
 

地方独立行政法人 北松中央病院定款 

 

 

第一章 総則 

（設置目的） 

第一条 この地方独立行政法人は、地域住民に救急医療をはじめとした急性 

 期医療の提供、地域の医療機関と提携、良質な医療提供システムを構築、 

住民の健康増進、疾病予防への寄与を目的として設置する。 

（名称） 

第二条 この定款により設立される地方独立行政法人の名称は、地方独立行 

 政法人北松中央病院（ 以下「法人」という。） とする。 

（設立団体） 

第三条 法人の設立団体は、佐世保市とする。 

（事務所の所在地） 

第四条 法人は、事務所を長崎県佐世保市江迎町に置く。 

（特定地方独立行政法人又は特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法 

人の別） 

第五条 この法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。 

第二章 役員 

（役員） 

第六条 法人に、役員として理事長一人、理事三人以内及び監事二人を置く。 

２ 法人に、理事の中から副理事長一人を置くことができる。 

３ 法人に、理事のほか、非常勤の理事三人以内を置くことができる。 

（職務及び権限） 

第七条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。 

２ 副理事長は、理事長を補佐して、法人の業務を掌理し、理事長に事故あ

るときは、その職務を代理し､理事長が欠員のときはその職務を行う。 

３ 理事は、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その職務を代理し、理事長及び副理事長が

欠員のときはその職務を行う。 

４ 監事は、法人の業務を監査する。 

 



 

（役員の任命） 

第八条 理事長及び監事は、佐世保市長が任命する。 

２ 副理事長及び理事は、理事長が任命する。 

（役員の任期） 

第九条 理事長､副理事長及び理事の任期は四年とする。 

２ 監事の任期は、理事長の任期に対応させるものとし、任命の日から、当 

 該対応する理事長の任期の末日（補欠の理事長が任命された場合は、補欠 

の理事長の任期の末日）を含む事業年度についての財務諸表の承認の日ま 

でとする。 

３ 前２項の場合において役員が欠けた時の補欠の任期は、前任者の残任期 

間とする。 

４ 役員は、再任されることができる。 

（役員の解任） 

第十条 佐世保市長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が地方独立 

行政法人法（ 平成十五年法律第百十八号、以下「法」という。） 第十六条

の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、そ

の役員を解任しなければならない。 

２ 佐世保市長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のい 

ずれかに該当するとき、その他役員たるに達しないと認めるときは、その 

役員を解任することができる。 

一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

二 職務上の義務違反があるとき。 

３ 前項に規定するもののほか、佐世保市長又は理事長は、それぞれその任

命に係る役員（ 監事を除く） の職務の執行が適当でないため法人の業務

の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせる

ことが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。 

４ 理事長は、前二項の規定により副理事長及び理事を解任したときは、遅 

滞なく、その旨を佐世保市長に届け出るとともに、これを公表しなければ

ならない。 

第三章 業務等 

（業務の範囲） 

第十一条 法人は、目的を達成するため、次の業務を行う。 



 

一 救急医療を提供すること。 

二 人間ドック、健診などの予防医療を提供すること。 

三 地域全体の感染予防対策業務及び災害対策医療を提供すること。 

四 リハビリ、在宅医療業務を推進すること。 

五 医療に関する調査及び研究を行うこと。 

六 介護保険に関する事業を行うこと。 

七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

２ 法人は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、 

 第一条の目的を達成するため、その建物の一部、設備、器械及び器具を、 

勤務しない医師又は歯科医師の診療のために利用させることができる。 

（業務方法書） 

第十二条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるものの 

ほか、業務方法書の定めるところによる。 

第四章 資本金等 

（資本金） 

第十三条 法人の資本金は、１，３７９，０８３，６５９円とし、佐世保市 

が別表に掲げる資産をもって出資する。 

２ 法人に出資される財産のうち金銭以外のものの価額は、出資の日現在に 

おける時価を基準として出資する佐世保市が評価した価額とする。 

３ 前項の評価に関し学識経験を有するものの意見を聞かなければならない。 

第五章 雑則 

（公告の方法） 

第十四条 法人の公告は、佐世保市役所及び法人の掲示板に掲示して行う。 

（解散） 

第十五条 法人は、解散した場合において、債務を弁償してなお残余財産が 

あるときは、当該残余財産は、佐世保市に帰属させる。 

（規程への委任） 

第十六条 法人の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定 

めるもののほか、理事長が定める規程等による。 

附 則 

（施行期日） 

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２２年３月３１日から施行する。 

附 則 

この定款は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この定款は、長崎県知事の認可の日から施行する。 

