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Ⅰ はじめに 

 

１．事業の概要 

「世界を視野に地域から始めよう」のスローガンのもと、生命科学・環境科学、エネル

ギー科学の分野において、国際的に通用する、特色ある高度な学術研究を宮崎から世界へ

発信している。また、地球規模で自らの将来を俯瞰できるグローバル人材を育成・輩出し、

地域の知の拠点として燻し銀のように輝き続ける大学を目指して、不断の改革に取り組

んでいる。 

 

２．法人をめぐる経営環境 

   国立大学法人を取り巻く現在の経営環境としては、国立大学法人化以降、運営費交付金

は減少傾向となっている。さらに、「地域貢献」「専門分野」「世界・卓越」の「三つの重

点支援の枠組み」による運営費交付金の予算再配分制度、及び、成果を中心とした実蹟状

況に基づく配分の仕組みの導入によって、大学間の競争がより鮮明になり、財源の確保が

厳しい状況に置かれており、経営力強化に向けた財務基盤の強化を図ることが重要であ

る。 

このような中で本学は、教育・研究・診療等の充実に向け、地域ニーズに基づいた教育

研究組織の整備や共同研究・受託研究等の積極的な外部資金の獲得、一般管理費等の経費

削減に努めながら、学内資源の戦略的・重点的な配分見直しを図り、これらの活動を充実

させる取組に努めている。 

 

３．事業の経過及びその成果 

本学では、第３期中期目標期間（平成 28 年度～令和３年度）における本学の活動の道

標となる「宮崎大学未来ビジョン」を策定している。本ビジョンは、『異分野融合を軸に

「地の利、人の利」を活かした教育研究等の推進』や『地域と共に興す「新たに光る宮崎

ブランド」の確立と発信』を目標とし、人材育成・研究・グローバル化・医療・大学運営

の視点からまとめたものである。 

   本ビジョンを実現するため、令和３年度においては、次のような事業を実施した。 

 

（１）Vision１「異分野融合を軸とした研究・技術開発の推進」 

１）重点領域研究プロジェクトの推進 

本学では、「生命科学」を基盤とし、「環境」、「食」、「エネルギー」を 加えた４つを本

学の重点研究分野とし、学部、学科および各センターがそれぞ れの枠を超えて連携融合

した研究を推進しており、第３期では、４つの重点研 究分野の中から、「生命科学分野」

における重点領域研究として「生命20プロ ジェクト」を、「環境保全、再生可能エネル

ギー、食の科学分野」における重 点領域研究として「農工20プロジェクト」を、それぞ

れテーマを選定の上、全 ての教員をいずれかのプロジェクトに位置づけ、異分野融合研

究を軸に、地域 の特質を活かした研究を戦略的に推進した。第３期中期目標期間の最終

年度で ある令和３年度は、第４期に向けた重点領域研究の新たな枠組みについて、全 学
的研究ミッションを「地域共生社会の実現に向けた研究の推進と社会実装」 とし、それ
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を推進する重点研究分野（生命、環境、エネルギー、食、共生）を 決定するとともに、

特に推進する３つの柱「健康寿命日本一に向けた異分野融 合研究」、「持続可能な社会を

目指した次世代産業の創出」及び「多様性を重 視した地域社会の基盤構築」を掲げ、社

会的インパクトの創出を含む研究活 動、研究成果の創出等、地域を軸としながらも世界

を視野に入れた基盤研究か ら社会実装までを分野横断的かつ柔軟に推進することで、喫

緊の課題解決だけ でなく確固たる知の集積を着実に実施し、地(知)の拠点としての地位

を確立することとした。 

２）重点領域研究プロジェクトの成果 

① 生命科学分野の研究 

研究成果が毎年約 200 報の原著論文として公表されており、そのうち 20 報程

度がトップ５％論文誌に掲載されている。同分野では第３期中期目標期間に評価

される学術研究成果（トップ５％論文等）を新たに 23報創出するという目標計画

を大幅に上回り、毎年度 20報以上の成果を公表している。 

② 環境・エネルギー・食の分野の研究 

第３期中期目標期間に実用化した研究成果は、平成 28 年度に１件、29 年度に

３件、30年度に６件、令和元年度７件、令和２年度２件、令和３年度３件と合計

22件の製品及び技術が生まれ、地域活性化に貢献している。 

 

３）異分野融合研究の取組 

① 平成 28 年度から５年間の継続プロジェクトである機能強化経費「ロコモティ

ブシンドローム（ロコモ）の病態解明・対策」事業において、超高齢化社会におい

ての課題であるロコモの病態解明と予防を進め、健康寿命の延伸を図るために、

啓発活動、検診事業、人材育成、機器開発や食品開発等に取り組み、地方創生に繋

がるモデル事業を実施した。令和３年度には、医工連携による異分野融合型の臨

床研究が開始され、遊びながら楽しくロコモを予防・改善する新感覚ロボットシ

ステム「ロコボット」を開発し、運動機能の改善のためのリハビリ期間の短縮化

や効率化、人件費の抑制等に期待され、スポーツトレーニングや老人ホーム等で

高齢者のロコモ予防、認知症予防に役立つと考えている。 

② 産学・地域連携センター、農学部、工学部、医学部、産業動物防疫リサーチセ

ンターとの異分野融合研究により、ブルーベリー葉(茎)抽出成分の新型コロナウ

イルスに対する効果を調べた結果、特定成分を豊富に含む粗精製分画に、強い抗

ウイルス効果が確認でき、特許申請(R2)を行った。この研究成果をもとに、抗ウ

イルス効果の強い分画から活性化の本体となる物質を特定化するとともに、ブル

ーベリーの茎・葉から抽出した天然物由来の成分を用いて、with/post コロナ社会

に役立つ機能性素材として、「ブルーベリー教授のくにさと 35 号のど飴」の製品

化につながった。 

③ 工学部を中心とする研究チーム（協力：農学部及び宮崎県畜産試験場）が、AI

（人口知能）と AR（拡張現実）技術を活用した「豚の体重が見える眼鏡」を開発

した。この装置は、両手がフリーな状態で使用できるため、豚の体重を見ると同

時に他の作業に従事でき養豚業における作業を効率化することができる。この研

究は、農林水産省の「2021 年農業技術 10大ニュース」に選定された。 
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（２）Vision２「地域への高度医療提供・健康促進」 

１）臨床研究の推進 

臨床研究データの信頼性向上を図るため、症例データ管理（EDC）システムを研究

に適用するとともに、臨床研究を促進し、研究成果を広く浸透させるため、第３期中

期目標期間において学部内措置による臨床研究支援経費及び英語論文支援経費を配

分し、臨床研究の推進、英語臨床論文の作成支援を行った。 

これらの取組は、毎年度 100 報前後（令和２年度 104 報、令和３年度 126 報）の

英語臨床論文発表に寄与している。 

 

 ２）総合医育成のための卒前・卒後研修・専門医の一貫教育プログラム 

地域で活躍する総合診療医を育成するための卒前・卒後研修・専門医の一環プロ

グラムを実施(H29～)し、地域医療臨床実習を必修化(H30～)し、大学が指定管理者と

して管理を行う田野病院での診療に加え、さざんか苑での老人保健施設の回診やデイ

ケアの送迎に同行し、保健・医療・福祉・介護の活動を通じて、地域医療と地域包括

ケアシステムを意識した実習を実施するとともに同病院及び介護施設において、地域

医療臨床実習以外にも多くの教育プログラムを実施した。令和３年度から新しく名称

変更及び内容も変更した「All Miyazaki 総合診療専門研修プログラム」において、

オンライン勉強会、月一回のレジデント勉強会及び初期研修や医学生を巻き込んだ合

同勉強会を春と冬に開催した。また、初期研修医の中でも令和３年度に初めて慈恵医

大研修医を４名も受け入れたことは、都市部の医師に地方の実態を正しく理解しても

らう上でもこの意義は大きいと考える。このように All Miyazaki 総合診療プログラ

ムへの改変もあり主たる養成機関を宮崎県都農町国保病院に移したことが大きく影

響し、過去最高の専攻医登録数である３名を確保できた。この３名は全て本学卒業生

であり、医学部並びに附属病院における教育の拠点として設置したコミュニティ・メ

ディカルセンターでの実習を経た若手医師であると考えると大きな成果である。 

 

（３）Vision３「地（知）の拠点整備事業の深化と定着」 

１）地域の雇用創出に向けた取組 

産学・地域連携センター内に「地域人材部門」を設置（令和２年４月）したことに

より、県内の産学金労官の連携を強力にリードする推進力と実行力を備えた「Do & 

Think Tank」拠点となり、宮崎県内の産業人材育成に取り組むための産学金労官の連

携体「産業人財育成プラットフォーム」の事務局、及び県内大学等の連携体「高等教

育コンソーシアム宮崎」の事務局を併せて所管し、産業や地域を支える人材育成、キ

ャリア形成支援及び地域に視点を置いた学びの提供を行っている。これを契機に、宮

崎県総合政策部との連携が強化され、共通の課題認識のもと県の政策と大学における

人材育成を連動させる動きが活発化した。今後も引き続き、本学の計画に基づき県と

連携を取りながら、県内における若者の定着に向けて取組を展開することとしてい

る。 
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２）大学発ベンチャー企業の育成支援 

 本学の研究成果や知的財産に基づく大学発ベンチャー起業の積極的な創出を目指

し、コーディネート活動を推進した結果、第３期中期目標期間で大学発ベンチャー５

社、大学発学生ベンチャー１社（うち令和２年度は大学発ベンチャー１社）の設立を

実現している。併せて、大学発ベンチャー設立時の学内施設の提供制度やライセンス

対価を新株予約券で賄う制度を整備するなど、大学発ベンチャー起業の創出・支援に

積極的に取り組んでおり、新株予約券制度を適用している「ひむか AMファーマ」（H28

設立）は、令和２年度に、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の事業に

おいて、新しい作用機序による COVID-19 肺炎治療薬の早期実現に向けた開発を本学

と共同で実施している。また、「株式会社 Smolt」（R1設立学生ベンチャー）が、新商

品「つきみいくら」が宮崎県内の農畜水産物を活用して令和２年度に開発された新商

品の品評を行うイベント「MIYAZAKI FOOD AWARD 2021」において、最終審査まで進む

健闘をみせ、令和３年度「STI for SDGs」アワード（JST が実施する科学技術イノベ

ーションを用いて社会課題を解決することにより SDGs の達成を目指す特に優れた取

組を表彰する制度）において「科学技術振興機構理事長賞」を受賞した。さらに、同

学生ベンチャーは、九州・山口ベンチャーマーケット 2021 において、地域活性化賞

を受賞、サステナブルシーフードアワードにおいてファイナリストに選出された。 

また、令和３年 11月に産学・地域連携センター（産学・地域連携施設）１階に「宮

崎大学発ベンチャーシェアオフィス」として複数（５～６社程度）のベンチャーが入

居できるシェアオフィスを設置し、新たなイノベーションの拠点となるよう、大学発

ベンチャー企業の創出・支援等を推進している。 

 

（４）Vision４「グローバルキャンパスの構築」 

１）バングラデシュ ICT 技術者を対象とした地方人材導入支援の取組 

高度外国人材の国内就業支援パイロットモデルの構築を目的に、JICA、ICT 企業、

宮崎市及びバングラデシュ政府機関と連携し、ICT 人材を対象として、バングラデシ

ュでの本学教員等による日本語教育（B-JET）及び宮崎大学における「日本語✕イン

ターンシッププログラム（JIP）」で構成されている「宮崎-バングラデシュ・モデル」

を平成 29年度から実施している。本事業では、B-JET 修了生の就職率 97.7％（265 名

中、就職者 259 名。さらに 186 名は日本で就職）、JIP 修了生の就職率 100％（57 名

全員就職、さらに 49名は宮崎で就職）で、県内の受入企業は延べ 24社となるなど、

特色ある地方人材導入支援の取組として高い注目を集め、2020 年度に終了した。 

B-JET修了生の就職率97.7％（１～８期生265名中、就職者259名。さらに186名は

日本で就職）、JIP修了生の就職率100％（１～６期生61名全員就職、さらに53名は宮

崎で就職）という特筆すべき成果を上げた。 

上記事業の継続事業として、バングラデシュのNorth South University (NSU)、

(株)B＆M、BJIT Group、(株)新興出版啓林館及び本学が連携し、「外国人ICT技術者人

材育成プログラム」としてた新たな事業を2021年度からスタートさせた。本事業では、

(株)新興出版啓林館の寄附講座「外国人ICT技術者人材育成講座」（受入金額60,840円）
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を設置し、同講座が現地教育B-JET Basic courseを運営、その修了生が宮崎大学国際

連携センターの履修証明プログラムであるAdvanced courseを受講する体制となって

おり、Basic course第１期生29名が2022年３月に修了した。修了者の就職内定率は

48%（14名）、うち日本が93%（13名）、宮崎が57%（8名）となっており、特に宮崎就業

に関してはコロナ禍でありながら同等以上の水準を維持している。 

さらに、宮崎市と連携して申請したJICA草の根技術協力事業（地域活性化特別枠）

に採択されたことから、「宮崎-バングラデシュICT人材育成事業（B-MEET）（60,000千

円／３年）」として、B-JETの課題であった現地企業で活躍する人材等の育成と宮崎-

バングラデシュ間の経済交流の活性化を目的として、バングラデシュ国内のICT人材

に対する日本語教育や交流等を令和４年度４月から推進することとしている。 
 

２）大学発ベンチャー企業と連携した日本語教育履修証明プログラムの推進 

令和元年 8 月に、国立大学法人唯一の履修証明プログラムによる文化庁届出受理

の日本語教員養成研修として履修証明プログラム「宮崎大学 420 単位時間日本語教

員養成プログラム」を開講し、第 1 期（2019.08-2021.06）15 名（受講者 16 名）、

第２期（2020.7-2021.3）に 28 名（受講者 29名）が修了し、現在、第３期（2021.8-

2022.7）で 21 名が受講している。 

運営においては、同プログラムや増加する留学生の対応、短期留学プログラムの

実施・運営を担う体制づくりの一環として、宮崎大学発ベンチャー企業「宮崎国際教

育サービス株式会社」を立ち上げ、連携して事業を推進している。リカレント教育で

課題となる学習継続の支援、および宮崎県下全域への学習提供を目指し、コロナ禍以

前の第１期から全講義の録画・補講のためのオンデマンド配信を実施しており、第２

期では同時配信、チャットツールの追加・活用を行い、双方向による指導・学びの継

続・充実を行っている。また、本事業は社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専

門的なプログラムであることから、文部科学省の令和３年度「職業実践力育成プログ

ラム」（BP）に認定された。 

 

（５）Vision５「戦略的かつ機能的な大学運営」 

１）保育園の開園 

木花キャンパスでは、内閣府企業主導型保育助成事業により、株式会社宮崎エレベ

ータサービスが「ゆにのもり保育園」を設置、令和３年 11 月に開園し、生後８週間

から小学校就学の始期に達するまでの乳幼児（０歳から未就学児）を対象に、最大 60

名の定員とし、宮崎大学枠 25 名を設け、園児を受け入れた。また、長時間の開所や

日曜日・祝日の保育が可能となっており、病児保育・体調不良児保育も対応している。

設置に当たっては、令和元年５月に事業用定期借地権設定契約（令和 30年までの 30

年間）を締結し、土地貸付料として 3,804 千円／年の収入ており、土地の有効活用が

図られただけでなく、本学が「誰もが学びやすい、働きやすい環境」となることが期

待され、本学教職員及び学生の子育てのバックアップを行うことで、福利厚生面の充

実を図った。 
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２）物的資源の戦略的運用  

教育研究活動の活性化を図るため、多様な利用者の交流・学修等のためのスペー

スとして全学共同利用スペースを確保し、資源の有効活用として部局専有スペースの

集約化を行った結果、大規模改修等における共同利用スペースは全学として計 7,215

㎡（農学部改修分 R1：1,013 ㎡、R2:1,260 ㎡、R3：1,254 ㎡及び医学部分 3,688 ㎡）、

22.9％（目標：20%以上）となり、第３期中期目標期間を通して目標数値を達成でき

た。 

また、令和２年度は、スペースチャージを取り入れた全学共用スペースと戦略的

スペースの創出や共用スペース（無償）から戦略スペース（有料）へ用途変更を行い、

戦略スペースを拡充したことで、プロジェクト型の教育・研究（外部資金）増加に伴

うスペース不足解消を図りながら、施設有効活用と財源確保策に取り組んだ。 

 

