論をベースにした、様々な段階にある教職員、多様な役割を持つ教職員の知識や経験を
生かしたキャリアパスの開発を目指し、教職員一人ひとりの医療人としての感性の強化を図る
ことが重要である。
【具体化の方策】
①研究と臨床を担える人材育成
（５）生涯教育とキャリアアップ支援
【目標】

特に病院職員は日常業務に追われ、職員が自発的に学習する機会が少ない状況にある。ま
た、キャンパス内で学べる環境として図書館等を利用しているが、スペースの問題もあり十分
とは言えない。このような状況下で、大学の図書館が提供する電子ジャーナルを有効的に活用
できる環境を整備し、職員に対して生涯教育のきっかけを提供する。
キャリアアップ支援については、職種ごとに対応が異なるが、現状では職員への資金的援助
や職場への配慮（マンパワーの確保）は十分ではない。高度先進医療を担う高いスキルを持っ
た職員の育成のため、サバティカル制度やクロストレーニング、留学支援制度等、職員自身が
積極的にスキルアップを目指すことができる環境を整備する。
【具体化の方策】
①生涯教育とキャリアアップ支援
②キャリア支援の推進
③教職員への研鑽支援

４．法⼈運営の基盤整備
変化の激しい社会環境の中、大学間競争を勝ち抜き、社会に信頼される北里であり続けるために
は、法人の財政基盤を強固にし、種々の施策を強力かつ迅速に推進する必要がある。このため、募金
活動を充実させ、また、事務組織の在り方を検討して業務効率を向上させ、人的リソースを創出す
る。併せて、経費（支出）削減を推進するとともに、コストマネジメントの具体的方法を確立する。
大村智記念研究所については、現在推進しているＣＯＶＩＤ-19 対策北里プロジェクトの中心組織と
して、その活動は全国的にも大きな注目を集め政府からも大きな期待を受けている。かかる重要な組織
の今後の活動を支えるため、法人全体としての支援体制を構築することが求められる。
（１） 募金活動の充実
【目標】
本法人のステークホルダーはもとより一般企業・個人篤志家も含めて本法人のサポーターを
増やし、寄付金収入の持続的な拡大を図ることを目的として、以下の体制整備を行う。
【具体化の方策】
①寄付金の募集及び情報開示を目的とした専用サイトを立ち上げる。
②部門毎に募金小委員会を設置し、現行の募金委員会は募金小委員会を統括する組織として
再編し、募金活動の活性化を図る。
③募金活動を支えるため、法人本部内にファンドレイジング専門部署を設置し、必要なスキ
ルを有するスタッフを配置する。
（２） 事務組織の在り方検討
【目標】
「相模原キャンパス共通事務処理課（仮称）の開設に向けてのワークショップ」からの提案に
基づき、総務、人事、経理系業務を 1 か所に集約して効率化を図るとともに、創出した人的リ
ソースを必要な教育・研究等に再配分する。
具体的には、2020 年 10 月に相模原キャンパス大学共通事務室（仮称）開設準備室を設置し、
2021 年 7 月又は 10 月の業務移行を目指す。なお、各学部等の総務系業務には研究支援業務も
含まれているため、同時期における研究支援業務の研究支援センターへの集約も目指す。
また、従来の理事長執務室は経営戦略企画室に名称変更を行い、今後時代の変化に対応し、
近未来を展望するとともに突発する事態に柔軟に対応する組織とする。
【具体化の方策】

①相模原キャンパス共通事務の推進
②経営戦略企画室の充実
（３） コストマネジメントの確立
【目標】
法人運営の財政基盤を強固にするためには、各事業における適正コストを把握し、配分する
ことが必要である。購買における経費の見える化並びに他大学等とのべンチマークによる比
較分析が、適正コストを把握するのに有用であるが、単に比較して経費削減だけを目的とする
のではなく、コストマネジメントを確立し、予算計画の段階から限られた資源を最適に使用す
ることを目指す。
【具体化の方策】
①購買における経費の見える化
②他大学等とのベンチマーク分析による適正コストの把握
（４）大村智記念研究所の運営基盤の確立
【目標】
大村智記念研究所は、感染症、創薬、ワクチン及び和漢薬などの研究部門として、平成 13
（2001）年に北里大学の附置研究所として設立された。また、大学院感染制御科学府は、この
研究所を基礎として、感染制御に関わる研究を遂行できる人材を養成するための大学院教育
を行っている。
大村智記念研究所は、ＣＯＶＩＤ-19 対策北里プロジェクト始めとする多くの研究に外部資
金を導入し活発な研究活動に繋げているが、研究資金以外の運営経費においては資金が不足
する状況にある。
大村智記念研究所と大学院感染制御科学府は、北里柴三郎博士が創設された北里研究所の
ＤＮＡを引き継いだ次世代の研究者を育成していくことも大きな使命である。また 2015 年に
は大村智北里大学特別栄誉教授がノーベル生理学・医学賞を受賞し、飛躍的に北里のブランド
力が向上した。
「生命科学の北里」というブランドを更に向上させ、北里研究所のＤＮＡを次
世代に継承していくためにも、大村智記念研究所の運営を持続可能にする具体的方策を検討
し、運営基盤を確立する必要がある。
【具体化の方策】
①持続可能な運営に向けた具体的方策の検討

