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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１８年度～２３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。 
 また、公立大学法人の運営に当たっての基本姿勢は、次のとおりとする。 
（基本姿勢） 
１ 公立大学法人としての特性を生かした個性的かつ持続的発展可能な大学創りに努め 
 る。 
２ 学生が大学及び本県の将来にとって貴重な財産であるとの視点に立って教育・研究 
 の質の向上に努めるとともに、患者、県民の立場に立ってサービス向上に努める。 
３ 中期計画にできる限り数値目標を設定するとともに、情報を積極的に公開すること

により、県民に対する説明責任を果たす。 
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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（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 

 
梅津 茂己 

棟方  充 

横山  斉 
藤島 初男 
佐藤 喜一 

菅野 俊幸 

 

企画・人材開発担当、企画室長、産学官連携推進本部長、 

復興事業推進部長 

教育研究・県民健康管理担当、副学長、放射線医学県 

民健康管理実施本部長、研究推進戦略室長 

経営・渉外担当、評価室長、知財ｵﾌｨｽ室長 

医療担当、兼附属病院長 

復興・地域医療担当、地域医療支援本部長 

管理運営担当、事務局長、管理室長、広報戦略室長 

弁護士 

公認会計士 

 
６ 職員の状況（平成２４年５月１日現在） 
  常勤教員      ５１３名 
  常勤職員   １，１０８名 

 
７ 学部の構成及び定員（平成２４年５月１日現在） 
  医 学 部 医 学 科                  入学定員 １２５人 
  看護学部 看護学科                  入学定員   ８０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２４年５月１日現在） 
  医 学 部  医 学 科              ６１９人 
  看護学部  看護学科              ３４４人 
  大 学 院  医学研究科（博士課程）   １３３人 

医学研究科（修士課程）     １１人 

看護学研究科（修士課程）   ４４人 



3 

〈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2３年度事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関

する報告書（以下「平成２３年度業務実績報告書」という）」P１４～１５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2３年度業務実績報告書」P１６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2３年度業務実績報告書」P１７～P１８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2３年度業務実績報告書」P１９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2３年度業務実績報告書」P２０～P２２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 業務運営の改善及び効率化 
１ 運営体制の改善に関する実施状況 
 別添「平成2３年度業務実績報告書」P２３の「運営体制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。 

 
２ 教育研究組織の見直しに関する実施状況 
 別添「平成2３年度業務実績報告書」P２４の「教育研究組織の見直しに関する目標 
を達成するための措置」の「計画達成の状況」欄を参照。 

 
３ 教職員の人事の適正化に関する実施状況 
 別添「平成2３年度業務実績報告書」P２５の「教職員の人事の適正化に関する目標 
を達成するための措置」の「計画達成の状況」欄を参照。 

 
４ 事務等の効率化・合理化に関する実施状況 
 別添「平成2３年度業務実績報告書」P２６の「事務等の効率化・合理化に関する目 
標を達成するための措置」の「計画達成の状況」欄を参照。 
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第３ 財務内容の改善 
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する実施状況 
 別添「平成2３年度業務実績報告書」P２７の「外部研究資金その他の自己収入の増 
加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 経費の節減に関する実施状況 
 別添「平成2３年度業務実績報告書」P２７の「経費の節減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 資産の運用管理の改善に関する実施状況 
 別添「平成2３年度業務実績報告書」P２７の「資産の運用管理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。 

 
第４ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価 
１ 自己点検・評価の実施に関する実施状況 
 別添「平成2３年度業務実績報告書」P２８の「自己点検・評価の実施に関する具体 
的方策」の「計画達成の状況」欄を参照。 

 
２ 第三者評価の実施に関する実施状況 
 別添「平成2３年度業務実績報告書」P２８の「第三者評価の実施に関する具体的方 
策」の「計画達成の状況」欄を参照。 

 
３ 評価結果の活用に関する実施状況 
 別添「平成2３年度業務実績報告書」P２８の「評価結果の活用に関する具体的方策」 
の「計画達成の状況」欄を参照。 

 
第５ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る情報の提供 
 大学情報の積極的な公開・提供及び広報に関する実施状況 
 別添「平成2３年度業務実績報告書」P２９の「大学情報の積極的な公開・提供及び 

広報に関する具体的方策」の「計画達成の状況」欄を参照。 
 
第６ その他の業務運営 
１ 施設設備の整備・活用等に関する実施状況 
 別添「平成2３年度業務実績報告書」P３０の「施設設備の整備・活用等に関する目 
標を達成するための具体的方策」の「計画達成の状況」欄を参照。 

 
２ 健康管理・安全管理に関する実施状況 
 別添「平成2３年度業務実績報告書」P３０の「健康管理・安全管理に関する目標を 
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７ 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２２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目的のための積立を行った。 
 
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2３年度業務実績報告書」P１６６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2３年度業務実績報告書」P１６７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 8,130 8,591 461

補助金 1,687 1,836 149

自己収入 20,388 19,685 △703

　 735 719 △16

附属病院収入 19,423 18,706 △716

財産収入 36 37 1

雑収入 194 222 27

1,362 3,707 2,345

長期借入金収入 689 521 △168

目的積立金取崩 523 401 △122

32,779 34,741 1,962

支　出

　 業務費 28,908 28,650 △257

教育研究経費 4,989 4,997 9

診療経費 20,925 20,287 △639

一般管理費 2,994 3,366 373

施設整備費 1,304 860 △444

1,362 3,480 2,118

長期借入金償還金 715 710 △6

32,289 33,700 1,410

490 1,042 552

（注）

２．人件費
（単位：百万円）

差　　額
（決算－予算）

人件費 14,944 14,204 △740

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

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
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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 30,506 32,117 1,611

経常費用 30,505 31,964 1,460

業務費 28,152 29,466 1,314

教育研究経費 1,427 1,712 285

診療経費 10,713 10,662 △51

受託研究費等 571 2,332 1,762

人件費 15,441 14,759 △682

一般管理費 592 608 16

財務費用 81 71 △10

雑損 5 5 0

減価償却費 1,675 1,814 140

臨時損失 1 152 151

収益の部 30,952 33,177 2,225

経常収益 30,952 32,700 1,748

運営費交付金収益 7,477 7,590 114

補助金等収益 914 1,271 357

授業料収益 529 522 △6

入学金収益 106 118 12

検定料等収益 19 21 2

附属病院収益 19,423 18,706 △716

受託研究等収益 610 2,562 1,952

寄附金収益 503 517 14

財源措置予定額収益 653 594 △59

財務収益 1 1 0

雑益 286 321 35

130 135 5

資産見返補助金等戻入 84 93 9

資産見返寄附金戻入 30 56 25

資産見返物品受贈額戻入 188 194 6

臨時利益 0 477 477

純利益 446 1,061 614

目的積立金取崩額 37 8 △29

総利益 483 1,068 585

（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 31,766 32,844 1,079

業務活動による支出 29,174 28,763 △411

投資活動による支出 2,056 2,140 84

財務活動による支出 1,059 1,079 19

△523 863 1,387

資金収入 31,766 32,844 1,079

業務活動による収入 31,076 31,303 227

運営費交付金による収入 7,650 7,650 0

補助金による収入 1,687 1,496 △191

735 715 △20

附属病院収入 19,422 18,450 △972

受託研究等収入 730 1,760 1,030

寄附金収入 632 791 159

その他の収入 220 440 221

投資活動による収入 1 1,021 1,020

施設費による収入 0 0 0

その他の収入 1 1,021 1,020

財務活動による収入 689 521 △168

長期借入金による収入 689 521 △168

0 0 0

（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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