
第 10 期 事業報告書 

●総 会 
全国地方独立行政法人病院協議会 第９回総会 

日 時：令和３年 11月 10日（水）9:30～15:40 

場 所：オンライン 

当番世話人：佐賀県医療センター好生館 

1 開会式 

2 第９回総会 

3 シンポジウム「パンデミックと日本の医療」 

  ○パンデミックと日本の病院 

   演者 一般社団法人日本病院会 会長  相澤 孝夫 

  ○パンデミックと地域医療構想 

 演者 九州大学   名誉教授 尾形 裕也 

座長 佐賀県医療センター好生館 理事長  桐野 髙明 

4 調査報告「地方独立行政法人病院の財政等について（アンケート調査結果）」 

 報告者 協議会事務局   事務局長 山口 重則 

 座長 奈良県立病院機構  理事長  上田 裕一 

5 特別講演「医師の働き方改革推進を巡って」 

 演者 厚生労働省医政局医事課 

  医師養成等企画調整室  室長  福田 亮介 

 座長 山形県・酒田市病院機構 理事長  栗谷 義樹 

6 会長講演「地方独立行政法人病院の給与制度の見直しについて」 

   演者 静岡県立病院機構  理事長  田中 一成 

 座長 佐賀県医療センター好生館 副理事長 佐藤 清治 

【総会収支】 （単位：円）

金額（税込） 備考

参加費 0 オンライン開催のため徴収せず

協賛金等 1,470,000 寄附金、広告掲載料、ブース展示料

助成金 1,000,000 協議会より

2,470,000

委託費 1,268,080 オンライン開催運営業務

印刷製本費 198,000 抄録印刷

報償費 211,370 講師謝金

消耗品費 18,678 その他印刷物等

通信運搬費 71,790 発送費用

手数料 2,640 振込手数料

旅費交通費 37,080 次期当番病院引継経費

雑費 662,362 諸経費（人件費等）

2,470,000

収入

科目

支出



●幹事会 
  日 時：令和３年 11月 10日（水）8:45～9:00 

  場 所：オンライン 

  出席者 岡山県精神科医療センター ２名 静岡県立病院機構  ２名 

山形県・酒田市病院機構 ２名 佐賀県医療センター好生館 ２名 

東京都健康長寿医療センター ２名 長野県立病院機構  ２名

 奈良県立病院機構  ２名 宮城県立病院機構  ２名 

議 題： １．役員人事について 

２．第９期事業報告及び第９期収支決算 

３．第 10期事業計画（案）及び第 10期収支予算（案） 

４．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 
  日 時：令和４年１月 27日（木）11:00～12:00 

  場 所：オンライン 

  出席者： 山形県・酒田市病院機構 ２名 東京都健康長寿医療センター ２名 

  佐賀県医療センター好生館 ３名 静岡県立病院機構  ３名 

  有限責任監査法人トーマツ ３名 

  議 題： １．役員人事について 

  ２．第９回総会について（収支決算報告等） 

３．病院改革セミナーについて 

４．アンケート調査について 

５．事務職員向けセミナーについて 

６．後援名義の使用について 

 

●調 査 

調査期間：令和４年７月から令和４年８月 

  対  象：会員病院 

内  容：（1）決算状況調査 

：（2）機能評価係数等に関する調査 （新規調査） 

：（3）業務委託に関する調査（新規調査） 

 

