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Ⅰ 概 要 

 

 １ 設 立 

 

  (1) 名称 

地方独立行政法人福岡市立病院機構 

 

  (2) 設立目的 

地方独立行政法人法に基づき，福岡市における医療施策として求められる救急

医療，高度専門医療等を提供すること等により，市内の医療水準の向上を図り，

もって市民の健康の維持及び増進に寄与することを目的とする。（定款第 1条） 

 

  (3) 設立経過 

定款制定（平成２１年当初議会議決） 平成２１年３月２５日 

設立認可申請（総務大臣）      平成２２年２月２５日 

設立認可（総務大臣）        平成２２年３月１８日 

法人設立（設立登記）        平成２２年４月 １日 

 

 

２ 資本金 

６６２，８６６，３４３円 

 

 

３ 事業内容 

福岡市が示した中期目標を達成するための医療の提供 

（福岡市立こども病院及び福岡市民病院の運営） 

 

 

４ 施設                        （令和２年４月１日現在） 

施設名 所在地 病床数 

福岡市立こども病院 福岡市東区香椎照葉５丁目１－１ 一般病床 ２３９床 

福岡市民病院 福岡市博多区吉塚本町１３－１ 
一般病床 ２００床 

感染症病床  ４床 

運営本部 福岡市東区香椎照葉５丁目１－１     － 
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５ 組織 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職員数】                         （令和２年５月１日現在） 

区分 職 種 等 人  数 備  考 

福
岡
市
立
こ
ど
も
病
院 

院長 １  

副院長 ２  

医師・歯科医師 ７５ うち診療統括部長４，科長 22 

看護師・助産師 ４５３ うち看護部長１，副看護部長２ 

医療技術職 ６５ うち薬剤部長１，技師長等４ 

事務職等 ２５（２） うち事務部長１，課長３ 

病院計 ６２１（２）  

福
岡
市
民
病
院 

院長       １  

副院長  １  

医師 ５３ うち診療統括部長４，科長 17 

看護師・助産師 ２５９ うち看護部長１，副看護部長１ 

医療技術職 ６５ うち薬剤部長１，技師長等３ 

事務職等 ２１（１） うち事務部長１，課長３ 

病院計 ４００（１）  

運
営
本
部 

運営本部長 １  

運営本部 １１（５） うち課長１ 

運営本部計 １２（５）  

法 人 合 計 １０３３（８）  

                                ※（ ）内は市派遣職員数 

理 事 長 

副理事長 理 事 監 事 

運営本部 

理事会 

福
岡
市
立
こ
ど
も

病
院 

福
岡
市
民
病
院 
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Ⅱ 事業計画等 

 

１ 令和元年度決算状況 

  事 業 報 告  

当機構においては，福岡市からの中期目標（平成 29 年度～令和２年度）による指示を受

け，これを達成するための中期計画（平成 29 年度～令和２年度）及び各年度の年度計画を

定め，事業を推進している。 

令和元年度の年度計画に沿った事業実績は以下のとおり。 

 

（１）令和元年度事業の総括 

①  法人設立 10年目となる令和元年度については，福岡市から示された第３期中期目標

期間の３年目であり，中期目標の達成に向け，医療水準のさらなる向上を目指し，医

療機能の強化や経営の効率化等に取り組んだ。 

 

② 福岡市から独立した法人として，地方独立行政法人制度の特長を最大限に生かした

自律的な経営が求められていることを踏まえ，理事長を中心に，両病院と運営本部が

一体となった運営を行うとともに，外部理事を含む理事会を定期的に開催し，経営管

理の徹底を図った。 

 

③ これらの経営基盤の下，第３期中期計画及び令和元年度の年度計画に基づき，福岡

市立こども病院においては，中核的な小児総合医療施設として，これまで培ってきた

小児医療（高度・地域・救急）及び周産期医療のさらなる充実を図るとともに，胎児心

臓病に特化した胎児循環器科を新設するなど患者のニーズや医療環境の変化に即した

診療体制の見直し等を図った。 

また，福岡市民病院においては，４疾病（がん，脳卒中，急性心筋梗塞及び糖尿病）

への対応を中心に高度専門医療のさらなる充実を図るとともに，高度救急医療並びに

感染症医療機能の充実に努めた。 

さらに，新型コロナウイルス感染症対策に取り組むとともに，両病院ともに地域医

療支援病院としての役割を踏まえ，積極的に地域の医療機関との連携強化に取り組み，

地域医療への貢献に努めた。 

 

④ 経営収支面では，増収対策として，診療報酬改定を踏まえた施設基準に必要な運用

方法の見直しや，医療費の未収金発生防止などに努めるとともに，コストパフォーマ

ンスを考慮した診療材料等の選定や価格交渉の徹底など費用削減に取り組んだ結果，

福岡市立こども病院において当期純利益は８億 7,300 万円余となったが，福岡市民病

院において２億 7,000万円余の当期純損失が発生した。 
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⑤ 今後の課題としては，こども病院においては，求められる高度小児医療，小児救急医

療及び周産期医療を提供する病院としての役割を果たしていくため，必要な病床数や

医療機能等について，医療環境の変化を踏まえながら，検討を進めていく必要がある。 

また，福岡市民病院においては，地域医療構想，医療計画において求められる高度

専門医療並びに救急医療体制を提供するために必要な取組を継続して行うとともに，

災害時や感染症等発生時などの緊急時には，事業継続計画に基づき，福岡市及び関係

機関との連携の下，市立病院として求められる役割を果たす必要がある。 

 

（２）中期目標達成に向けた取り組み 

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

① 医療サービス 

福岡市の医療施策として求められる高度専門医療，高度救急医療等を引き続き提供

するために，診療機能のさらなる充実を図った。 

福岡市立こども病院においては，最善の出生前管理及び出生後の治療提供体制強化

を目的として，胎児心臓病に特化した胎児循環器科を４月に新設するとともに，入院

決定時からの患者サポート等の強化・充実を図るため，看護師，ＭＳＷ等の多職種協

働による「入退院支援推進チーム」の設置や特定集中治療室において，重症患者の早

期離床を目的として，医師，看護師，理学療法士等の多職種により構成する「早期離

床・リハビリテーションチーム」を立ち上げた。 

福岡市民病院においては，医療法で定められた医療計画における４疾病への対応を

中心に，高度専門医療のさらなる充実を図り，消化器センター・肝胆膵センターを中

心として，がんに対する鏡視下手術や化学療法等の集学的治療を提供するとともに，

脳神経・脳卒中センターにおいて，発症後早期のｔ－ＰＡ療法（血栓溶解療法）や超

急性期における血管内治療，外科的治療等を包括的に実施した。また，ハートセンタ

ーでは虚血性心疾患に対するＰＣＩ（冠動脈狭窄性病変に対してカテーテルを用いて

拡張を行う治療）を含む手術，経皮的心筋焼灼術など，難易度，専門性の高い手術等

に取り組むとともに，カテーテルアブレーション機器のソフトウェアのバージョンア

ップを実施し，より安全で安心な医療提供に努めるなど，高度専門医療のさらなる充

実を図った。 

また，両病院ともに地域医療支援病院としての役割をさらに高めるため，開放型病

床への登録医の拡大やオープンカンファレンスの開催などを通じて，地域の医療機関

を中心に積極的な病病連携・病診連携に努めた。 

さらに，新型コロナウイルス感染症の流行に際して，事業継続計画（ＢＣＰ）を踏ま

えながら，福岡市との連携のもと，福岡市立こども病院においては，院内の感染対策

室やＩＣＴ（感染対策チーム）を中心に，福岡市民病院においては，院内に新型コロナ

ウイルス対策本部を設置して疑似症患者の受入体制をいち早く整えるとともに，保健

所や他の感染症指定医療機関と連携し，適切に対応した。 
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② 患者サービス 

患者一人ひとりに質の高い医療及び充実した看護を提供することが患者サービス

の基本と捉えたうえで，より一層の接遇改善を含め，職員が一丸となって患者サービ

スの向上に取り組むとともに，ボランティアの協力も得ながら患者満足度の向上に努

めた。 
福岡市立こども病院においては，サービス向上 WG が中心となって，患者アンケ

ートの中から対応可能な案件について迅速に対処・実行し，院内環境を整備するなど，

患者サービスの向上を図った。 
福岡市民病院においては，患者サポート相談窓口での対応分をＣＳ（顧客満足：

Customer Satisfaction）委員会に報告し，情報を共有するとともに，患者またはその

家族等からの医療・福祉に関する相談などについて，患者サポート相談窓口を中心に

適切に対応した。また，床頭台（テレビ・冷蔵庫付）の全面更新を行う等，院内環境

の整備を行った。 
さらに，両病院ともに，市民や医療関係者等に対して最新の病院情報を発信すると

ともに，「病院指標」をホームページに公開し，一般の人にもわかりやすく解説する

など，市民に開かれた病院づくりに努めた。 

 
③ 医療の質の向上 

医師事務作業補助者の増員及び特定行為看護師の育成等により「医師の働き方改革」

を進めるとともに，ワーク・ライフ・バランス推進委員会において，引き続き，年次

有給休暇の取得率向上に取り組むなど，職員が長く働き続けられる職場環境づくりを

推進した。 

福岡市立こども病院においては，熱帯感染症等の診断と治療を実践的に学ぶため，

９月にタイ王国の大学が主催する熱帯医学短期研修へ医師３名を派遣し，医療技術の

向上を図った。 

福岡市民病院においては，看護師の「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」の特

定行為区分に関する研修施設としての申請を行い，厚生労働省より指定を受けた。 

両病院ともに，市民に信頼される安全・安心な医療を提供するため，感染症専門医

や感染管理認定看護師等を中心に院内の感染防止対策の徹底を図るとともに，医療安

全研修会の開催や院内各部署への迅速な情報共有等を通じて，職員の安全対策に対す

る意識向上を図るなど，医療安全対策の強化を図った。 

第２ 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とるべき措置 

① 自律性・機動性の高い運営管理体制の充実 

市立病院機構の運営を的確に行うため，令和元年度は計８回の理事会を開催し，理

事会の方針決定に沿った運営を行った。 

また，病院長のリーダーシップの下，執行部会議や経営五役会議等を開催し，各病

院の実態に即した機動性の高い病院経営に取り組むとともに，運営本部と両病院合同

による経営会議及び運営調整会議を毎月開催し，機構全体的な視点から，市立病院と

して適切な運営に取り組んだ。 
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② 事務部門等の専門性の向上 

資質向上を目的とした研修を実施するとともに，将来のリーダーとなる職員を育成

するため，外部の経営講座の派遣研修を実施した。また，福岡市立こども病院におい

て，院内主要会議のペーパーレス化を実施したほか，ＲＰＡ（Robotic Process 

Automation）のプロジェクトチームを立ち上げ，給与計算にかかる事務作業を削減す

るなど，職員の事務作業の効率化を図った。 

 

③ 働きがいのある職場環境づくり 

職員が安心して働きつづけることができるよう，夜間保育を継続実施するなど，福

利厚生の充実に取り組んだ。また，「看護師働き方検討会議」を開催し，業務と自己

研鑚の明確化など看護師が働きやすい環境づくりのさらなる推進に向けて検討を進

めた。 

さらに，令和２年４月施行の同一労働同一賃金の趣旨を踏まえ，正規職員と同じ給

料表の適用や，新たに地域手当，特殊勤務手当等の支給，病気休暇の新設や職務免除

の拡大など有期職員就業規則等の一部改正を行った。 

 

④ 法令遵守と公平性・透明性の確保 

新規採用職員研修など様々な機会を通じて職員の服務規律の指導を徹底し，法人職

員として有すべき行動規範と倫理観の確立に努めるとともに，個人情報保護及び情報

公開に関しては，福岡市の関係条例等に基づき，適切に対応した。 

 