３）実績評価に基づく学内予算配分 

① 大学のビジョンに基づく戦略的・意欲的な取組を推進するため、令和２年度か

ら分析指標について、学長の判断により定性評価から各取組のアクティビティを

定量評価できる指標に見直し、成果実績に応じた予算配分を実施した。 

経年比較分析の結果、論文数及び特許等出願数の指標に対する伸び率の増加に

ついて成果が得られたことから、学長裁量により評価反映分の予算額を令和２年

度5,142千円から令和３年度7,959千円に増額し、戦略的な予算配分を実施した。 

② 令和元年度予算から実施されている成果を中心とする実績状況に基づく配分

が、３年連続で黒字配分となったことから、令和３年度は学長のリーダーシップ

の下、戦略重点経費として、10,000 千円の財政支援を実施した。また、同戦略重

点経費のうち、成果配分の評価結果に応じたインセンティブ分として 4,000 千円

を偏差値が 50を超えた学系に対し配分し、配分の対象となった部局での気づき及

び自主的な改善取組の強化を図った。さらに、残りの 6,000 千円を若手研究者、

女性研究者及び大学院生の支援に繋がる効率的かつ効果的な事業について、学長

及び理事の判断により配分した。 

③ 大学改革を一層加速させることを目的に、大学の強み、特色、社会的役割を踏

まえた中長期的な構想に基づく機能強化の促進を図る取組に対し、構想を加速さ

せるために必要となる経費を、継続して機動的、重点的に配分を行った。戦略的

に予算配当した本学重点プロジェクトが、令和元年度に継続して令和２年度以降

も大型外部資金（SATREPS 等）の獲得につながる成果として現れた。 

 

４）ＩＲ推進センターによるガバナンス機能強化支援 

ガバナンス機能強化を支援するため、IR推進センターで正確なデータの収集・蓄

積体制を新たに構築するとともにBIツールを活用した各種分析を実施した。本センタ

ー専任教員は各理事等が所掌する全学委員会で可視化された分析結果の報告等を行
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うなど、学内ニーズに応じた支援を行うとともに、学外への本学のIR体制およびデー

タマネジメント等に関する情報提供を積極的に行った。特に令和元年度に文部科学省

より実施された「成果を中心とした実績状況に基づく配分」の結果を受け、令和２年

度は本学の大学情報データベースへの正確な教員業績データの収集・蓄積を目指し、

論文業績について取得精度向上のため、平成29年度から令和元年度までの業績につい

て、部局長を通じて各教員に大学情報データベースへの入力・確認を依頼し、登録さ

れた業績について共著関係を把握するため、集計用のデータベースを別途運用し、デ

ータの集約及び整理する仕組みを構築した。 

また、令和３年度には、本学の現状を把握するため、関係部局よりデータを収集

し、部局ごとの若手教員比率や外部資金データについてPowerBI（データを視覚化す

るソフトウェア）による経年変化や部局別の強み弱みについて可視化し、継続して正

確なデータの収集・蓄積を行い、大学機能強化やガバナンス機能強化を支援するため

の分析等の取組を実施した。 

 
＜IR推進センターによる令和２及び３年度における分析＞ 

分析名 内容 
令和２年度「成果を中心とし
た実績状況に基づく配分」の
分析 

部局ごとの若手教員比率や外部資金データの経年
変化を可視化 

本学農学部における他大学と
の比較 

論文数を比較し分析 

本学工学部における論文実績
の分析 

同所属教員の論文実績の分析 

研究分野（領域）に関する分析 本学の研究分野と第４期に向けた重点領域研究の
新たな枠組みについて分析 

ハイステップ研究者候補の選
考 

学術論文データベースを基に候補者資料を作成 

本学入学への進学状況分析 「女子高校生のためのサイエンス体験講座」参加
者における本学入学の分析 

 

４．重要な経営上の出来事等 

（１）外部資金獲得者に対するインセンティブの拡充 

令和３年度から運用を開始した業績連動給与制において、インセンティブを付与する

外部資金の対象を、これまでの科学研究費補助金獲得者に対する研究費配分から拡大し、

間接経費を伴う受託研究、共同研究及び競争的資金を対象にするとともに、インセンテ

ィブを手当（給与）に反映させるか研究費で支給するかの選択性とし、教員の研究活動

の活性化を図る仕組みとした。インセンティブの財源確保として、間接経費の配分割合

を、部局と事務局とで50％ずつとしていたが、令和３年度から45％ずつとし、残りの10%

をインセンティブ分として確保することとした。さらに、若手および女性研究者は、外

部資金額に応じたインセンティブの比率を一般の研究者より高く設定し、若手及び女性

研究者の研究環境の整備に資する仕組みを取り入れたことで、外部資金獲得の意識向上

に繋がっている。 
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（２）戦略的な資源配分等による共同研究、受託研究等の外部資金獲得 

本学では、学長のリーダーシップにより、戦略的・意欲的な事業や取組を推進するた

め、学内予算の戦略的運用を図っており、平成29年度からは①重点領域研究プロジェク

ト（生命20、農工20）における毎年1,000万円をベースにした予算配分、②各部局のミッ

ションの再定義に関するプロジェクトへの予算配分、令和元年度からは③平成28年度の

間接経費獲得額からの差額に応じた部局の機能強化のための予算配分を実施している。 

これらの戦略的な予算配分や、「研究戦略タスクフォース」による異分野融合領域研

究プロジェクトの展開、コーディネーターと連携した外部資金獲得の推進等により、共

同研究講座の設置や大型外部資金（AMEDやSATREPS等）の獲得に繋がったことで、共同研

究の受入金額は令和２年度に引き続き、令和３年度の受け入れ金額は法人化以降で最も

多くなり、180件 359,862千円となった（R2：176件300,648千円）。また、受託研究受入

額については、令和３年度は166件 1,114,979千円で令和２年度（171件1,162,832千円）

と比べてやや減少したものの、第２期の最終年度と比べてすべての年度で上回っており、

財政基盤の強化が図られている。 

なお、外部資金受入のうち、新型コロナウイルス感染症関連の受託研究、共同研究の

受入は、令和２年度は 16 件総額 527,299 千円、令和３年度は６件総額 519,550 千円

となった。 

 

（３）宮崎大学基金、宮崎大学修学支援基金の状況について 

寄附金獲得のため、卒業生、一般人及び企業向けのホームページや、入学式、卒業式、

同窓会連合会だより等での寄附金の募集案内や、学内教職員向けの賞与支給時、定年退

職時の定期的な募集案内等の広報活動効果により、年々着実に寄附金獲得実績を挙げて

いる。特に新型コロナウイルス感染拡大に伴う困窮している本学学生への修学支援を目

的に、教職員をはじめ学外者や企業等へ大学ホームページや新聞等のメディアを通じて

修学支援基金の広報活動に力を入れた結果、卒業生及び在学生保護者からの高額寄附の

影響もあり、修学支援事業基金への寄附が 1,098 件（R2：719 件、R3：379 件）、46,268

千円（R2：32,813 千円、R3:13,456 千円）と令和元年度以前と比べて激的な増加となり、

一般基金についても 329 件（R2：189 件、R3：140 件）、42,764 千円（R2：20,644 千円、

R3:22,120 千円）と同様に増加した。 

同基金を活用し、令和２年度は留学生を含む学生 797 名に対して一律３万円を支給、

令和３年度は 291 名に対してプリペイドカード１万円分を支給したほか、100 円弁当や

生活支援のための物資配布などに活用した。 

 

（４）テニュアトラック制度の推進 

重点的教育研究分野を担う優秀な若手教員確保のための自立した研究環境とインセ

ンティブを与えるテニュアトラック制度により、次世代のリーダーとなる若手研究者を

毎年度複数名採用し、本学の教育研究のレベル向上と活性化を図っており、テニュアト

ラック教員支援経費及び運営経費として、戦略重点経費（大学活性化経費）で 26,116 千

円（R2:13,613 千円、R3：12,503 千円）の財政支援を行った。この自主財源により全学
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制度として定着させた取組は、科学技術振興機構による「テニュアトラック普及・定着

事業」の令和２年度の事後評価（実施期間：平成 23 年度～令和元年度）により、総合

評価「S」の最高評価を受けた。 

 

５．今後の計画 

宮崎大学では本学の活動の道標となる中期的なビジョンとして、「宮崎大学未来 Vision 

for 2040」を令和３年７月に策定した。本ビジョンは 2040 年を見据えた本学の今後の展望

や方向性、教育・研究・医療・地域貢献・国際貢献・管理運営のカテゴリー毎に重点項目

に対する主要な取り組みを示している。この６つのカテゴリーに基づき、第４期中期目標・

中期計画においては、以下の計画を推進することとしている。 

（１）教育 

１） 医師等の地域医療従事者を育成するため、医学生・看護学生・臨床研修医・専攻

医の一貫教育やキャリア形成を充実させるとともに、宮崎県、市町村や医師会と連

携した取組を推進する。 

２） 地域における中心的な教員養成機関であることを踏まえ、宮崎県教育委員会と連

携して教員育成指標に沿った教員養成カリキュラムを構築し、ICT 教育の充実など

地域における教育課題を踏まえた実践的教育力の向上のための教育プログラムの

不断の見直しと地域と連携した実践的な取組を推進する。 

 

（２）研究 

１） 宮崎大学の強みである産業動物防疫分野をはじめとする異分野融合型の教育研究

協力体制の整備を重点支援し、学内共通基盤を活用した教育研究を推進する。 

２） 多様性を重視した持続可能な地域共生社会を目指し、研究ニーズの把握と研究シ

ーズの発信に努め、積極的なマッチングを行うとともに研究を推進し、得られた成

果を広く社会に還元する。 

 

（３）医療 

１） 効率的かつ過不足ない医療連携体制を構築し、医療従事者等の働き方改革を達成

するとともに、安全に高度な医療を提供し得る病院運営の基盤強化を図る。 

２） 宮崎大学独自の地域医療連携体制を活用しつつ、地域医療ネットワークを構築し、

地域診療の高度化を図る。さらに、それらを地域医療の教育拠点として活用し、地

域医療教育を充実させ質の高い専門医等を養成する。 

 

（４）地域貢献 

１） 宮崎地域の主軸高等教育機関として、教育、研究、国際化、医療、地域連携の重

点５領域で地方創生を牽引する。産業人財育成プラットフォームや高等教育コンソ

ーシアムなど、地域と連携してきた実績を踏まえ、地域に開かれたキャンパス運用

を戦略的に展開し、世界を視野に地域を担い牽引する人材を養成する。 

２） 持続可能な社会・地域の実現と地域経済及び地域文化の発展に資するため、企業、
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公共団体等との産学金労官連携をさらに強め、地域の課題解決や SDGs の理念を踏

まえた多様な活動を推進するとともに活動内容等を広く発信する。 

 

（５）国際貢献 

国際協力機構(JICA）等と連携してきた実績を活かし、地域自治体や企業との連携を

図りながら、海外協定校等との協働による人材養成プログラム等を充実・展開させる。

また、留学生の日本での就職や地域に在住する外国人の日本文化の理解促進を目的に、

日本語教育を実践できる人材を養成する。 

 

 

（６）管理運営 

１） 学長のリーダーシップのもとで、強靱なガバナンス体制や教職員のマネジメント

力育成の仕組みを構築し、大学が直面する課題及び中長期的な施策等に対し、経営

協議会等の外部知見を生かした柔軟な組織運営を行う。 

２） 大学の経営戦略を踏まえ、教育研究施設の整備・活用を図り、教育研究の多様化・

高度化とゼロカーボン・キャンパスを推進する。また、学生及び教職員の安全安心

に十分に配慮しつつ、地域・社会・世界とのイノベーション・コモンズ（共創拠点）

として地域に開かれたキャンパス運用を戦略的に展開する。 

３） 財源の多元化と柔軟化を可能にする財務マネジメント体制を構築して経営基盤を

強化するとともに、大学のビジョンに基づく戦略的資源配分への活用を図る。また、

学内のコストを含めた活動の可視化を推進して、学内資源の適正再配分の仕組みを

整備する。 

４） 学内の全てのキャンパスにおいて、効果的かつ安全に情報の共有と利活用ができ

る情報基盤の整備を行い、新たなデジタル技術を活用した学生サービスの向上及び

事務業務の効率化等に取り組んで、業務運営における DX（デジタル・トランスフォ

ーメーション）を段階的に実現するとともに、学生・教職員の情報セキュリティ意

識の向上を図る。 
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Ⅱ 基本情報 

 

１．目標 

（前文）大学の基本的な目標 

宮崎大学は、「世界を視野に地域から始めよう」のスローガンのもと、学際的な生命科学

の創造及び地球環境の保全のための科学を志向した教育研究に取り組んできた。 

これらの実績を踏まえ、『異分野融合を軸に「地の利、人の利」を活かした教育研究等の

推進』や『地域と共に興す「新たに光る宮崎ブランド」の確立と発信』に取り組み、地域活

性化の拠点として、また、特色ある学術研究を宮崎から世界へ発信する拠点としての機能を

一層強化する。 

上記の目的を達成するため、各分野において以下のような取り組みを推進する。 

 

【教育】 

異分野融合や地域課題を活かした教育を基盤に、グローバル社会において地域・日本・世

界を牽引できる人材を育成するとともに、地域の学びの場としての機能を強化する。 

 

【研究】 

生命科学を基盤に、環境･食･エネルギーを加えた4分野を重点分野とし、全学的な連携・

融合による研究を推進し、地域発のイノベーションを創出するとともに、人類・社会の持続

的発展に寄与する。 

特に、産業動物防疫分野においては、地域の特色や蓄積してきた実績等を踏まえ、世界的

な研究及び人材育成の拠点化を目指す。 

 

【国際化】 

県内自治体及び企業等と連携した留学生の受入や海外留学等を推進し、地域の中核的国

際拠点としてグローバルキャンパスを構築する。 

 

【医療】 

県内医療機関において医療情報を共有する次世代医療ICT基盤を整備し、診療及び研究の

高度化を図るとともに、県内唯一の大学病院として地域医療を主導する。 
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２．業務内容 

  

国立大学法人宮崎大学基本規則 

 

（目的及び使命） 

第２条 本法人及び本学（以下「本学等」という。）は、人類の英知の結晶としての学術・

文化に関する知的遺産を継承・発展させ、豊かな人間性と創造的な課題解決能力を備えた

人材の育成を目的とし、学術・文化の基軸として、地域社会及び国際社会の発展と人類の

福祉の向上に資することを使命とする。 

 

（業務の範囲） 

第５条 本法人は、次の業務を行う。 

 (1)  宮崎大学を設置し、これを運営すること。 

 (2)  本学学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行

うこと。 

 (3)  本法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の本法

人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 

 (4)  公開講座の開設その他の本学学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。 

 (5)  本学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 

 (6) 本法人から委託を受けて、本法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤

（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第 24条の４に規定する知的基盤

をいう。）の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者によ

る利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。 

 (7) 本学における研究の成果を活用する事業（法人法第 34条の５第１項に規定する事業

を除く。）であって国立大学法人法施行令第３条第１項で定めるものを実施する者に対

し、出資を行うこと。 

 (8) 本学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって国立大学法人

法施行令第３条第２項で定めるものを実施する者に出資（次号に該当するものを除く。）

すること。 

 (9) 産業競争力強化法第 21条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。 

 (10)  前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 
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３．沿革  

