
公立病院改革プランの実施状況等（平成23年９月30日現在） 　都道府県名

- 目次 -

団体名 病院名 団体名 病院名 ページ　 団体名 病院名 ページ　

北海道 北海道立江差病院 3 留萌市 留萌市立病院 22 森町 森町国民健康保険病院 42

北海道 北海道立羽幌病院 4 苫小牧市 苫小牧市立病院 23 八雲町 八雲総合病院 43

北海道 北海道立緑ヶ丘病院 5 稚内市 市立稚内病院 24 八雲町
八雲町熊石国民健康保険病
院

44

北海道 北海道立向陽ヶ丘病院 6 稚内市 市立稚内こまどり病院 25 長万部町 長万部町立病院 45

北海道 北海道立北見病院 7 美唄市 市立美唄病院 26 厚沢部町 厚沢部町国民健康保険病院 46

北海道 北海道立苫小牧病院 8 芦別市 市立芦別病院 27 乙部町 乙部町国民健康保険病院 47

北海道
北海道立子ども総合医療・療
育センター

9 江別市 江別市立病院 28 奥尻町 奥尻町国民健康保険病院 48

札幌市 市立札幌病院 10 赤平市 市立赤平総合病院 29 今金町 今金町国保病院 49

札幌市 市立札幌病院静療院 10 士別市 士別市立病院 30 せたな町 せたな町立国保病院 50

函館市 市立函館病院 11 名寄市 名寄市立総合病院 31 黒松内町 黒松内町国民健康保険病院 51

函館市 市立函館恵山病院 12 名寄市 名寄東病院 32 京極町 京極町国民健康保険病院 52

函館市 市立函館南茅部病院 13 三笠市 市立三笠総合病院 33 南幌町 国民健康保険町立南幌病院 53

小樽市 市立小樽病院 14 根室市 市立根室病院 34 奈井江町
奈井江町立国民健康保険病
院

54

小樽市
小樽市立脳・循環器・こころの
医療センター

15 千歳市 市立千歳市民病院 35 由仁町 国民健康保険由仁町立病院 55

旭川市 市立旭川病院 16 滝川市 滝川市立病院 36 長沼町 町立長沼病院 56

室蘭市 市立室蘭総合病院 17 砂川市 砂川市立病院 37 月形町 国民健康保険月形町立病院 57

釧路市 市立釧路総合病院 18 歌志内市 歌志内市立病院 38 美瑛町 美瑛町立病院 58

釧路市
市立釧路国民健康保険阿寒
病院

19 深川市 深川市立病院 39 上富良野町 上富良野町立病院 59

岩見沢市 岩見沢市立総合病院 20 松前町 松前町立松前病院 40 中富良野町
国民健康保険中富良野町立
病院

60

岩見沢市 岩見沢市立栗沢病院 21 木古内町 木古内町国民健康保険病院 41 和寒町 国民健康保健町立和寒病院 61

北海道

ページ　



公立病院改革プランの実施状況等（平成23年９月30日現在） 　都道府県名

- 目次 -

団体名 病院名 団体名 病院名 ページ　

下川町 町立下川病院 62 新ひだか町 新ひだか町立静内病院 82

幌加内町 幌加内町国民健康保険病院 63 新ひだか町
新ひだか町立三石国民健康
保険病院

83

遠別町 遠別町立国保病院 64 士幌町 士幌町国民健康保険病院 84

天塩町 天塩町立国民健康保険病院 65 鹿追町 鹿追町国民健康保険病院 85

猿払村 猿払村国民健康保険病院 66 芽室町 国保直診公立芽室病院 86

浜頓別町 浜頓別町国民健康保険病院 67 大樹町 大樹町立国民健康保険病院 87

中頓別町 中頓別町国民健康保険病院 68 広尾町 広尾町国民健康保険病院 88

枝幸町 枝幸町国民健康保険病院 69 池田町 池田町立病院 89

豊富町 豊富町国民健康保険病院 70 本別町 本別町国民健康保険病院 90

幌延町 幌延町立病院 71 足寄町 足寄町国民健康保険病院 91

美幌町 美幌町立国民健康保険病院 72 厚岸町 町立厚岸病院 92

斜里町 斜里町国民健康保険病院 73 標茶町 標茶町立病院 93

滝上町 滝上町国民健康保険病院 74 別海町 町立別海病院 94

興部町 興部町国民健康保険病院 75 中標津町 町立中標津病院 95

雄武町 雄武町国民健康保険病院 76 標津町
標津町国民健康保険標津病
院

96

豊浦町 豊浦町国民健康保険病院 77
利尻島国民健康保険病院
組合

利尻島国保中央病院 97

白老町 白老町立国民健康保険病院 78

むかわ町 むかわ町鵡川厚生病院 79

日高町
日高町立門別国民健康保険
病院

80

平取町 平取町国民健康保険病院 81

北海道

ページ　



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 北海道

病院名 北海道立江差病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

2,466 2,646 早期に結論が得られるよう取り組む（平成２５年度まで） （～平成２４年度予定）

2,842 3,033

△ 376 △ 387 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度 ◎

平成20年度 73.1 77.2 民間譲渡

平成21年度 86.7 88.8 診療所化

平成22年度 86.8 87.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 87.5 87.5

平成20年度 95.2 92.7

平成21年度 84.9 80.7 既に実施済

平成22年度 69.2 76.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 78.7 78.7 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成20年度 52.7 54.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 53.5 58.3 委員会等名
北海道病院事業改革プラン
評価委員会

平成22年度 60.9 61.7 その他

平成23年度 63.1 63.1 公表（予定）※ ○

－ － 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成２４年度 平成２４年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２５年３月

無

ＵＲＬ

　

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

南檜山地域医療対策協議会

