
第 8期 事業報告書

●総 会

全国地方独立行政法人病院協議会 第 8回総会

日 時：1日目 令和元年 10月 31日（木）14:00～16:30
2日目 令和元年 11月 01日（金）10:00～15:00

場 所：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 ４階ロイヤルホール

（〒590-0985 大阪府堺市堺区戎島町４－４５－１）
１日目

1 開会式

2 第 8回総会
3 シンポジウム

「医師等の働き方改革について」

～求められる地域医療を提供するために～

演者 厚生労働省医政局医療経営支援課

医療勤務環境改善推進室 室長 安里賀奈子

静岡県立病院機構 理事長 田中 一成

佐賀県医療センター好生館 理事長 桐野 髙明

座長 堺市立病院機構 副理事長 横田順一朗

２日目

1 アンケート調査報告 事務局

2 事例発表

｢病院経営改善の取り組み｣

～第１期中期計画期間を終えて～

演者 岡山市立総合医療センター 理事長 松本 健五

座長 長野県立病院機構 理事長 久保 惠嗣

3 特別講演①

｢地域医療連携推進法人 日本海ヘルスケアネットについて｣

～地域医療構想を踏まえた機能分担と連携～

演者 山形県・酒田市病院機構 理事長 栗谷 義樹

座長 京都市立病院機構 理事長 森本 泰介

4 特別講演②

｢法人に求められる内部統制について｣

演者 有限責任監査法人トーマツ パートナー 奥谷 恭子

座長 堺市立総合医療センター 院長 花房 俊明



●幹事会

日 時：令和元年 10月 31日（木）11:00～12:00
場 所：ホテル・アゴーラリージェンシー大阪堺 ４階ダイヤモンドルーム

（〒590-0985 大阪府堺市堺区戎島町４－４５－１）
出席者 岡山県精神科医療センター ２名 天草市病院事業部 １名

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 ２名 佐賀県医療センター好生館 ２名

長野県立病院機構 ２名 堺市立病院機構 ３名

福岡市立病院機構 １名

議 題： １．役員人事について

２．第 7期事業実績報告並びに第 7期収支決算

３．第 8期事業計画（案）並びに第 8期収支予算（案）

４．第 8回総会について

５．次回・次々回総会の当番病院及び日程について

●事務責任者会議

全国地方独立行政法人病院協議会 第１回事務責任者会議

日 時：1日目 令和元年 11月 7日（木）13:30～17:00
2日目 令和元年 11月 8日（金）08:55～12:00

場 所：広島県医師会館２階 201会議室
（〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里３丁目２－３）

１日目

1 開会挨拶

2 事務責任者会議の設置について

3 講演①

「病院活動に最も必要なこと、必要なもの

～仕掛人の活動～」

演者 奈良県立病院機構 理事

奈良県総合医療センター 特命院長補佐 村田 庄司

4 情報共有

「民間病院、橋本市民病院及び岡山市民病院の事務局から見た病院経営」

演者 一般社団法人日本病院経営支援機構 理事長 豊岡 宏



２日目

1 講演②

「労働基準監督署の立入調査前後の労務管理について」

演者 佐賀県医療センター好生館 理事・事務部長 松田 篤郎

2 グループ討議・発表「病院職員の働き方改革について」

3 情報交換等

4 総括

●幹事事務局会

第 1回

日 時：令和２年２月 14 日（金）15:00～17:00

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

出席者： 佐賀県医療センター好生館 ２名 山形県・酒田市病院機構 ２名

京都市立病院機構 １名 静岡県立病院機構 ４名

議 題： １．第８回総会について

２．事務責任者会議について

３．病院改革セミナー（３月 27 日開催）について

４．第８期アンケート調査の内容について

５．財務会計セミナーについて

６．第９回総会日程（案）について

第 2回

日 時：令和２年７月 10 日（金）15:00～17:00

場 所：有限責任監査法人トーマツ大阪事務所 ９－１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： 佐賀県医療センター好生館 ２名 京都市立病院機構 １名