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

① 経営基盤の強化 

執行部会議等を定期的に開催し，病院の経営状況を踏まえ，取り組むべき課題を明

確にしたうえで，増収及び費用削減に取り組むとともに，月次決算の実施など経営に

関する情報を迅速に把握し，経営分析や他病院との比較・分析等を通じて，効率的な

病院経営に取り組んだ。 
また，自己財源の確保対策として，積立金の運用方法を工夫するなどにより積立金

の運用利益を確保したほか，価格交渉の徹底等により必要な医療機器を確保しつつ費

用の抑制を図るなど，効率的な予算執行と自己財源の確保に努めた。 
 

② 収支改善 

福岡市立こども病院においては，病棟のほとんどが特定入院料を算定する病床と

なっているほか，国内最多件数の先天性疾患の手術が実施されるなど，高度専門医療

による非常に高い入院診療単価を実現できている。そのような専門医療が必要な患者

を全国から多数受け入れ，効率的な病床管理により堅調に入院患者数を維持し，当年

度の医業収益は目標値を 5,600 万円上回る 97 億 5,500 万円と，平成 30 年度に次い

で，開院以来 2 番目となる年間収益額を達成した。 
また，福岡市民病院においては，診療報酬改定に向けての施設基準に必要な運用方

法の見直しや，ＰＦＭ（Patient Flow Management）センターを設置して受入体制を
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整えるなどしたが，医業収益は 56 億 1,700 万円余で，前年度より４億 4,800 万円余

の減となった。 
一方，費用削減対策については，診療材料の同種同効品への切替えや，ジェネリッ

ク医薬品の使用拡大により価格低減を図るとともに，経費全般においても価格交渉の

徹底，契約手法の見直しに努め，削減を図った。 
これらの結果，経営に関する３指標（総収支比率，経常収支比率，医業収支比率）

について，福岡市立こども病院において目標を達成し，福岡市民病院において目標を

下回ったが，市立病院機構全体での当期純利益は６億 300 万円余となった。 

 
【総収支比率】 

区分 平成 30 年度 
実績値(①) 

令和元年度 
目標値(②) 

令和元年度 
実績値(③) 

実績値比較 
(③－①) 

目標達成状況 
(③－②) 

福岡市立こども病院 110.9% 102.9% 108.2% ▲2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ 5.3 ﾎﾟｲﾝﾄ 

福岡市民病院 100.6% 100.0% 95.8% ▲4.8 ﾎﾟｲﾝﾄ ▲4.2 ﾎﾟｲﾝﾄ 

法人全体 106.9% 101.8% 103.5% ▲3.4 ﾎﾟｲﾝﾄ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ 
 
【経常収支比率】 

区分 平成 30 年度 
実績値(①) 

令和元年度 
目標値(②) 

令和元年度 
実績値(③) 

実績値比較 
(③－①) 

目標達成状況 
(③－②) 

福岡市立こども病院 110.9% 102.9% 108.2% ▲2.7 ﾎﾟｲﾝﾄ 5.3 ﾎﾟｲﾝﾄ 

福岡市民病院 100.6% 100.0% 95.8% ▲4.8 ﾎﾟｲﾝﾄ ▲4.2 ﾎﾟｲﾝﾄ 

法人全体 106.9% 101.8% 103.5% ▲3.4 ﾎﾟｲﾝﾄ 1.7 ﾎﾟｲﾝﾄ 
 
【医業収支比率（医業収益／営業費用）】 

区分 平成 30 年度 
実績値(①) 

令和元年度 
目標値(②) 

令和元年度 
実績値(③) 

実績値比較 
(③－①) 

目標達成状況
(③－②) 

福岡市立こども病院 96.3 88.5 93.4 ▲2.9 4.9 

福岡市民病院 92.6 91.6 87.2 ▲5.4 ▲4.4 

法人全体 94.9 89.8 91.0 ▲3.9 1.2 
 
【医業収益】 

区分 平成 30 年度 
実績値(①) 

令和元年度 
目標値(②) 

令和元年度 
実績値(③) 

実績値比較 
(③－①) 

目標達成状況
(③－②) 

福岡市立こども病院 9,913,103 9,698,634 9,755,519 ▲157,584 56,885 

福岡市民病院 6,065,484 6,144,752 5,617,281 ▲448,203 ▲527,471 

法人全体 15,978,587 15,843,386 15,372,800 ▲605,787 ▲470,586 
 
【営業費用】 

区分 平成 30 年度 
実績値(①) 

令和元年度 
目標値(②) 

令和元年度 
実績値(③) 

実績値比較 
(③－①) 

目標達成状況
(③－②) 

福岡市立こども病院 10,296,692 10,939,602 10,442,990 146,298 ▲496,612 

福岡市民病院 6,548,984 6,699,622 6,442,448 ▲106,536 ▲257,174 

法人全体 16,845,676 17,639,224 16,885,438 39,762 ▲753,786 

（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので，端数において合計とは一致しないものがある。 
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第４ その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置  

  ① 福岡市立こども病院における医療機能の充実 

厚生労働省ＤＰＣ公開データにおいて，川崎病センター（211 例）及び先天性

心疾患に係る手術症例（113 例）について，成人を含む全国のＤＰＣ病院の中で

症例数が４年連続で全国一位となった。 

また，日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）の研究代表として，川崎病の新しい

病態を解明し，欧州一流紙「Cardiovascular Research」に発表するとともに，科

学研究費助成事業（文部科学省）で初めて研究代表として採択された課題等に積

極的に取り組み，共同研究を含め８件の研究に参加したほか，日本で最多の実施

症例数となる治験が３件となった。 

さらに，国際医療支援センターを中心に，職員の外国語能力・コミュニケーシ

ョン能力の向上を目指して，医療英語・中国語研修の開催や，日本臓器移植ネッ

トワーク主催研修への派遣を行うとともに，机上や手術室を用いた実地シミュレ

ーションを行った。 
 

② 福岡市民病院における経営改善の推進 

市立病院として求められる役割を果たすため，新型コロナウイルス感染症の流行に

際しては，疑似症患者の受入体制をいち早く整えるとともに，保健所や他の感染症指定

医療機関と連携して，迅速かつ適切に対応しつつ，高度専門医療，救急医療及び感染症

医療に必要な医療資源（人的・物的）の投入を適切に行うなど，診療体制や医療機能の

充実を図った。 

また，地域医療支援病院として，かかりつけ医との連携等，地域の医療水準全体の底

上げを目標とした諸活動を継続して行うとともに，中長期修繕計画に基づき，施設の長

寿命化及び費用の標準化を目的に，施設・設備の適切な維持管理に取り組んだ。 
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（３）主な目標値の達成状況 

①福岡市立こども病院 

※ジェネリック医薬品導入率については，数量ベースにて算出している。 

 

 

 

 

区 分 
元年度 

目標値 

元年度 

実績値 
達成率 

患

者

動

向 

1人1日当たり入院単価（円） 107,088 108,393 101.2 

1人1日当たり外来単価（円） 12,323 11,492 93.3 

1日当たり入院患者数（人） 

（病床利用率（％）） 

216.1 

(90.4) 

215.5 

(90.2) 

99.7 

(99.8) 

新規入院患者数（人） 7,322 7,428 101.4 

平均在院日数（日） 10.0 9.7 103.1 

1日当たり外来患者数（人） 377.0 389.5 103.3 

医

業

活

動 

手術件数（件） 2,983 2,929 98.2 

救急搬送件数（件） 1,477 1,380 93.4 

紹介率（％） 87.8 94.8 108.0 

逆紹介率（％） 64.5 68.7 106.5 

薬剤管理指導件数（件） 6,200 4,929 79.5 

栄養食事指導・相談件数（件） 1,200 1,412 117.7 

患者 
満足 

退院時アンケートの平均評価点数 
（100点満点） 
 

88.8 89.0 100.2 

経

営

収

支 

給与費対医業収益比率（％） 57.5 56.2 102.3 

材料費対医業収益比率（％） 20.2 17.5 115.4 

薬品費対医業収益比率（％） 7.7 5.5 140.0 

診療材料費対医業収益比率（％） 12.0 11.6 103.4 

委託料対医業収益比率（％） 9.8 9.3 105.4 

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品導入率(％)※ 87.4 89.9 102.9 

総収支比率（％） 102.9 108.2 105.2 

経常収支比率（％） 102.9 108.2 105.2 

医業収支比率（％） 88.5 93.4 105.5 
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②福岡市民病院 

※ジェネリック医薬品導入率については，数量ベースにて算出している。 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 
元年度 

目標値 

元年度 

実績値 
達成率 

患

者

動

向 

1人1日当たり入院単価（円） 67,926 64,081 94.3 

1人1日当たり外来単価（円） 23,068 22,965 99.6 

1日当たり入院患者数（人） 

（病床利用率（％）） 

192.6 

 (94.4) 

183.9 

(90.2) 

95.5 

(95.6) 

新規入院患者数（人） 4,830 4,525 93.7 

平均在院日数（日） 12.3 12.7 96.9 

1日当たり外来患者数（人） 230.0 219.7 95.5 

医

業

活

動 

手術件数（件） 3,600 3,719 103.3 

救急搬送件数（件） 3,000 2,820 94.0 

紹介率（％） 88.0 88.7 100.8 

逆紹介率（％） 150.0 152.3 101.5 

薬剤管理指導件数（件） 9,400 9,588 102.0 

栄養食事指導・相談件数（件） 960 1,144 119.2 

患者 
満足 

患者満足度調査における平均評価点数 
（100点満点） 
 

89.5 89.6 100.1 

経

営

収

支 

給与費対医業収益比率（％） 56.3 62.9 89.5 

材料費対医業収益比率（％） 28.7 27.0 106.3 

薬品費対医業収益比率（％） 9.2 8.4 109.5 

診療材料費対医業収益比率（％） 19.4 18.4 105.4 

委託料対医業収益比率（％） 7.1 7.6 93.4 

ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品導入率(％)※ 88.0 88.7 100.8 

総収支比率（％） 100.0 95.8 95.8 

経常収支比率（％） 100.0 95.8 95.8 

医業収支比率（％） 91.6 87.2 95.2 
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 決 算 報 告  

（１）貸借対照表（令和２年３月３１日） 

（単位：円） 

 

 

 

 

資　産　の　部

Ⅰ　固定資産

　１　有形固定資産

土地 9,051,470,000 

建物 12,894,397,903 

建物減価償却累計額 ▲ 3,687,109,932 9,207,287,971 

構築物 547,322,752 

構築物減価償却累計額 ▲ 180,694,185 366,628,567 

車両運搬具 30,034,790 

車両運搬具減価償却累計額 ▲ 21,498,027 8,536,763 

器械備品 8,396,204,689 

器械備品減価償却累計額 ▲ 6,807,700,047 1,588,504,642 

建設仮勘定 20,407,490 

有形固定資産合計 20,242,835,433 

　２　無形固定資産

ソフトウェア 25,563,989 

電話加入権 39,000 

無形固定資産合計 25,602,989 

　３　投資その他の資産

長期貸付金 1,108,750 

長期前払費用 138,965,769 

その他 4,532,800 

投資その他の資産合計 144,607,319 

固定資産合計 20,413,045,741 

Ⅱ　流動資産

現金及び預金 4,891,187,473 

医業未収金 3,242,257,102 

貸倒引当金 ▲ 19,987,176 3,222,269,926 

未収入金 46,049,441 

医薬品 57,609,639 

診療材料 32,656,980 

その他貯蔵品 58,404 

前払金 326,583 

前払費用 27,538,432 

流動資産合計 8,277,696,878 

　資産合計 28,690,742,619 

金　　　　　　　　　　　額科　　　　　目
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（単位：円） 

 

負　債　の　部

Ⅰ　固定負債

資産見返負債

資産見返運営費負担金 276,390,583 

資産見返補助金等 37,610,593 

資産見返寄附金 147,973,732 461,974,908 

長期借入金 9,011,550,000 

移行前地方債償還債務 3,670,481,850 

引当金

退職給付引当金 4,000,460,747 

資産除去債務 201,582,219 

長期リース債務 102,194,180 

長期ＰＦＩ債務 837,028,385 

固定負債合計 18,285,272,289 

Ⅱ　流動負債

一年以内返済予定長期借入金 625,130,209 

一年以内返済予定移行前地方債償還債務 226,330,705 

医業未払金 1,516,936,158 

未払金 182,284,559 

未払費用 12,046,321 

未払消費税等 6,053,000 

預り金 80,265,390 

前受収益 1,342,340 

引当金

賞与引当金 545,762,921 

短期リース債務 32,614,020 

短期ＰＦＩ債務 88,166,977 

流動負債合計 3,316,932,600 

　負債合計 21,602,204,889 

純　資　産　の　部

Ⅰ　資本金

設立団体出資金 662,866,343 

資本金合計 662,866,343 

Ⅱ　資本剰余金

資本剰余金 1,710,112,714 

資本剰余金合計 1,710,112,714 

Ⅲ　利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金 1,856,844,015 

医療機器購入等積立金 2,255,187,935 

当期未処分利益 603,526,723 

（うち当期総利益） (603,526,723)