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

・自治体病院等広域化・連携構想
・道立江差病院の運営等

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 北海道

病院名 北海道立羽幌病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,710 1,454 早期に結論が得られるよう取り組む（平成２５年度まで） （～平成２４年度予定）

2,024 1,851

△ 314 △ 397 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度 ◎

平成20年度 66.3 69.6 民間譲渡

平成21年度 84.3 69.6 診療所化

平成22年度 84.5 78.6 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 79.0 79.0

平成20年度 94.5 93.3

平成21年度 88.3 93.1 既に実施済

平成22年度 73.0 104.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 95.3 95.3 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成20年度 44.3 44.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 45.8 35.4 委員会等名
北海道病院事業改革プラン
評価委員会

平成22年度 55.4 30.3 その他

平成23年度 31.7 31.7 公表（予定）※ ○

－ － 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成２４年度 平成２４年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２５年３月

無

ＵＲＬ

　

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

留萌地域自治体病院等広域化・連携検討会議

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

・医療環境の構築
・地域医療の広域化の実現

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 北海道

病院名 北海道立緑ヶ丘病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

一部適用

1,764 1,906 （～平成２４年度予定）

1,832 2,076

△ 68 △ 170 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度 ◎

平成20年度 87.8 86.9 民間譲渡

平成21年度 95.5 101.7 診療所化

平成22年度 96.3 91.9 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 90.8 90.8

平成20年度 131.9 129.9

平成21年度 107.0 111.4 既に実施済

平成22年度 100.1 141.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 113.9 113.9 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成20年度 59.9 61.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 66.3 60.7 委員会等名
北海道病院事業改革プラン
評価委員会

平成22年度 72.2 58.7 その他

平成23年度 87.7 87.7 公表（予定）※ ○

－ － 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成２４年度 平成２４年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２５年３月

無

ＵＲＬ

　

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

①再編・ネットワーク
化の検討体制

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 北海道

病院名 北海道立向陽ヶ丘病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

一部適用

1,328 1,284 （～平成２４年度予定）

1,376 1,386

△ 48 △ 102 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度 ◎

平成20年度 94.8 98.3 民間譲渡

平成21年度 96.3 88.3 診療所化

平成22年度 96.5 92.6 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 92.7 92.7

平成20年度 98.0 100.4

平成21年度 96.7 111.2 既に実施済

平成22年度 90.8 108.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 103.4 103.4 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成20年度 70.4 67.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.5 62.2 委員会等名
北海道病院事業改革プラン
評価委員会

平成22年度 74.0 59.8 その他

平成23年度 85.6 85.6 公表（予定）※ ○

－ － 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成２４年度 平成２４年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２５年３月

無

ＵＲＬ

　