 



(別表）

建物 病棟(5階建て）                5,272.60㎡ 医療器械 超音波診断装置  SSD-2000 ｱﾛｶ

診療棟(平屋建て）　　　　　　　1,668.00㎡ 移動型外科用Ｘ線ﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ装置(島津OPESCOPE-50N)

病棟(３階建て）　　　　　　　　1,896.00㎡ 島津一般撮影システム

看護婦宿舎　　　　　　　　　　　 735.77㎡ Ｘ線レシーブサプライヤー（コニカ  RS-5M）

医師住宅５戸　　　　　　　　103.78㎡×5戸 自動分析装置  ＪＣＡ－ＢＭ８（日本電子）

研修会館　　　　　　　　　　 　1,137.07㎡ Ｘ線テレビジョン(島津)      

救急棟及び病棟増築分　　　　 　3,680.00㎡ 心臓用超音波診断装置 ﾋｭ-ﾚｯﾄﾊﾟｯｶ-ﾄﾞ SONOS-2500

急患部分改築　　　　 改築面積　1,385.00㎡ 生化学自動分析装置一式  日本電子ＨＲ－２２００

医師マンション 20-A 72.21㎡（佐世保市折橋町）   全身用コンピュータ断層撮影装置（横河LEMAGE）

医師マンション 50-A 60.66㎡（佐世保市折橋町）      電動診察寝台  ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ(KC-250)

西側医師住宅６号社宅 　　　　　　100.16㎡  内視鏡診察台 EX-5V

西側医師住宅７号社宅　　　　　　 100.16㎡   ＩＣＵベット  KA-884 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ

託児所本体工事　　　　　　　　　 191.31㎡  ＩＣＵベット  KA-884 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ

医師住宅（佐世保市瀬戸越）      176.76㎡    ＩＣＵベット  KA-884 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ

病院建物：壁貼り替え工事 ＩＣＵベット  KA-884 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ

西側職員住宅８号社宅            107.00㎡ ＩＣＵベット  KA-884 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ

職員更衣棟・厚生施設            486.45㎡ ＩＣＵベット  KA-884 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄ

車庫（木造）                    40.41㎡ ＨＰＵヒートプローブ止血装置

構築物 医師住宅給水設備 Ｘ線骨密度測定装置  DTX-200

増改築工事に係る外構工事 ＯＥＳ気管支ファイバースコープ BF-1T40

排水路 上部消化管汎用ビデオスコープ GIF-XP240

自家発電設備装置            大腸ビデオスコープ PCF-230

ゴルフ練習場支柱･ネット工事      テルフュージョン輸液ポンプ TE-171

ゴルフ練習場夜間照明工事      ﾀﾞｲｾﾝＲＯ装置（透析水処理）ﾆﾌﾟﾛ NRX-43P

院長公宅階段・通路工事      全自動血圧計  日本ｺｰﾘﾝ BP-203RV

院長公宅 植裁工事           サーボベンチレーター  フクダ SV-900E

職員駐車場新設工事 超音波双方向血流計 ｽﾏ-ﾄﾄﾞｯﾌﾟ 50

車両 救急車(ﾆｯｻﾝ ｷｬﾗﾊﾞﾝ)         体内脂肪計  タニタ TBF-310

日産エルグランド（VIPﾛｲﾔﾙﾗｲﾝ 3300CC） 体内脂肪計  タニタ TBF-310

三菱トッポＢＪ（訪問看護車） 体内脂肪計  タニタ TBF-310

トヨタグランドハイエース  Ｌ  ５ドア 散薬分包器一式  ユヤマ 93WR-TS V

ダイハツミラ  マットプラットホーム  ﾐﾅﾄ K3120

器械及び装置 熱源機器設備 輸液ポンプ  STC-508

冷凍機設備他 輸液ポンプ  STC-508

受変電設備他 ＥＶＩＳ気管支ビデオスコープ

電気設備 多機能心電計  フクダ FDX-4520  

給水設備他 電子スパイロメーター  フクダ SP-750

避難用スパイラルシュータ            診断用デジタルＸ線テレビ装置 東芝 WINSCOPE5000

西側６号社宅給排水ガス設備  透析用Ｂ粉末溶解装置  ﾆﾌﾟﾛ NPS-40

西側６号社宅電気設備        透析用Ａ粉末溶解装置  ﾆﾌﾟﾛ PTS-100

西側７号社宅電気設備        全自動血液凝固測定装置 ｼｽﾒｯｸｽ CA-510

西側７号社宅給排水ガス設備  アルミ製ハイローストレチャー KK-723

託児所電気設備              サーボベンチレーター（フクダ）SV-900E

託児所テレビ共聴設備        サーボベンチレーター（フクダ）SV-900C

託児所電話配管設備          ハドマー（波動形末梢循環促進装置）KURODA 101C

託児所衛生設備              生体情報モニタシステム一式(フクダ DS-5800NX)