 

（旧宮崎大学） 

昭和２４年 ５月：宮崎大学（農学部・学芸学部・工学部）設置 

昭和３４年 ４月：畜産別科設置 

昭和４１年 ４月：学芸学部を教育学部に改称 

昭和４２年 ６月：大学院農学研究科（修士課程）設置 

昭和５１年 ４月：工学研究科（修士課程）設置 

昭和６３年 ４月：鹿児島大学大学院連合農学研究科（博士後期課程）構成大学として参加  

昭和６３年 ９月：現在の学園木花台にキャンパス移転統合 

平成 ２年 ４月：山口大学大学院連合獣医学研究科（博士課程）構成大学として参加 

平成 ６年 ４月：大学院教育学研究科（修士課程）設置 

平成 ８年 ４月：大学院工学研究科（修士課程）を改組し、大学院工学研究科（博士前期

課程）設置 

大学院工学研究科（博士後期課程）設置 

平成１１年 ４月：教育学部を教育文化学部に改組 

 

（旧宮崎医科大学） 

昭和４９年 ６月：宮崎医科大学（医学部医学科）設置  

昭和５２年 ４月：医学部附属病院設置 

昭和５２年１０月：医学部附属病院開院 

昭和５５年 ４月：大学院医学研究科（博士課程）設置 

平成１３年 ４月：医学部看護学科設置 

平成１５年 ４月：大学院医学研究科医科学専攻（修士課程）設置 

 

（宮崎大学） 

平成１５年１０月：旧宮崎大学と旧宮崎医科大学を統合し、宮崎大学を開学 

平成１６年 ４月：国立大学法人宮崎大学設置 

平成１７年 ４月：大学院医学研究科を大学院医学系研究科に改称し、大学院医学系研究科

看護学専攻（修士課程）設置 

平成１９年 ４月：大学院工学研究科（博士後期課程）を廃止し、農学工学総合研究科（博

士後期課程）設置 

鹿児島大学大学院連合農学研究科（博士後期課程）から離脱 

大学院工学研究科(博士前期課程)を大学院工学研究科(修士課程) に

改称 

平成２０年 ４月：大学院教育学研究科専門職学位課程（教職大学院）設置 

           教育文化学部を改組 

           大学院医学系研究科（博士課程）を改組 

 平成２２年 ４月：農学部を改組 
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          大学院医学系研究科（修士課程）を医科学看護学研究科（修士課程） 

に改称 

          大学院医学系研究科（博士課程）を廃止し、医学獣医学総合研究科（博

士課程）を設置 

          山口大学大学院連合獣医学研究科（博士課程）から離脱 

平成２３年１０月：産業動物防疫リサーチセンターを設置 

 平成２４年 ４月：工学部を改組 

平成２５年 ７月：語学教育センターを設置 

平成２５年１０月：IR推進センターを設置 

平成２６年 ４月：大学院医科学看護学研究科（修士課程）を廃止し、看護学研究科 

（修士課程）及び医学獣医学総合研究科（修士課程）を設置 

大学院農学研究科（修士課程）を改組 

平成２７年 ４月：障がい学生支援室を設置 

平成２８年 ４月：教育文化学部を教育学部に改称 

         地域資源創成学部を設置 

         大学院工学研究科（修士課程）を改組 

令和 ２年 ４月：大学院地域資源創成学研究科（修士課程）を設置 

大学院教育学研究科（専門職学位課程）を改組 

大学院教育学研究科（修士課程）を廃止 

 令和 ３年 ４月：工学部を改組 

 

 

４．設立根拠法  

国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号） 

 

５．主務大臣（主務省所管局課） 

文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課） 
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６．組織図  
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７．所在地  

宮崎県宮崎市   （本部） 

    宮崎県宮崎市清武町（医学部・附属病院） 

 

８．資本金の状況  

４１，２８６，０８９，１８７円（全額 政府出資） 

 

９．学生の状況 （令和３年５月１日現在） 

総学生数       ５，４１６人 

学士課程     ４，６４４人 

      修士課程         ４８８人 

   博士課程         ２５０人 

      専門職学位課程     ３２人 

別 科 生         ２人 

 

 

10．役員の状況 （令和４年３月１日現在） 

 

役職 

 

氏名 

 

任期 

 

経歴 

 

学長 

 

鮫 島  浩 

 

令和3年10月1日 

   ～ 

令和6年9月30日 

昭和56年 3月 鹿児島大学医学部医学科卒業 

平成 3年11月 日本大学医学博士取得 

平成 7年 4月 宮崎医科大学医学部講師 

平成 8年 7月 宮崎医科大学医学部附属病院 

助教授 

平成23年 1月 宮崎大学医学部教授 

平成28年 4月 宮崎大学理事（病院担当：病院

長兼務） 

令和 3年10月 宮崎大学長 

 

理事 

(研究・企画

担当) 

(副学長兼務

) 

 

片 岡 寛 章 

 

令和3年10月1日 

   ～ 

令和6年9月30日 

昭和63年 9月 宮崎医科大学大学院医学研究

科 

       博士課程修了 

昭和63年10月 宮崎医科大学医学部助手 

平成10年 8月 宮崎医科大学医学部助教授 

平成13年 8月 宮崎医科大学医学部教授 

平成27年10月  宮崎大学学長特別補佐 

平成30年10月  宮崎大学医学部長 

令和 3年10月  宮崎大学理事(研究・企画担当) 
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理事 

(教育・学生

担当) 

(副学長兼務

) 

 

新 地 辰 朗 

 

平成30年10月1

日 

～ 

令和6年9月30日 

昭和61年 3月 鹿児島大学工学部電気工学科

卒業 

昭和61年 4月 鹿児島県公立高等学校教諭 

平成 6年 3月 兵庫教育大学大学院修士課程

修了 

平成 8年 4月 宮崎大学教育学部附属教育 

実践指導センター講師 

平成11年 2月 宮崎大学教育学部附属教育 

実践指導センター助教授 

平成15年 3月 宮崎大学大学院工学研究科物

質 

エネルギー工学専攻博士課程

修了 

平成17年 2月 宮崎大学教育文化学部附属教

育実践総合センター教授 

平成20年 4月 宮崎大学大学院教育学研究科

教授 

平成23年10月 宮崎大学大学院教育学研究科

長 

平成27年10月  宮崎大学附属図書館副館長 

平成27年10月 宮崎大学教育文化学部附属教

育協働開発センター長 

平成30年10月 宮崎大学理事(教育・学生担当） 

 

理事 

(病院担当) 

(病院長兼務

) 

 

帖 佐 悦 男 

 

令和3年10月1日 

   ～ 

令和6年9月30日 

昭和59年 3月 大分医科大学医学部医学科卒

業 

平成 8年11月 宮崎医科大学医学博士取得 

平成 3年 5月 宮崎医科大学医学部助手 

平成 9年 2月 宮崎医科大学医学部講師 

平成10年 5月 宮崎医科大学医学部助教授 

平成16年 5月 宮崎大学医学部教授 

令和 2年 4月 宮崎大学学長特別補佐 

令和 3年10月 宮崎大学理事（病院担当：病院

長兼務） 

 

理事 

（人事・基

金・SDGs

担当） 

（副学長兼

務） 

 

明 石    良 

 

令和3年10月1日 

   ～ 

令和6年9月30日 

昭和60年 3月 宮崎大学農学部草地学科卒業 

昭和62年 3月 宮崎大学大学院農学研究科 

修士課程修了 

平成 3年 3月 鹿児島大学大学院連合農学研

究科博士課程修了 

平成 5年 4月 宮崎大学農学部助手 

平成11年 6月 宮崎大学農学部助教授 

平成18年 5月 フロンティア科学実験総合 

センター教授 



 18

平成25年 4月 宮崎大学農学部教授 

平成27年10月 宮崎大学副学長 

平成27年10月 宮崎大学ＩＲ推進センター長 

令和 3年10月 宮崎大学理事(人事・基金・

SDGs担当) 

 

理事 

(総務担当) 

(事務局長兼

務) 

 

迫 田  浩 一 

郎 

 

平成30年4月1日 

～ 

令和6年9月30日 

昭和55年 3月 鹿児島県立錦江湾高等学校理

数科卒業 

昭和60年12月 鹿児島大学採用 

昭和63年 7月 文部省入省 

平成13年 4月 横浜国立大学経理部主計課長 

平成15年 4月 文部科学省初等中等教育局施

設助成課専門官 

平成16年 3月 文部科学省大臣官房会計課専

門官 

平成16年 4月 文部科学省高等教育局医学教

育課大学病院支援室エイズ・

感染症医療専門官 

平成18年 4月 独立行政法人国立大学財務・

経営センター総務部施設助成

課長 

平成18年11月 独立行政法人国立大学財務・

経営センター総務部総務課長 

平成20年 4月 文部科学省大臣官房会計課経

理班主査 

平成21年 4月 国立大学法人新潟大学財務部

長 

平成22年10月 国立大学法人新潟大学学長室

担当部長 

平成24年 4月 国立大学法人鹿児島大学財務

部長 

平成27年 4月 国立大学法人九州大学企画部

長 

平成28年 4月 国立大学法人九州大学財務部

長 

平成30年 3月 文部科学省事務官(大臣官房付

) 

平成30年 4月 国立大学法人宮崎大学理事(総

務担当：事務局長兼務•役員出

向) 
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理事(非常勤

) 

(法務担当) 

 

日 野  直 彦 

 

平成21年10月1

日 

～ 

令和6年9月30日 

昭和53年 3月 東京大学法学部卒業 

昭和62年 4月 日野法律事務所長 

平成21年10月 宮崎大学理事(非常勤)(法務担

当) 

 

監事 

 

中 田  哲 朗 

 

令和2年9月1日 

   ～ 

令和6年8月31日 

昭和56年 3月 広島大学経済学部卒業 

昭和56年 4月 宮崎県入庁 

平成30年 4月 宮崎県農政水産部長 

平成31年 3月 宮崎県退職 

平成31年 4月 宮崎県産業振興機構理事長 

令和 2年 9月 宮崎大学監事 

 

監事(非常勤

) 

 

川 島  秀 文 

 

令和2年9月1日 

   ～ 

令和6年8月31日  

昭和54年 3月 大分大学経済学部卒業 

昭和55年10月 ｱｰｻｰﾔﾝｸﾞ公認会計士共同事務

所勤務 

昭和62年 4月 川島会計事務所勤務 

平成15年 1月 川島公認会計士税理士事務所

所長 

令和 2年 9月  宮崎大学監事(非常勤) 

 

11．教職員の状況 （令和３年５月１日現在） 

教 員   １，０５７人（うち常勤６８３人、非常勤３７４人） 

    職 員    ２，２１８人（うち常勤１，１１５人、非常勤１，１０３人） 

 

  （常勤教職員の状況） 

常勤教職員数は前年度比で１２人（０．７％）減少しており、平均年齢は４１．８歳

（前年度４１．６歳）となっております。このうち、国からの出向者は０人、地方公共団

体からの出向者は６２人、民間からの出向者は３人です。
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Ⅲ 財務諸表の概要 

 

（勘定科目の説明については、別紙「財務諸表の科目」を参照願います。） 

 

１．貸借対照表 

（https://www.miyazaki-u.ac.jp/administration/public/legal/finance/reporting.html） 

（単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

 

固定資産 

有形固定資産 

土地 

 建物 

減価償却累計額 

減損損失累計額 

構築物 

  減価償却累計額 

 機械装置 

減価償却累計額 

減損損失累計額 

工具器具及び備品 

  減価償却累計額 

その他の有形固定資産 

 その他の固定資産 

 

流動資産 

 現金及び預金 

 その他の流動資産 

 

 

 

61,128 

59,335 

28,591 

45,091 

△23,540 

△1 

3,757 

△2,236 

72 

△32 

△34 

26,405 

△21,497 

2,758 

1,793 

 

13,331 

7,093 

6,238 

 

 

 

固定負債 

資産見返負債 

学位授与機構債務負担金 

長期借入金等 

 引当金 

 退職給付引当金 

 その他の固定負債 

 

流動負債 

 運営費交付金債務 

 その他の流動負債 

 

 

18,416 

6,743 

156 

9,860 

901 

901 

754 

 

8,649 

- 

8,649 

負債合計 27,065 

純資産の部  

 

資本金 

 政府出資金 

資本剰余金 

利益剰余金 

 

 

41,286 

41,286 

547 

5,560 

純資産合計 47,394 

資産合計 74,460 負債純資産合計 74,460 
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２．損益計算書 

（https://www.miyazaki-u.ac.jp/administration/public/legal/finance/reporting.html） 

                        （単位：百万円） 

  金  額 

経常費用（A） 39,063 

 業務費 38,130 

  教育経費 1,510 

  研究経費 1,171 

  診療経費 14,745 

  教育研究支援経費 328 

  人件費 18,699 

  受託研究費 1,080 

  共同研究費 303 

  受託事業費 291 

 一般管理費 875 

 財務費用 55 

 雑損 0 

経常収益(B) 40,020 

 運営費交付金収益 9,272 

 学生納付金収益 2,982 

 附属病院収益 20,827 

 その他の収益 6,937 

臨時損益(C) 85 

目的積立金取崩額(D) 77 

当期総利益(B-A+C+D) 1,121 
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３．キャッシュ・フロー計算書 

（https://www.miyazaki-u.ac.jp/administration/public/legal/finance/reporting.html） 

                        （単位：百万円） 

  金  額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 3,524 

 原材料、商品又はサービスによる支出 △ 15,709 

 人件費支出 △ 19,175 

 その他の業務支出 △ 650 

 運営費交付金収入 9,315 

 学生納付金収入 2,937 

 附属病院収入 20,270 

 その他の業務収入  6,535 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) △ 2,863 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) △ 1,744 

Ⅳ資金に係る換算差額(D) △ 0 

Ⅴ資金増加額（又は減少額）（E=A+B+C+D） △1,083 

Ⅵ資金期首残高(F) 7,176 

Ⅶ資金期末残高（G=F+E） 6,093 

 

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書 

（https://www.miyazaki-u.ac.jp/administration/public/legal/finance/reporting.html） 

（単位：百万円） 

  金  額 

Ⅰ業務費用 11,788 

 損益計算書上の費用 39,077 

 （控除）自己収入等 △ 27,288 

（その他の国立大学法人等業務実施コスト）   

Ⅱ損益外減価償却相当額 938 

Ⅲ損益外減損損失相当額 1 

Ⅳ損益外有価証券損益相当額(確定) - 

Ⅴ損益外有価証券損益相当額(その他) - 

Ⅵ損益外利息費用相当額 0 

Ⅶ損益外除売却差額相当額 28 

Ⅷ引当外賞与増加見積額 △27 

Ⅸ引当外退職給付増加見積額 △21 

Ⅹ機会費用 80 

Ⅺ（控除）国庫納付額 - 

Ⅻ国立大学法人等業務実施コスト 12,789 
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５．財務情報 

（１）財務諸表の概況 

１）主要な財務データの分析（内訳・増減理由） 

① 貸借対照表関係 

(資産合計) 

令和３年度末現在の資産合計は前年度比 2,573 百万円（3.3.%）減（以下、特に

断らない限り前年度比・合計）の 74,460 百万円となっている。 

主な増加要因としては、附属病院のトリアージスペース新営や患者支援施設増

築工事等により建物および構築物が 798 百万円（1.7%）増の 48,849 百万円、附属

病院の医療機器の取得等により工具器具及び備品が 324 百万円（1.2%）増の 26,405

百万円、農学部実験研究棟の改修工事に伴い、建設仮勘定が 387百万円（993.0%）

増の 426 百万円となったことがあげられる。 

また、主な減少要因としては、減価償却の進行に伴い、減価償却累計額が建物

で 1,691 百万円（7.7%）増の 23,540 百万円、構築物で 160 百万円（7.7%）増の

2,236 百万円、工具器具及び備品が 752 百万円（3.6%）増の 21,497 百万円となっ

たこと、共同研究終了に伴い、翌年度に撤去予定となった焼酎バイオ燃料製造プラ

ントの減損の認識により、機械装置の減損損失累計額が 34百万円となったことが

あげられる。 

 