利益剰余金合計 4,715,558,673 

純資産合計 7,088,537,730 

負債純資産合計 28,690,742,619 

金　　　　　　　　　　　額科　　　　　目
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（２）損益計算書（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日） 

（単位：円） 

 
営業収益

医業収益

入院収益 12,863,195,469      

外来収益 2,300,326,719       

その他医業収益 209,278,225         15,372,800,413      

運営費負担金収益 1,469,279,020       

補助金等収益 97,977,791          

寄附金収益 10,565,919          

資産見返運営費負担金戻入 427,370,147         

資産見返補助金等戻入 13,080,014          

資産見返寄附金戻入 9,103,575           

受託収入

国及び地方公共団体 25,276,297          

その他の団体 65,178,175          90,454,472          

営業収益合計 17,490,631,351      

営業費用

医業費用

給与費 9,011,336,546       

材料費 3,223,742,075       

経費 2,270,627,300       

減価償却費 1,479,231,311       

資産減耗費 1,652,220           

研究研修費 91,079,934          16,077,669,386      

一般管理費

給与費 94,786,663          

経費 36,503,995          131,290,658         

控除対象外消費税等 488,424,731         

188,053,237         

営業費用合計 16,885,438,012      

　営業利益 605,193,339         

営業外収益

運営費負担金収益 74,733,000          

補助金等収益 548,000             

財務収益

預金利息 1,503,113           

その他 109,904,480         

営業外収益合計 186,688,593         

営業外費用

財務費用

移行前地方債利息 82,243,933          

長期借入金利息 90,628,286          

ＰＦＩ支払利息 15,288,215          

その他財務費用 81,182              188,241,616         

その他 113,593             

営業外費用合計 188,355,209         

　経常利益 603,526,723         

当期純利益 603,526,723         

当期総利益 603,526,723         

科　　　目 金　　　　　　　額

資産に係る控除対象外消費税等償却
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（３）キャッシュ・フロー計算書（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日） 

   （単位：円） 

   Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

材料の購入による支出 ▲ 3,325,480,901   

人件費支出 ▲ 8,903,414,246   

その他の業務支出 ▲ 2,867,172,746   

医業収入 15,187,843,981     

運営費負担金収入 1,544,012,020      

補助金等収入 97,853,441         

寄附金収入 10,565,919         

受託収入 89,213,635         

その他収入 110,366,456        

　　　　小　　　　計 1,943,787,559      

利息の受取額 1,503,113          

利息の支払額 ▲ 188,837,800     

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,756,452,872      

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 1,227,000,000      

定期預金の預入による支出 ▲ 1,226,000,000   

有形固定資産の取得による支出 ▲ 584,746,500     

無形固定資産の取得による支出 ▲ 3,809,000       

運営費負担金収入 455,987,980        

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 131,567,520     

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 ▲ 1,193,341,437   

移行前地方債償還債務の償還による支出 ▲ 226,339,735     

リース債務の返済による支出 ▲ 17,518,580      

ＰＦＩ債務の返済による支出 ▲ 86,719,328      

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 1,523,919,080   

Ⅳ 資金増減額 100,966,272     

Ⅴ 資金期首残高 3,564,221,201   

Ⅵ 資金期末残高 3,665,187,473   
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（４）利益の処分に関する書類 

 （単位：円） 

 

Ⅰ 当期未処分利益 603,526,723     

当期総利益 603,526,723      

Ⅱ 利益処分額

医療機器購入等積立金 603,526,723      603,526,723

科　　　　目 金　　　　　　　額
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（５）行政サービス実施コスト計算書（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日） 

  （単位：円） 

 
Ⅰ 業務費用

　（１）損益計算書上の費用

医業費用 16,077,669,386         

一般管理費 131,290,658            

控除対象外消費税等 488,424,731            

資産に係る控除対象外消費税等償却 188,053,237            

営業外費用 188,355,209            17,073,793,221         

　（２）（控除）自己収入等

医業収益 ▲ 15,372,800,413      

寄附金収益 ▲ 10,565,919          

資産見返寄附金戻入 ▲ 9,103,575           

受託収入 ▲ 90,454,472          

財務収益 ▲ 1,503,113           

その他営業外収益 ▲ 109,904,480         ▲ 15,594,331,972      

業務費用合計 1,479,461,249     

（うち減価償却充当補助金相当額） (440,450,161)

Ⅱ 引当外退職給付増加見積額 ▲ 15,421,985     

Ⅲ 機会費用

地方公共団体出資の機会費用 735,623                735,623           

Ⅳ 行政サービス実施コスト 1,464,774,887     

金　　　　　　　　額科　　　　　　目
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（６）決算報告書 

（単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差額

（決算額－予算額）

収入

営業収益 17,501,761,000   17,066,191,528   ▲ 435,569,472     

医業収益 15,843,386,000   15,389,134,249   ▲ 454,251,751     単価，患者数の減による

入院収益 13,214,775,000   12,863,826,823   ▲ 350,948,177     

外来収益 2,392,268,000    2,300,980,683    ▲ 91,287,317      

その他医業収益 236,343,000      224,326,743      ▲ 12,016,257      

運営費負担金 1,468,268,000    1,469,279,020    1,011,020          

補助金等収益 98,914,000       97,977,791       ▲ 936,209         

寄附金収益 100,000          10,565,919       10,465,919         

受託収入 91,093,000       99,234,549       8,141,549          

営業外収益 204,945,000      196,195,678      ▲ 8,749,322       

運営費負担金 74,733,000       74,733,000       -                  

補助金等収益 4,000,000        548,000          ▲ 3,452,000       

営業外雑収益 126,212,000      120,914,678      ▲ 5,297,322       

資本収入 456,999,000      455,987,980      ▲ 1,011,020       

運営費負担金 456,999,000      455,987,980      ▲ 1,011,020       

計 18,163,705,000   17,718,375,186   ▲ 445,329,814     

支出

営業費用 15,834,779,000   15,090,998,271   ▲ 743,780,729     

医業費用 15,658,524,000   14,957,894,964   ▲ 700,629,036     

給与費 8,935,788,000    8,893,583,277    ▲ 42,204,723      退職給付費用等の減による

材料費 4,046,848,000    3,504,756,808    ▲ 542,091,192     薬品費等の減による

経費 2,543,621,000    2,462,304,480    ▲ 81,316,520      経費節減による減

研究研修費 132,267,000      97,250,399       ▲ 35,016,601      

一般管理費 176,255,000      133,103,307      ▲ 43,151,693      

営業外費用 189,540,000      188,362,484      ▲ 1,177,516       

資本支出 2,776,286,000    2,183,370,623    ▲ 592,915,377     

建設改良費 1,356,603,000    763,689,451      ▲ 592,913,549     医療機器購入費の減による

償還金 1,419,683,000    1,419,681,172    ▲ 1,828           

計 18,800,605,000   17,462,731,378   ▲ 1,337,873,622   

▲ 636,900,000   255,643,808      892,543,808        

（注）損益計算書の計上額と決算額の集計区分等の相違の概要は，以下のとおりである。

(１) 損益計算書の営業収益に計上される資産見返運営費負担金戻入，資産見返補助金等戻入及び資産見返寄附金戻入は，

決算額に含んでいない。

(２)

(３) 運営費負担金収益のうち，資本支出に充てたものは資本収入の運営費負担金に含まれている。

(４) 上記数値は消費税等込みの金額を記載している。

損益計算書の営業費用の医業費用，一般管理費に計上される減価償却費は，決算額に含んでいない。
また、非現金支出の退職給付費用，賞与引当金繰入額は決算額に含めず，退職金支払額，賞与支払額を決算額に
含めている。

備考

単年度資金収支（収入－支出）

区分 予算額 決算額
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２ 令和２年度年度計画 

 

第１ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためと

るべき措置 

 

１ 医療サービス 

（１）良質な医療の実践 

 福岡市立こども病院及び福岡市民病院が，それぞれに求められる役割を着実に果た

すため，次のとおり診療機能の強化・充実に取り組む。 

ア 福岡市立こども病院 

(ｱ) 周産期センターの胎児循環器科において，胎児診断に基づき適切な出生後治療への

連携を可能とするため，各専門診療科と協働し胎児診断治療を強化する。 

(ｲ) 入退院支援部門と地域医療連携部門の整備等を実施することによって，多職種協働

による入退院支援拡大の施策を検討する。 

(ｳ) ３Ｄプリンタを利用した臓器や骨などの医療用実体モデルの製作を行い，手術シミ

ュレーション，患者や家族への説明，学生・研修医などの教育に活用する。 

(ｴ) 倫理的な価値判断が困難な案件について，多職種で問題を共有し適時助言を行う倫

理コンサルテーションチームの活動を推進するとともに，倫理に関する研修会を開催

する。 

(ｵ) 病院機能評価 3rdG：Ver2.0 を受審し，現在の医療提供体制について改めて見直す

ことにより，安全・安心で，より質の高い医療を提供できる体制を整備する。 

【目標値】 

指標 
平成 30年度 

実績値 
令和２年度 

目標値 

１人１日当たり入院単価（円） 107,411 108,100 

１人１日当たり外来単価（円） 11,645 11,700 

１日当たり入院患者数 （人） 
（病床利用率）※   （％） 

221.6 
 (92.7) 

215.6 
(90.2) 

新規入院患者数    （人） 7,424 7,450 

平均在院日数     （日） 9.9 9.7 

１日当たり外来患者数 （人） 384.8 380.0 

手術件数       （件） 3,018 2,900 

救急搬送件数     （件） 1,516 1,400 

※病床利用率については，総務省による公立病院決算の算出方法（年延べ入院患者数÷年 

延べ病床数×100）に基づき算出 

 

イ 福岡市民病院 

(ｱ) 高齢化に伴い近年増加傾向にある食道がん等をはじめとした食道疾患について，

多職種の連携による適切な治療や，市民向けの情報発信等に取り組むことを目的と

して，食道疾患センターを設置する。 

(ｲ) 入退院支援室，患者サポート室を包括的に管理するＰＦＭ（Patient Flow 
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Management）センターを中心に救急患者の受入れを円滑に行うとともに，脳疾患，循

環器疾患等の入院や手術を必要とする，より重篤な救急患者の受入れを積極的に行

う。 

(ｳ) 新型インフルエンザ等の感染症発生時においては，事業継続計画（ＢＣＰ）に基づ

き適切に対応するとともに，保健所等とも緊密に連携しながら，市立病院として福岡

市における対策の中核的役割を果たす。 

【目標値】 

指標 
平成 30年度 

実績値 
令和２年度 

目標値 

１人１日当たり入院単価（円） 67,382 68,172 

１人１日当たり外来単価（円） 22,569 22,700 

１日当たり入院患者数 （人） 
（病床利用率）※   （％） 

191.1 
(93.7) 

191.8 
 (94.0) 

新規入院患者数    （人） 4,895 4,900 

平均在院日数     （日） 12.4 12.5 

１日当たり外来患者数 （人） 232.6 230.0 

手術件数       （件） 3,834 3,860 

救急搬送件数     （件） 3,130 3,000 

※病床利用率については，総務省による公立病院決算の算出方法（年延べ入院患者数÷年延 

べ病床数×100）に基づき算出 

 