託児所給水設備              テレスコープ  ﾎﾌﾟｷﾝｽ K20222101-P

託児所排水設備              長時間心電図記録解析装置  フクダ SCM-6000

託児所給湯・ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ設備   赤外線分光分析装置  UBIT-IR300 ｵｵﾂｶ

託児所浄化槽設備            個人用透析濾過装置  TR-7000S （東レ）

託児所換気設備              個人用透析濾過装置  TR-7000S （東レ）

院長公宅照明工事            個人用透析濾過装置  NCU-12 （ニプロ）

医療ガスパイピング  取替整備工事一式 個人用透析濾過装置  NCU-12 （ニプロ）

西側８号社宅電気設備 全自動血圧計  BP-203RV （日本コーリン）

西側８号社宅給排水衛生設備 輸液ポンプ  TE-161

職員更衣棟・厚生施設電気設備 多機能心電計（フクダ FDX-4520(L)）

職員更衣棟・厚生施設空調換気設備 超低温プラストフリーザー ｻﾝﾖｰ MDF-U460BR

職員更衣棟・厚生施設給排水衛生設備 輸液ポンプ  TE-161

電気中央監視制御設備（増築追加工事） 生体情報モニタ（フクダ  DS-2170）

医療器械 自動現像機 ﾌｼﾞ FPM-9000DX   血圧脈波検査装置  日本コーリン BP-203PE

手術用モニター一式（ﾌｸﾀﾞ DS-5300） 超低温フリーザー  ｻﾝﾖｰ MDF-293

超音波診断装置 ｱﾛｶ SSD650CL 多本架冷却遠心機  久保田 5920

人工呼吸器(ｻｰﾎﾞﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀ)     ベックマン電解質測定装置  ｼﾝｸﾛﾝCX-3ﾃﾞﾙﾀ

サーボベンチレーター SV-900C 十二指腸ビデオスコープ  JF-240

サーボベンチレータ一式      輸液ポンプ  TE-161

ストレステストシステム一式  ﾌｸﾀﾞ(ML-4500) 輸液ポンプ  TE-161P

高圧蒸気滅菌装置(ｻｸﾗ)       EVIS上部消化管汎用ビデオスコープ

患者監視装置一式（ﾌｸﾀﾞ DS-3400） 麻酔管理システム  ナルコメドＧＳ一式

患者監視装置一式（ﾌｸﾀﾞ DS-3400） 無影灯  （大協  7702）

腹腔鏡下手術機器一式        全自動錠剤分包機  ユヤマ  YS-TR-200FDS

自動電気泳動装置 ｵﾘﾝﾊﾟｽ     内視鏡洗浄消毒装置  OER-2

出資資産一覧表



医療器械 ファイバースコープ保管庫  MY-2408 医療器械 輸液ポンプ  TE-161

チェアカウチ（ベット兼用車椅子） 腹腔鏡下手術用  988 ３チップカメラ

磁気共鳴ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置（ＭＲＩ）東芝 EXCELART/AG 腹腔鏡下手術用気腹装置  SR-0303D

一般撮影Ｘ線装置  東芝  KXO-80G SET 個人用透析装置（ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ 4008S）

コニカ  ドライプロ 751 電動リモートコントロールベッド一式   KA-7231  

コニカ  ドライプロ 752 カラー静止画像記録装置 オリンパスECP-S

回診用Ｘ線装置  東芝 IME-200A 日立インバータ式コードレス移動型Ｘ線装置一式

ステンレスパスボックス  ユヤマ YS-C-C301 無影灯（スカイルックス　ユニバースリブラ）

無影灯  （大協 7702） ＥＶＩＳ大腸ビデオスコープ CF-240AI

人工呼吸器  LTV-1000 デジタルスケール付電動ベッド

モニター付除細動装置  フクダ FC-1760 超音波診断装置

心電計  フクダ FDX-4520(L) 血液ガスシステム ABL700H

心電計  フクダ FDX-4520(L) ニプロ 透析用患者監視装置 NCU-8（7台）

心電計  フクダ FDX-4520(L) ニプロ DHF監視装置（2台）

牽引療法装置  ミナト TC-30D アルミ製ハイローストレッチャー KK-723

平行棒  ミナト B4120 デジタルホルタ記録器

低周波治療器  日本ﾒﾃﾞｨｯｸｽ  ﾄﾘﾐｯｸｽﾃﾞｨﾉｽ パラマウントベッドKA-9700B（1台）

生体情報モニター一式  フクダ DS-5600 薬用冷蔵ショーケースMPR-311D(H)