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

①再編・ネットワーク
化の検討体制

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

②再編・ネットワーク
化検討の方向性



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 北海道

病院名 北海道立北見病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

一部適用

1,624 1,506 （～平成２４年度予定）

1,710 1,528 関係者の意見などを伺いながら経営形
態の見直しを進めることとしている。

△ 86 △ 22 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度 ○

平成20年度 92.9 98.9 民間譲渡

平成21年度 94.7 91.6 診療所化

平成22年度 95.0 99.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 98.3 98.3

平成20年度 76.5 76.9

平成21年度 67.3 92.6 既に実施済

平成22年度 56.9 91.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 83.2 83.2 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成20年度 42.3 38.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 42.3 27.1 委員会等名
北海道病院事業改革プラン
評価委員会

平成22年度 44.4 19.8 その他

平成23年度 18.5 18.5 公表（予定）※ ○

－ － 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成２４年度 平成２４年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２５年３月

無

ＵＲＬ

　

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 北海道

病院名 北海道立苫小牧病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

一部適用

826 823 （～平成２４年度予定）

952 1,046 関係者の意見などを伺いながら経営形
態の見直しを進めることとしている。

△ 126 △ 223 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度 ○

平成20年度 77.6 80.9 民間譲渡

平成21年度 86.6 78.3 診療所化

平成22年度 86.8 78.7 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 79.2 79.2

平成20年度 140.0 141.8

平成21年度 125.8 138.3 既に実施済

平成22年度 93.9 141.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 154.4 154.4 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成20年度 28.3 26.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 28.3 23.6 委員会等名
北海道病院事業改革プラン
評価委員会

平成22年度 29.8 16.1 その他

平成23年度 28.8 28.8 公表（予定）※ ○

－ － 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成２４年度 平成２４年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２５年３月

無

ＵＲＬ

　

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

①再編・ネットワーク
化の検討体制

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 北海道

病院名 北海道立子ども総合医療・療育セ
ンター

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

一部適用

5,339 5,571

5,339 5,571

0 0 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 100.0 100.0 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.1 診療所化

平成22年度 100.0 100.5 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 95.7 98.2

平成21年度 85.1 91.9 既に実施済

平成22年度 73.4 93.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 87.6 87.6 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成20年度 77.9 75.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 75.0 委員会等名
北海道病院事業改革プラン
評価委員会

平成22年度 86.7 73.3 その他

平成23年度 77.2 77.2 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成２４年度 平成２４年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２５年３月

無

ＵＲＬ

　

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

①再編・ネットワーク
化の検討体制

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 札幌市

病院名 市立札幌病院、同静療院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

「枠組合意（実施中）」 全部適用

21,337 22,581 平成20年度 －

22,021 21,939

△ 684 642 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 95.7 95.7 民間譲渡

平成21年度 96.4 99.1 診療所化

平成22年度 96.6 103.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 96.9 98.6

平成20年度 53.4 53.4

平成21年度 54.3 50.8 既に実施済 ○

平成22年度 54.0 48.0 今年度実施予定

平成23年度 53.6 49.9 実施(予定)時期 平成23年7月5日

平成20年度 80.1 80.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.3 79.1 委員会等名
札幌市営企業調査審議会病
院部会

平成22年度 81.3 79.2 その他

平成23年度 90.0 84.6 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年9月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

静療院成人部門の本院統合については、23年4月、本院に
精神科病棟を増築する工事に着手し、今後は、24年2月に
竣工、24年4月に運用開始の予定である。
また、静療院児童部門については、24年度から一般行政病
院化することとし、新たな所管部局を、障がい児・者に係る
福祉・保健・医療を全般的に担っている保健福祉局とするこ
とを決定した。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.sapporo.jp/hospital/overview/
plan/powerup/group.html

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率
（%)
（本院）

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)
（本院の救急を
除く一般病床）

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

市立札幌病院静療院の一般精神（成人）部門を市立札幌病
院（本院）に統合し、統合後は精神科救急・合併症医療の提
供を目指す。
静療院児童部門については一般行政病院化を検討する。

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率
（%)
（本院）

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

http://www.city.sapporo.jp/hospital/overview/plan/powerup/group.html
http://www.city.sapporo.jp/hospital/overview/plan/powerup/group.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 函館市

病院名 市立函館病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意（実施中） 全部適用

15,943 16,772 平成２１年度 平成22年度

16,387 16,421

△ 444 351 公営企業法全部適用 ●

健全化法 12.1 7.1 地方独立行政法人

地財法 30.4 24.9 指定管理者制度

平成20年度 87.2 86.2 民間譲渡

平成21年度 95.9 93.9 診療所化

平成22年度 97.3 102.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 97.8 99.6

平成20年度 51.7 52.1

平成21年度 46.2 46.9 既に実施済 ○

平成22年度 45.8 44.0 今年度実施予定

平成23年度 45.9 46.6 実施(予定)時期 平成23年6月23日

平成20年度 75.8 71.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 79.6 73.5 委員会等名
函館市病院事業経営改革評
価委員会