静岡県立病院機構 ４名

議 題： １．第８期アンケート調査の実施について

２．財務会計セミナーについて

３．幹事会の開催について

４．役員人事について

●調 査

調査期間 令和２年８月から令和２年 10月
対 象 全国の地方独立行政法人及び病院



内 容（1）利益剰余金に関する調査（新規調査）
（2）運営費負担金に関する調査（新規調査）
（3）資金運用に関する調査（新規調査）
（4）SARS-Cov-2（新型コロナウイルス感染症）の流行に伴う経営状況の変化に関する調査（新規調査）
（5）決算状況調査

●研 修

研修テーマ：運営費負担金の繰出基準と積算について

日 時：令和２年 9月 16 日(水)13:30～16:30

開 催 形 態：ＺＯＯＭによるオンライン研修

対 象：全国地方独立行政法人病院協議会の会員

参 加 人 数：20 名

講 師：有限責任監査法人トーマツ

研修テーマ：医療事務に関する収益改善のポイントについて

日 時：令和２年 9月 17 日(木)13:30～16:30

開 催 形 態：ＺＯＯＭによるオンライン研修

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

●新規加入病院

●中止・延期した事業

・病院改革セミナー

令和２年３月 27 日に開催を予定していた病院改革セミナーについて、SARS-Cov-2（新

型コロナウイルス感染症）の感染状況等を踏まえ中止

・第９回全国地方独立行政法人病院協議会総会（第９期事業）

令和２年 11 月４～５日に予定していた第９回全国地方独立行政法人病院協議会総会に

ついて、SARS-Cov-2（新型コロナウイルス感染症）の感染状況等を踏まえ、令和３年度に

開催を延期

名 称 加入年月日

広尾町国民健康保険病院 令和２年２月 加入

桑名市総合医療センター 令和２年２月再加入



収益 (単位：円)

１．会費 4,200,000 4,250,000 50,000

入会金 50,000 50,000 0 １病院

年会費 4,150,000 4,200,000 50,000 83病院＋1地独法人移行予定団体　5万×84

２．諸収入 1,100,000 1,289,126 189,126 火災保険事務手数料、預金利息等

３．前期からの繰越金 5,629,907 5,629,907 0 第７期からの繰越金

10,929,907 11,169,033 239,126

支出 (単位：円)

１．事務費 1,450,000 785,287 △ 664,713

通信運搬費 50,000 46,742 △ 3,258 年会費請求書・各種案内郵送料、ＨＰ管理料他

消耗品費 50,000 18,345 △ 31,655 ゴム印等

旅費 1,000,000 386,800 △ 613,200 幹事事務局会旅費

雑費 350,000 333,400 △ 16,600 振込手数料、法人税等

２．人件費 560,000 226,873 △ 333,127

事務員人件費 560,000 226,873 △ 333,127 事務局人件費

３．会議費 900,000 11,000 △ 889,000

総会助成金 800,000 0 △ 800,000 総会延期のため支出無し

諸会議費 100,000 11,000 △ 89,000 幹事事務局会会議室使用料

４．事業費 2,750,000 2,169,310 △ 580,690

活動費 2,150,000 1,475,760 △ 674,240 研修会開催費用等

印刷製本費 600,000 693,550 93,550 アンケート調査冊子作成等

５．翌期への繰越金 5,269,907 7,976,563 2,706,656

10,929,907 11,169,033 239,126

繰越金の内訳 (単位：円)

繰越金 5,629,907 7,976,563 2,346,656

積立活動基金 4,200,000 4,250,000 50,000 入会金相当額5万円を繰入

予備費 1,429,907 3,726,563 2,296,656

繰越金の明細 (単位：円)

資産 6,548,797 9,890,306 3,341,509

普通預金 6,498,686 9,851,056 3,352,370

普通預金（保険用口座） 111 39,250 39,139

未収金 50,000 0 △ 50,000

負債 918,890 1,913,743 994,853

未払金 918,890 1,913,743 994,853 研修会開催費用、事務局人件費、幹事病院・当番病院旅費等

5,629,907 7,976,563 2,346,656

第８期収支決算書

合　計

合　計

繰越金（純資産）

科　　目 予算額 決算額 差引額 備　　考

科　　目 予算額 決算額 差引額 備　　考

科　　目 期首 期末 差引額 備　　考

科　　目 期首 期末 差引額 備　　考