５．ICT 化の推進
近年目覚ましい発展を遂げてきた情報通信技術（ＩＣＴ：Information and Communication
Technology）の社会的役割はますます大きくなっているが、教育・医療等の分野においてもＩＣＴの
より一層の利活用が求められている。このような状況の中、これまで部署毎に推進される事の多かった
ＩＴ関連事業をまとめるＩＣＴ化統括組織を立ち上げ、クラウド時代を見据えた①最新技術の導入、②
セキュリティの強化、③業務の効率化、を図る。理事会施策と連携したＩＣＴ戦略を企画推進すること
で質の高い教育・研究・医療および法人運営を ICT の側面から支える。
（１）ＩＣＴ化の推進に向けた取組
【目標】
2020 年 4 月に答申されたＩＴ化推進プロジェクト「ＩＴ化推進に係る提案」に基づき、この
プロジェクトにおいて検討した課題、さらなる議論が必要な課題（事務業務改善小委員会およ
び教育支援小委員会）
、将来構想検討委員会で検討した課題等を踏まえて、継続的なＩＣＴ化推
進を可能とする新たな体制整備の下、下記項目について取組む。
【具体化の方策】

①クラウド時代に合わせたネットワークの強化
②クラウドプラットフォームの環境整備
③サイバー攻撃に対応するセキュリティ対策の強化
④ＩＣＴ活用によるコミュニケーションの活性化（統一したコミュニケーションツールの導入）
⑤ＩＣＴ活用による事務業務の効率化（業務プロセスの改革）

６．治験・知財の活⽤
本法人の職員等が職務として行う特許等知的財産の創出を奨励するとともに、法人の運営や価値向上
に役立つ知的財産マネジメント体制を整備して、知財活用エコシステムを構築し、社会実装する。また、
高度化・複雑化する治験・臨床研究に対しては、法令を遵守した厳格な対応を図り、アカデミア発の生
命科学研究の開発をオール北里として実践する。
（１）知的財産マネジメント及び治験・臨床研究体制の強化
【目標】
本法人で生まれた職務発明については、単に特許出願にとどまることなく、出願の段階から特
許取得（権利化）後の技術移転を視野に入れた効果的な出願戦略を推進する。さらに、知財の技
術移転や知財を用いた大学発ベンチャーの起業に向けて様々な外部リソースの活用などの支援
体制を整備し、知財活用エコシステムを構築する。
治験体制については、現行体制のもと、その円滑な運営を推進するとともに、
「臨床研究・治
験信頼性保証室」による治験・臨床研究の監査等の実施により、臨床試験等に係るデータの品質
の向上と被験者保護の徹底に努める。
臨床研究については、高度化・複雑化する臨床研究を推進すべく、法令を遵守した厳格な対応
を図り、アカデミア発の生命科学研究の開発をオール北里として実践していく。
【具体的取組】
①知的財産マネジメントの推進
②治験・臨床研究体制の強化

７．危機管理・コンプライアンスの強化
法人運営に多大なる被害・損失をもたらす、大規模自然災害、パンデミック、人為的災害・障害など
の脅威や危機事象に対して、それらを未然に防ぐとともに、発生時には迅速かつ適切に対応し、早期に
復旧・終息させる組織体制の構築に向けて、引き続き、危機管理・コンプライアンスの強化に取組む。
また、これらの取組みを通して、危機に対する教職員の意識改革及び法令遵守の組織風土の醸成を目指
す。
（１）危機管理の強化と組織防衛
【目標】
地震等による大規模自然災害、感染症のパンデミック、犯罪やコンプライアンス違反等によ
る人為的災害・障害などといった内外的脅威（risk）に起因する危機（crisis）の発現を想定し、
それらを未然に防ぐ予防・防止の事前対策を講じるとともに、万が一、危機が発現した場合の
初動対応、初動対応後の平常時事業活動再開に向けた復旧対応の対策を講じるなど、これまで
の取組みを踏まえ、更に緊急時対応に強い組織体制の構築を目指す。
特に病院群では、平常時、緊急時にかかわらず、医療の質の向上と安全な医療提供、院内感
染対策は重要な取組みであることから、それぞれの特性・専門性に配慮しながら、病院群が一
丸となって危機管理・コンプライアンスの強化に努め、その使命を果たす。

【具体化の方策】
①事業継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan）の策定・災害対応の整備
②医療の質の向上と安全な医療の提供
③院内感染対策に関する取組

