
（添付書類） 
 
 

平 成 ２ ４ 年 度 
 
 
 
 

事 業 報 告 書  

 
 

（第７期事業年度）  

 
自 平成２４年４月 １日 
至 平成２５年３月３１日 

 
 
 

公 立 大 学 法 人 福 島 県 立 医 科 大 学 



1 

公立大学法人福島県立医科大学事業報告書 
 
〈公立大学法人福島県立医科大学の概略〉 
 
１ 法人が設置する大学名 
  福島県立医科大学 
                        
２ 本学の基本的な目標 
 福島県立医科大学の理念（平成１５年３月２６日制定） 
 福島県立医科大学は、県民の保健・医療・福祉に貢献する医療人の教育および育成を 
目的に設立された大学である。同時に、研究機関として、不断の研究成果を広く世界に 
問いかけるという重要な使命を担っている。 

もとより医療は、医学と看護学が共に手を携えて、すべてのひとのいのちと健康の問題

に真摯に向き合い、その未来を拓く営為である。その基盤とすべきところは、個人の尊厳に

対する深い配慮と、高い倫理性である。 

福島県立医科大学は、以下に掲げることを本学の理念として、教育、研究および医療を

幅広く推進していくものとする。 
１ ひとのいのちを尊び倫理性豊かな医療人を教育・育成する。 
２ 最新かつ高度な医学および看護学を研究・創造する。 
３ 県民の基幹施設として、全人的・統合的な医療を提供する。 
 
中期目標（平成２４年度～２９年度） 
（基本目標） 
１ 医学部、看護学部の特色を生かした密な連携を推進し、教育、研究、保健・医療・ 
 福祉、地域貢献等の領域で一層の充実を図る。 
２ 人間性豊かな高い倫理観と多様な資質を有し、課題発見・解決能力と高度な実践的 
 能力を備えた医療人を育成する。 
３ 独創的で質の高い研究を推進し、医学・看護学の発展とより高度な研究能力を持つ 
 研究者の育成を図り、国際的に高い水準の研究機関となることを目指す。 
４ 高度で先進的な医療と過疎・中山間地域を含む地域医療の拠点として病院機能の高度

化に努めるとともに、全人的・統合的な保健医療を提供する。 
５ 社会に開かれた大学として地域医療の支援や医療福祉の向上など地域社会に貢献す

るとともに、研究、教育を通して国際交流を推進する。 
６ 東日本大震災後の本県の復興を担う人材の育成、原子力災害に対応した県民の健康

の確保、放射線に額に関する教育研究等を推進するとともに、地域をリードする医療

関連産業の創出・振興に貢献する。 

 
 

 

 

 

 



2 

３ 所在地 
  福島県福島市光が丘 

 
４ 資本金の状況 
  29,767,011,509円（全額福島県出資） 

 
５ 役員の状況 

役職 氏名 担当・略歴等 
 理事長（学長） 
 副 理 事 長 

理 事 

 理 事 

 理事（非常勤） 
 理 事 

理 事 

 理 事 
 監事（非常勤） 
 監事（非常勤） 

菊地 臣一 
竹之下誠一 

阿部 正文 

大戸  斉 

梅津 茂己 

棟方  充 

横山  斉 
藤島 初男 
佐藤 喜一 

菅野 俊幸 

 

復興担当 

県民健康管理担当、兼副学長 

教育研究・人材開発担当、兼副学長、医学部長 

経営・渉外担当 

医療担当、兼副学長、附属病院長 

企画・地域医療担当 

管理運営担当、兼事務局長 

弁護士 

公認会計士 

 
６ 職員の状況（平成２５年５月１日現在） 
  常勤教員      ５１６名 
  常勤職員   １，２２２名 

 
７ 学部の構成及び定員（平成２５年５月１日現在） 
  医 学 部 医 学 科                  入学定員 １３０人 
  看護学部 看護学科                  入学定員   ８4人 
  大 学 院 医学研究科（博士課程）    入学定員   ３７人 

 医学研究科（修士課程）   入学定員   １０人 
             看護学研究科（修士課程） 入学定員   １５人 

 
８ 学生の状況（平成２５年５月１日現在） 
  医 学 部  医 学 科              ６６８人 
  看護学部  看護学科              ３３８人 
  大 学 院  医学研究科（博士課程）   １５６人 

医学研究科（修士課程）     １０人 

看護学研究科（修士課程）   ２４人 
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〈事業の実施状況〉 
 
第１ 大学の教育研究等の質の向上 
１ 教育に関する実施状況 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P１２の「教育に関する目標を達成するための措

置」の「計画達成の状況」欄を参照。 

 
２ 研究に関する実施状況 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P１３の「研究に関する目標を達成するための措

置」の「計画達成の状況」欄を参照。 
 
３ 地域貢献に関する実施状況 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P１３の「地域貢献に関する目標を達成するため

の措置」の「計画達成の状況」欄を参照。 
 
４ 国際交流に関する実施状況 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P１４の「国際交流に関する目標を達成するた 

めの措置」の「計画達成の状況」欄を参照。 
 
５ 大学附属病院に関する実施状況 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P１４の「大学附属病院に関する目標を達成する

ための措置」の「計画達成の状況」欄を参照。 
 
第２ 東日本大震災等の復興支援 
１ 県民の健康の保持・増進に関する目標に関する実施状況 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P１５の「県民の健康の保持・増進に関する目標

を達成するための措置」の「計画達成の状況」欄を参照。 

 
２ 復興支援に関する目標に関する実施状況 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P１５の「復興支援に関する目標を達成するため

の措置」の「計画達成の状況」欄を参照。 

 
３ 放射線医学の研究教育等に関する目標に関する実施状況 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P１５の「放射線医学の研究教育等に関する目標