(負債合計) 

令和３年度末現在の負債合計は 2,809 百万円（9.4%）減の 27,065 百万円となっ

ている。 

主な増加要因としては、施設費を財源とした建設仮勘定の計上に伴い、建設仮

勘定見返施設費が 420 百万円（令和２年度は０円）となったこと、寄附金受入額

の増加および寄附金を財源とした支出額の減少により寄附金債務が 174 百万円

（7.9%）増の 2,382 百万円となったことがあげられる。 

また、主な減少要因としては、長期借入金が経年の償還に伴い 1,027 百万円

(8.7%)減の 10,848 百万円となったこと、運営費交付金債務が中期目標期間の最終

事業年度における精算のための収益化に伴い 154 百万円（100.0%）減の０円とな

ったことがあげられる。 

 

(純資産合計) 

令和３年度末現在の純資産合計は 235百万円（0.5%）増の 47,394 百万円となっ

ている。 

主な増加要因としては、目的積立金および施設費を財源とした新規資産の取得

に伴い資本剰余金が857百万円（5.5%）増の16,579百万円、利益剰余金が244百万

円（4.6%）増の5,560百万円となったことがあげられる。 

また、主な減少要因としては、特定償却資産の減価償却により、損益外減価償
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却累計額が864百万円(5.7%)増の16,023百万円となったことがあげられる。 

 

② 損益計算書関係 

(経常費用) 

令和３年度の経常費用は 975 百万円（2.6%）増の 39,063 百万円となっている。 

主な増加要因としては、診療活動の増加に伴う医薬品費・診療材料費の増加に

より、診療経費が 750 百万円（5.4%）増の 14,745 百万円、研究活動のための消耗

品費・業務委託費・国内外旅費の増加等により、受託研究費が 259百万円（31.5%）

増の 1,080 百万円となったことがあげられる。 

また、主な減少要因として、前年度の附属図書整備の終了に伴う消耗品や業務

委託費の減少により、教育研究支援経費が 65 百万円（16.7%）減の 328 百万円、

常勤教員への給与支給額・退職給付費用の減少により、教員人件費が 186 百万円

（2.3%）減の 7,967 百万円となったことがあげられる。 

 

(経常収益) 

令和３年度の経常収益は 823 百万円（2.1%）増の 40,020 百万円となっている。 

主な増加要因としては、外来患者の増加および高額手術件数や高額薬剤の使用

増等による診療単価の上昇により、附属病院収益が 1,063 百万円（5.4％）増の

20,827 百万円、研究活動費用の増加に伴う収益化額の増加により、受託研究収益

が 324 百万円（38.6%）増の 1,164 百万円となったことがあげられる。 

また、主な減少要因としては、新型コロナウイルス感染症に伴う補助金の受入

額減少により、補助金等収益が 520 百万円（15.5%）減の 2,839 百万円となったこ

とがあげられる。 

 

(当期総利益) 

経常費用・収益の状況から、経常利益 957 百万円に、臨時損失 14百万円、臨時

利益 100 百万円、目的積立金取崩額 77百万円を計上した結果、令和３年度の当期

総利益は４百万円（令和２年度は、当期総利益 1,116 百万円）増の 1,121 百万円

となっている。 

 

③ キャッシュ・フロー計算書関係 

(業務活動によるキャッシュ・フロー) 

令和３年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 829 百万円（19.0%）減の

3,524 百万円となっている。 

主な増加要因としては、附属病院収入が 410 百万円（2.1%）増の 20,270 百万

円、受託研究収入が 279 百万円（31.6%）増の 1,163 百万円となったことがあげら

れる。 

主な減少要因としては、原材料、商品又はサービスの購入による支出が 864 百
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万円（5.8%）増の△15,709 百万円、人件費支出が 363百万円（1.9%）増の△19,175

百万円となったことがあげられる。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

令和３年度の投資活動によるキャッシュ・フローは 1,709 百万円（148.1%）減

の△2,863 百万円となっている。 

主な増加要因としては、定期預金の払戻による収入が 1,100 百万円（366.7%）

増の 1,400 百万円、投資有価証券の取得による支出が 302 百万円（100.0%）減の

０円となったことがあげられる。 

主な減少要因としては、有形固定資産の取得による支出が 1,243 百万円（43.3%）

増の△4,119 百万円、施設費による収入が 1,202 百万円（67.4%）減の 582 百万円

となったことがあげられる。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

令和３年度の財務活動によるキャッシュ・フローは 1,256 百万円（257.9%）減

の△1,744 百万円となっている。 

主な増加要因としては、大学改革支援・学位授与機構債務負担金の返済による

支出が 48百万円（24.9%）減の△145百万円、利息の支払額が 23百万円（29.3%）

減の△57百万円となったことがあげられる。 

主な減少要因としては、長期借入による収入が 1,214 百万円（100.0%）減の０

円となったことがあげられる。 

 

④ 国立大学法人等業務実施コスト計算書関係 

(国立大学法人等業務実施コスト) 

令和３年度の国立大学法人等業務実施コストは 347 百万円（2.6%）減の 12,789

百万円となっている。 

主な増加要因として、業務費が 935 百万円（2.5%）増の 38,130 百万円、授業料

収益が 183 百万円（6.9％）減の△2,482 百万円となったことがあげられる。 

主な減少要因としては、附属病院収益が 1,063 百万円（5.4%）増の△20,827 百

万円、受託研究収益が 324 百万円（38.6%）増の△1,164 百万円となったことがあ

げられる。 

 

 （表）主要財務データの経年表                  (単位：百万円) 

区分 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 

資産合計 72,461 72,582 72,830 77,033 74,460 

負債合計 27,519 28,325 27,559 29,875 27,065 

純資産合計 44,941 44,257 45,271 47,158 47,394 

経常費用 37,020 37,192 37,892 38,087 39,063 

経常収益 37,907 37,373 38,141 39,196 40,020 
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当期総損益 885 188 256 1,116 1,121 

業務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 2,759 3,266 2,089 4,353 3,524 

投資活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △1,092 △1,563 △1,661 △1,154 △2,863 

財務活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ △1,386 △1,195 △1,226 △487 △1,744 

資金期末残高 4,755 5,263 4,465 7,176 6,093 

国立大学法人等業務実施コス

ト 
11,693 11,978 12,130 13,136 12,789 

(内訳)      

 業務費用 10,645 11,096 10,740 12,112 11,788 

  うち損益計算書上の費用 37,033 37,193 37,913 38,100 39,077 

  うち自己収入等 △26,388 △26,096 △27,173 △25,988 △27,288 

 損益外減価償却相当額 1,045 935 882 902 938 

 損益外減損損失相当額 - - - - 1 

 損益外有価証券損益相当額

(確定) 
- - - - - 

 損益外有価証券損益相当額

(その他) 
- - - - - 

 損益外利息費用相当額 0 0 0 0 0 

 損益外除売却差額相当額 0 0 151 44 28 

 引当外賞与増加見積額 72 △0 86 △6 △27 

 引当外退職給付増加見積額 △88 △53 266 36 △21 

 機会費用 17 - 1 45 80 

 (控除)国庫納付額 - - - - - 

 

２）セグメントの経年比較・分析(内容・増減理由) 

① 業務損益 

附属病院セグメントの業務損益は 821百万円と対前年度 76百万円（前年度 897 百

万円）の減となっている。主な要因として、診療活動の増加に伴う医薬品費・診療材

料費の増加により、診療経費が対前年度 750 百万円（前年度 13,995 百万円）増の

14,745 百万円となったことがあげられる。 

附属学校セグメントの業務損益は△184百万円と対前年度19百万円（前年度△165

百万円）の減となっている。主な要因として、GIGAスクール構想に伴うタブレット端

末の購入等により、教育経費が対前年度49百万円（前年度101百万円）増の151百万円

になったことがあげられる。 

その他（大学）セグメントの業務損益は310百万円と対前年度54百万円（前年度365

百万円）の減となっている。主な要因として、運営費交付金収益が対前年度390百万

円（前年度6,653百万円）減の6,263百万円、補助金等収益が対前年度111百万円（前

年度574百万円）減の462百万円となったことがあげられる。 

 

(表) 業務損益の経年表                      (単位：百万円) 

区分 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 

附属病院 653 △10 119 897 821 
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附属学校 △157 △166 △198 △165 △184 

その他 388 355 321 365 310 

法人共通 2 2 7 11 9 

合計 886 181 249 1,109 957 

 

② 帰属資産 

附属病院セグメントの総資産は 18,376 百万円となり前年度比 301 百万円（1.6%）

の減となっている。主な要因として、減価償却に伴い、建物が前年度比 364 百万円

（4.1%）の減となったことがあげられる。 

附属学校セグメントの総資産は 6,308 百万円となり前年度比 40百万円（0.6%）の

減となっている。主な要因として、減価償却に伴い、建物が前年度比 36百万円（4.3%）

の減、構築物が前年度比 15百万円（6.9%）の減となったことがあげられる。 

その他（大学）セグメントの総資産は 42,681 百万円となり前年度比 1,447 百万円

（3.3%）の減となっている。主な要因として、工具器具備品等の減価償却により、そ

の他の資産が前年度比 777 百万円（10.2%）の減となったことがあげられる。 

 

    (表) 帰属資産の経年表                      (単位：百万円) 

区分 H29 年度 H30 年度 R1 年度 R2 年度 R3 年度 

附属病院 19,361 19,616 18,436 18,678 18,376 

附属学校 6,463 6,379 6,402 6,349 6,308 

その他 39,880 39,023 42,525 44,129 42,681 

法人共通 6,755 7,563 5,465 7,876 7,093 

合計 72,461 72,582 72,830 77,033 74,460 

 

３）第４期中期目標期間における業務の財源に充てようとする積立金に係る承認申請状

況等 

医療人育成共創拠点整備事業に係る施設設備整備費、附属動物病院改修事業に係

る施設設備整備費、附属フィールド科学教育研究センター環境整備事業に係る設備整

備費、附属病院施設長寿命化事業に係る施設整備費、附属病院の機能強化に係る設備

整備計画に基づく設備整備、附属病院心臓カテーテル手術室増設事業に係る施設設備

整備費、インフラ長寿命化計画に基づく施設整備費の附属病院入構整理関係事業に係

る施設設備整備費、その他教育、研究、診療に係る業務及びその附帯業務の財源に充

てるため、当期純利益 1,043 百万円のうち全額を積立金に振り替えている。 

 

（２)施設等に係る投資等の状況(重要なもの) 

１）当事業年度中に完成した主要施設等 

  トリアージ施設新営工事（取得価格 328 百万円） 

 



 28 

２）当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 

農学部実験研究棟改修工事（当事業年度増加額 421 百万円、総投資見込額 4,082 百

万円） 

 

３）当事業年度中に処分した主要施設等 

該当なし 

 

４）当事業年度中において担保に供した施設等 

  該当なし 
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（３)予算・決算の概況 

以下の予算・決算は、国立大学法人等の運営状況について、国のベースにて表示してい

るものである。  

                                                     （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由

収　入 33,213 35,522 34,432 37,214 35,383 37,796 37,853 39,490 40,188 42,585 38,310 40,873

運営費
交付金
収　入

9,334 9,395 9,365 9,575 9,523 9,583 9,124 9,273 9,299 9,440 9,247 9,465

・特殊要因運営費交付金（退職手

当及び年俸制導入促進費）の追加

交付

・特殊要因運営費交付金（退職手

当）、業務達成基準適用事業の前

年度繰越による増

補助金
等収入

544 780 854 1,681 1,330 1,427 2,922 2,901 3,040 5,666 2,748 3,810
・授業料等減免費交付金による増

・新型コロナ感染症関連補助金に

よる増

学　生
納付金
収　入

3,120 3,054 2,968 2,966 2,983 2,914 2,922 2,884 3,121 2,918 2,934 2,937

附属病院
収　　入

17,992 18,569 18,127 19,658 18,549 19,927 19,747 20,663 20,424 19,860 19,842 20,270
・新型コロナ感染症に伴い減少し

ていた病床稼働や外来患者の一定

程度の回復による増

その他
収　入

2,222 3,722 3,118 3,333 2,998 3,945 3,138 3,767 4,304 4,699 3,538 4,390
・受託研究等の受入増

・寄附金の受入増

・前年度以前の繰越による増

支　出 33,213 34,925 34,432 36,594 35,383 37,313 37,853 39,126 40,188 40,538 38,310 39,933

教育研究
経　　費

10,193 10,535 10,490 10,851 11,147 10,895 10,765 11,042 11,044 10,816 11,579 10,835
・目的積立金の取崩額の減

・診療経費人件費増に伴う減

 診療経費 19,405 20,222 20,063 20,353 19,294 20,801 20,532 21,354 21,490 20,027 20,686 22,142

・病院収入の減

・新型コロナウイルス感染症対応

に伴う人件費増

・目的積立金の取崩額の増

一　般
管理費

      -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -

その他
支　出

3,615 4,167 3,879 5,389 4,942 5,617 6,556 6,729 7,654 9,694 6,045 6,954
・補助金の受入額増に伴う支出の

増

収入－支出       -     596       -     620       -     483       -     364       -   2,046       -     939 　

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
区　　　分

平成28年度
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「Ⅳ 事業の実施状況」 

 

１．財源構造の概略等 

当法人の経常費用は39,063百万円でその内訳は、教育経費1,510百万円(3.9%(対経常費

用比、以下同じ))、研究経費1,171百万円(3.0%)、診療経費14,745百万円(37.8%)、受託研

究費等経費1,676百万円(4.3%)、人件費18,699百万円(47.9%)、その他経費1,260百万円

(3.2%)となっている。 

当法人の経常収益は40,020百万円でその内訳は、運営費交付金収益9,272百万円(23.2%(

対経常収益比、以下同じ))、学生納付金収益2,982百万円(7.5%)、附属病院収益20,827百万

円(52.0%)、受託研究費等収益1,823百万円(4.6%)、補助金等収益2,839百万円(7.1%)、寄附

金収益623百万円(1.6%)、その他1,651百万円(4.1%)となっている。 

    

２．財務データ等と関連付けた事業説明 

（１）附属病院セグメント 

１）大学病院のミッション等 

① 県内の地域医療に貢献でき、国際的にも活躍できる医師の養成を積極的に推進

する。 

② 東九州メディカルバレー構想を推進し、血液や血管に関する医療を中心とした

革新的医療機器開発により、日本の医療水準の向上及び日本発のイノベーション

創出を目指すとともに、この分野で国際的に活躍できる医師・研究者の養成を積

極的に推進する。 

③ 県内唯一の医育機関及び特定機能病院としての取組や都道府県がん診療連携拠

点病院、総合周産期母子医療センター等としての取組を通じて、宮崎県における

地域医療の中核的役割を担う。 

令和３年度においては、引き続き新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的

流行を受け、以下の方針のもとに重症患者を中心に COVID-19 患者の受入を行った。

さらに、さまざまな難病に対する先進医療や高度医療の提供など、特定機能病院が担

う地域医療の最後の砦としての役割の両立という社会的要請に応えた。 

・地域に貢献するために、第一線で活動する医療従事者を後方支援し、 

・地域の最後の砦として、重症患者の治療に重点を置き、 

・特定機能病院としての役割を果たすべく、宮崎県の地域医療を堅持し、 

・大学病院の患者と病院職員の健康を守るために行動する。 

 