●研 修 

日 時：令和４年９月 16日(金)14:00～17:00 

    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：24病院・法人本部より 188名 

 内容・講師：第１部 病院の情報セキュリティについて 有限責任監査法人トーマツ 

第２部 医師の働き方改革について 有限責任監査法人トーマツ 



●広報活動 

 テ ー マ：「病院改革セミナー」 

 日 時：令和４年３月４日（金）13:00～17:00 

 開 催 形 態：Zoomによるオンラインセミナー 

 対 象：自治体及び自治体病院関係者 

 参 加 人 数：40団体より 199名 

内容・講師：総務省講演 「公立病院経営強化の推進について」 

    総務省自治財政局準公営企業室 室長  犬丸 淳 

   講演「地方独立行政法人に移行して、何をしたか？」 

     岡山県精神科医療センター 理事長  中島 豊爾 

   講演「独法化取り組み；アカデミアからの 12 年」 

     山梨県立病院機構   理事長  小俣 政男 

   講演「公立病院の経営改革と経営強化プラン対応の実務について」 

     有限責任監査法人トーマツ 奥谷 恭子 

   地方独立行政法人へのアンケート結果について（事務局報告） 

 

●事務責任者会議 

 日 時：令和４年６月 30日（木）、7月 1日（金） 

 場 所：奈良県総合医療センター メインホール 

 参 加 人 数：現地出席者 53名 Web出席者 32名 

 会 議 内 容：(1)全体討議 

 テーマ 

           ①職員の配置について ②本協議会給与調査結果の解説について 

③働き方改革について ④公立病院経営強化ガイドラインの策定 

について 

 (2)講演「事務責任者に求める病院マネージメントとは」 

  奈良県総合医療センター     副院長 杉元 佐知子 

(3)班別討議 

 テーマ 

 ①働き方改革の取り組みについて ②コロナ対応にかかる病院運 

営について 

(4)その他   副部会長の選任、今後の開催について 

 

●新規加入病院等 

  なし 

 



収益 (単位：円)

１．会費 4,350,000 4,300,000 △ 50,000

入会金 0 0 0

年会費 4,350,000 4,300,000 △ 50,000 86病院

２．諸収入 1,400,000 1,913,481 513,481 火災保険事務手数料、預金利息等

３．前期からの繰越金 8,675,775 8,675,775 0 第9期からの繰越金

14,425,775 14,889,256 463,481

支出 (単位：円)

１．事務費 2,350,000 719,582 △ 1,630,418

通信運搬費 50,000 40,560 △ 9,440 年会費請求書・各種案内郵送料、ＨＰ管理料他

消耗品費 50,000 2,687 △ 47,313 封筒等

旅費 1,900,000 260,400 △ 1,639,600 事務局旅費

雑費 350,000 415,935 65,935 振込手数料、法人税等

２．人件費 560,000 560,000 0

事務員人件費 560,000 560,000 0 事務局人件費

３．会議費 1,100,000 1,000,000 △ 100,000

総会助成金 1,000,000 1,000,000 0 総会助成金

諸会議費 100,000 0 △ 100,000

４．事業費 4,180,000 2,546,883 △ 1,633,117

活動費 3,280,000 1,488,683 △ 1,791,317 研修会開催費用等

印刷製本費 900,000 1,058,200 158,200 アンケート調査冊子作成

５．翌期への繰越金 6,235,775 10,062,791 3,827,016

14,425,775 14,889,256 463,481

繰越金の内訳 (単位：円)

繰越金 8,675,775 10,062,791 1,387,016

積立活動基金 4,300,000 4,300,000 0

予備費 4,375,775 5,762,791 1,387,016

繰越金の明細 (単位：円)

資産 9,897,287 11,543,191 1,645,904

普通預金 9,887,287 11,493,191 1,605,904

普通預金（保険用口座） 0 0 0

未収金 10,000 50,000 40,000 年会費

負債 1,221,512 1,480,400 258,888

未払金 1,221,512 1,480,400 258,888 セミナー開催費用、事務局人件費、旅費精算

8,675,775 10,062,791 1,387,016繰越金（純資産）

科　　目 期首 期末 差引額 備　　考

合　計

科　　目 期首 期末 差引額 備　　考

合　計

科　　目 第10期予算額 決算額 差引額 備　　考

第10期収支決算書

科　　目 第10期予算額 決算額 差引額 備　　考