生体情報モニター一式  フクダ DS-5700 酸化ｴﾁﾚﾝｶﾞｽｶｰﾄﾘｯｼﾞ式滅菌装置 EC-B2600

生体情報モニター 一式  フクダ DS-5700 血液保冷庫１台

人工呼吸器  シーメンス Seruoi 遠心機　Model　1式

人工呼吸器  シーメンス Seruoi ハーモニックスカルペル　サンキューセット一式

モニター付除細動装置  フクダ FC-1760 ロベリア昇降浴槽一式

ベットサイドモニター  GEﾏﾙｹｯﾄME DASH3000 輸液ポンプ①TE-161S

体外式ペースメーカー一式  5348 輸液ポンプ②TE-161S

体外式ペースメーカー一式  5388 輸液ポンプ③TE-161S

大動脈内バルーンポンプ一式  ﾊﾞｸｽﾀｰ 輸液ポンプ④TE-161S

血管内超音波診断システム一式  テルモ 輸液ポンプ⑤TE-161S

大動脈内バルーンポンプ駆動装置  IABP Model 908 輸液ポンプ⑥TE-161S

経皮的心肺補助装置一式  テルモ ｷｬﾋﾞｵｯｸEBS 輸液ポンプ⑦TE-161S

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾈアンギオ装置  ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ Integris BH5000 輸液ポンプ⑧TE-161S

モニター付除細動装置  フクダ FC-1760 輸液ポンプ⑨TE-161S

ポリグラフシステム一式  フクダ MCS-7000 生体情報モニタ

透析用デジタルスケールベット ３台 KA-8370 輸液ポンプ⑩TE-161S

電動リモートコントロールベット ４台 KA-7231 輸液ポンプ⑪TE-161S

ＩＣＵベット  ７台 KA-884 アルゴンプラズマ凝固装置一式

電動リモートコントロールベット ３３台 KA-7231 アテスト290オートリーダー（オートクレーブ用）

エマージェンシーベット  KA-882 アテスト290オートリーダー（ガス用）

オージオメーター（聴力測定器） AA-56 長期人工呼吸器①

救急カート  A-6 長期人工呼吸器②

救急カート  A-6 長期人工呼吸器③

救急カート①  A-6 心カテ画像ビューワ一式

救急カート②  A-6 その他器械備品 透過式スクリーン一式        

バリアフリースケール（体重計） AD-6105P 電話設備一式(増築工事により)

輸液ポンプ①  TE-161 医師会網ファックス  ４７台      

輸液ポンプ②  TE-161 ファクシミリ ｷｬﾉﾝ B300

輸液ポンプ③  TE-161 ファクシミリ  Muratec F-220  

輸液ポンプ④  TE-161 全自動製氷機（ＩＭ－３５Ｌ）

輸液ポンプ⑤  TE-161 ﾔﾝﾏｰガソリン発電機(YSG2000SS-6E)災害対策補助

輸液ポンプ⑥  TE-161 軽水洗トイレ(ﾌｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式)  地域災害整備補助

輸液ポンプ⑦  TE-161 全自動製氷機（ＩＭ－３５Ｌ）

輸液ポンプ⑧  TE-161 ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭノートパソコン一式 PB2400C/240

輸液ポンプ⑨  TE-161 エアコン一式  SAP-G22A  SANYO

輸液ポンプ⑩  TE-161 エアコン一式  SPW-EHJ160T  SANYO

輸液ポンプ⑪  TE-161 革張り長椅子  

輸液ポンプ⑫  TE-161 魚焼き機  ティルティングパン CSP2-70

透析用患者監視装置  ２１台（ニプロ NCU-8） ＩＢＭ Ａｐｔｉｖａ 16J パソコン一式

透析用ＲＯ前処理ＵＦシステム（ﾀﾞｲｾﾝ PUF-02） ＩＢＭ Ａｐｔｉｖａ 46J パソコン一式

透析液クリーム化システム（ﾀﾞｲｾﾝ ET-2F） ＩＢＭ  Net Vista A40 パソコン一式

透析用逆浸透精製水システム（ﾀﾞｲｾﾝ NRX-82P） 手術室用空冷チラー取り替え

多人数用透析液供給装置（東レ･ﾒﾃﾞｨｶﾙ TC-B(40)） 給与・財務パソコンシステム一式

持続的血液濾過装置（ウベ JUN-505） 栄養管理パソコンシステム一式

電動リモートコントロールベット  KA-7231 エアーカーテン

輸液ポンプ①  TE-161 ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭ・パソコン一式  PM G4 466MHZ