平成22年度 81.0 76.2 その他

平成23年度 82.3 75.0 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年7月12日

平成27年度 平成27年度 その他

有

実施(予定)時期 －

無 ○

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.hospital.hakodate.hokkaido.jp/byoin
kyoku/hyoukaiinkai/index.htm

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

急性期と回復期における患者の転送、患者情報閲覧システ
ム「MedIka」の活用等、病病連携・病診連携に一定の推進が
みられ，経営状況が改善してきていることなどから，現段階
においては，現行どおりの運営を基本とし，引き続き改革プ
ランに基づきより一層の対策を進め，病院事業の経営健全
化を推進して参りたいと考えております。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

中核病院の機能と他の病院との連携を図り、医療機能分担
を推進する。さらに広域的に医療従事者を確保する。また、
各自治体が病院経営についての検討をさらに推し進めるこ
とが必要である。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯
町、鹿部町、森町、奥尻町

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 函館市

病院名 市立函館恵山病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意（実施中） 全部適用

730 689 平成２１年度 平成22年度

763 741

△ 33 △ 52 公営企業法全部適用 ●

健全化法 12.1 7.1 地方独立行政法人

地財法 30.4 24.9 指定管理者制度

平成20年度 71.3 76.0 民間譲渡

平成21年度 97.3 96.1 診療所化

平成22年度 95.7 92.9 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 97.9

平成20年度 92.5 89.9

平成21年度 82.5 72.3 既に実施済 ○

平成22年度 86.3 76.8 今年度実施予定

平成23年度 78.1 69.7 実施(予定)時期 平成23年6月23日

平成20年度 94.2 90.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 95.0 96.1 委員会等名
函館市病院事業経営改革評
価委員会

平成22年度 95.0 89.4 その他

平成23年度 95.0 95.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 - 実施(予定)時期 平成23年7月12日

平成27年度 平成27年度 その他

有

実施(予定)時期 －

無 ○

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.hospital.hakodate.hokkaido.jp/byoin
kyoku/hyoukaiinkai/index.htm

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

急性期と回復期における患者の転送、患者情報閲覧システ
ム「MedIka」の活用等、病病連携・病診連携に一定の推進が
みられ，経営状況が改善してきていることなどから，現段階
においては，現行どおりの運営を基本とし，引き続き改革プ
ランに基づきより一層の対策を進め，病院事業の経営健全
化を推進して参りたいと考えております。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

中核病院の機能と他の病院との連携を図り、医療機能分担
を推進する。さらに広域的に医療従事者を確保する。また、
各自治体が病院経営についての検討をさらに推し進めるこ
とが必要である。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯
町、鹿部町、森町、奥尻町

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 函館市

病院名 市立函館南茅部病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意（実施中） 全部適用

606 537 平成２１年度 平成22年度

606 600

0 △ 63 公営企業法全部適用 ●

健全化法 12.1 7.1 地方独立行政法人

地財法 30.4 24.9 指定管理者制度

平成20年度 70.2 68.5 民間譲渡

平成21年度 100.0 88.3 診療所化

平成22年度 100.0 89.5 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 98.5 86.6

平成20年度 89.5 91.4

平成21年度 71.6 70.1 既に実施済 ○

平成22年度 72.4 70.2 今年度実施予定

平成23年度 83.9 78.3 実施(予定)時期 平成23年6月23日

平成20年度 59.0 59.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 59.0 62.4 委員会等名
函館市病院事業経営改革評
価委員会

平成22年度 59.0 53.5 その他

平成23年度 59.0 59.3 公表（予定）※ ○

平成21年度 - 実施(予定)時期 平成23年7月12日

平成27年度 平成27年度 その他

有

実施(予定)時期 －

無 ○

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.hospital.hakodate.hokkaido.jp/byoin
kyoku/hyoukaiinkai/index.htm

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

急性期と回復期における患者の転送、患者情報閲覧システ
ム「MedIka」の活用等、病病連携・病診連携に一定の推進が
みられ，経営状況が改善してきていることなどから，現段階
においては，現行どおりの運営を基本とし，引き続き改革プ
ランに基づきより一層の対策を進め，病院事業の経営健全
化を推進して参りたいと考えております。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