２）大学病院の中・長期の事業目標・計画 

宮崎大学医学部附属病院では、大学病院のミッションの実現化を視野に第３期中

期計画期間の最終年度までに「診療、研究の高度化、効率化」「地域医療連携体制の

構築」「臨床研究支援体制の確立」「医師の労働環境改善」「病院経営基盤の改善、強

化」「医療安全の推進」を目標として掲げ、その実行に邁進している。

（https://www.miyazaki-u.ac.jp/administration/public/legal/plan.html） 
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その他、診療機能の強化に向けた中期的な事業計画として、高齢化社会に伴う循環

器疾患患者の増加に対応した手術室の増室（令和４年度）、救命・救急センターの改

修や地域医療構想に向け病床削減予定の１階東病棟に血液浄化療法部を移転（令和５

年度以降）する計画などがあり、ハード面も含めた体制整備に取り組んでいる。 

また、ミッション実現や目標達成に不可欠な老朽化した施設や設備の更新につい

ては、本院が保有する施設・設備の規模、将来の債務返済額や収支見込み等を踏まえ

て策定した施設・設備整備計画に沿って、計画的・効果的に実施することとしている。 

 

３）令和３年度の取組等（主な取組み） 

① COVID-19 対応と高度先進医療提供の両立 

本院では、宮崎県での感染状況を注視しつつ令和２年４月には 1階東病棟を閉

鎖して COVID-19 専用病棟として病床を拡充整備し、令和２年８月に一人目の陽

性患者を受け入れ、10 月には宮崎県新型コロナウイルス感染症重点医療機関と

宮崎県新型コロナウイルス感染症疑い患者受入協力医療機関に指定された。令和

４年３月時点で 12 床の受入病床を確保しており、宮崎県からの要請に基づき、

令和４年３月までに 66名の陽性患者を受け入れている。 

また、国内の陽性患者確認後早い段階から、本院救命救急センターのスタッフ

を中心に、宮崎県コロナ対策調整本部（医療体制等整備担当）などに参加（令和

２年度：延べ 39 人、1,622.51 時間、令和３年度：延べ 39 人、924.92 時間）

し、軽症者の隔離療養や感染予防対策、地域の救急医療体制維持など、県内の

COVID-19 診療体制の確立・維持に貢献した。加えて、本院の医師をはじめ医療

スタッフを感染症指定医療機関へ多数派遣（令和２年度：延べ 25 人、4,283.25 

時間、令和３年度：延べ 14 人、1,326.00 時間）し、継続して地域の COVID-19 

対策を支えている。 

一方、COVID-19 の概要が未知であったことに加え、医療資源の不足により検

査体制・感染対策が不十分であったこと、さらには感染症指定医療機関への医療

スタッフ派遣などのため、令和２年４月から診療制限を実施しており、昨年度に

引き続き緊急性の高い疾患を優先して治療するなど、特定機能病院として本院が

本来担うべき診療の堅持に努めた。また、産業動物防疫リサーチセンターとの連

携等による検査体制の拡充や、徹底した感染対策を実施するなどして、診療制限

を随時調整しつつ COVID-19 対応と高度先進医療提供を両立させている。 

例えば、内視鏡手術支援ロボットによる手術は前年度の 1.5 倍の件数（令和

２年度：72件、令和３年度：111 件）を実施するなど、本来担うべき先進医療を

提供することができた。 

② その他の取組 

【教育・研究面】 

ア 総合医育成のための卒前・卒後研修・専門医の一貫教育プログラム及び看護

職育成のための卒前・卒後教育プログラム並びに多職種連携教育 

（ア）総合医育成のための卒前・卒後研修・専門医の一貫教育プログラムによ
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る取組 

〇医学科 

・１年次：地域医療ガイダンス（地域枠・地域特別枠対象）（17名） 

・２年次：早期地域医療実習  （新型コロナウイルス感染拡大防止対策

のため中止） 

・３年次：研究室配属実習  （139 名中６名、地域医療・総合診療医学

講座選択、4週間） 

・４、５年次：クリクラⅠ必修２週間（CMC（田野病院）・地域医療学）

（99名中 99名全員） 

・５、６年次：クリクラⅡ必修４週間（地域包括ケア実習）（84名中 84

名全員） 

〇臨床研修医 

・地域医療研修１か月 (研修医 27名中５名が田野病院選択） 

・地域医療研修２か月 (研修医 27名中２名が田野病院選択） 

・１年次及び２年次研修医各１名が地域医療強化コースを選択 

〇専攻医 

・本院総合診療専門研修プログラムに３名の専攻医を採用 

・宮崎県が募集する「専攻医研修資金貸与事業」を、キャリア形成プロ

グラム同意の地域枠専攻医の支援策として活用するため、院内申合せ

を策定 

（イ）看護職育成のための卒前・卒後教育プログラム 

以下にあるような教育を清武キャンパスと連携して行ったが、新型コ

ロナ流行により現場での実習が大幅に中止・制限された。また大学以外の

養成校（専門学校含む）の対面での実習受け入れも大幅に制限、減少した。 

 

＜田野病院及びさざんか苑での実習状況＞                   

１年次  基礎看護学実習Ⅰ（必修）     ０名選択 

３年次  看護学セミナー演習（選択）    ３名 

３年次  老年看護学実習（必修）      ０名 

４年次※ 総合実習（老年看護学領域）（必修） ４名 

４年次※ 公衆衛生看護学実習Ⅱ（選択）   ０名 

※ 他の病院での実習を希望し受講（田野病院及びさざんか苑では実績

なし） 

（ウ）多職種連携教育 

医学部地域医療・総合診療医学講座（寄附講座）及びホームホスピス

宮崎の共催で、 平成 28年度から毎年実施している養成講座を開催。多

職種・多施設の連携教育をコーディネートする「ごちゃまぜ師」の養成

を行い、21名が修了した。 
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イ 臨床研究支援 

（ア）研究機関の長が自ら行う点検の一環として、臨床研究支援センターが

以下の取組（臨床研究の年度点検）を実施している。 

 

a 現在実施中の研究について、年１回の「進捗状況報告書」の確認 

b 中止・終了した臨床研究について、「中止・終了報告書」の確認 

c 臨床研究に係る同意書等保管状況の点検 

 

上記 a～c において、同意取得に関する不備、同意書の記載不備、進

捗状況報告書の記載ミス及び未提出、並びに終了報告書の提出漏れ等を

確認したため、必要な対応を指示し、不備の程度に応じて改善指導を行

った。 

これらの取組により、倫理審査申請手続の不備やインシデント等を早

期発見し、臨床研究の倫理指針違反の予防に一定程度寄与した。 

（イ）臨床研究の推進 

臨床研究データの信頼性向上を図るため、症例データ管理（EDC：

Electronic Data Capture）システムを研究に適用するとともに、臨床

研究を促進し、研究成果を広く浸透させるため、臨床研究支援経費及び

英語論文支援経費を配分し、臨床研究の推進、英語臨床論文の作成支援

を行った。 

 
＜臨床研究支援＞ 
 

令和３年度 
令和２年度 
(参考) 

臨床研究に関する講習会開
催回数（延べ参加人数） 

対面１回及び 
同講演会のオンデマ

ンド配信 
（697 人） 

対面１回及び 
同講演会の DVD 上映
（４回）及び e-ラー

ニング配信 
（1,379 人） 

症例データ管理（EDC）システ
ムへの適用数 ８件 ９件 

臨床研究支援経費配分金額
（件数） 

64,000 千円 
（123 件） 

64,494 千円 
（102 件） 

特定臨床研究支援経費配分
金額 
（件数） 

1,200 千円 
（１件） 

5,000 千円 
（５件） 

英語論文支援経費配分金額
（件数） 

約 8,555 千円 
（87 件） 

約 7,951 千円 
（112 件） 

英語臨床論文数 126 報 104 報 

  
以上のとおり臨床研究支援体制の強化等を行った結果、質の高い臨床研究の実

施が促進され、英語臨床論文数の増加に繋がった。 

 

ウ 指定管理者制度を活用した田野病院・さざんか苑での総合医育成教育 
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医学教育のフィールドとして、田野病院・さざんか苑に宮崎大学医学部から

の実習生を受け入れ、医療と福祉・介護の包括的ケアにより高齢者の生活を守

ることができる総合診療医を養成し、将来地域の医療機関に勤務する医療人育

成を行っている。昨年度に引き続き、COVID-19 の流行により看護学科生の受け

入れは難しく、医学科生 117 名（延 849 人）、看護学科生 7名（延 11人）、その

他（高等学校生、専門学校生等）40名（延 301 人）となったが、二年次研修医

については、東京慈恵医科大学研修医の受入も開始し、11名（延 344 人）と増

加した。 

 

【診療面】 

ア ICT 基盤整備 

県内８病院（宮崎大学医学部附属病院、県立３病院、宮崎市郡医師会病院、

千代田病院、善仁会病院、古賀総合病院）の医療情報抽出インターフェースは

導入済みであるが、千年カルテの開発遅延により、実際に情報共有が可能な状

態になっていない。 

令和２年 10 月以降プロジェクトの進捗が無く、今後の予定も不明であるた

め、病院情報システム運用推進会議にて、千年カルテを利用した医療情報の共

有は中止し、EHR（Electronic Health Record、電子健康記録）システムを別途準

備するのではなく、電子カルテの機能を利用して紹介患者の診療情報の共有を行う

こととした。具体的には、2022 年１月 20 日に宮崎県病院局、県立３病院とオンラ

イン会議を実施。令和４年度にプロトタイプを構築し、県立延岡病院、県立日南病

院と試験的運用を開始し、令和６年度の電子カルテシステムリプレースに合わせて

県立宮崎病院も含めて本格的な運用を開始するスケジュールとした。 

 

イ ICT 基盤を活用した医療情報の研究等の実績 

匿名データを研究に利用することに伴う一般社団法人 LDI（認定匿名加工医

療情報作成事業者）によるデータ提供開始（2020 月９月）に合わせ、現在以下

の７つの臨床研究が実施されている。 

・診療リアルワールドデータの二次利用実現可能性検証（主幹：宮崎大学、

人数：３名、期間：2019 年 11 月６日～2022 年３月 31日） 

・多施設リアルワールドデータを用いた診療ベストプラクティスの開発と臨

床応用（主幹：宮崎大学、人数：５名、期間：2020 年８月４日～2022 年３

月 31日） 

・医療情報利活用に向けたデータ解析手法の検証（主幹：宮崎大学、人数：

３名、期間：2020 年 12 月４日～2022 年３月 31日） 

・がん患者の臨床アウトカムにおける電子カルテデータベースを用いた評価

方法の後ろ向き研究 －自然言語解析－（主幹：宮崎大学、人数：３名、期

間：2021 年９月９日～2022 年３月 31日） 

・認定匿名加工医療情報作成事業者が保有する医療情報を活用した、匿名加
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工医療情報の作成に依らない AI研究の実現可能性の検討（主幹：ライフデ

ータイニシアティブ、人数：９名、期間：2021 年８月 31 日～2022 年３月

31日） 

・認定匿名加工医療情報作成事業者が保有する医療情報を活用した系統的薬

剤評価の可能性検討（主幹：ライフデータイニシアティブ、利用人数：２

名、期間：2021 年８月１日～2022 年３月 31日） 

・COVID-19 感染の診療への影響調査と予測モデル開発（主幹：京都大学、人

数：49名、期間：2021 年７月 16日～2025 年３月 31日） 

 

ウ 医師の労働環境改善、ブラッシュアップの推進 

（ア）医師ブラッシュアップアクションプログラムの各プログラムを継続して

推進した。「医師労働環境改善」に関して、常勤の「助教」と非常勤の「医

員」に待遇差があることから、これを是正するため、助教の採用基準を見

直すとともに、要件を満たす者は「特別助教」での採用（規程整備のみ、

実績０名）と、経験豊富な医員の給与額を助教相当へ変更（実績 14名）を

行うなど、環境改善に努めている。 

（イ）大学医療人育成推進センターと宮崎県臨床研修・専門研修運営協議会と

の主催で、研修医育成や若手医師の指導力向上のため、例年、様々な取組

を行っている。新型コロナにより一部中止・延期を余儀なくされたが、可

能な限りの取組を行った。 

・宮崎研修向上セミナー（第２回ひむかレジデント道場）→代替企画：臨

床研修スタートアップ教育セッション（４/３実施） 

・病院内メディカルラリー → 新型コロナウイルス感染拡大防止対策のた

め中止 

・卒後臨床研修教育カリキュラムの映像配信 

臨床研修医を対象に、毎回テーマを絞った勉強会を本院で対面により

毎月開催してきたが、研修制度の見直しに伴い必須化、推奨化された領域

に対応したものを４回にわたり県内８基幹病院にも Zoom 配信するなど、

医師のブラッシュアップに貢献した。（参加者計：対面 96名・Zoom120 名） 

 

エ 医療事故防止や危機管理等安全管理体制の整備 

特定機能病院としての医療安全の質の向上を図るため、令和３年４月から医

療安全管理部の専従医師を准教授から教授に変更し、専従医師が部長を務め、

医療安全管理責任者（副病院長）と業務をすみ分け医療安全管理体制を見直し

た。 

（ア）医療安全管理部所属の専従医師（医療安全管理部長）が中心となって取

り組みを行った。 

・モニタリングを実施している「インシデント・ヒヤリハットレポート」

について、毎年提出件数を増やす取り組みを行い、毎月部署別の提出状況
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について、リスクマネージャー会議において報告しているが増加の傾向

がないことから、分析方法を見直し検証を行い、新たな取り組みについて

検討し、令和４年度から実行していくこととした。 

・インフォームドコンセント専門部会、医療情報監査専門部会では、診療

録の質的な監査基準（得点率 100％）を定め、専門部会委員による多職種

（医師・看護師・医療従事者）での監査を実施し、26診療科 78症例平均

得点率 83％の結果となった。監査項目『IC患者への説明』説明記録（医

師・看護師）については改善計画に沿って、診療科のリスクマネジャーに

自己評価を令和３年度より開始し、診療科の自己評価と専門部会委員の

他者評価の乖離から課題を模索した。インフォームドコンセントの対象

となるリスク分類の相違がみられ、医療行為とリスク分類において整合

性が図られていないことが課題となった。今後、リスク分類Ａ（侵襲を伴

う）に対して院内フォーマットを使用した説明記録実施の周知を行って

いくこととした。 

（イ）医療安全アドバンスドセミナー（12回開催）や、職員研修等を実施し、

特定機病院としての医療安全の質の向上に関する取組を行った。特に医療

安全に関する職員研修では、４部署の担当者を講師とした e-ラーニング教

材を作成し、病院職員受講対象者：1,543 名（98.8％）が受講し理解度調査

を実施した。また、新たな取り組みとして、本院が加入している医師賠償

責任保険 損害保険ジャパン(株)から講師を招き、医療事故や訴訟の現状な

ど事例を基にリアルタイムで病院執行部、診療科長等を対象に勉強会を開

催した。勉強会の内容については、全病院職員向けに e-ラーニングを実施

し 714 名が受講した。 

 

【運営面】 

ア 管理運営体制 

経営担当副病院長を長とした経営に関する事項を審議する経営企画ミーテ

ィング及び、病院長を長とした執行部会議の定例会議を毎月開催しており、病

院の意思決定会議として、病院長、９名の副病院長及び各診療科長等で構成す

る病院運営審議会が毎月開催されている。各種会議及び各種委員会の内容及

び決定事項は、病院連絡会議やイントラネットで周知されている。実態に即し

た指揮命令系統の明確な組織図を持ち、運営に必要な諸会議・委員会が整備さ

れ、特定機能病院としての中長期計画に基づいて年次計画を策定し、PDCA が

組織的に稼働する体制を整えている。 

 

イ 附属病院経営目標 

経営改善を具体的に取り組むため、病院長をリーダーとした「経営改善プロ

ジェクトチーム」において、前年度の取り組みに対する検証・評価を踏まえた

経営改善プロジェクト行動計画を策定し、毎月の執行部会議において進捗状況
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を確認していく体制を継続して実施している。 

