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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（平成２９年５月１日現在） 

役職 氏名 担当・略歴等 
理事長（学長） 

副 理 事 長 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

監事（非常勤） 

監事（非常勤） 

竹之下 誠一 
谷川 攻一 

大平 弘正 

齋藤 清 

安村 誠司 
紺野 愼一 

菊地 健一 

佐藤 宏隆 
菅野 浩司 

菅野 俊幸 

 

復興担当 

県民健康管理担当、兼副学長 

医療・臨床教育担当、兼副学長、兼附属病院長 

教育・研究担当、兼副学長 

地域医療・新学部担当、兼副学長 

経営担当 

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２９年５月１日現在） 
  常勤教員         ７１５名 
  常勤職員      １，６９６名 

 
７ 学部の構成及び定員（平成２９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（医科学専攻）（修士課程）    入学定員   １０人 

医学研究科（災害・被ばく医療科学共同専攻（修士課程）    

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

 
８ 学生の状況（平成２９年５月１日現在） 
  医 学 部  医 学 科                 ７７４人 
  看護学部  看護学科                 ３３９人 
  大 学 院  医学研究科（博士課程）      １７６人 

医学研究科（修士課程）        ３６人 

看護学研究科（修士課程）      ２５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2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」P１５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2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」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2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」P１７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2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」P１８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2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」P１９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・増進に関する実施状況 
 別添「平成2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」P２０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 復興支援に関する実施状況 
 別添「平成2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」P２０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。 
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３ 放射線医学の教育研究等に関する実施状況 
 別添「平成2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」P２０の「放射線医学の教育研究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・協力に関する実施状況 
 別添「平成2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」P２０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。 

 
 
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2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」P２１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2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」P２２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2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」P２３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。 

 
４ 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2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」P２４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４ その他の記載事項 
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。 
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３ 重要財産の譲渡又は担保 
 該当なし。 

 
４ 剰余金の使途 
 平成２７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に関する事項 
（１）施設及び設備に関する計画 
 別添「平成2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」の「第５ その他の記載事項」の「５（１）施設及び設

備に関する計画」の欄を参照。 
 
（２）人事に関する計画 
 別添「平成2８年度に係る業務の実績及び中期目標期間（平成２４～２８事業年度）に

係る業務の実績に関する報告書」の「第５ その他の記載事項」の「５（２）人事に関す

る計画」の欄を参照。 
 
（３）積立金処分の使途 
  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 9,841 9,873 32

補助金 23,798 20,643 △3,155

自己収入 29,112 29,676 564

　 832 855 23

附属病院収入 28,074 28,496 422

財産収入 42 80 38

雑収入 164 246 82

6,708 5,623 △1,085

長期借入金収入 1,739 1,589 △150

目的積立金取崩 782 411 △371

71,980 67,815 △4,165

支　出

　 業務費 43,583 46,196 2,613

教育研究経費 9,028 10,594 1,566

診療経費 29,698 30,709 1,011

一般管理費 4,857 4,894 37

施設整備費 20,607 15,643 △4,964

6,708 5,283 △1,425

長期借入金償還金 534 494 △40

71,432 67,616 △3,816

548 199 △349

（注）

２．人件費
（単位：百万円）

差　　額
（決算－予算）

人件費 20,969 19,694 △1,275

受託研究等経費及び寄附金事業費等

計

収入－支出

　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。

区　　　分 予算額 決算額

計

区　　　分 予算額 決算額

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 51,580 53,747 2,167

経常費用 51,580 53,500 1,920

業務費 46,222 46,306 84

教育研究経費 4,156 4,137 △19

診療経費 15,660 16,877 1,217

受託研究費等 5,436 3,741 △1,695

人件費 20,969 21,550 581

一般管理費 1,876 1,509 △367

財務費用 20 116 96

雑損 6 62 56

減価償却費 3,456 5,507 2,051

臨時損失 0 248 248

収益の部 51,483 52,874 1,391

経常収益 51,475 52,867 1,392

運営費交付金収益 9,006 8,845 △161

補助金等収益 3,441 4,551 1,110

授業料収益 618 647 29

入学金収益 124 136 12

検定料等収益 21 20 △1

附属病院収益 28,071 28,496 425

受託研究等収益 5,588 4,392 △1,196

寄附金収益 1,193 1,101 △92

財源措置予定額収益 830 937 107

財務収益 0 0 0

雑益 292 326 34

資産見返負債戻入 2,290 3,415 1,125

臨時利益 8 7 △1

純損失 △97 △872 △775

目的積立金取崩額 424 278 △146

総損失 327 △594 △921

（注）

区　　　分

　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 72,016 72,950 934

業務活動による支出 50,292 47,656 △2,636

投資活動による支出 20,606 21,528 922

財務活動による支出 534 1,155 621

584 2,610 2,026

資金収入 72,016 72,950 934

業務活動による収入 69,459 66,332 △3,127

運営費交付金による収入 9,841 9,918 77

補助金による収入 23,798 20,824 △2,974

832 855 23

附属病院収入 28,074 28,711 637

受託研究等収入 5,515 4,412 △1,103

寄附金収入 1,193 1,273 80

その他の収入 206 340 134

投資活動による収入 0 21 21

施設費による収入 0 0 0

その他の収入 0 21 21

財務活動による収入 1,739 1,589 △150

長期借入金による収入 1,739 1,589 △150

818 5,007 4,189

（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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