
第 7期 事業報告書

●総 会

全国地方独立行政法人病院協議会 第７回総会

日 時：1日目 平成 30年 11月 1日（木）14:30～17:30
2日目 平成 30年 11月 2日（金）10:00～17:10

場 所：岡山市 ホテルグランヴィア岡山 4階「フェニックス」
（〒700-8515 岡山市北区駅元町 1番 5）

１日目

1 開会式

2 第７回総会

3 特別講演①

「地域医療を巡る課題と公立病院の役割、展望」

～変革の荒波に負けず一歩々々前に進もう～

演者：全国自治体病院協議会 会長 小熊 豊

座長：岡山県精神科医療センター 理事長 中島 豊爾

２日目

1 独法化後の現状調査報告 事務局

2 事例発表

｢奈良県立病院機構の揺籃期を越えて｣

演者：奈良県立病院機構 理事長 上田 裕一

座長：福岡市立病院機構 理事長 竹中 賢治

3 シンポジウム

｢地方独立行政法人を取り巻く環境の変化と今後の対応について｣

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：岡山県精神科医療ｾﾝﾀｰ 理事長 中島 豊爾

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ ：山形県・酒田市病院機構 理事長 栗谷 義樹

京都市立病院機構 理事長 森本 泰介

福岡市立病院機構 理事長 竹中 賢治

総務省自治財政局準公営企業室 室長 坂越 健一



4 特別講演②

｢当院の経営戦略と公益法人としての使命達成｣

演者：公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院

副理事長 相田 俊夫

座長：静岡県立病院機構 理事長 田中 一成

●幹事会

第 1回
日 時：平成 30年 11月 1日（木）11:00～12:00
場 所：ホテルグランヴィア岡山 3階「クリスタル」

（〒700-8515 岡山市北区駅元町 1番 5）

出席者：岡山県精神科医療センター ３名 福岡市立病院機構 ２名

山形県・酒田市病院機構 ２名 静岡県立病院機構 ３名

東京都健康長寿医療センター ３名 長野県立病院機構 ２名

堺市立病院機構 ２名

議 題：

1. 第 6 期事業実績報告並びに第 6期収支決算

2. 第 7 期事業計画（案）並びに第 7期収支予算（案）

3. 会則の改正について

4. 役員人事について

5. 第 7 回総会について

6. 次回・次々回総会の当番病院及び日程について

●幹事事務局会

第 1回

日 時：平成 31 年 3 月 7 日（木）15:00～17:00

場 所：都道府県会館 4階404会議室（〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目6-3）

出席者：山形県・酒田市病院機構 2名 静岡県立病院機構 3名
京都市立病院機構 1名 佐賀県医療センター好生館 2名
岡山県精神科医療センター 3名 堺市立病院機構 3名
福岡市立病院機構 5名



議 題：1．第７回総会を終えて

(1) 第 8 回総会へ引継ぎ

(2) 第 7 回総会収支決算報告

(3) 第 7 回総会アンケート結果報告

2．「病院改革セミナー」（3月 8日開催）について

3．活動部会の設置について

4．第 7期アンケート調査の内容について

第 2回

日 時：令和元年 6月 5日（水）14:30～16:30

場 所：有限責任監査法人トーマツ大阪事務所 ６階小会議室

（〒541-0042 大阪市中央区今橋 4丁目 1－1淀屋橋三井ビルディング）

出席者：山形県・酒田市病院機構 1名 静岡県立病院機構 3名
京都市立病院機構 1名 佐賀県医療センター好生館 2名
堺市立病院機構 2名 福岡市立病院機構 3名