（２）地域医療への貢献と医療連携の推進 

ア 福岡市立こども病院 

(ｱ) 福岡県医師会診療情報ネットワーク「とびうめネット」を活用し，病病・病診連携

の推進を図るとともに，在宅医療・小児慢性特定疾患における多職種連携について引

き続き検討を行う。 

(ｲ) 「福岡県小児等在宅医療推進事業」の拠点病院として，地域におけるネットワーク

構築や，院内における退院支援，研修会等を行うほか，福岡県等が実施する「小児慢

性特定疾病児童等レスパイト支援事業」に引き続き参加し，地域の小児在宅医療の推

進に努める。 

(ｳ) 「福岡県母体搬送コーディネーター事業」の中核病院として，積極的に母体搬送を

受け入れることにより，地域における周産期救急搬送体制の一翼を継続的に担う。 

(ｴ) 厚生労働省が推進する小児期から成人期への移行期医療の体制整備を促進するた

め，移行期支援外来（たけのこ外来）を中心に，移行期患者教育プログラムをさらに

充実させ実施する。 

(ｵ) 地域医療連携室ニュースレターを年 4 回発行し，当院の診療体制・診療内容の紹

介，地域医療連携に関する情報，カンファレンス・研修会の案内などについて情報発

信のツールとして活用する。 

 

イ 福岡市民病院 

(ｱ) 地域医療支援病院として，登録医の大型医療機器共同利用及び紹介による入院患
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者の共同診療，医療従事者等に対しての研修会（福岡東部オープンカンファレンス

等）実施など，かかりつけ医等の支援についてさらなる充実を図る。 

(ｲ) 「顔の見える連携」「断らない医療連携」を基本として，かかりつけ医等からの紹

介患者に対して，急性期病院としての役割を明確にした連携体制のさらなる充実を

図る。 

(ｳ) 地域包括ケアシステムにおいては，在宅医療における基幹病院として，医師会を

はじめ関係団体と連携し，緊急時の受入強化及び地域の医療従事者への積極的な支

援を行う。また入退院支援室を中心に，多職種連携により入院前からの患者サポー

トの強化・充実を図るとともに，退院前カンファレンスによる在宅復帰支援の充実

など，地域の介護施設や医療機関等とのさらなる連携強化を図る。 

(ｴ) 特定行為に係る看護師の指定研修機関の指定を受け，地域の医療機関等から受講

生を積極的に受け入れ，高度な臨床実践能力を発揮できる看護師の育成に取り組む

ことで，地域の医療水準向上に貢献する。 

 

【目標値】 

指標 

福岡市立こども病院 

平成 30年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

紹介率              （％） 87.8 90.0 

逆紹介率             （％） 65.5 66.5 

オープンカンファレンス 

回数  
（回） 

56 45 

参加者数
（人） 

1,915 1,700 

開放型病床への登録医数      （人）  305 300 

退院支援計画件数 ※       （件）  225 230 

※退院支援計画書作成件数 

 

指標 

福岡市民病院 

平成 30年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

紹介率              （％） 88.8 89.0 

逆紹介率             （％） 153.2 155.0 

オープンカンファレンス 

回数  
（回） 

98 100 

参加者数
（人） 

1,545 1,400 

開放型病床への登録医数      （人） 310 320 

退院調整件数 ※         （件） 1,200 990 

※退院支援加算１・地域連携診療計画加算・介護支援連携指導料の合計件数 

 

（３）災害時等の迅速かつ的確な対応 

ア 市立病院としての役割を果たすため，福岡市地域防災計画，各種感染症の対策行動
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計画を始め，院内の事業継続計画（ＢＣＰ）等に基づく適切な対応が行えるよう体制

を整えるとともに，院内防災マニュアルの周知や防災訓練の実施等を通じ，職員の防

災意識を高める。 

イ 非常用発電設備及び備蓄物品等の点検を徹底し，災害発生時の万全な対応に備える。 

ウ 他の自治体において大規模災害が発生した場合は，関係機関や被災した医療機関等

との連携を図るなど，的確に医療救護活動の支援に努めるとともに，福岡市立こども

病院においては，全国の小児総合医療施設間で組織された「広域災害時の相互支援シ

ステム」における九州地区の幹事施設として，衛星電話の活用等により連携を図る。 

エ 大規模災害等が発生した場合に，職員の安否確認並びに事業継続に必要な人員の把

握を可能とするため，緊急時参集システムを導入する。 

オ 福岡市立こども病院においては，平成 28年度に策定した「福岡市立こども病院事業

継続計画（ＢＣＰ）概要版」の見直し及び詳細版を策定する。 
 

２ 患者サービス 

（１）患者サービスの向上  

ア 福岡市立こども病院 

(ｱ) 退院時アンケートやホームページによる患者・家族からの意見等を踏まえ,院内の

接遇・療養環境委員会を中心に,関係部署とも協議しながら,院内環境の整備を推進

し,より快適な療養環境を提供するよう努める。 

(ｲ) 患者・家族の療養環境改善を図るため，福岡市が推進する「一人一花運動」の趣旨

に沿って，花壇等の管理を適切に行う。 

(ｳ) 患者・家族のニーズに応じた活動を行ってもらうようボランティアの活動を支援

する。また，感染や安全面等に関する研修を開催するなど，ボランティアとの共働や

資質の向上に向けた取組を行い,さらなる活動支援に努める。 

(ｴ) 入院時オリエンテーションにおいて，患者・家族の理解度の向上と説明内容の標準

化を図るため，テキスト読み上げ・自動翻訳などの機能を有する『デジタルブック』

を導入し，随時更新作業を行う。 

(ｵ) 患者家族の利便性の向上を図るため，ＩＣＴ（情報通信技術）の活用により，外来

予約システムの改善を検討する。 

 

イ 福岡市民病院 

(ｱ) 職員の接遇及び療養環境等に関する患者満足度調査や外来待ち時間調査等を引

き続き行い，患者のニーズを的確に把握し，改善を図る。 

(ｲ) 患者又はその家族等からの医療・福祉に関する相談などについて，患者サポート

相談窓口を中心に適切に対応する。 

(ｳ) 平成 29 年度に策定した中長期修繕計画に基づき，外壁及びトイレ等の衛生設備

の段階的な改修を行うなど，療養環境の整備に努める。 

(ｴ) 大学サークル・市民団体等と交渉し，定期的に院内コンサート等を実施するとと

もに，患者の手助けなどを行う院内ボランティア（現在２人）を幅広く募集するな

ど，登録者の拡大を図る。 
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【目標値】 

指標 
福岡市立こども病院 

平成 30年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

退院時アンケートの平均評価点数 
（100点満点） 

88.8 88.8 

※対象者・・・・入院患者 

※評価項目・・・接遇，療養環境，食事内容等 

  

指標 

福岡市民病院 

平成 30年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

患者満足度調査における平均評価点数 
（100点満点） 

89.6 90.0 

※対象者・・・・入院患者 

※評価項目・・・接遇，療養環境，食事内容，診療内容等 

 

（２）情報発信 

ア 診療内容，医療サービスや，「病院指標（独自指標を含む）」に示される治療実績な

どについて，診療情報誌，季刊誌，各科診療案内，ホームページ等を活用してわかり

やすい情報発信に取り組むとともに，患者が安心して受診できるよう，市民に開かれ

た病院づくりに努める。 

イ 院内における掲示や広報物等について，視認性の向上や集約化等による効果的な情

報発信に努める。 

ウ 福岡市立こども病院においては，外来に設置したデジタルサイネージについて，部

門の紹介などを効果的に紹介する等，引き続きコンテンツの工夫等を行い，効果的な

情報発信に努める。 

さらに，地域の子育て世代や，元気な高齢者を対象に，多世代の交流や医療を通じ

て子育て・孫育てを実現することを目的に，ＣＧＧ（Child Grandchild Good-Care）

プログラムを年に２回，引き続き実施する。 

エ 令和 2 年度に福岡市立こども病院開院 40 周年を迎えるにあたり，地域の医療機関

や患者家族向けに 40周年記念誌を発行する。また，10月に 40周年記念事業としてこ

ども病院フェスタと講演会等を開催する。 

 

３ 医療の質の向上 

（１）病院スタッフの確保と教育・研修 

ア 福岡市立こども病院 

(ｱ) 看護師については，意欲ある人材を確保するため，看護学生等への看護体験や病院

見学を通じて積極的に病院のＰＲを行うとともに，専従教育担当職員による看護職

員等への研修を重点的に実施するなど，職員の資質向上に努める。 

(ｲ) 年次有給休暇の取得率の向上や時間外勤務の縮減など,職員のワーク・ライフ・バ

ランスの向上に取り組み，優れた人材が確保できるよう魅力的な職場づくりに努め

る。 
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(ｳ) 事務のスキルアップ等に関する研修を新たに開催し,年次的・計画的に職員の能力

の向上を図る。 

(ｴ) 新規採用職員を対象とした情報セキュリティ・人権・接遇などの研修を行うほか，

各種院内研修について，外部講師を活用するなど内容の充実を図るとともに,受講促

進に努め,職員の資質の向上を図る。 

(ｵ) 専門性や能力の向上を図るため,認定看護師等資格取得支援制度の活用を促し,有

資格者の拡大に努める。 

(ｶ) 意欲ある研修医等の確保を目的として，ＳＮＳを活用し，カンファレンスや研修

会，教育プログラム等の情報発信に努める。 

(ｷ) 熱帯感染症等の診断と治療を実践的に学ぶため，タイ王国の大学へ医師等を派遣

する熱帯医学短期研修を引き続き実施する。 
 

イ 福岡市民病院 

(ｱ) 医師，看護師を始め職種毎の定数管理を確実に行い，職員の適正数の確保に努め

る。 

(ｲ) 特定行為看護師の育成によるタスク・シフティングを進める等，「医師の働き方改

革」への対応をはじめ，ワーク・ライフ・バランスの推進に継続的に取り組み，年次

有給休暇の取得率向上や時間外勤務の縮減に努め，職員が働きやすい職場環境づく

りを推進し，優れた人材の確保に努める。 

(ｳ) 新規採用職員を対象とした情報セキュリティや人権，接遇研修のほか，全職員を対

象とした医療安全管理体制確保，院内感染対策，保険診療に関する研修等を実施する

など，院内研修の充実を図るとともに，外部の専門研修等も活用しながら職員の資質

向上を図る。 

(ｴ) 看護部においては，認定看護師等資格取得支援制度を活用した積極的な資格取得

を奨励し，専門職としての知識・技術の向上を図る。 

また，看護部以外の部門においても，専門職としての知識・技術の向上を図るた

め，資格取得支援制度の充実に努める。 

(ｵ) 特定行為に係る看護師の研修機関の指定を受け，職員だけではなく地域の医療機

関等からも受講生を受け入れ，高度な臨床実践能力を発揮できる看護師の育成に幅

広く取り組む。 
 
（２）信頼される医療の実践 

ア 福岡市立こども病院 

(ｱ)  日本小児総合医療施設協議会における臨床評価指標事業に引き続き参加し小児医 

療の質の向上に取り組む。 

(ｲ) 感染対策室，院内感染対策委員会及び感染制御チーム（ＩＣＴ）の連携により，院

内感染防止対策を徹底する。また，医療安全管理者を中心とした TeamＳＴＥＰＰＳ

の推進によるリスクマネジメントや，医療従事者への教育・研修を実施するなど，医

療安全対策の徹底を図る。 

(ｳ) クリニカルパスの充実により，ケアの標準化，均質化を図り，医療の質の向上に努

めるとともに，その活用による治療内容の可視化や十分な説明に基づくインフォー
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ムド・コンセント／アセントの徹底を図り，患者中心の医療を実践する。 

(ｴ) 薬剤師による薬剤管理指導や管理栄養士による栄養食事指導・相談を充実させる

とともに多職種による栄養サポートチーム（ＮＳＴ）により栄養管理の充実を図り，

安全・安心な医療を提供する。 

(ｵ) ＰＩＣＵをはじめとする集中治療系病棟の安全性の向上及び，医師・看護師の負担

軽減を図るため，薬剤師の病棟業務の推進や臨床工学部との連携体制を強化する。 

(ｶ) 入院中の患者の健やかな発達をサポートするため，歯科衛生士・保育士・管理栄養

士による「歯育・保育・食育教室」を継続するとともに，１型糖尿病の患者に対して

食事療養を支援するための「糖尿病教室」を継続する。 

 