８．新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応
未だ収束する気配のない新型コロナウイルス感染症に対し、持続的に教育・研究活動が行えるよう、
2020 年度に実施した対応（衛生管理・経済的支援等）について、引き続き社会情勢等を勘案しながら充
実させる。また、
「ＣＯＶＩＤ-19 対策北里プロジェクト」は、東京都との連携協定に基づく調査・研究
やイベルメクチンの医師主導治験を実施するなど、様々な成果を挙げている。さらに治療薬の早期探索
とワクチン開発に注力する。
（１） 学生への対応・支援
【目標】
これまでに、①各学部における感染予防教育と三密を防ぐための、スクールバスの増便、学
生食堂における飛沫防止パネルの設置や換気能力の強化等の感染予防対策、②各学部のカリ
キュラムに応じ、学事暦・時間割を弾力的に組み直し、オンライン授業と対面授業併用の展
開、③学費納入期限の延長・延納手続きの受付、学生生活支援金の貸与、学生支援金の給付、
新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う学費減免等を実施した。長期的な対応が必要とな
ることから、学生の学習環境・生活支援等の要望、遠隔授業の教育効果を検証し、持続的に教
育・研究活動が行えるよう教育手法を改善し、施設設備を充実させた学習環境を整備する。
【具体化の方策】
①感染予防対策の実施
②経済的支援の実施
（２）ＣＯＶＩＤ-19 対策北里プロジェクトの推進
【目標】
新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-19）治療薬の早期探索をはじめとした複数のプロジ
ェクトからなる「ＣＯＶＩＤ-19 対策北里プロジェクト」は、2020 年 3 月開始以降、消毒剤等の
効果確認やイベルメクチンの医師主導型治験の開始など、様々な研究を実施し成果を挙げつつ
ある。
こうした成果に社会的な期待・要請が益々高まっていることから、法人の理念に則り、社会の
要請に応えるべく本プロジェクトを推進する。具体的には新型コロナウイルス感染症患者の治
療及び感染制御に繋がる研究を本プロジェクト内で引き続き実施し、実学の精神をもって社会
に還元するため研究成果を広く発信するとともに、
「感染制御の北里」ブランドの向上にも寄与
する。
【具体化の方策】
①ＡＭＥＤ採択案件（イベルメクチンの医師主導治験、イベルメクチン誘導体による創薬、
漢方プロジェクト）の推進
②東京都との「新型コロナウイルス感染症対策に関する連携協定」に基づいた調査・研究の
実施
③その他本プロジェクトに係る研究の推進と得られた成果の積極的広報
④「新しい日常」を創出する取組への積極的な支援
⑤新型コロナウイルス感染症対策に関する教育

９．法⼈運営の根幹の強化（特別施策）
学校法人の憲法たる寄附行為・寄附行為施行細則を始めとする各種重要規則や規程を精緻化し、条文
内容の齟齬や解釈のあいまいさを回避すること、さらに「北里研究所ガバナンス・コード」を制定する
ことにより、主体性、公共性を高める自律的なガバナンスを確保し、より強固な経営基盤に支えられた
適正な法人運営を維持継続する。
教学分野においては、社会のニーズと新時代に対応すべく大学院の充実、学部における新分野・新学
部の創設等について検討を始める。
また、未来に向けて法人・大学のブランディングに尽力する。
（１） 寄附行為・寄附行為施行細則の精緻化等
【目標】
2020 年 4 月 1 日施行の私立学校法の一部改正に伴い、寄附行為を始めとする関連諸規程の改
正を行い、学校法人におけるガバナンスの強化を目的として、役員の職務及び責任に関する規
程の整備、監事の責任の強化、中長期計画の作成の義務化等への対応を図った。第 21 期理事会
においては、改正寄附行為等を適正に運用するとともに、運用状況を踏まえ、さらに改正を要
する条項の洗い出しと見直しを図る。また、文科省の学校法人制度改善小委員会において、私
学団体等が定める自主行動規範、いわゆる「大学版ガバナンス・コード」の制定が提言された。
他大学の動向等も参考にしつつ寄附行為との位置づけ、行動規範の定義などの根本的な観点か
ら議論を積み上げ、本法人独自の自律的なガバナンス・コードを制定する。
【具体化の方策】
①寄附行為・寄附行為施行細則等、関連諸規程の改正
②北里研究所ガバナンス・コードの制定
（２） 新分野・新学部構想の推進
【目標】
「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）
」
（2018 年 11 月 26 日／中教審）で
は、博士課程（後期）の大学院カリキュラムと企業をはじめとする社会のニーズとの間にギャ
ップが生じているとの指摘がある。社会のニーズと新時代に対応するため、新しい研究領域や
複数の特論科目・研究科間で学際的に創出される研究機構を母体とした研究科等の設置を検討
し、大学院の充実を目指すとともに、併せて既存の学部・学科構成が適切であるかを検証し、
新分野の必要性・実現性を踏まえた改組・新学部の設置の検討を開始する。
【具体化の方策】
①研究科・新コースの構想・設置の検討
②新分野・新学部の構想・設置の検討
（３） 法人・大学のブランディングの推進
【目標】
創立 100 年を越えた北里研究所の伝統を保持しつつ、新しい時代に対応するブランディング
戦略を構築するために、法人・大学の Corporate Identity を明確にする。
【具体化の方策】
①ブランディング推進の組織化
②ロゴマークの作成
③応援歌等の作成