（ア）令和３年度の収入増の取組としては、在院日数の適正化、薬剤管理指導

料の算定増、査定減の縮小、検査、画像診断等の外来実施、施設基準上位

加算等取得などを重点項目として行った。 

令和２年度に引き続き、COVID-19 の影響により、コロナ渦以前の令和元

年度と比較して、入院、外来ともに大幅な患者数減（入院患者延数： 13％

減、外来患者数：３％減）となり診療報酬請求額も減少したが、これらの

収入増の取組による増収効果は、約 27,213 千円となっている。 

（イ）令和３年度の費用削減の取組としては、時間外勤務の削減、全国共同購

入（日本ホスピタルアライアンス 加盟）による医療材料の切替、全国国立

大学病院共同調達・共同交渉等による商品の集約化、県立３病院（宮崎病

院、日南病院、延岡病院）との共同調達による価格削減、などを重点項目

として行った結果、その削減効果は、約 108,393 千円となった。 

 

ウ 附属病院の経営分析 

病院管理会計システム（HOMAS2）を活用して、加算・指導料等の算定件数を

他大学と比較し、算定可能性のある項目について、電子カルテ情報（診療録、

入退室状況）などと突合のうえ算定見込件数等を確認し、関連部署に本院の立

ち位置や算定可能件数等を提供し、算定フローの見直しや算定漏れ防止対策に

繋げた。 

 

エ 設備整備計画 

感染症流行時に感染症の罹患の有無を判断するための問診や検査、そのため

の待合スペース等、さらに自然災害や大規模事故等の際のトリアージ等、幅広

く緊急時に使用できるスペースを確保し、診療を継続できるよう施設の機能強

化を図るため多用途型トリアージスペースを整備（非常時以外は売店や研修・

会議室等として使用、事業費：328 百万円）した。このほか、患者アメニティ向

上を目的とした患者支援施設整備（事業費：56百万円）や、がんサロン（患者

やその家族などが集まり、交流や情報交換をする場）の整備等を実施した。 

当該整備に伴う関連機器整備や、COVID-19 対応や各診療科等から要望のあ

った人工心肺システム、手術用顕微鏡や 3D/ICG 内視鏡システム、オンライン診

療システムなどの医療機器等や医療情報システム関連機器について、リースも

活用して整備し、令和３年度は 637 百万円の医療機器等設備の導入を実施した。 

しかし、財源不足により整備できなかった医療機器等が約 988 百万円残って

おり、今後、収支状況を勘案しながらリースも活用しつつ整備を進めていく予

定である。 

 

オ 指定管理者制度による自治体病院の運営 

平成 27 年４月１日から、指定管理者として宮崎市立田野病院及び宮崎市介
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護老人保健施設さざんか苑の管理・運営を行っており、今年度は指定管理料 239

百万円、交付金 650 百万円、計 890 百万円を財源とした。うち人件費率が 73%、

その他運営比率が 27％となっている。 

田野病院の病床稼働率は 87.6％（対前年度比 10%増）、外来患者数は 23,870

人（対前年度比 440 人増）、さざんか苑は令和３年度末で閉苑となることから、

延入所者数 7,221 人（対前年度比 6,800 人減）、延通所者数 1,701 人（対前年度

比 1,612 人減）となっている。田野病院では、COVID-19 対応に伴う診療制限や

陽性患者の受け入れ、疑い患者受け入れのための病床確保などにより病床稼働

率が減となった月もあったが、前年度に比べ増収となり、令和元年度並みの収

益となっている。また、さざんか苑においては、年度末の閉苑に向け利用者の

他施設への引継ぎやスタッフの異動等を行い、利用者数・収益ともに減となっ

ている。 

 

③ COVID-19 の業務損益への影響 

陽性患者受け入れのための病床確保や病院機能維持のための徹底した院内感染

防止策などを行う医療機関に対し、国や地方自治体により様々な財政支援の方策

が昨年度に引き続き講じられた。 

本院において、財政支援による業務損益への影響額は次の通りである。 

 

ア 診療報酬上の加算が附属病院収益に与えた影響 

COVID-19 患者への対応には、体外式膜型人工肺（ECMO：extracorporeal 

membrane oxygenation）や人工呼吸器などの機器操作や感染予防などの点で

一般患者に比べ多くの医療スタッフが関与することになることから、診療報

酬上の加算措置が設けられている。 

令和３年度における、附属病院収益 20,827 百万円のうち、この加算による

収益は 51百万円である。 

 

イ COVID-19 に関する補助金が病院収益に与えた影響 

「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」や宮崎県独自の財源を

元に、患者受入用ベッド確保に係る病床確保料や感染リスクの高い業務に従

事する医療従事者へ手当を支給など様々な補助金が宮崎県より交付された

ほか、厚生労働省からも受入体制強化のための補助金が継続して交付された。 

令和３年度における、補助金等収益 2,321 百万円のうち、これらの補助金に

よる収益は 1,340 百万円である。 

上記ア・イの財政支援がなかった場合、経常収益は 25,001 百万円となり、当期

純損失 570 百万円の計上が見込まれていた。 

 

４）「病院セグメント」及び「病院収支の状況」について 

① 「病院セグメント」の概要 
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病院セグメントにおける事業の実施財源は、附属病院収益 20,827 百万円

（78.9％（当該セグメントにおける業務収益比率、以下同じ。））、運営費交付金収

益 2,569 百万円（9.7％）、その他の収益 2,995 百万円（11.3％）となっている。 

一方、事業に要した経費は、診療経費 14,745 百万円（57.7％（対業務費用比率、

以下同じ。））、人件費 10,240 百万円（40.0％）、その他 585 百万円（2.3%）となっ

ている。外来患者数や高額手術件数の増による附属病院収益の増（前年比 1,063

百万円増）や、運営費交付金収益の増および上記３．（２）②による補助金等収益

により、業務損益は 821 百万円の発生利益となった。 

 

② 「病院収支の状況」の概要 

病院セグメントの情報は以上のとおりであるが、これを更に附属病院の期末資

金の状況が分かるよう調整（病院セグメント情報から、非資金取引情報（減価償却

費、資産見返負債戻入など）を控除し、資金取引情報（固定資産の取得に伴う支出、

借入金の収入、借入金返済の支出、リース債務返済の支出など）を加算して調整）

すると、下表「附属病院セグメントにおける収支の状況」のとおりである。 

外部資金による収支の状況を含む全体の収支残高合計は 152 百万円、外部資金

の収支残高０百万円を除く収支残高は 152 百万円となり、前年比 746 百万円の減

となる。なお、この収支残高合計から、未収附属病院収入や翌期以降の使途が特定

されている非常勤職員に係る退職引当金繰入額等を控除すると、附属病院におけ

る現金ベースでの収支差は 302 百万円となる。 

 

③ 収支見通しと対応 

令和３年度は、政府や地方自治体からの財政支援策が早期に示され、補助金決

定・交付が昨年に比して早まり、COVID-19 対応に伴う診療制限や陽性患者受け入

れのための病床確保、 

また院内感染防止策などによる損失補填については、年度当初より財政支援が

実施され、昨年のような資金繰悪化に伴う設備更新計画凍結の対策を取るまでに

は至らなかった。 

しかし、第４波（ピーク（※）：５/12）、第５波(ピーク：８/26)および第６波

（本年 1 月以降）における宮崎市での患者急増に伴い、抗体カクテル療法患者や

中等症患者を急遽受け入れた事等により、対応看護師確保を目的とした診療制限

を想定以上に行った結果、稼働率減により診療報酬請求額が見込み以上に減少し

た。当該損失を政府等の財政支援で全て賄う事は出来なかったが、本院が果たすべ

き地域医療への貢献に対する取組に一定の財政支援を得て、また以下の様な経営

努力により経営の安定化を図ることができた。 
 

※直近１週間の人口 10万人当たりの新規感染者数 

 

院内においては、感染状況を把握しつつ可能な限り、COVID-19 診療と通常診療



 40 

（高難度手術や検査など）を両立させ、病床稼働の回復と維持、医療材料の同種同

効品集約化及び契約品目の見直し、近隣病院との共同調達の実施や全国での共同

調達に参加することにより医療材料費の削減といった経営改善策を講じることで、

稼働の回復に努めた。 

以上のように、令和３年度においては、診療報酬上の加算措置や COVID-19 に関

連する補助金の措置、さらに稼働の回復により、大幅な経営悪化を解消することが

できた。 

 

附属病院セグメントにおける収支の状況 

(令和３年４月１日～令和４年３月 31日)           (単位：百万円) 

  金   額 

Ⅰ 業務活動による収支の状況（A） 2,809 

人件費支出 △ 10,102 

その他の業務活動による支出 △ 13,129 

運営費交付金収入 2,569 

附属病院運営費交付金 - 

基幹運営費交付金（基幹経費） 2,401 

特殊要因運営費交付金 168 

基幹運営費交付金（機能強化経費） - 

附属病院収入 20,827 

補助金等収入 2,341 

その他の業務活動による収入 301 

Ⅱ 投資活動による収支の状況（B） △1,081 

診療機器等の取得による支出 △ 637 

病棟等の取得による支出 △ 542 

無形固定資産の取得による支出 0 

有形固定資産及び無形固定資産売却による収入 0 

施設費による収入 97 

その他投資活動による支出 - 

その他投資活動による収入 - 

利息及び配当金の受取額 - 

Ⅲ 財務活動による収支の状況（C） △ 1,575 

借入れによる収入 0 

借入金の返済による支出 △ 1,027 

大学改革支援・学位授与機構債務負担金の返済による支出 △ 145 

借入利息等の支払額 - 

リース債務の返済による支出 △ 352 
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その他財務活動による支出 - 

その他財務活動による収入 - 

利息の支払額 △ 50 

Ⅳ 収支合計（D=A+B+C） 152 

Ⅴ 外部資金を財源として行う活動による収支の状況（E） △0 

受託研究及び受託事業等の実施による支出 △ 157 

寄附金を財源とした活動による支出 △ 15 

受託研究及び受託事業等の実施による収入 152 

寄附金収入 15 

Ⅵ 収支合計（F=D+E） 152 

Ⅳ 収支合計（D=A+B+C） （外部資金を除く） 152 

 

 

Ⅰ. 業務活動による収支の状況（A） 

業務活動においては、収支残高は 2,809 百万円となっており、対前年度 88百万円の

減となっている。主な要因は以下の通りである。 

＜支出＞ 

・診療活動の増加に伴う医薬品・診療材料費の増加による「その他の業務活動によ

る支出」の増 629 百万円 

・労働時間に占める診療時間の増大や、医師の超過勤務手当増や病院機能向上のた

めの薬剤師や検査技師の増員等による「人件費支出」の増 352 百万円 

＜収入＞ 

・外来患者数の増加、高額手術件数や高額薬剤の使用増等による診療単価の上昇に

よる「附属病院収入」の増 1,063 百万円 

・COVID-19 に関連する補助金減等による「補助金等収入」の減 566 百万円 

・「運営費交付金収入」の増 397 百万円 

 

Ⅱ. 投資活動による収支の状況（B） 

投資活動においては、収支残高が△1,081 百万円となっており、対前年度 598 百万円

の増となっている。主な要因としては、今年度も人工心肺システムや手術用顕微鏡シス

テムなどの高額医療機器の導入を行っているが、昨年度と比較すると借入財源での取得

が減少し、リースによる取得が増加したこと等により「診療機器の取得による支出」が

652 百万円の減となった一方、多用途型トリアージスペース整備工事や患者支援施設増

築工事等を行ったことにより「病棟等の取得による支出」が 121 百万円の増となったこ

とである。 

 

Ⅲ. 財務活動による収支の状況（C） 

財務活動における収支残高は△1,575 百万円となっており、対前年度 1,256 百万円の
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減となっている。主な要因としては、設備整備及び病棟改修のための「借入れによる収

入」が 1,214 百万円の減となったこと、3D/ICG 内視鏡システムや手術映像録画システム

をリースで整備したことにより「リース債務の返済による支出」が 21百万円の増となっ

たことなどが主な要因である。 

 

５）総括（「病院収支の状況」を踏まえた財政上の課題等） 

令和３年度は、引き続き COVID-19 への対応を最優先し、補助金等の財政支援の

活用により、病院経営を維持することができた。可能な限り COVID-19 診療と通常診

療（高難度手術や検査など）を両立させ、外来患者数の回復や病床稼働の回復と維

持に努めた結果、附属病院収入は回復して来ているが、コロナ渦以前の令和元年度

の水準までには至っていない。最終的な現金ベースの収支差は 302 百万円となった

が、設備更新計画の後倒しなどによる結果であり、当該財源は、高齢化社会に伴う

循環器疾患患者の増加に対応した手術室の増室、救命・救急センターの改修等の喫

緊課題に対応するための短期資金であり、病院機能の維持・向上には十分な額とは

言えない。 

一方、COVID-19 流行が終息せず、その対応のほか新たにウクライナ情勢悪化によ

る資材等の高騰による病院経営に与える影響の長期化が懸念される。さらに借入金

の債務償還額はピークを越えたものの、依然として高額な債務償還額や設備の老朽

化による更新の増加が経営を圧迫しており、加えて働き方改革等との両立に向け人

件費をはじめとした経費増加の課題もあり、令和４年度以降も厳しい経営状況が続

くことが予想される。 

引き続き、地域医療の最後の砦として高難度で集学的治療を要する COVID-19 以

外の患者への対応と、重症化した COVID-19 患者の受け入れの両面で地域へ貢献し、

その役割を継続して果たすためには経営の安定化が不可欠である。今後も、財政支

援も活用しつつ、不断の増収及び経費節減方策の実施により、経営基盤の強化及び

病院経営の効率化を進めていく。 

 

（２）附属学校セグメント 

附属学校は、教育学部の附属幼稚園、附属小学校、附属中学校から構成されている。

附属学校では、①附属学校園の教諭及び教育学部の教員が一体となった教育内容・教

育方法等の理論に関する実証的研究の推進②教員養成カリキュラムに沿った学生の

教育実習、③様々な教育的課題についての公開研究会や共同研究を通じて、地域の教

育現場における指導的役割を果たし、宮崎県等の教育振興に貢献することを目的とし

ている。 

令和３年度においては、以下の取組を行った。 

 

１）教育課題への対応 

① 令和４年２月に附属小学校で、主題「子どもが「学びをつなぐ」カリキュラム
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マネジメント」として公開研究会をオンライン形式で開催した。460 名の申し込み

があり、事前に授業動画配信・視聴、当日は Zoom による全体会、分科会を行った。

公開研究会では、第５学年の音楽の授業における、ソフトを用いて曲を演奏し、ロ

イロノートで共有するといった授業を行うなど、地域が抱える教育現場の課題に

対して先導的に取り組んだ内容を授業動画配信で公開した。 

※ロイロノート：ロイロノート・スクールは、タブレットを活用して、子どもた

ちからの発信を助け、共有、蓄積して、学び合うための授業支援クラウドツール

（アプリ）。 

② 附属中学校では、宮崎県の学校現場が抱える教育課題の１つである「総合的な

学習の時間」の進め方について、令和２年度から「未来へのパスポート～キャリア

教育を軸とするカリキュラムマネジメント～」を主題として公開研究会を開催し

ており、令和３年度は190名の参加があった。継続的に研究しているキャリア教育

をさらに推進するため、特に令和３年度は「個別最適な学び」と「協働的な学び」

の観点から、誰一人取り残されない「やさしい学校づくり」と生徒の多様性に適合

する「すごい道具」をテーマに研究を進め、その成果を公開研究会にて発表した。

研究会の様子は、テレビ宮崎の「のびよ！みやざきっ子」で放映され、研究成果が

広く公開された。 

 