イ 福岡市民病院 

(ｱ) 院内感染対策委員会及び感染制御チーム（ＩＣＴ）の連携により，院内感染防止対

策を徹底するとともに，他施設への感染専門医によるコンサルタント及び当院チー

ムとの情報交換等を通じてさらなる改善を図る。 

(ｲ) 医療安全管理者を中心としたリスクマネジメントや医療従事者への教育・研修を

実施するとともに，他施設との医療安全相互チェックを継続し医療安全対策の徹底

を図る。 

(ｳ) クリニカルパスの充実により，ケアの標準化・均質化並びに医療の質の向上に努め

る。また，患者用パスの病院ホームページへの公開による治療内容の可視化や，イン

フォームド・コンセントの徹底を図り，患者中心の医療を実践する。 

(ｴ) 薬剤師による各種監査，病棟の薬品 管理，服薬指導等を行い，安全管理体制の徹

底に努める。また，管理栄養士による栄養食事指導，栄養サポートチーム(ＮＳＴ)に

よる栄養管理の充実を図る。 

(ｵ) 日本病院会主催の「ＱＩ（医療の質）プロジェクト」等に引き続き参加するととも

に，令和元年度に設置したＱＭＣ（Quality in Medical Care）チームを中心に，臨

床指標についてベンチマークによる比較評価や，経時的なデータ推移の分析等を行

い，医療の質の向上を図る。 

 

【目標値】 

指標 
福岡市立こども病院 

平成 30年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

薬剤管理指導件数   （件） 5,650 6,200 

栄養食事指導・相談件数（件） 1,457 1,200 

 

指標 
福岡市民病院 

平成 30年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

薬剤管理指導件数   （件） 9,509 8,640 

栄養食事指導・相談件数（件） 1,033 1,000 
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第２ 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とるべき措置 

 

１ 自律性・機動性の高い運営管理体制の充実 

  理事会を中心に，適正かつ効率的な事業運営を図るため，外部理事等の助言に基づく民

間的経営手法も取り入れながら自律的な法人経営を行う。 

 病院長のリーダーシップの下，医療情勢の変化や患者ニーズ等に迅速かつ的確に対応

できる機動性の高い病院経営を行うとともに，市立病院機構全体として，長期的な視点を

踏まえ，一体的な運営管理を行う。 

 福岡市立こども病院における戦略的分析チーム（ＳａＴ）による定期的なプレゼンテー

ションを通じて，病院運営や経営改善に資する提案を行っていく。 

 

２ 事務部門等の機能強化 

  市立病院の運営に必要なノウハウ等が蓄積・継承されるよう，事務のマニュアル化や業

務の可視化等に努めるとともに，ＩＴ技術のさらなる活用を図り，情報共有や業務の効率

化を推進する。 

 事務部門に求められる専門性をさらに高めていくため，研修の充実を図るとともに，テ

ーマごとの職場内研修等の実施により，効果的なＯＪＴ（On the Job Training）に繋げ

る。 

 職員のキャリアプランを踏まえた適材適所の人事配置に努める。 

 事務作業の自動化・効率化を推進することを目的に導入したＲＰＡ（ロボットによる業

務自動化：Robotic Process Automation）についてさらに活用し，事務作業の軽減を図る。 

 

３ 働きがいのある職場環境づくり 

 職員が安心して働き続けることができるよう，福利厚生のさらなる充実に取り組むと

ともに，ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて，制度の周知徹底はもとより，研修や

会議等を通じて，所属長を始め職員の意識改革を図る。 

 育児・介護などを支援する制度の利用促進や，年次有給休暇取得日数の向上，時間外勤

務の縮減等に取り組む。 

 社会情勢の変化等を踏まえた人事・給与制度の改善に取り組む。 

 これまで試行的に実施してきた医師以外の管理職を対象とした目標管理制度について，

職員のモチベーション向上を図る観点から，業績が賞与に反映される仕組みを構築する。 

 医師の働き方改革への対応のため，各職種によるタスク・シフティングを進めるなど，

ワーク・ライフ・バランスの推進に継続的に取り組む。 

 労働施策総合推進法改正の趣旨を踏まえ，職場におけるパワーハラスメント防止につ

いて，雇用管理上必要な措置を講じる。 

 

４ 法令遵守と公平性・透明性の確保 

 各種研修制度の拡充や組織の管理体制等の強化により，関係法令や内部規定の遵守な

どコンプライアンスを徹底する。 

 監事（弁護士，公認会計士）及び会計監査人による監査等の実施により，内部統制を適

正に維持し，市立病院として適正な病院運営を行う。 
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 個人情報保護及び情報資産管理に関しては，福岡市の関係条例等及び当法人の情報セ

キュリティポリシーに基づき，適切に対応するとともに，研修等を通じて職員の教育を徹

底する。また,カルテ等の診療情報に関しては，診療録開示委員会を開催して開示の可否

を決定する。 

 

 

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

 

１ 経営基盤の強化 

（１）経営基盤の強化と運営費負担金の縮減 

ア 福岡市立こども病院 

 毎週開催の執行部会議，毎月開催の運営会議において，病院の経営状況を踏まえ，

取り組むべき課題を明確にしたうえで，増収及び費用削減に取り組むとともに，月次

決算の実施など経営に関する情報を迅速に把握し，経営分析や他病院との比較・分析

を行うなど，効率的な病院経営を行う。 

 

イ 福岡市民病院 

  現在の経営状況を踏まえ，市立病院として求められる高度専門，救急医療を提供し

つつ，病床稼働率の向上，救急患者の受入れ及び手術件数の増加を図ることで，収益

の確保に努める。併せて，経営効率化を念頭に置き，医療の質を担保しながら人員体

制等の最適化を徹底するなど，医業費用の縮減に努める。 

【目標値】                    （単位：％） 

指標 
福岡市立こども病院 

平成 30年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

総収支比率 110.9 105.0 

経常収支比率 110.9 105.0 

医業収支比率 96.3 90.3 

                     （単位：％） 

指標 
福岡市民病院 

平成 30年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

総収支比率 100.6 100.1 

経常収支比率 100.6 100.1 

医業収支比率 92.6 90.5 

 

（２）投資財源の確保 

 独立採算制を前提とした公営企業型地方独立行政法人の会計制度の趣旨に鑑み，今

後の投資計画を踏まえた自己財源の確保に努める。 
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２ 収支改善 

（１）収益確保 

ア 福岡市立こども病院 

(ｱ) 循環器，周産期及び手術・集中治療センターを中心に，関連科との連携を密にし，

高度専門医療，小児救急医療及び周産期医療の充実並びに病院設備の効率的な稼働

を図る。 

(ｲ) 診療報酬改定に伴い，的確な情報収集を行い，適切な施設基準の取得や維持管理に

努める。 

(ｳ) 計画的な入院と早期退院を推進することを目的に立ち上げた，早期離床リハビリ

テーションチームについて，さらなる提供体制の充実を図り，早期離床・リハビリテ

ーション加算を取得する。 

(ｴ) 保険診療検討ワーキングチームを中心に査定内容の分析等を行うとともに，レセ

プト精度調査を実施し，診療報酬請求のさらなる精度向上に努める。 

(ｵ) 医事課職員やＭＳＷ（医療ソーシャルワーカー）による患者相談の充実等により，

医療費の未収金発生防止に努めるとともに，回収困難事案については，法律事務所へ

の業務委託によって確実な回収を図る。また，令和２年 4月の民法改正による連帯保

証人制度の見直し等について，誓約書の書式変更等適切に対応する。 

 

イ 福岡市民病院 

(ｱ) 紹介元医療機関への訪問活動の強化や後方病院への医師派遣等を通じて重症患者

の適切な確保に取り組む。また，ベットコントロールの権限を一元化してより円滑な

入院受入体制を強化するとともに，より効率的な病床管理に取り組むなど，病床稼働

率の向上により収入増を図る。 

(ｲ) 診療報酬改定に適切に対応し，施設基準の取得や維持管理に努める。特に重症度，

医療・看護必要度については，モニタリングや分析を精緻に行い，施設基準を維持す

る。 

(ｳ) レセプトチェックシステムの定期バージョンアップを行い，レセプト請求前の精

度を強化するとともに，各診療科の医師と連携し，より正確なレセプト請求を行う。

また，未収金については，未収金対応マニュアルを活用し，引き続き未収金発生防止

や確実な回収を行う。 

(ｴ) 外来に設置したデジタルサイネージ等への企業広告の導入により，医業外収益の

確保を図る。 
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【目標値】《再掲》 

指標 

福岡市立こども病院 

平成 30年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

１人１日当たり入院単価（円） 107,411 108,100 

１人１日当たり外来単価（円） 11,645 11,700 

１日当たり入院患者数 （人） 
（病床利用率）※   （％） 

221.6 
 (92.7) 

215.6 
(90.2) 

新規入院患者数    （人） 7,424 7,450 

平均在院日数     （日） 9.9 9.7 

１日当たり外来患者数 （人） 384.8 380.0 

手術件数       （件） 3,018 2,900 

救急搬送件数     （件） 1,516 1,400 

※病床利用率については，総務省による公立病院決算の算出方法（年延べ入院患者数÷年 

延べ病床数×100）に基づき算出している。以下同じ。 

 

指標 

福岡市民病院 

平成 30年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

１人１日当たり入院単価（円） 67,382 68,172 

１人１日当たり外来単価（円） 22,569 22,700 

１日当たり入院患者数 （人） 
（病床利用率）※   （％） 

191.1 
(93.7) 

191.8 
 (94.0) 

新規入院患者数    （人） 4,895 4,900 

平均在院日数     （日） 12.4 12.5 

１日当たり外来患者数 （人） 232.6 230.0 

手術件数       （件） 3,834 3,860 

救急搬送件数     （件） 3,130 3,000 

 

 

（２）費用削減  
 診療材料の同種同効品への切替えや，ジェネリック医薬品の使用拡大により価格低

減を図るとともに，経費全般においても価格交渉の徹底や契約手法の見直しに努め，

削減を図る。 

 福岡市立こども病院においては，平成 29年度からＳＰＤ（医療製品物流管理）業務

の見直しを図り，従来の物品管理業に加え調達業務も委託する内容に変更しており，

必達削減額以上の成果が出せるよう，受託業者と協力してさらなる費用削減に取り組

む。 

 福岡市民病院においては，中長期修繕計画に基づき，施設・設備の長寿命化や投資

の平準化を図るとともに，省エネ対策のさらなる検討・取組を行うことにより，維持

修理に係る費用の削減を図る。 

また，多職種によるＣＯＰ（コスト最適化：Cost Optimization）チームを中心にベン

チマークを活用しながら受託業者と積極的に連携し，さらなる材料費の縮減等に取り
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組む。 

 

【目標値】                                 （単位：％） 

指標 

福岡市立こども病院 

平成 30年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

給与費対医業収益比率 53.6 59.7 

材料費対医業収益比率 17.9 18.0 

 
うち薬品費対医業収益比率 5.9 5.6 

うち診療材料費対医業収益比率 11.7 12.0 

委託費対医業収益比率 8.9 10.5 

ジェネリック医薬品導入率 ※ 85.0 83.7 

※ジェネリック医薬品については，数量の割合で算出している。以下同じ。 

 

                                 （単位：％） 

指標 
福岡市民病院 

平成 30年度 
実績値 

令和２年度 
目標値 

給与費対医業収益比率 56.4 59.3 

材料費対医業収益比率 28.7 26.1 

 
うち薬品費対医業収益比率 9.2 8.4 

うち診療材料費対医業収益比率 19.5 17.7 

委託費対医業収益比率 7.1 7.5 

ジェネリック医薬品導入率 ※ 88.6 88.5 

 

 

第４ その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置 

 

１ 福岡市立こども病院における医療機能の充実 

 臨床研究や検証的臨床試験に積極的に取り組み，小児・周産期医療の発展や新薬の開発

に貢献する。 

 国際医療支援センターを中心に，職員の外国語能力・コミュニケーション能力の向上を

目指して，研修活動等を行う。 

 高度医療を行う小児総合医療施設として患者の治療・救命に全力を尽くすとともに，患

者・家族の選択肢の一つとして，臓器提供の申し出がなされた際は円滑に対応できるよう，

院内の体制の確立に向け必要な取組を行う。 

 ふくおかハウスにおける将来的な改修費用等に係る資金確保が図られるよう，個人や

企業からの支援確保に向け積極的な情報発信や働きかけを行っていく。 

 新病院基本構想で示された医療機能の基本的な考え方を踏まえ，引き続き病床の適切

な運用等に係る取組を進める。 

 熱帯感染症等の診断と治療を実践的に学ぶため，タイ王国の大学へ医師等を派遣する

熱帯医学短期研修を引き続き実施する。 
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 令和３年度に更新予定の電子カルテシステムおよび部門システムについて，ＷＧを立