を達成するための措置」の「計画達成の状況」欄を参照。 

 
４ 復興支援の連携・協力に関する目標に関する実施状況 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P１５の「復興支援の連携・協力に関する目標を

達成するための措置」の「計画達成の状況」欄を参照。 
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第３ 管理運営の改善及び効率化 
１ 業務運営の改善及び効率化に関する実施状況 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P１６の「業務運営の改善及び効率化に関する目

標を達成するための措置」の「計画達成の状況」欄を参照。 

 
２ 財務内容の改善に関する実施状況 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P１７の「財務内容の改善に関する目標を達成す

るための措置」の「計画達成の状況」欄を参照。 
 
３ 自己点検・評価及び情報の提供に関する実施状況 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P１７の「自己点検・評価及び情報の提供に関す

る目標を達成するための措置」の「計画達成の状況」欄を参照。 
 
第４ その他の業務運営 

その他業務運営に関する重要目標の達成に関する実施状況 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P１８の「その他業務運営に関する重要目標を達

成するための措置」の「計画達成の状況」欄を参照。 
 
第５ その他 
１ 予算（人件費見積を含む。）、収支計画及び資金計画 
 別紙のとおり。 

 
２ 短期借入金 
 該当なし。 

 
３ 重要資産の譲渡又は担保 
 該当なし。 

 
４ 剰余金の使途 
 平成２３年度決算において発生した剰余金について、教育・研究及び診療の質の向上

及び組織運営の改善を目的とした積立を行った。 
 
５  県の規則で定める業務運営事項 
（１）施設及び設備に関する計画 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P７２の「４ その他の評価」の欄を参照。 

 
（２）人事に関する計画 
 別添「平成2４年度業務実績報告書」P７２の「４ その他の評価」の欄を参照。 

 
（３）積立金処分に関する計画 
  該当なし。 

 



別　　紙

１．予　算
（単位：百万円）

差　　額
（決算－予算）

収　入

運営費交付金 8,274 7,978 △297

補助金 2,768 7,427 4,659

自己収入 19,978 20,891 913

　 755 765 10

附属病院収入 18,981 19,872 891

財産収入 39 38 △1

雑収入 203 216 13

6,900 4,509 △2,391

長期借入金収入 832 815 △17

目的積立金取崩 525 1,269 744

39,277 42,888 3,611

支　出

　 業務費 29,700 34,617 4,916

教育研究経費 5,839 7,902 2,063

診療経費 20,512 21,677 1,164

一般管理費 3,349 5,038 1,689

施設整備費 1,576 1,668 91

6,900 4,400 △2,500

長期借入金償還金 773 804 31

38,950 41,488 2,538

327 1,400 1,073

（注）

２．人件費
（単位：百万円）

差　　額
（決算－予算）

人件費 15,126 14,466 △660

区　　　分 予算額 決算額

計

授業料及び入学金、検定料収入

受託研究等収入及び寄附金収入等

受託研究等経費及び寄附金事業費等

　金額の端数処理は百万円未満を四捨五入しておりますので、合計金額と一致しないこ
とがあります。

計

収入－支出

区　　　分 当初予算額 決算額
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３．収支計画

（単位：百万円）

予算額 決算額
差額

（決算-予算）

費用の部 36,889 35,174 △1,715

経常費用 36,873 35,066 △1,807

業務費 34,225 32,229 △1,996

教育研究経費 1,540 2,480 940

診療経費 10,801 11,041 240

受託研究費等 6,162 3,464 △2,698

人件費 15,722 15,244 △478

一般管理費 676 750 74

財務費用 72 58 △14

雑損 0 1 1

減価償却費 1,900 2,029 129

臨時損失 16 108 92

収益の部 36,981 36,414 △568

経常収益 36,976 36,369 △608

運営費交付金収益 7,378 7,322 △56

補助金等収益 1,541 2,471 930

授業料収益 540 548 8

入学金収益 115 119 4

検定料等収益 19 21 2

附属病院収益 18,973 19,864 891

受託研究等収益 6,174 3,617 △2,557

寄附金収益 510 648 138

財源措置予定額収益 816 615 △201

財務収益 2 1 0

雑益 339 384 45

161 146 △15

資産見返補助金等戻入 258 424 167

資産見返寄附金戻入 46 95 49

資産見返物品受贈額戻入 104 94 △10

臨時利益 5 45 40

純利益 92 1,240 1,147

目的積立金取崩額 98 100 2

総利益 190 1,339 1,149

（注）

区　　　分

資産見返運営費交付金等戻入

　金額の端数処理は百万円未満を四捨五入しておりますので、合計金額と一致しない
ことがあります。
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４．資金計画
（単位：百万円）

予算額 決算額
差額

（決算-予算）

資金支出 39,758 42,786 3,028

業務活動による支出 36,240 32,840 △3,400

投資活動による支出 1,576 7,339 5,763

財務活動による支出 1,133 1,172 39

808 1,435 627

資金収入 39,758 42,786 3,028

業務活動による収入 37,918 39,000 1,082

運営費交付金による収入 8,274 8,000 △273

補助金による収入 2,768 5,278 2,511

755 764 9

附属病院収入 18,981 19,783 802

受託研究等収入 6,275 3,925 △2,350

寄附金収入 625 775 150

その他の収入 241 474 233

投資活動による収入 2 1,101 1,099

施設費による収入 0 0 0

その他の収入 2 1,101 1,099

財務活動による収入 832 815 △17

長期借入金による収入 832 815 △17

1,006 1,870 864

（注）

区　　　分

授業料及び入学金、検定料による収入

　金額の端数処理は百万円未満を四捨五入しておりますので、合計金額と一致しないこと
があります。

次期中期目標期間への繰越金

前期中期目標期間からの繰越金
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