２）大学・学部との連携について 

① 学部・研究科教員の学校現場での指導経験の場として、学校現場での指導経験

を有していない教員や新人教員を中心に、附属小学校を活用した「土曜講座」及び

附属中学校を活用した「大学で学ぼう」を実施し、附属学校の児童・生徒を対象と

する授業を行っている。令和２年度から実施している「土曜講座」のプログラミン

グ講座「プログラミングにチャレンジ！！」において、令和３年度は定員 40名の

２部制で実施し、４講座 158名の参加があった。「大学で学ぼう」については、令

和３年度に 10講座を行い学校現場での指導経験の充実を図った。これらの教育経

験については、毎年実施される FDフォーラムにおいて成果報告を行うことで、本

人の指導経験だけでなく、学部内でも経験が共有され、PDCA サイクルを意識した

教育・研究の向上が図られている。 

② 学部と附属学校の共同研究において、研究担当副学部長のガバナンスのもと、

共同研究の２つの委員会（宮崎大学教育学部・教育学研究科・附属学校園共同研究

推進委員会及び運営専門委員会）体制で推進している。計16の部会を設置し、一貫

教育、教科の指導法、特別支援教育等の実践的課題解決に取り組み、その成果を活

かして公開研究会を実施するとともに学部・研究科の授業への還元を行っている。

研究科では公開研究会や校内研修会で実施された授業ビデオが授業分析の対象と

して活用されるなど、大学院の授業の中で分析し、教育実習で担当する授業の指導

計画を作成するという高度な教員養成に結びついている。令和３年度には、学部附

属教育協働開発センターの研究紀要に10編が掲載され、学内外へ発信されただけ

でなく、２件の学会発表で公表した。 
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３）地域との連携 

宮崎県における教員研修については、県教育委員会、宮崎県教員研修センター

及び宮崎大学教育学部附属教育協働開発センターと連携して、附属小学校及び附

属中学校（児童・生徒を対象とした授業）を活用した教員研修を行われている。令

和３年度は、宮崎県教育委員会と協議した結果、新型コロナウイルス感染症の影響

を考慮し、例年より縮小する方針となり、９講座の実施となった。 

また、附属学校園で毎年実施している公開研究会については、地域の学校が抱

える教育課題の解決を念頭に置いて、教育委員会と連携し、継続的に行っている。

令和２、３年度に実施した公開研究会等の当日の事後検討会においては、宮崎県教

育委員会から指導助言を頂くなど、緊密な連携体制となっている。 

 

附属学校セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益439百万円

(83.1%(対業務収益比、以下同じ))、学生納付金収益３百万円(0.7%)、寄附金収益

21百万円(4.1%)、その他の収益64百万円(12.2%)となっている。また、事業に要し

た経費(減価償却費含む)は教育経費151百万円(21.2%(対業務費用比、以下同じ))、

人件費559百万円(78.4%)、一般管理費等３百万円(0.5%)となっている。 

 

（３）その他セグメント 

その他セグメントは、学部、研究科、附属図書館、学内共同教育研究施設等及び事

務局により構成されている。 

宮崎大学は、「世界を視野に地域から始めよう」のスローガンのもと、学際的な生

命科学の創造及び地球環境の保全のための科学を志向した教育研究に取り組んでき

た。これらの実績を踏まえ、『異分野融合を軸に「地の利、人の利」を活かした教育

研究等の推進』や『地域と共に興す「新たに光る宮崎ブランド」の確立と発信』に取

り組み、地域活性化の拠点として、また、特色ある学術研究を宮崎から世界へ発信す

る拠点としての機能を強化するための取り組みを推進している。 

令和３年度においては、次の取組を行った。 

 

１）教育 

① 令和３年度に、FDアドバイザリーボートが中心となって学生参加の FD研修会

を実施した。夢と希望の道標奨学金を受賞した学生 13 名、理事、副学長、各学

部 FD アドバイザリーボードメンバー等の教員 15名が参加し、学生参加型の FD

研修会を実施した。同研修会では学生から授業評価アンケートの信憑性に関して

の意見等が述べられ、情報リテラシーに基づいた正確な情報になっていない可能

性があることや、学生に対するフィードバックをより充実させる必要性など、改

善すべき点が明確となり、令和３年度に学生連絡協議会を設置し、学生の意見を

全学に共有することにより、教育力の向上と学生参加型の FD 活動の活発化が図

られた。 

② 厳格で透明性の高い成績評価を推進するため、各学部、各研究科のシラバス様
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式を統一し、学修目標（達成目標）を要素毎に具体的に列挙した。また、成績評

価方法については「評価手段」「実施内容」「評価比率」「学修目標との対応」を一

組として、学習目標に対応した成績評価方法を具体的に記載するとともに学生に

周知している。毎年度、「シラバス作成のためのガイドライン」に基づき、同委

員会において点検を行っているが、学生の履修登録開始前までにシラバスが整備

されるよう、スケジュール、確認手順、責任者などを明確にするため、令和３年

度にガイドラインの改正を行い、日本語シラバス及び英語シラバスの公開率はほ

ぼ 100%となった。また、学生自身の自学学習の観点から教育課程の順次性・体

系性を明示し、学部・大学院間をつなぐ授業レベルの順次性・体系性や国際的通

用性を確保できるように、科目ナンバリングコードに図書館の蔵書分類コードで

ある日本十進分類法、米国国立医学図書館分類を用いて、さらに教育プログラム

の改善につなげた。 

③ 農学部附属フィールド科学教育研究センター・住吉フィールド（牧場）は、平

成 26年度に取得した GLOBALG.A.P.認証（牛乳、肉牛）を継続し、リスク管理技

術を実践的に学習できる環境を維持しており、令和元年度は、養豚分野において

も新たに GLOBALG.A.P.認証を取得し、第三者審査にて認められた GAP の手順に

則った実習を行うことができるようになった。令和２年度は、新たに国内で普及

が進んでいる JGAP 認証（肉用牛）を令和２年度に取得したことにより、海外の

規格と国内の規格を比較しながら学べる環境も整えた。また、これまでの実績か

ら令和３年度に、一般社団法人日本 GAP 協会からアドバイザリー業務を受託し、

基準書の改定に必要な情報提供等を行い、牧場にて改定版基準書の適性を評価す

るための模擬審査が実施された。同センター木花フィールド（農場）では、JGAP

認証（青果物及び穀物）を第２期から継続して維持しており、牧場とともに学外

者に向けても GAP 研修を提供し、GAP の普及・推進に貢献した。これらの GAP教

育に対する取組が評価され、平成 29 年度に九州地域未来につながる持続可能な

農業推進コンクールにおいて九州農政局長賞を、令和元年度に同コンクールにお

いて農林水産大臣賞を受賞した。さらに、東京 2020 オリンピック・パラリンピ

ック選手村等での食材として、牧場で生産した黒毛和種牛の牛肉が提供された。 

 

 ２）研究 

① 本学では、「生命科学」を基盤とし、「環境」、「食」、「エネルギー」を加えた４

つを本学の重点研究分野とし、学部、学科および各センターがそれぞれの枠を超

えて連携融合した研究を推進している。令和３年度は、第４期に向けた重点領域

研究の新たな枠組みについて、全学的研究ミッションを「地域共生社会の実現に

向けた研究の推進と社会実装」とし、それを推進する重点研究分野（生命、環境、

エネルギー、食、共生）を決定するとともに、特に推進する３つの柱「健康寿命

日本一に向けた異分野融合研究」、「持続可能な社会を目指した次世代産業の創出」

及び「多様性を重視した地域社会の基盤構築」を掲げ、社会的インパクトの創出
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を含む研究活動、研究成果の創出等、地域を軸としながらも世界を視野に入れた

基盤研究から社会実装までを分野横断的かつ柔軟に推進することで、喫緊の課題

解決だけでなく確固たる知の集積を着実に実施し、地(知)の拠点としての地位を

確立することとした。 

② 平成 28年度から５年間の継続プロジェクトである機能強化経費「ロコモティ

ブシンドローム（ロコモ）の病態解明・対策」事業において、超高齢化社会にお

いての課題であるロコモの病態解明と予防を進め、健康寿命の延伸を図るために、

啓発活動、検診事業、人材育成、機器開発や食品開発等に取り組み、地方創生に

繋がるモデル事業を実施した。令和３年度には、医工連携による異分野融合型の

臨床研究が開始され、遊びながら楽しくロコモを予防・改善する新感覚ロボット

システム「ロコボット」を開発し、運動機能の改善のためのリハビリ期間の短縮

化や効率化、人件費の抑制等に期待され、スポーツトレーニングや老人ホーム等

で高齢者のロコモ予防、認知症予防に役立つと考えている。 

③  産学・地域連携センター、農学部、工学部、医学部、産業動物防疫リサーチ

センターとの異分野融合研究により、ブルーベリー葉(茎)抽出成分の新型コロナ

ウイルスに対する効果を調べた結果、特定成分を豊富に含む粗精製分画に、強い

抗ウイルス効果が確認でき、特許申請(R2)を行った。この研究成果をもとに、抗

ウイルス効果の強い分画から活性化の本体となる物質を特定化するとともに、ブ

ルーベリーの茎・葉から抽出した天然物由来の成分を用いて、with/post コロナ

社会に役立つ機能性素材として、「ブルーベリー教授のくにさと 35号のど飴」の

製品化につながった。 

 

３）社会との連携や社会貢献 

① 令和３年度、工学部の研究グループにより、豚の体重を瞬時に可視化する装置

「豚の体重が見えるメガネ」が開発され、養豚農家の作業効率化が期待される。

この技術は、農林水産省の「2021 年農業技術 10大ニュース」に選定され、国内

だけでなく、海外ドイツのメーカーとの共同研究へ繋がった。カメラの精度を高

め、今後の製品化に向けた研究開発を行っている。 

② 令和３年度、地域資源創成学部と(株)Milk Lab.との共同研究において、宮崎

県産きんかん由来β-クリプトキサンチンの加工特性解析及び腸管吸収能評価を

実施し、β-クリプトキサンチン含有量が高く且つ腸管吸収能を向上させる加工

条件を見出し、その成果として「優乳甘酒（ゆうにゅうあまざけ）きんかん」を

開発した。 

③ 「株式会社 Smolt」（R１設立学生ベンチャー）の新商品「つきみいくら」が

宮崎県内の農畜水産物を活用して令和２年度に開発された新商品の品評を行う

イベント「MIYAZAKI FOOD AWARD 2021」において、最終審査まで進む健闘をみせ、

令和３年度「STI for SDGs」アワード（JST が実施する科学技術イノベーション

を用いて社会課題を解決することにより SDGs の達成を目指す特に優れた取組を
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表彰する制度）において「科学技術振興機構理事長賞」を受賞した。さらに、同

学生ベンチャーは、九州・山口ベンチャーマーケット 2021 において、地域活性

化賞を受賞、サステナブルシーフードアワードにおいてファイナリストに選出さ

れた。また、令和３年 11 月に産学・地域連携センター（産学・地域連携施設）

１階に「宮崎大学発ベンチャーシェアオフィス」として複数（５～６社程度）の

ベンチャーが入居できるシェアオフィスを設置し、新たなイノベーションの拠点

となるよう、大学発ベンチャー企業の創出・支援等を推進している。 

 

４）国際化 

① バングラデシュ ICT 技術者を対象とした地方人材導入支援の取組として、バ

ングラデシュの North South University (NSU)、(株)B＆M、BJIT Group、(株)新

興出版啓林館及び本学が連携し、「外国人 ICT 技術者人材育成プログラム」とし

て新たな事業を 2021 年度からスタートさせた。本事業では、(株)新興出版啓林

館の寄附講座「外国人 ICT 技術者人材育成講座」（受入金額 60,840 円）を設置

し、同講座が現地教育 B-JET Basic course を運営、その修了生が宮崎大学国際

連携センターの履修証明プログラムである Advanced course を受講する体制と

なっており、Basic course 第１期生 29名が 2022 年３月に修了した。 

② JST アジア青少年サイエンス交流事業「さくらサイエンスプラン」では、イン

ド、インドネシア、タイ等の東南アジアを中心に、教員、研修者及び将来研修者

を目指す高校生、大学生、大学院生等を受け入れ、10日程度で構成される専門分

野の研修を行っている。コロナ禍以降はオンラインによる実施となったが、第３

期中期目標期間中の受け入れ総数は 921 名にのぼっている。特に令和３年度は、

オンライン交流に先立ち、大学間交流協定校のサンマルコス大学（ペルー）とオ

ンライン開会式を、両大学長を含む大学関係者及び在ペルー日本国大使出席の下

に実施した。その後計４回のオンライン交流会を実施し、教員、学生延べ 209名

が交流を深めた。 

 

その他セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益 6,263 百万円

(47.9%(対業務収益比、以下同じ))、学生納付金収益 2,978 百万円(22.8%)、受託研究

等収益 1,661 百万円(12.7%)、その他の収益 2,185 百万円(16.7%)となっている。また、

事業に要した経費(減価償却費含む)は、教育経費 1,281 百万円(10.0%(対業務費用比、

以下同じ)、研究経費 990 百万円(7.8%)、教育研究支援経費 328 百万円(2.6%)、受託研

究等経費 1,518 百万円(11.9%)、人件費 7,898 百万円(61.8%)、一般管理費等 760 百万

円(6.0%)となっている。 

 

３．課題と対処方針等 

当法人では、運営費交付金の縮減に対応するため、経費節減に努めるとともに、自己収

入を増加させ運営基盤の強化を図ることは喫緊の課題であることから、外部資金や病院収

入等の獲得・増収に努めている。 
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増収・経費節減策として、毎年度、進捗状況及び新たな事業案について各部署から方策

を求めることにより増収やコスト削減の意識付けを図るとともに、各部署が取組内容に対

する検証を行い、財務委員会及び部長会議で進捗を確認するPDCAサイクルを継続して実行

している。 

令和３年度の主な増収策は、附属図書館、工学部及びメインストリート等で募集を行っ

ていたネーミングライツについて、そのうち工学部で２件の応募があり令和３年度から３

年間の契約を締結した。これにより、年間550千円の収入となった。 

また、未活用の土地の有効活用として、木花キャンパスの駐車場を企業主導型保育所の

用地として、令和元年５月から定期借地権付土地貸付契約を締結し、毎年30,808千円の収

入を得ている。 

なお、更なる増収策として、船塚キャンパスの緑地の有効活用について今後の課題とな

っている。 

主な経費節減策は、マイクロソフト包括ライセンスの契約見直しにより、5,000 千円/年

の経費縮減となったほか、令和３年４月から開始した病院ＥＳＣＯ事業による省エネ効果

により、13,382 千円の経費削減となった。 

また、これまでは、科学研究費補助金の研究代表者又は研究代表者の研究分担者として

間接経費を措置された科学研究費配分を受けた研究者に、当該年度に獲得した直接経費の

５％を研究費として配分していたが、令和２年度でこの仕組みを廃止した。令和３年度か

ら業績連動給与制において、インセンティブを付与する外部資金の対象を、これまでの科

学研究費補助金獲得者に対する研究費配分から拡大し、間接経費を伴う受託研究、共同研

究および競争的資金を対象にするとともに、インセンティブを手当（給与）に反映させる

か研究費で支給するかの選択性とし、教員の研究活動の増進を図る仕組みとした。さらに

、若手および女性研究者は、外部資金額に応じたインセンティブの比率を一般の研究者よ

り高く設定し、若手及び女性研究者の研究環境の整備に資する仕組みを取り入れた。 

コストの見える化への取組みとして、ステークホルダー毎に関連性の高いトピックスと

財務的な情報を関連させた財務レポートのリーフレット版を作成し、令和３年10月に開催

された「宮崎アカデミーロータリークラブ例会」にて、産業界を対象に対話型の説明会を

実施した。また、令和３年12月に事務職員を対象とした財務会計研修会において財務レポ

ートリーフレット版を配付し、本学の財務状況を説明した。 

このような取組により、今後もより一層の予算の効率的・効果的な運用に努めたい。 
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「Ⅴ その他事業に関する事項」 

 