ち上げ導入に向けて多角的に検討を行う。 

 

２ 福岡市民病院における経営改善の推進 

 公立病院に求められる，高度専門医療，高度救急医療及び感染症医療を提供するため，

医療資源の効率的な活用を図り，収支改善に努める。また，他医療機関において対応が困

難な救急患者の受入れや，在宅患者の緊急時入院受入れ等を積極的に行うとともに，院外

も含めた医療従事者への教育研修に取り組み，地域の医療水準向上に寄与することで地

域包括ケアシステムにおける地域の基幹病院としての役割を果たす。 

 中長期修繕計画に基づき，施設・設備の長寿命化や投資の平準化を図るとともに，将来

的な市民病院のあり方に関する検討状況を踏まえ，当該計画を適宜見直し，施設・設備の

適切な維持管理に取り組む。 
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第５ 予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 

１ 予算          

（単位：百万円） 

区     分 金   額 

収入      

  営業収益   17,622 

    医業収益 15,833 

    運営費負担金収益 1,612 

  

  

補助金等収益 96 

 寄附金収益 5 

 受託収入 76 

  営業外収益   204 

    運営費負担金収益 81 

    補助金等収益 4 

    その他営業外収益 118 

  資本収入   307 

    長期借入金 - 

  運営費負担金 307 

  
寄附金 - 

補助金等 - 

  その他収入   - 

  計 18,133 

支出      

  営業費用  15,888 

    医業費用  15,731 

      給与費 9,214 

      材料費 3,680 

      経費 2,718 

      研究研修費 118 

    一般管理費  157 

      給与費 101 

      経費 56 

  営業外費用   181 

  資本支出   2,564 

    建設改良費 1,713 

    償還金  851 

  その他の支出金   - 

  計 18,632 

（注１）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので，端数において合計とは一
致しないものがある。 

（注２）期間中の診療報酬の改定，給与改定及び物価の変動は考慮していない。 
［人件費の見積り］ 

期間中総額 9,315 百万円を支出する。なお，当該金額は，法人の役職員に係る報酬，
基本給，諸手当，法定福利費及び退職手当の額に相当するものである。 

［運営費負担金の繰出基準等］   
高度・小児医療等の不採算経費及び救急医療の確保に要する経費等については，毎年

度総務省が発出する「地方公営企業繰出金について」に準じた考え方により算出する。
建設改良費及び長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担金等については，経常
費助成のための運営費負担金とする。 
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２ 収支計画 

（単位：百万円） 

区     分 金     額 

収益の部 18,240 

 営業収益 18,036 

  医業収益 15,833 

  運営費負担金収益 1,612 

  補助金等収益 96 

  寄附金収益 5 

  資産見返負債戻入 414 

  受託収入 76 

 営業外収益 204 

  運営費負担金収益 81 

  その他営業外収益 122 

 臨時利益 - 

費用の部 17,681 

 営業費用 17,501 

  医業費用  17,284 

   給与費 9,421 

   材料費 3,680 

   経費 2,723 

   減価償却費 1,340 

   資産減耗費 1 

   研究研修費 118 

 

 

一般管理費  163 

 
その他営業費

用 
 53 

 営業外費用  181 

 臨時損失  - 

純利益 559 

目的積立金取崩額 - 

総利益 559 
（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので，端数において合計とは 

一致しないものがある。 
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３ 資金計画                  

（単位：百万円） 

区     分 金    額 

資金収入 22,960 

  業務活動による収入 17,826 

    診療業務による収入 15,833 

    運営費負担金による収入 1,693 

    その他の業務活動による収入 299 

  投資活動による収入 307 

    運営費負担金による収入 307 

    その他の投資活動による収入 - 

  財務活動による収入 - 

    長期借入れによる収入 - 

    その他の財務活動による収入 - 

  前事業年度からの繰越金 4,827 

資金支出 22,960 

  業務活動による支出 16,068 

    給与費支出 9,315 

    材料費支出 3,680 

    その他の業務活動による支出 3,073 

  投資活動による支出 1,594 

    有形固定資産の取得による支出 1,594 

  無形固定資産の取得による支出 - 

    その他の投資活動による支出 - 

  財務活動による支出 970 

    長期借入金の返済による支出 625 

    
移行前地方債償還債務の償還による

支出 
226 

    その他の財務活動による支出 119 

  翌事業年度への繰越金 4,328 
（注）計数は原則としてそれぞれ四捨五入によっているので，端数において合計とは 

一致しないものがある。 
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第６ 短期借入金の限度額 
 

１ 限度額 

2,000 百万円 
 

２ 想定される短期借入金の発生事由 

（１） 業績手当（賞与）の支給等による一時的な資金不足への対応 

（２） 予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等，偶発的な出費への対応 

 

第７ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

なし 

 

第８ 剰余金の使途 

決算において剰余金が生じた場合は，病院施設の整備，医療機器の購入，教育・研修

体制の充実等に充てる。 

 

第９ 地方独立行政法人福岡市立病院機構の業務運営等に関する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 

 （単位：百万円） 

施設及び設備の内容 予定額 財源 

病院施設，医療機器等整備 1,713   前中期目標期間繰越

積立金等 

 

２ 人事に関する計画 

人事評価制度の改善に引き続き取り組むとともに，教育・研修体制の充実等により，職

員のモチベーションの維持・向上を図る。 

また，適材適所を基本とした柔軟な人事配置を行うとともに，有期職員の活用やアウト

ソーシングの検討を積極的に行い，効果的・効率的な組織運営体制の構築を図る。 
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Ⅲ 参考資料 

１ 地方独立行政法人福岡市立病院機構定款 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第６条） 

第２章 組織 

第１節 役員及び職員（第７条－第 12条） 

第２節 理事会（第 13条－第 16 条） 

第３章 業務の範囲及びその執行（第 17条－第 20条） 

第４章 資本金，出資及び資産（第 21条） 

第５章 雑則（第 22 条・第 23条） 

附則 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この地方独立行政法人は，地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号。以下「法」

という。）に基づき，福岡市における医療施策として求められる救急医療，高度専門医療

等を提供すること等により，市内の医療水準の向上を図り，もって市民の健康の維持及び

増進に寄与することを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 この地方独立行政法人は，地方独立行政法人福岡市立病院機構（以下「法人」とい

う。）と称する。 

 

（設立団体） 

第３条 法人の設立団体は，福岡市とする。 

 

（事務所の所在地） 

第４条 法人は，事務所を福岡県福岡市に置く。 

 

（法人の種別） 

第５条 法人は，特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。 

 

（公告の方法） 

第６条 法人の公告は，福岡市公報に登載して行う。ただし，天災その他やむを得ない事情

により福岡市公報に登載することができないときは，法人の事務所の掲示場に掲示して

その登載に代えることができる。 

 

第２章 組織 

 

第１節 役員及び職員 

 

（役員の定数） 

第７条 法人に，次の役員を置く。 

(1) 理事長 １人 

(2) 副理事長 １人 

(3) 理事 ７人以内 

(4) 監事 ２人 

 

（役員の職務及び権限） 

第８条 理事長は，法人を代表し，その業務を総理する。 
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２ 副理事長は，法人を代表し，理事長の定めるところにより，理事長を補佐して法人の業

務を掌理し，理事長に事故があるときはその職務を代理し，理事長が欠けたときはその職

務を行う。 

３ 理事は，理事長の定めるところにより，理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌

理し，理事長及び副理事長に事故があるときは理事長があらかじめ指定した順序により

その職務を代理し，理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。 

４ 監事は，法人の業務を監査する。 

５ 監事は，監査の結果に基づき，必要があると認めるときは，理事長又は福岡市長（以 下

「市長」という。）に意見を提出することができる。 

 

（役員の任命） 

第９条 理事長及び監事は，市長が任命する。 

２ 副理事長及び理事は，理事長が任命する。 

 

（役員の任期） 

第 10条 理事長及び副理事長の任期は４年とし，理事の任期は２年とする。ただし，補欠

の役員（監事を除く。）の任期は，前任者の残任期間とする。 

２ 監事の任期は，任命の日から，その対応する理事長の任期（補欠の理事長の任期を含む。）

の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日（法第３４条第１項の規定による同項

に規定する財務諸表の承認の日をいう。）までとする。ただし，補欠の監事の任期は，前

任者の残任期間とする。 

３ 役員は，再任されることができる。 

  

（役員の兼任の禁止） 

第 11条 理事長，副理事長又は理事は，監事と兼ねることができない。 

 

（職員の任命等） 

第 12条 法人の職員は，理事長が任命する。 

２ 法人の職員の職の種類，職務及び任命その他法人の職員に関する事項については，法人

の規程（以下「規程」という。）で定める。 

 

第２節 理事会 

 

（設置及び構成） 

第 13条 法人に理事会を置き，理事長，副理事長及び理事をもって構成する。 

 

（招集） 

第 14条 理事会は，理事長が必要と認めるとき，又は副理事長及び理事の３分の１以上若 

しくは監事から会議の目的である事項を記載した書面を付して要求があったときに理事 

長が招集する。 

 

（議事） 

第 15条 理事会に議長を置き，理事長をもって充てる。 

２ 議長は，理事会を主宰する。 

３ 理事会は，副理事長及び理事の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 理事会の議事は，出席した副理事長及び理事の過半数をもって決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる。 

５ 監事は，理事会に出席して意見を述べることができる。 

 

（議決事項） 

第 16条 次に掲げる事項は，理事会の議決を経なければならない。 

(1) 法により市長の認可又は承認を受けなければならない事項 

(2) 年度計画に関する事項 
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(3) 予算及び決算に関する事項 

(4) 病院の診療科目及び病床数に関する事項 

(5) 規程の制定又は改廃（軽微な改正を除く。）に関する事項 

(6) 前各号に掲げるもののほか，理事会が定める重要事項 

 

第３章 業務の範囲及びその執行 

 

（病院の設置及び管理） 

第 17条 法人が設置し，及び管理する病院の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

名称 所在地 

福岡市民病院 福岡県福岡市博多区吉塚本町 

福岡市立こども病院 福岡県福岡市東区香椎照葉五丁目 

 

（業務の範囲） 

第 18条 法人は，第１条の目的を達成するため，次に掲げる業務を行う。 

(1) 医療を提供すること。 

(2) 医療に関する調査及び研究を行うこと。 

(3) 医療に関する従事者の研修を行うこと。 

(4) 前３号に掲げる業務に付帯する業務を行うこと。 

 

（緊急の必要がある場合の市長の要求） 

第 19条 法人は，災害が発生し，若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生

上重大な危害が生じ，若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため市長が必

要と認める場合に，市長から前条第 1 号又は第 2 号に掲げる業務のうち必要な業務の実

施を求められたときは，正当な理由がない限り，その求めに応じ，当該業務を実施しなけ

ればならない。 

 

（業務方法書） 

第 20条 この定款に定めるもののほか，法人の業務の執行に関し必要な事項は，業務方法

書の定めるところによる。 

 

第４章 資本金，出資及び資産 

 

第 21 条 法人の資本金は，法第 66 条の２第１項の規定により福岡市から法人に対し出資

されたものとされる金額とする。 

２ 法第 66条の２第１項に規定する承継される権利に係る財産のうち土地及び建物は，別

表第１のとおりとする。 

３ 福岡市から法人に対し譲渡される資産のうち建物は，別表第２のとおりとする。 

 

第５章 雑則 

 

（残余財産の帰属） 

第 22 条 法人が解散した場合において，その債務を弁済してなお残余財産があるときは，

当該残余財産は，福岡市に帰属する。 

 

（規程への委任） 

第 23 条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか，法人の運営に関し必要な事項は，

規程の定めるところによる。 

 

