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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。 
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３ 所在地 

  福島県福島市光が丘 

 

４ 資本金の状況 

  42,438,723,757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 

大戸  斉 

竹之下 誠一 

福島 哲仁 

梅津 茂己 

紺野 愼一 

八木沼 洋行 

井出 孝利 

佐藤 喜一 

菅野 俊幸 

 

県民健康管理担当、兼副学長 

復興担当 

教育研究担当、兼副学長 

経営・渉外担当 

医療・臨床教育担当、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２６年５月１日現在） 

  常勤教員      ６２９名 

  常勤職員   １，４９０名 

 

７ 学部の構成及び定員（平成２６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２６年５月１日現在） 

  医 学 部  医 学 科              ７０５人 

  看護学部  看護学科              ３３９人 

  大 学 院  医学研究科（博士課程）   １７５人 

医学研究科（修士課程）     １４人 

看護学研究科（修士課程）   ２０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2５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2５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2５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2５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2５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2５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2５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2５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2５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2５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2５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2５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2５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２４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2５年度業務実績報告書」P８４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2５年度業務実績報告書」P８４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 9,661 9,469 △192

補助金 5,318 6,009 691

自己収入 25,001 25,290 288

　 787 806 19

附属病院収入 23,859 24,239 380

財産収入 38 35 △3

雑収入 318 210 △107

5,409 3,841 △1,568

長期借入金収入 730 727 △3

目的積立金取崩 335 1,352 1,017

46,454 46,686 232

支　出

　 業務費 38,849 39,957 1,108

教育研究経費 8,178 8,712 534

診療経費 25,950 26,619 669

一般管理費 4,721 4,626 △95

施設整備費 1,132 1,182 50

5,409 3,974 △1,435

長期借入金償還金 737 730 △7

46,127 45,842 △285

326 844 518

（注）

２．人件費
（単位：百万円）

差　　額
（決算－予算）

人件費 18,163 17,330 △834

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 43,300 42,477 △823

経常費用 43,283 42,131 △1,152

業務費 39,989 38,245 △1,744

教育研究経費 3,128 3,265 137

診療経費 12,922 13,577 655

受託研究費等 4,577 3,027 △1,550

人件費 19,361 18,375 △986

一般管理費 1,054 872 △182

財務費用 55 57 1

雑損 6 9 2

減価償却費 2,179 2,949 770

臨時損失 17 346 329

収益の部 43,326 43,429 103

経常収益 43,321 43,137 △185

運営費交付金収益 8,917 8,744 △173

補助金等収益 2,814 3,005 192

授業料収益 572 573 2

入学金収益 114 134 19

検定料等収益 20 23 3

附属病院収益 23,859 24,231 372

受託研究等収益 4,662 3,323 △1,339

寄附金収益 541 561 21

財源措置予定額収益 621 822 201

財務収益 1 0 0

雑益 480 387 △93

174 159 △15

資産見返補助金等戻入 408 985 577

資産見返寄附金戻入 46 105 59

資産見返物品受贈額戻入 94 83 △11

臨時利益 5 293 288

純利益 26 952 926

目的積立金取崩額 187 143 △44

総利益 214 1,096 882

（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 46,982 47,239 256

業務活動による支出 43,314 38,832 △4,482

投資活動による支出 1,834 4,376 2,542

財務活動による支出 979 1,187 208

855 2,843 1,988

資金収入 46,982 47,239 256

業務活動による収入 45,388 44,766 △622

運営費交付金による収入 9,661 9,597 △64

補助金による収入 5,318 7,324 2,006

787 804 17

附属病院収入 23,859 23,298 △561

受託研究等収入 4,746 2,847 △1,900

寄附金収入 663 826 163

その他の収入 355 71 △284

投資活動による収入 1 311 310

施設費による収入 0 0 0

その他の収入 1 311 310

財務活動による収入 730 727 △3

長期借入金による収入 730 727 △3

863 1,435 571

（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。

翌年度への繰越金

前年度からの繰越金
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