１．予算、収支計画及び資金計画 

(１)予算 

決算報告書参照 

http://www.miyazaki-

u.ac.jp/administration/public/legal/finance/reporting.html  

(２)収支計画 

年度計画及び財務諸表(損益計算書)参照 

年度計画 

http://www.miyazaki-u.ac.jp/administration/public/legal/plan.html 

財務諸表 

http://www.miyazaki-

u.ac.jp/administration/public/legal/finance/reporting.html  

(３)資金計画 

年度計画及び財務諸表(キャッシュ・フロー計算書)参照 

年度計画 

http://www.miyazaki-u.ac.jp/administration/public/legal/plan.html 

財務諸表 

http://www.miyazaki-

u.ac.jp/administration/public/legal/finance/reporting.html 

 

２．短期借入れの概要  

  該当なし 
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３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細  

(１)運営費交付金債務の増減額の明細               

単位：百万円 

 

 

(２)運営費交付金債務の当期振替額の明細 

１）平成２８年度交付分 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営費

交付金

収益あ

資産見返運営費

交付金（特許権

仮勘定見返運営

費交付金を含む）

資本剰余金 小計

平成28年度 -               -               -               -               -               -               -               

平成29年度 1               -               1               -               -               1               -               

平成30年度 2               -               2               -               -               2               -               

令和元年度 1               -               1               -               -               1               -               

令和2年度 149             -               149             -               -               149             -               

令和3年度 -               9,315           9,211           103             -               9,315           -               

合　計 154 9,315 9,366 103 -               9,469 -               

期末残高交付年度 期首残高
交付金

当期交付金

当期振替額

 金額

計 -               

計 -               

計 -               

-               

区分 内訳

業務達成基準

による振替額

期間進行基準

による振替額

運営費交付金収益 -               

該当なし
資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金 -               

運営費交付金収益 -               

該当なし
資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金 -               

国立大学法人会計基準第78第3項による振替額 -               該当なし

合計

費用進行基準
による振替額

運営費交付金収益 -               

該当なし
資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金 -               
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２）平成２９年度交付分 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）平成３０年度交付分 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金額

計 -               

計 -               

計 -               

①期間進行基準を採用した事業に係る分

学生収容定員充足率未達成額 1
ｳ)計 1

1               

期間進行基準
による振替額

運営費交付金収益 -               

該当なし
資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金 -               

区分 内訳

業務達成基準

による振替額

運営費交付金収益 -               

該当なし
資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金 -               

国立大学法人会計基準第78第3項による振替額 1               

合計

費用進行基準
による振替額

運営費交付金収益 -               

該当なし
資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金 -               

 金額

計 -               

計 -               

計 -               

区分 内訳

期間進行基準
による振替額

運営費交付金収益 -               

該当なし
資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金 -               

業務達成基準

による振替額

運営費交付金収益 -               

該当なし
資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金 -               

費用進行基準

による振替額

運営費交付金収益 -               

該当なし
資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金 -               
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４）令和元年度交付分 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①期間進行基準を採用した事業に係る分

学生収容定員充足率未達成額 2
ｳ)計 2

2               

国立大学法人会計基準第78第3項による振替額 2               

合計

 金額

計 -               

計 -               

計 -               

①期間進行基準を採用した事業に係る分

学生収容定員充足率未達成額 1
ｳ)計 1

1               

区分 内訳

期間進行基準
による振替額

運営費交付金収益 -               

該当なし
資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金 -               

業務達成基準
による振替額

運営費交付金収益 -               

該当なし
資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金 -               

国立大学法人会計基準第78第3項による振替額 1               

合計

費用進行基準

による振替額

運営費交付金収益 -               

該当なし
資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金 -               
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５）令和２年度交付分 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金額

①業務達成基準を採用した事業等
1)地域資源創成学部（新設）を核とした地方創生人材育成の全学的な展開

～地域志向型一貫教育の深化と徹底した質の保証による地域定着人材の育成～
2)海外大学間との共同連携教育による新たな留学生受け入れシステムCreditEarning
法によるグローバル人材育成学部教育プログラムの構築

3)社会の変革を支える宮崎大学型太陽熱・太陽光高度活用技術の開発

－日本のひなた『宮崎』で低炭素社会・水素社会の新システムを創出する－
 4)遺伝子組換え作物・飼料・加工食品などにおける総合的評価システムの開発とハ
ラール認証への対応－人材育成から国際的な共同研究への展開－
5)ロコモティブシンドローム（ロコモ）の病態解明・対策

－地方創生・ロコモザワールド宮崎の構築－
6) HTLV-1/ATL研究診療分野における国際拠点形成－宮崎から世界に向けてHTLV-1・
日和見感染からATL発症への包括的研究診療推進－

7)産学官連携及び異分野融合体制強化による産業動物防疫の地域・国際教育研究
拠点の創成とグローバル人材育成事業による産業動物防疫リサーチセンターの
教育・研究基盤強化

8)九州畜産地域における産業動物教育拠点事業
9)九州における照葉樹林とスギ林業を生かした教育共同利用拠点事業
10)数理・データサイエンスを活かした地域産業人材の育成に向けたカリキュ
ラム・教材の開発

②当該業務に関する損益等

ｱ)損益計算書に計上した費用の額
　　その他 21

ｱ)計 21

ｲ)自己収入に係る収益計上額 なし

ｳ)固定資産の取得額 なし

③運営費交付金収益化額の積算根拠

計 21              

該当なし

計 -               

区分 内訳

業務達成基準
による振替額

運営費交付金収益 21              

資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金 -               　業務の進行に伴い支出した21百万円について運営費交付金債務を収益化。

-               

期間進行基準
による振替額

運営費交付金収益 -               

資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金
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６）令和３年度交付分 

単位：百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①費用進行基準を採用した事業等
1)退職手当
2)年俸制導入促進費
3)建物新営設備費

4)移転費
5)PCB廃棄物処理費
6)授業料等免除実施分

②当該業務に関する損益等
ｱ)損益計算書に計上した費用の額
　　教員人件費 77
　　その他 18

ｱ)計 96

③運営費交付金収益化額の積算根拠

計 96              

①費用進行基準を採用した事業に係る分

授業料等免除実施分 32

ｳ)計 32

149             合計

費用進行基準
による振替額

運営費交付金収益 96

資産見返運営費交付金 -               

資本剰余金 -               
　業務の進行に伴い支出した96百万円について運営費交付金債務を収益化。

国立大学法人会計基準第78第3項による振替額 32              

 金額

①業務達成基準を採用した事業等
1)地域資源創成学部（新設）を核とした地方創生人材育成の全学的な展開

～地域志向型一貫教育の深化と徹底した質の保証による地域定着人材の育成～
2)海外大学間との共同連携教育による新たな留学生受け入れシステムCreditEarning
法によるグローバル人材育成学部教育プログラムの構築

3)社会の変革を支える宮崎大学型太陽熱・太陽光高度活用技術の開発

－日本のひなた『宮崎』で低炭素社会・水素社会の新システムを創出する－

4)宮崎の農畜産物のグローバル流通に向けた研究・技術・システムの開発と
その人材育成－宮大から発信する宮崎ブランド－
5)ロコモティブシンドローム（ロコモ）の病態解明・対策

－地方創生・ロコモザワールド宮崎の構築－
6)HTLV-1/ATL研究診療分野における国際拠点形成－宮崎から世界に向けてヒト診療
HTLV-1・ウシBLV感染症から白血病発症への包括的研究推進－
7)産学官連携及び異分野融合体制強化による産業動物防疫の地域・国際教育研究

拠点の創成とグローバル人材育成事業による産業動物防疫リサーチセンターの
教育・研究基盤強化
8)九州畜産地域における産業動物教育拠点事業
9)照葉樹林とスギ林業および多様な森林生態系を生かした教育共同利用拠点事業

10)数理・データサイエンスを活かした地域産業人材の育成に向けたカリキュ
ラム・教材の開発
11)基盤的設備-情報ネットワーク設備

②当該業務に関する損益等
ｱ)損益計算書に計上した費用の額
　　教員人件費 50
　　職員人件費 20
　　その他 156

ｱ)計 227

ｲ)自己収入に係る収益計上額 なし

ｳ)固定資産の取得額

　　工具、器具及び備品 28
　　車両運搬具 37
　　その他の資産 8

ｳ)計 74

③運営費交付金収益化額の積算根拠

計 301             

区分 内訳

業務達成基準

による振替額

運営費交付金収益 227             

資産見返運営費交付金 74              

資本剰余金 -               　業務の進行に伴い支出した301百万円のうち、資産見返運営費交付740百万円を除く
227百万円について運営費交付金債務を収益化。
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(３)運営費交付金債務残高の明細 

  該当なし 

 

 

 

 

 

①期間進行基準を採用した事業等
　業務達成基準及び費用進行基準を採用した業務以外の全ての業務

②当該業務に関する損益等
ｱ)損益計算書に計上した費用の額
　役員人件費 79
　教員人件費 4,955
　職員人件費 3,188

ｱ)計 8,223

ｲ)自己収入に係る収益計上額 なし

ｳ)固定資産の取得額 なし

③運営費交付金収益化額の積算根拠

計 8,223           
①費用進行基準を採用した事業等
1)退職手当
2)年俸制導入促進費

3)建物新営設備費
4)移転費

②当該業務に関する損益等
ｱ)損益計算書に計上した費用の額

　  役員人件費 51
　　教員人件費 305
　　職員人件費 284
　　その他 63

ｱ)計 705

ｲ)自己収入に係る収益計上額 なし

ｳ)固定資産の取得額

　　工具、器具及び備品 26
　　建物 2

ｳ)計 29
③運営費交付金収益化額の積算根拠

計 734             

①費用進行基準を採用した事業に係る分

退職手当 56

ｳ)計 56

9,315           

資本剰余金 -               

　業務の進行に伴い支出した734百万円のうち、資産見返運営費交付金29百万円を除く
705百万円について運営費交付金債務を収益化。

国立大学法人会計基準第78第3項による振替額 56              

合計

費用進行基準

による振替額

運営費交付金収益 705

資産見返運営費交付金 29              

資本剰余金 -               

期間進行基準
による振替額

運営費交付金収益 8,223           

資産見返運営費交付金 -               

　期間進行業務に係る運営費交付金債務を全額収益化。



56 
 
 

(別紙) 

■ 財務諸表の科目 

１．貸借対照表 

有形固定資産：土地、建物、構築物等、国立大学法人等が長期にわたって使用する有形

の固定資産。 

減損損失累計額：減損処理(固定資産の使用実績が、取得時に想定した使用計画に比し

て著しく低下し、回復の見込みがないと認められる場合等に、当該固

定資産の価額を回収可能サービス価額まで減少させる会計処理)によ

り資産の価額を減少させた累計額。 

減価償却累計額等：減価償却累計額及び減損損失累計額。 

その他の有形固定資産：図書、工具器具備品、車両運搬具等が該当。 

その他の固定資産：無形固定資産(特許権等)、投資その他の資産(投資有価証券等)が該

当。 

現金及び預金：現金(通貨及び小切手等の通貨代用証券)と預金(普通預金、当座預金及

び一年以内に満期又は償還日が訪れる定期預金等)の合計額。 

その他の流動資産：未収附属病院収入、未収学生納付金収入、医薬品及び診療材料、た

な卸資産等が該当。 

資産見返負債：運営費交付金等により償却資産を取得した場合、当該償却資産の貸借対

照表計上額と同額を運営費交付金債務等から資産見返負債に振り替え

る。計上された資産見返負債については、当該償却資産の減価償却を行

う都度、それと同額を資産見返負債から資産見返戻入(収益科目)に振り

替える。 

大学改革支援・学位授与機構債務負担金：旧国立学校特別会計から独立行政法人大学改

革支援・学位授与機構が承継した財政融資資金借入金で、国立大学法人

等が債務を負担することとされた相当額。 

長期借入金等：事業資金の調達のため国立大学法人等が借り入れた長期借入金、長期リ

ース債務等が該当。 

引当金：将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計上するもの。

退職給付引当金等が該当。 

運営費交付金債務：国から交付された運営費交付金の未使用相当額。 

政府出資金：国からの出資相当額。 

資本剰余金：国から交付された施設費等により取得した資産(建物等)等の相当額。 

利益剰余金：国立大学法人等の業務に関連して発生した剰余金の累計額。 

繰越欠損金：国立大学法人等の業務に関連して発生した欠損金の累計額。 

 

２．損益計算書 

業務費：国立大学法人等の業務に要した経費。 
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教育経費：国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要した経費。 

研究経費：国立大学法人等の業務として行われる研究に要した経費。 

診療経費：国立大学附属病院における診療報酬の獲得が予定される行為に要した経費。 

教育研究支援経費：附属図書館、大型計算機センター等の特定の学部等に所属せず、法

人全体の教育及び研究の双方を支援するために設置されている施設

又は組織であって学生及び教員の双方が利用するものの運営に要す

る経費。 

人件費：国立大学法人等の役員及び教職員の給与、賞与、法定福利費等の経費。 

一般管理費：国立大学法人等の管理その他の業務を行うために要した経費。 

財務費用：支払利息等。 

運営費交付金収益：運営費交付金のうち、当期の収益として認識した相当額。 

学生納付金収益：授業料収益、入学料収益、入学検定料収益の合計額。 

その他の収益：受託研究等収益、寄附金等収益、補助金等収益等。 

臨時損益：固定資産の売却(除却)損益、災害損失等。 

目的積立金取崩額：目的積立金とは、前事業年度以前における剰余金(当期総利益)のう

ち、特に教育研究の質の向上に充てることを承認された額のことで

あるが、それから取り崩しを行った額。 

 

３．キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フロー：原材料、商品又はサービスの購入による支出、人

件費支出及び運営費交付金収入等の、国立大学法

人等の通常の業務の実施に係る資金の収支状況を

表す。 

投資活動によるキャッシュ・フロー：固定資産や有価証券の取得・売却等による収入・

支出等の将来に向けた運営基盤の確立のために行

われる投資活動に係る資金の収支状況を表す。 

財務活動によるキャッシュ・フロー：増減資による資金の収入・支出、債券の発行・償

還及び借入れ・返済による収入・支出等、資金の

調達及び返済等に係る資金の収支状況を表す。 

資金に係る換算差額：外貨建て取引を円換算した場合の差額相当額。 

 

４．国立大学法人等業務実施コスト計算書 

国立大学法人等業務実施コスト：国立大学法人等の業務運営に関し、現在又は将来の税

財源により負担すべきコスト。 

損益計算書上の費用：国立大学法人等の業務実施コストのうち、損益計算書上の費用か

ら学生納付金等の自己収入を控除した相当額。 

損益外減価償却相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲得が予
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定されない資産の減価償却費相当額。 

損益外減損損失相当額：国立大学法人等が中期計画等で想定した業務を行ったにもかか

わらず生じた減損損失相当額。 

 

損益外有価証券損益累計額(確定)：国立大学法人が、産業競争力強化法第22条に基づき、

特定研究成果活用支援事業を実施することで得られ

る有価証券に係る財務収益相当額、売却損益相当額。 

損益外有価証券損益累計額(その他)：国立大学法人が、産業競争力強化法第22条に基づ

き、特定研究成果活用支援事業を実施することで得

られる有価証券に係る投資事業組合損益相当額、関

係会社株式評価損相当額。 

損益外利息費用相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲得が予

定されない資産に係る資産除去債務についての時の経過による

調整額。 

損益外除売却差額相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲得が

予定されない資産を売却や除去した場合における帳簿価額と

の差額相当額。 

引当外賞与増加見積額：支払財源が運営費交付金であることが明らかと認められる場合

の賞与引当金相当額の増加見積相当額。前事業年度との差額と

して計上(当事業年度における引当外賞与引当金見積額の総額

は、貸借対照表に注記)。 

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかと認

められる場合の退職給付引当金増加見積額。前事業年度と

の差額として計上(当事業年度における引当外退職給付引

当金見積額の総額は貸借対照表に注記)。 

機会費用：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸した場合

の本来負担すべき金額等。 

 