附 則 

この定款は，法人の成立の日から施行する。 

附 則 

この定款は，平成 26 年 11 月１日から施行する。 



 - 38 - 

附 則 

この定款は，平成 30 年４月１日から施行する。 

 

別表第１ 

 

 １ 土地 

地    番 面積 

 

福岡市博多区吉塚本町２９１番２ 

平方メートル 

5,017.78 

福岡市博多区吉塚本町１３０番１１ 1,011.00 

福岡市中央区唐人町二丁目１３３番２ 16,927.88 

福岡市東区香椎照葉五丁目２６番３９ 35,000.00 

  

２ 建物 

名   称 所 在 地 面積 

福
岡
市
民
病
院 

病院 福岡市博多区吉塚本町２９１番地２ 平方メートル 

延べ 13,603.44 

機械室 福岡市博多区吉塚本町２９１番地２ 4.72 

看護師宿舎 福岡市博多区吉塚本町２９１番地２ 延べ 522.44 

 

 

 

別表第２ 

 

名  称 所 在 地 面積 
福
岡
市
立
こ
ど
も
病
院
・
感
染
症
セ
ン
タ
ー 

病院 福岡市中央区唐人町二丁目 133番地２ 平方メートル 

延べ 15,095.67 

物置 福岡市中央区唐人町二丁目 133番地２ 16.91 

物置 福岡市中央区唐人町二丁目 133番地２  18.99 

物置 福岡市中央区唐人町二丁目 133番地２ 延べ 123.20 

機械室 福岡市中央区唐人町二丁目 133番地２ 5.28 

機械室 福岡市中央区唐人町二丁目 133番地２ 74.75 

機械室 福岡市中央区唐人町二丁目 133番地２ 5.04 

機械室 福岡市中央区唐人町二丁目 133番地２ 29.25 

研修所 福岡市中央区唐人町二丁目 133番地２ 延べ 294.74 

看護師宿舎 福岡市中央区唐人町二丁目 133番地２ 延べ 474.50 

看護師宿舎 福岡市中央区唐人町二丁目 133番地２ 延べ 474.50 

患児家族宿泊施設 福岡市中央区唐人町二丁目 133番地２ 延べ 208.88 
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２ 役員 

 
（令和２年４月１日現在） 

役 職 氏  名 備 考 任  期 

理 事 長 原  寿 郎 福岡市立こども病院 院長 
平成 31年 4月 1日 

～令和 4年 3月 31日 

副理事長 桑 野  博 行 福岡市民病院 院長 
平成 31年 4月 1日 

～令和 4年 3月 31日 

理 事 石 原  進 九州旅客鉄道株式会社 相談役 
令和 2年 4月 1日 

～令和 4年 3月 31日 

理 事 神 坂  登 世 子  前 福岡県看護協会 会長 
令和 2年 4月 1日 

～令和 4年 3月 31日 

理 事 久 保  千 春 九州大学 総長 
令和 2年 4月 1日 

～令和 4年 3月 31日 

理 事 野 中  耕 太 運営本部 運営本部長 
令和 2年 4月 1日 

～令和 4年 3月 31日 

監 事 久 留  和 夫 公認会計士 
平成 30年 4月 1日 
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Ⅳ 令和元年度の業務実績に関する評価結果報告 

１ 全体評価 

（１）評価結果及び判断理由 

〈評価結果〉 

第３期中期目標期間の３年目である令和元年度の業務実績に関する評価については，小項目評価の

結果を踏まえ，第１の大項目評価は「評価Ａ」，第２，第３及び第４は「評価Ｂ」となる。 

この大項目評価の結果を踏まえ，両病院ともに，医療水準の更なる向上を目指し，医療機能の強化

や経営の効率化等に取り組んでいることなどから，令和元年度の業務実績は，「中期計画の実現に向け

て計画どおり進んでいる」と評価する。 

 

〈判断理由〉 

福岡市から独立した法人として，理事長を中心に，両病院と運営本部が一体となった運営体制を構

築し，経営管理の徹底を図っている。 

福岡市立こども病院においては，これまで培ってきた小児医療及び周産期医療の更なる充実を図る

とともに，胎児循環器科を新設するなど患者ニーズや医療環境の変化に即した診療体制の見直し等を

行っている。 

福岡市民病院においては，４疾病（がん，脳卒中，急性心筋梗塞及び糖尿病）への対応を中心に高

度専門医療及び高度救急医療の更なる充実を図るとともに，新型コロナウイルス感染症への対応で

は，第二種感染症指定医療機関として福岡市における感染症医療の中心的な役割を果たしている。 

経営収支面では，施設基準に必要な運用方法の見直し等により増収が図るとともに，経費全般にお

いて価格交渉の徹底等により費用削減にも取り組んだ結果，市立病院機構全体では６億 300万円余の

当期純利益を確保しており，経営の安定化が図られている。 

 

項     目 
評価点

（ａ） 

標準点

（ｂ） 
ａ／ｂ×100 大項目評価 

第１ 住民に対して提供す

るサービスその他の業務の

質の向上に関する目標を達

成するためとるべき措置 

 

８３ 

 

６９ 

 

１２０％ 

Ａ 

計画以上に 

進んでいる 

第２ 業務運営の改善及び

効率化に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

 

１２ 

 

１２ 

 

１００％ 

Ｂ 

おおむね計画どおり 

進んでいる 

第３ 財務内容の改善に関

する目標を達成するためと

るべき措置 

 

３７ 

 

３３ 

 

１１２％ 

Ｂ 

おおむね計画どおり 

進んでいる 

第４ その他業務運営に関

する重要事項を達成するた

めとるべき措置 

 

１４ 

 

１２ 

 

１１６％ 

Ｂ 

おおむね計画どおり 

進んでいる 
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（２）全体評価にあたって考慮した内容 

〈特筆すべき取組み〉 

≪福岡市立こども病院≫ 

・胎児心臓病に特化した胎児循環器科を新設し，出生前管理及び出生後の治療提供体制強化に取り組ん

だ。 

・腎疾患科及び内分泌・代謝科における移行期クリニカルパス構築など，地域医療や医療連携に取り組ん

だ。 

・タイ王国の大学での熱帯医学短期研修への医師派遣や各種研修の実施などスタッフの専門性や医療技

術の向上に取り組んだ。 

≪福岡市民病院≫ 

・ＰＣＩを含む手術や経皮的心筋焼灼術等の専門性の高い手術に取り組むなど，高度専門医療のさらなる充

実を図った。 

・福岡市内の急性期病院における最多の脳卒中連携パスの使用実績や，「特定行為研修指定研修機関」と

しての認定を受けるなど，地域医療や医療連携に取り組んだ。 

・職員が長く働き続けられる職場環境づくりの推進により，看護職員の離職率の低下につながった。 

≪両病院≫ 

・新型コロナウイルス感染症への対応については，迅速な体制整備を行うとともに，積極的に患者を受入れ

た。 

 

（３）評価にあたっての意見，指摘等 

・新型コロナウイルス感染症による開業医への受診抑制などもあることから，地域全体で情報交換しながら

目標をたてる必要がある。 

・コロナ以外の疾患についての受診控えも，病院経営に影響するため，データ分析し，今後の戦略を検討さ

れたい。 

・評価にあたっては，目標値や前年度実績値と比較することになるが，実績値に重きをおいて評価をするの

もよいのでは。 



 - 42 - 

２ 小項目評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
項
目

市
評
価

こども 3

市民 3

こども 4

市民 4

4

こども 3

市民 3

3

こども 4

市民 4

こども 4

市民 4

○院内感染防止対策の徹底，医療安全対策の強化による医療の質の向上など，患
者を中心とした，安心・安全な医療の提供に取り組んでいる。
○新たにＮＩＣＵへの病棟薬剤師配置，全職員に対するＴｅａｍＳＴＥＰＰＳ推進の研修
会の開催，クリニカルパスの対象科数増加など医療安全対策に積極的に取り組んで
おり，年度計画を上回って実施していると判断されるため，「評価４」とする。

○「福岡県小児等在宅医療推進事業」の拠点病院，「小児慢性特定疾病児童等レス
パイト支援事業」への参加，「福岡県母体搬送コーディネーター事業」の中核病院な
ど，積極的に患者を受け入れて，地域の医療提供ネットワーク構築に貢献している。
○一部の指標で目標値を下回ったものの，紹介率・逆紹介率，医療的ケア児のレス
パイト入院の受入実績などは目標値，昨年度実績を上回っており，腎疾患科及び内
分泌・代謝科で新たに移行期クリニカルパスを構築するなど，地域医療や医療連携
に積極的に取り組んでおり，年度計画を上回って実践していると判断されるため，
「評価４」とする。

(3) 災害時等の迅速かつ的確な対応

○両病院において，災害発生等に備えた訓練の実施や設備・物品の点検の徹底が
図られたほか，大規模災害に備えて，他地域の医療機関と協定に基づく相互応援体
制構築に努めている。
○福岡市民病院においては，新たに災害時事業継続計画を策定するとともに，両病
院とも新型コロナウイルス感染症の流行に際して，患者増加を見込み受入れ体制を
整えるなど，迅速かつ的確に取り組んでおり，年度計画を上回って実施していると判
断されるため，「評価４」とする。

○両病院において，市民に対する「病院指標」や「患者用クリニカルパス」のホーム
ページ公開，院内のデジタルサイネージを活用した情報発信を行うとともに，こども
病院ではＳＮＳ活用や「こども病院フェスタ」の開催，市民病院では案内パンフレット
のリニューアルなど，市民に開かれた病院づくりに取り組んでおり，年度計画を順調
に実施していると判断されるため，「評価３」とする。

３　医療の
質の向上

(1) 病院スタッフの確保と教育・研修

○看護実習生の受け入れ，研修医や医学部学生を対象とした病院見学会開催など
の人材確保に向けた取組み，新人看護師への計画的な研修の実施，認定看護師等
育成支援計画による資格取得者の支援など人材育成を推進している。
○タイ王国の大学での熱帯医学短期研修への医師派遣，委託業務職員に対する研
修会開催などスタッフの専門性や医療技術の向上などに積極的に取り組んでおり，
年度計画を上回り実施していると判断されるため，「評価４」とする。

２　患者
サービス

(1) 患者サービスの向上

○看護実習生の受け入れ，病院見学会開催などの人材確保に向けた取組み，医療
安全体制や院内感染対策など計画的な研修の実施，認定看護師等育成支援計画
による資格取得の支援など人材育成を推進している。
○職員が長く働き続けられる職場環境づくりの推進による看護職員離職率の低下，
看護師の特定行為に係る「特定行為研修指定研修機関」の指定を受けるなど，病院
スタッフの確保及び資質向上に積極的に取り組んでおり，年度計画を上回って実施
していると判断されるため，「評価４」とする。

(2) 信頼される医療の実践

○地域医療支援病院として，かかりつけ医や地域の医療従事者に対する各種研修
会の実施，在宅患者の緊急時の積極的な受け入れなど地域の医療機関と連携強化
を推進している。
○一部の指標で目標値を下回ったものの，紹介率・逆紹介率は高水準で目標値を
上回り，福岡市内の急性期病院において，脳卒中連携パスが最多の使用実績，院
外看護師研修生も受け入れる「特定行為研修指定研修機関」として認定されるなど，
地域医療や医療連携に積極的に取り組んでおり，年度計画を上回って実施している
と判断されるため，「評価４」とする。

○院内感染防止対策や医療安全対策地域連携ネットワークによる地域における医
療安全対策の質の向上，安心・安全な医療の提供に取り組んでいる。
○すべての指標で目標値・昨年度実績を上回っており，病院機能評価３ｒｄＧ：ver2.0
の認定，200床以上の医療機関との比較によるクリニカルパスの高い使用率など，
医療安全対策に積極的に取り組んでおり，年度計画を上回って実施していると判断
されるため「評価４」とする。

小項目 評価の判断理由・評価のコメントなど

第１　住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

１　医療
サービス

(1) 良質な医療の実践

○胎児循環器科の新設，多職種協働の「入退院支援推進チーム」や「早期離床・リ
ハビリテーションチーム」を設置するなど，診療機能の強化・充実に取り組んでおり，
年度計画を順調に実施していると判断されるため，「評価３」とする。