中核病院の機能と他の病院との連携を図り、医療機能分担
を推進する。さらに広域的に医療従事者を確保する。また、
各自治体が病院経営についての検討をさらに推し進めるこ
とが必要である。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯
町、鹿部町、森町、奥尻町

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 小樽市

病院名 市立小樽病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意（実施中） 全部適用

5,438 5,422 平成21年度 平成21年度

5,596 5,288

△ 158 134 公営企業法全部適用 ●

健全化法 5.5 9.6 地方独立行政法人

地財法 37.7 48.7 指定管理者制度

平成20年度 92.7 93.4 民間譲渡

平成21年度 97.0 87.2 診療所化

平成22年度 97.2 102.5 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 98.8 95.1

平成20年度 55.8 56.2

平成21年度 53.0 60.4 既に実施済 ○

平成22年度 52.3 58.2 今年度実施予定

平成23年度 51.6 60.2 実施(予定)時期 平成23年10月17日

平成20年度 38.0 36.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.0以上 52.5 委員会等名
小樽市立病院経営改革評価
委員会

平成22年度 70.0以上 73.6 その他

平成23年度 80.0以上 78.9 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成23年10月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年12月

無

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.otaru.lg.jp/sisei_tokei/koso_keik
aku/keikaku_itiran/byouinplan/index.data/22gai
buhyokahoukokusyo.pdf

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

二つの市立病院の再編（新築統合）に向けて実施設計を開
始

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

平成20年5月に外部委員を含む「小樽市立病院改革プラン
再編・ネットワーク化協議会」を設置。2つの市立病院を可及
的、早期に再編(新築統合）を行い、現時点での特段の再編
をせず、現在の体制を継続する中でネットワーク化を推進
し、一次、二次医療については市内において完結できる医
療体制の確立を目指す。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

なし

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.city.otaru.lg.jp/sisei_tokei/koso_keikaku/keikaku_itiran/byouinplan/index.data/22gaibuhyokahoukokusyo.pdf
http://www.city.otaru.lg.jp/sisei_tokei/koso_keikaku/keikaku_itiran/byouinplan/index.data/22gaibuhyokahoukokusyo.pdf
http://www.city.otaru.lg.jp/sisei_tokei/koso_keikaku/keikaku_itiran/byouinplan/index.data/22gaibuhyokahoukokusyo.pdf
http://www.city.otaru.lg.jp/sisei_tokei/koso_keikaku/keikaku_itiran/byouinplan/index.data/22gaibuhyokahoukokusyo.pdf


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 小樽市

病院名
小樽市立脳・循環器・こころの
医療センター

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意（実施中） 全部適用

3,890 4,085 平成21年度 平成21年度

3,763 3,911

127 174 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 15.0 △ 19.0 地方独立行政法人

地財法 △ 12.7 △ 16.7 指定管理者制度

平成20年度 101.4 103.6 民間譲渡

平成21年度 104.0 104.1 診療所化

平成22年度 103.4 104.5 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 103.8 101.5

平成20年度 51.8 51.7

平成21年度 51.0 51.1 既に実施済 ○

平成22年度 49.7 50.6 今年度実施予定

平成23年度 48.5 53.8 実施(予定)時期 平成23年10月17日

平成20年度 52.3 52.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.0以上 72.4 委員会等名
小樽市立病院経営改革評価
委員会

平成22年度 70.0以上 80.9 その他

平成23年度 80.0以上 79.7 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成23年10月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年12月

無

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.otaru.lg.jp/sisei_tokei/koso_keik
aku/keikaku_itiran/byouinplan/index.data/22gai
buhyokahoukokusyo.pdf

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

二つの市立病院の再編（新築統合）に向けて実施設計を開
始

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

平成20年5月に外部委員を含む「小樽市立病院改革プラン
再編・ネットワーク化協議会」を設置。2つの市立病院を可及
的、早期に再編(新築統合）を行い、現時点での特段の再編
をせず、現在の体制を継続する中でネットワーク化を推進
し、一次、二次医療については市内において完結できる医
療体制の確立を目指す。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