議 題：1．第 8回総会の進捗状況について

2．第 7期アンケート調査について

3．第 7期開催予定セミナーについて

●調 査

調査期間 令和元年 6月から令和元年 7月
対 象 全国の地方独立行政法人及び病院

内 容（1）医師の働き方改革関連（新規調査）
（2）職員の労務管理関連（新規調査）
（3）事務職員の確保と医療事務委託関連（新規調査）
（4）決算状況調査

そ の 他 第 7期よりホームページに会員専用ページを作成し、会員が容易に調査結果を
分析できるようにした。



●研 修

テーマ「内部統制セミナー」

＜東京会場＞

日 時：令和元年 9月 5日(木)13:00～16:50

場 所：都市センター会館 7階 701 会議場

（〒102-0093 東京都千代田区平河町 2丁目 4-1）

対 象：全国地方独立行政法人病院協議会の会員

参加人数：7名

講 師：有限責任監査法人トーマツ公認会計士

＜大阪会場＞

日 時：令和元年 9月 6日(金)13:00～16:50

場 所：有限責任監査法人トーマツ大阪事務所 9階

（〒541-0042 大阪市中央区今橋 4丁目 1-1 淀屋橋三井ビルディング）

対 象：全国地方独立行政法人病院協議会の会員

参加人数：9名

講 師：有限責任監査法人トーマツ公認会計士

●広報活動

テーマ「病院改革セミナー」

日 時：平成 31 年 3 月 8 日(金)13:00～17:00

場 所：都道府県会館 4階 401 号室

（〒102-0093 東京都千代田区平河町 2丁目 6-3）

対 象：自治体及び自治体病院関係者

参加人数：58 名

●新規加入病院

名 称 加入年月日

茨城県西部メディカルセンター 平成 30 年 10 月 加入

北九州市立医療センター 平成 30 年 12 月 加入

北九州市立八幡病院 平成 30 年 12 月 加入

公立甲賀病院 平成 31 年 2 月 加入

埼玉県病院局 平成 31 年 4 月 加入

大月市立中央病院 令和 元年 6月 加入



収益 (単位：円)

科　　目 予算額 決算額 差引額 備　　考

１．会費 4,150,000 4,400,000 250,000

　　入会金 150,000 300,000 150,000 6病院　5万×6

　　年会費 4,000,000 4,100,000 100,000 81病院+1地独法人移行予定団体　5万×82

２．諸収入 1,126,360 1,093,807 △ 32,553 火災保険事務手数料、預金利息等

３．繰越金 907,005 907,005 0 第6期からの繰越金

合　計 6,183,365 6,400,812 217,447

費用 (単位：円)

科　　目 予算額 決算額 差引額 備　　考

１．事務費 1,400,000 1,317,850 △ 82,150

　　通信運搬費 50,000 41,234 △ 8,766 年会費及びセミナー案内郵送料、HP管理料他

　　消耗品費 50,000 15,041 △ 34,959 お茶代

　　旅費 1,000,000 912,304 △ 87,696 幹事事務局会旅費

　　雑費 300,000 349,271 49,271 振込手数料、法人税等

２．人件費 560,000 54,000 △ 506,000

　　事務員人件費 560,000 54,000 △ 506,000 アンケート入力作業費

３．会議費 900,000 810,800 △ 89,200

　　総会助成金 800,000 800,000 0 第8回総会助成金(堺)

　　諸会議費 100,000 10,800 △ 89,200 幹事事務局会会場代、お茶代

４．事業費 3,150,000 2,488,255 △ 661,745

　　活動費 2,150,000 1,599,415 △ 550,585 研修会(病院改革セミナー、内部統制セミナー）開催費用

　　印刷製本費 1,000,000 888,840 △ 111,160 「経営･人事･給与」冊子他

５．予備費 173,365 1,729,907 1,556,542 うち入会金相当額30万円は活動基金に繰入する

合　計 6,183,365 6,400,812 217,447

積立金の増加額及び残額
(単位：円)

科　　目 第7期期首 増加額 第8期期首 備　　考

　　活動基金 3,900,000 300,000 4,200,000 入会金相当額30万円を繰入

※ ５．予備費の内訳

５．予備費

　　積立金

　　第8期繰越金

第7期 収支決算書

1,729,907

300,000

1,429,907