○脳卒中急性期，急性期心血管疾患，重症患者の救急搬送を積極的に受入れるな
ど，高度専門医療の充実に取り組むとともに，新型コロナウイルス感染症の対応に
際しては，第二種感染症指定医療機関として福岡市における感染症医療の中心的
な役割を果たすなど，年度計画を順調に実施していると判断されるため，「評価３」と
する。

○退院時アンケート等の意見を踏まえ，院内環境を整備したほか，「一人一花運動」
による花壇の充実，外国人支援通訳サポーター登録ボランティア増員，患児家族滞
在施設（ふくおかハウス）増室など，患者サービスの向上に取り組んでおり，年度計
画を順調に実施していると判断されるため「評価３」とする。

○患者満足度調査による患者ニーズを把握し，療養環境改善等を図ったほか，床頭
台の全面更新，院内コンサートの定期開催など，患者サービスの向上に取り組んで
おり，年度計画を順調に実施していると判断されるため「評価３」とする。

(2) 情報発信

(2) 地域医療への貢献と医療連携の
推進
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こども 4

市民 3

3

こども 4

市民 3

3

こども 4

市民 3

第２　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とるべき措置

第３　財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

１　自律性・機動性の高い運営管理体制の充実

○病院長のリーダーシップの下，機動性の高い病院経営が行われており，また，業
務執行の適格性の検証，経済性・効率性の追求を徹底するなど地方独立行政法人
制度の特徴を活かした運営管理体制の充実に努めており，年度計画を順調に実施
していると判断できるため，「評価３」とする。

２　事務部門の機能強化

○病院の事務の簡素化・効率化に努めたほか，病院間における人事異動を実施，
院内主要会議のペーパーレス化，事務部門の機能強化に努めるなど年度計画を順
調に実施していると判断されるため「評価３」とする。

３　働きがいのある職場環境づくり

○就学前児童を持つ職員の労働環境向上のため夜間保育の継続実施や「看護師
働き方検討会議」の開催，有期職員就業規則等の一部改正など，職員が働きやす
い職場環境の整備に向けた取り組みを行っており，年度計画を順調に実施している
と判断されるため「評価３」とする。

４　法令遵守と公平性・透明性の確保

○職員に対する服務規律，個人情報保護等の教育・指導を徹底するとともに，監事
による監査，カルテ開示委員会による開示可否など，市立病院として，公平性・透明
性の確保に努めており，年度計画を順調に実施していると判断されるため，「評価３」
とする。

○収支改善による利益確保や価格交渉の徹底等による医業費用の抑制などによ
り，自己財源の確保が認められることから，年度計画を順調に実施していると判断さ
れるため，「評価３」とする。

１　経営基
盤の強化

(1) 経営基盤の強化と運営費負担金
の縮減

○積極的な増収対策や費用削減が着実に進められており，経営基盤の強化が図ら
れている。
○全ての指標で目標値を上回っており，特に，経常収支比率は，全国の小児専門病
院の中で高い水準にあることなどを評価し，年度計画を上回って実施していると判断
されるため，「評価４」とする。

○高度専門医療，救急医療等に継続して取り組み，必要な人員配置等の医療資源
投入を行っているが，全ての指標で目標値を下回っている。
○一方で，指標の目標値に対する実績値の達成率は，平均で95％を超えているこ
と，脳卒中急性期，急性期心血管疾患，重症患者の救急搬送を積極的に受入れて
いること，さらに新型コロナウイルス感染症の対応に際しては，福岡市における感染
症医療の中心的な役割を果たすため，一般病棟の病床確保を行っていることなどを
勘案し，年度計画を順調に実施していると判断して，「評価３」とする。

(2) 投資財源の確保

第４　その他業務運営に関する重要事項を達成するためとるべき措置

２　収支改
善

(1) 収益確保

○効率的な病棟運用の施策，院内ワーキングチームの活用による診療報酬請求の
一次査定率の抑制など，年度計画どおり収益の確保が図られた。
○一部の指標で目標値を下回っているものの，新規入院患者及び１人１日当たり入
院単価等は目標値を上回っており，医業収益も予算を上回っていることから，年度計
画を上回って実施していると判断されるため，「評価４」とする。

○施設基準の類上げ，医師事務作業補助者の増員，未収金対策に取り組むなど，
収益確保に努めているが，手術件数を除くすべての指標で目標値を下回っている。
○一方で，指標の目標値に対する実績値の達成率は，平均で96％を超えているこ
と，外来のインフォメーションボード等に企業広告を導入するなど，収益確保に努め
ていること，新型コロナウイルス感染症の対応に際しては，福岡市における感染症医
療の中心的な役割を果たすため，一般病棟の病床確保を行っていることなどを勘案
し，年度計画を順調に実施していると判断して，「評価３」とする。

(2) 費用削減

○診療材料をはじめとした経費全般において，価格交渉など経費削減に努めるとと
もに，計画的な修繕を行うなどアセットマネジメントを推進し，年度計画を順調に実施
していると判断されるため，「評価３」とする。

１　福岡市立こども病院における医療機能の充実

○臨床研究や治験業務に積極的に取り組み，小児・周産期医療の発展や新薬の開
発に貢献するなど，医療機能の充実が図らている。
○川崎病センターの症例数や先天性心疾患に係る手術症例数が，４年連続全国一
となるとともに，臨床研究においても川崎病の新病態を解明し，欧州一流紙に発表す
るなどの成果を挙げたことを評価し，年度計画を上回って実施していると判断される
ため，「評価４」とする。

２　福岡市民病院における経営改善の推進

○必要な医療資源の投入やアセットマネジメントに基づく医療機能の維持に努め，高
度専門医療，救急医療及び感染症医療などの提供により，地域の医療の底上げに
寄与しており，年度計画を順調に実施していると判断されるため，「評価３」とする。
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Ⅴ 第３期中期目標期間の業務実績に関する見込評価結果報告 
 
１ 全体評価 

評価結果及びその判断理由 

〈評価結果〉 

第３期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に関する大項目評価については，下表及び４ページ

以降に示すように第１項目を評価Ａ（目標以上を達成する見込み），第２項目から第４項目までを評価Ｂ（お

おむね目標どおり達成する見込み）と判断した。 

この大項目評価の結果を踏まえ，第３期中期目標期間の４年間（平成 29 年度～令和２年度）においては，

救急医療，小児医療，周産期医療を始めとする高度医療の更なる充実や患者サービスの向上などに取り組

んだことにより，良質な医療の実践が図られるとともに，経営の効率化等に努めたことにより，経営基盤の強

化が図られていることなどから「全体として中期目標を達成する見込みである」と評価する。 

 

〈判断理由〉 

新公立病院改革ガイドラインを踏まえ，救急医療，小児医療，周産期医療を始めとする高度医療の更なる

充実を図るため，こども病院においては「腎・泌尿器センター」をはじめ各種センター・診療科を新設するな

ど，高度小児医療，小児救急医療及び周産期医療のさらなる充実が図られている。福岡市民病院において

は，４疾病（がん，脳卒中，急性心筋梗塞及び糖尿病）への対応を中心に高度専門医療や救急医療のさらな

る充実を図るとともに，第二種感染症指定医療機関として，福岡市の感染症医療の中核的な役割を果たし

ている。それらに加え，両病院ともに地域医療支援病院としての役割を踏まえ，積極的な病病連携・病診連

携に取り組むとともに，大規模災害発生に備えて相互応援体制の強化に努め，医師・看護師の被災地派遣

を行うなど，市立病院に求められる役割を果たしている。 

 また，患者のニーズを的確に捉えたうえで，患者サービスの向上を図るとともに，研修体制の充実や資格

取得の奨励により，職員の資質向上や専門職としての知識・技術の向上を図っている。 

 さらに，両病院ともに，病院長のリーダーシップのもと，医療情勢の変化や患者のニーズに効果的に対応

ができるよう，病院の実態に即した機動性の高い病院経営に取り組んでいる。 

 こうした取り組みの結果，病床利用率の向上や手術件数の増加などによる医業収益の増加に加え，コスト

パフォーマンスを考慮した診療材料等の選定や価格交渉の徹底など費用削減の取り組みにより，法人全体

として当期純利益を確保し，着実に経営の安定化が図られている。 

 

 

 

 

 
 

項   目 
年度評価結果 

第 3 期中期目
標期間の見込

評価結果 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度  

第１ 住民に対して提供するサービスその他
の業務の質の向上に関する目標を達
成するためとるべき措置 

Ａ Ａ Ａ  Ａ 

第２ 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にとるべき措置 

 
B B Ｂ  B 

第３ 財務内容の改善に関する目標を達成
するためとるべき措置 

 
B B Ｂ  B 

第４ その他業務運営に関する重要事項を
達成するためとるべき措置 

 
Ａ B Ｂ  B 

※年度評価結果「Ａ」は「計画以上に進んでいる」，「Ｂ」は「おおむね計画どおり進んでいる」。 

中期目標期間見込評価結果「Ａ」は「目標以上を達成する見込み」，「Ｂ」は「おおむね目標どおり達成する見込み」。 
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特筆すべき取組 

１ こども病院 

  ●小児医療専門施設では全国初となる「腎・泌尿器センター」の新設や各種診療科の新設 

（平成 29 年度，令和元年度） 

  ●NICU（新生児集中治療室）及び GCU（回復治療室）の病床再編（平成 30 年度） 

  ●川崎病及び先天性心疾患にかかる手術症例４年連続全国一位（平成 29 年～令和元年） 

●急性弛緩性脊髄炎に係る調査研究の成果が認められ，急性弛緩性麻痺が五類感染症として追加され

る（平成 29 年度） 

  ●患児家族滞在施設（ふくおかハウス）の増室（令和元年） 

２ 市民病院 

  ●「特定行為研修指定研修機関」の指定（令和元年） 

  ●医療安全対策の地域連携の開始（平成 30 年度） 

  ●災害時事業継続計画の策定（令和元年） 

３ 両病院共通 

  ●平成 30 年 7 月豪雨への医師・看護師の派遣（平成 30 年） 

  ●「看護師働き方改革検討会議」の設置及び検討の推進（平成 30 年） 

  ●新型コロナウイルス感染症への対応（令和元年～令和２年） 

４ 法人全体 

  ●「事務職員人材育成プラン」を踏まえた事務局間の人事異動の実施 
  ●業務方法書の変更及び内部統制推進責任者の指定（平成 30 年度） 

 
 

今後改善を期待する取組 

○市立病院として求められる高度専門医療，救急医療，感染症医療等の医療体制の更なる充実 

○患者ニーズや地域医療構想を踏まえた診療機能の充実や見直し 

○時間外勤務の削減や生産性向上など働き方改革の推進 

○医療環境の変化に対応した安定的な収益の確保 

○医師や看護師など優れた人材の確保と育成 

○自律性・機動性の高い運営管理体制の継続と更なる費用の削減 
○計画的な維持補修による施設の長寿命化や投資の標準化などのアセットマネジメントの推進 
 

 
その他（意見，指摘等） 

○令和２年度の目標値は，新型コロナウイルス感染症による影響が考慮されていないため，実績値は大幅

な減少が予想されることから，これを踏まえた客観的な評価方法を検討されたい。 

○第４期中期目標期間の評価については，定性的な評価を行っているところも，より客観的なデータに基づ

いて評価できるよう検討されたい。 

○地域包括ケアシステムにおける役割において，専門的な知識・ノウハウを持つこども病院の看護師による

訪問看護の支援や，早期退院・在宅療養に向けた市民病院と地域との連携は重要であり，今後も取り組

まれたい。 
○平成 29 年度に急性弛緩性脊髄炎の研究の成果が米国一流紙へ掲載されたことや，厚生労働省が五類

感染症として追加したことは高く評価できる。 
 

 

（参考）地方独立行政法人福岡市立病院機構評価委員会 委員名簿                                                                               

区 分 氏  名 職     名 

委 員 長 松 浦  弘 福岡市医師会 副会長 

副委員長 福 田 治 久 九州大学大学院医学研究院 准教授 

委    員 藤 也寸志 九州がんセンター 院長 

委    員 大和 日美子 福岡県看護協会 会長 

委    員 行 正 晴 實 公認会計士 
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