なし

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.city.otaru.lg.jp/sisei_tokei/koso_keikaku/keikaku_itiran/byouinplan/index.data/22gaibuhyokahoukokusyo.pdf
http://www.city.otaru.lg.jp/sisei_tokei/koso_keikaku/keikaku_itiran/byouinplan/index.data/22gaibuhyokahoukokusyo.pdf
http://www.city.otaru.lg.jp/sisei_tokei/koso_keikaku/keikaku_itiran/byouinplan/index.data/22gaibuhyokahoukokusyo.pdf
http://www.city.otaru.lg.jp/sisei_tokei/koso_keikaku/keikaku_itiran/byouinplan/index.data/22gaibuhyokahoukokusyo.pdf


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 旭川市

病院名 市立旭川病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

12,299 10,904 平成24年度 平成21年度

12,473 11,719

△ 174 △ 815 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 96.4 95.0 民間譲渡

平成21年度 98.5 91.9 診療所化

平成22年度 98.6 93.0 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 - 95.4

平成20年度 46.7 49.7

平成21年度 45.0 50.1 既に実施済 ○

平成22年度 49.0 50.1 今年度実施予定

平成23年度 - 46.3 実施(予定)時期 平成23年2月

平成20年度 87.6 80.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.6 75.2 委員会等名 市立旭川病院経営委員会

平成22年度 87.6 72.7 その他

平成23年度 - 82.6 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年4月1日

平成22年度 平成27年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年4月1日

無

ＵＲＬ

　

北海道が策定した「自治体病院等広域化・連携構想」によ
り，「上川中部地域自治体病院等広域化・連携検討会議」で
検討。公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

当院は，区域の中核病院としての役割を果たすこととなる
が，引き続き一定の機能の維持に努めながら，区域内の医
療機関と連携を図り，上記の会議において検討・協議を行い
ながら，結論を得る。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/ho
spital/ach/01_introduction/01_7_1.htm

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/hospital/ach/01_introduction/01_7_1.htm
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/hospital/ach/01_introduction/01_7_1.htm


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 室蘭市

病院名 市立室蘭総合病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 全部適用

10,389 10,132 平成20年度 平成20年度

10,546 10,175

△ 156 △ 44 公営企業法全部適用 ●

健全化法 6.0 3.1 地方独立行政法人

地財法 6.0 3.1 指定管理者制度

平成20年度 96.1 97.1 民間譲渡

平成21年度 96.0 96.1 診療所化

平成22年度 98.5 99.6 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.2 95.8

平成20年度 53.5 53.1

平成21年度 53.5 54.2 既に実施済

平成22年度 52.2 52.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.3 53.6 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成20年度 87.0 86.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.0 83.1 委員会等名
市立室蘭総合病院経営改革
評価委員会

平成22年度 86.0 78.7 その他

平成23年度 86.0 77.2 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成24年度 平成24年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年6月

無

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org8400/

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

地域医療連携を推進するため、医師派遣による連携など３
つの合意項目を実施
・医師派遣による連携
・医療機器の共同利用による連携
・救急医療体制における連携

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

室蘭市　豊浦町

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org8400/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 釧路市

病院名 市立釧路総合病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

16,383 14,513 平成23年度 平成23年度

15,906 13,782 新たな検討機関を設置

477 731 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 101.4 102.0 民間譲渡

平成21年度 101.5 100.1 診療所化

平成22年度 103.0 105.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.2 100.3

平成20年度 43.7 42.5

平成21年度 43.8 45.4 既に実施済

平成22年度 43.0 50.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 44.5 48.9 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 88.4 88.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.4 85.7 委員会等名
市立釧路総合病院改革プラ
ン評価委員会

平成22年度 88.4 87.3 その他

平成23年度 88.4 87.1 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

自治体病院等広域化・連携構想に係る釧路地域検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域連携の枠組みと各病院の役割・位置づけについて

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.kushiro-cghp.jp/icity/browser?Actio

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

-

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

-

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

-

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.kushiro-cghp.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1269904520507&SiteID=0&ParentGenre=1202452161875


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 釧路市

病院名 市立釧路国民健康保険阿寒病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

533 487 平成23年度 平成23年度

528 501
阿寒の医療と福祉に関する
検討委員会

5 △ 14 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 104.7 104.1 民間譲渡 ○

平成21年度 100.9 109.3 診療所化 ○

平成22年度 100.9 97.4 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 124.2 101.3

平成20年度 131.9 138.0

平成21年度 137.5 132.4 既に実施済

平成22年度 137.0 166.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 97.1 136.4 実施(予定)時期 平成23年11月～12月