輸液ポンプ②  TE-161 エアコン一式  ｻﾝﾖｰ SAP-327VR2  

輸液ポンプ③  TE-161 ＮＥＣノートパソコン一式  PC-VA80HRX8HDFE

輸液ポンプ①  TE-161 配膳車  HNN-42D （透析センター用）

輸液ポンプ②  TE-161 配膳車  HNN-42D （南３階病棟用）

気管支ファイバースコープ  BF-P40 空気清浄機  MKS-RTL15AD

脳波計  EEG－1714 全自動製氷機  IMS-50A-1

無散瞳眼底カメラ  TRC-NW100ｼｽﾃﾑ ストックテーブル（ﾅｰｽｾﾝﾀｰ事務机）

トレッドミル  MAT-2200  フクダ電子 空気清浄機  MKS-RTL15AD

出資資産一覧表



その他器械備品 空気清浄機  MKS-RTL15AD

空気清浄機  MKS-RTL15AD

ティーサーバー  AT-250HWA（浄水器含む）

ﾏｯｷﾝﾄｯｼｭパソコン・プロジェクター一式 M7701JA

電話構内交換設備（増築追加工事）

夜間受付インターホン増設設備

ＩＢＭ Net Vista 41M パソコン一式

シャンプーチェアー  KI-8563

全自動製氷機  IM-20CL

冷蔵庫（厨房用）  HR-180S

冷蔵庫（厨房用）  HF-120S

冷蔵庫（厨房用） HRF-75S

キャノン複写機　iR2200F

キャノン複写機　iR2800F

ＦＭＶ C24VD/M メルコ　外付けＭＯ

ダイナブック　PAE8420CME プリンタ

アップルパソコン一式

マックノートパソコン M8760JA

ニコンスーパークールスキャン4000ED一式他

印刷機 リソグラフ RP310

スチームコンベクションオーブンTT2-200C

電気式フライヤー ２台

ソニーカラービデオプリンター

THINK CENTRE S50一式

事務用オフコン一式

土地 佐世保折橋町27番８　持分5/118　416.87㎡   

佐世保折橋町27番８　持分5/118　416.88㎡

佐世保市瀬戸越町4丁目1319-135 234.54㎡     

江迎町小川内免字榎の木の本43番7 1,784.32㎡    

江迎町赤坂免字皆瀬282番14　    930.00㎡

江迎町赤坂免字皆瀬282番15　  1,231.07㎡

江迎町赤坂免字皆瀬286番　  　  801.70㎡

江迎町赤坂免字皆瀬287番１　    209.11㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬291番1       107.71㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬292番        819.74㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬292番2        87.22㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬293番        142.87㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬294番        673.20㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬295番2       372.16㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬295番4       219.72㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬296番         28.38㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬297番2       650.24㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬298番         78.66㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬299番      1,114.64㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬300番        176.12㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬301番1     1,381.99㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬302番        319.58㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬303番        362.91㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬304番        916.18㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬306番        939.91㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬307番      1,470.38㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬308番2       264.15㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬308番5        22.06㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬312番2       230.98㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬312番5     2,465.73㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬326番4       952.57㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬326番3        35.00㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬326番5        29.00㎡　　　

江迎町赤坂免字皆瀬315番2        293.00㎡

江迎町赤坂免字皆瀬308番4        231.83㎡

江迎町赤坂免字皆瀬295番3        153.00㎡

江迎町赤坂免字皆瀬326番6        163.00㎡

江迎町赤坂免字皆瀬301番2        250.76㎡

江迎町赤坂免字皆瀬308番3        134.00㎡

江迎町赤坂免字皆瀬308番7        237.51㎡

江迎町小川内免字榎の本43番3　  1,749.20㎡

江迎町小川内免字榎の本43番6　 2,811.79㎡

江迎町赤坂289番2　　　　　　　　174.00㎡

江迎町赤坂289番5       　　　　  37.00㎡

江迎町赤坂291番3                  2.00㎡

出資資産一覧表