平成20年度 74.3 71.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.9 75.3 委員会等名
阿寒の医療と福祉に関する
検討委員会

平成22年度 82.9 63.2 その他

平成23年度 82.9 82.9 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

自治体病院等広域化・連携構想に係る釧路地域検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域連携の枠組みと各病院の役割・位置づけについて

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.kushiro-cghp.jp/icity/browser?Actio

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

-

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

-

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

-

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.kushiro-cghp.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1269904520507&SiteID=0&ParentGenre=1202452161875


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 岩見沢市

病院名 岩見沢市立総合病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

9,849 10,342 平成２５年度 平成２５年度

9,817 10,006 岩見沢市病院事業経営審議会

32 336 公営企業法全部適用 〇

健全化法 - - 地方独立行政法人 〇

地財法 - - 指定管理者制度 〇

平成20年度 100.4 102.3 民間譲渡

平成21年度 100.3 101.1 診療所化

平成22年度 100.3 103.4 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.6 100.4

平成20年度 43.2 42.0

平成21年度 43.6 42.0 既に実施済

平成22年度 43.7 40.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 43.7 43.5 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 93.6 94.0 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 93.6 92.3 委員会等名 岩見沢市病院事業経営審議会

平成22年度 93.6 93.1 その他

平成23年度 93.6 93.0 公表（予定）※ 〇

平成20年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成24年1月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 〇

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

南空知地域自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

南空知地域自治体病院等広域化・連携検討会議において、
方向性を含め、検討中。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 岩見沢市

病院名 岩見沢市立栗沢病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

726 749 平成２５年度 平成２５年度

726 748 岩見沢市病院事業経営審議会

0 1 公営企業法全部適用 〇

健全化法 - - 地方独立行政法人 〇

地財法 - - 指定管理者制度 〇

平成20年度 98.4 99.5 民間譲渡

平成21年度 100.0 102.2 診療所化

平成22年度 100.0 100.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.1 100.1

平成20年度 67.4 66.6

平成21年度 63.8 57.7 既に実施済

平成22年度 61.9 58.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 58.5 58.5 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 83.5 84.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.5 85.0 委員会等名
岩見沢市病院事業経営審議
会

平成22年度 83.5 83.6 その他

平成23年度 83.5 83.5 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成24年1月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

南空知地域自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

南空知地域自治体病院等広域化・連携検討会議において、
方向性を含め、検討中。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 留萌市

病院名 留萌市立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

4,484 5,201 平成24年度 平成24年度

4,824 5,264 経営会議

△ 340 △ 63 公営企業法全部適用 ●

健全化法 25.2 2.3 地方独立行政法人 ○

地財法 56.8 30.1 指定管理者制度 ○

平成20年度 80.7 82.9 民間譲渡

平成21年度 92.4 93.4 診療所化

平成22年度 93.0 98.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 92.7 96.2

平成20年度 53.0 52.7

平成21年度 44.9 44.7 既に実施済 ○

平成22年度 44.4 44.1 今年度実施予定

平成23年度 44.1 44.7 実施(予定)時期 平成23年5月27日

平成20年度 62.8 65.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.2 71.4 委員会等名
留萌市立病院経営改革推進
委員会

平成22年度 88.2 70.8 その他

平成23年度 88.2 70.7 公表（予定）※ ○

平成30年度 平成30年度 実施(予定)時期 平成23年5月31日

平成27年度 平成27年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年度末

無

ＵＲＬ

　

留萌地域自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

救急医療などの広域で支えるべき医療についての経費負担
のあり方について議論が進められているところであり、この
ような取り組みを含め、地域医療のあるべき姿に向け、広域
的な連携をさらに深めていく。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.rumoi-hp.jp/

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.rumoi-hp.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 苫小牧市

病院名 苫小牧市立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 一部適用

8,771 9,353 平成20年度 平成２２年３月

8,716 9,322
苫小牧市立病院経営改革評
価委員会

55 31 公営企業法全部適用 ○

健全化法 6.6 9.6 地方独立行政法人

地財法 19.2 20.6 指定管理者制度

平成20年度 92.7 93.6 民間譲渡

平成21年度 97.4 96.6 診療所化

平成22年度 100.7 100.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.7 102.5

平成20年度 51.5 51.2

平成21年度 49.2 50.9 既に実施済

平成22年度 47.0 49.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 46.8 49.3 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 86.2 86.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.6 87.6 委員会等名
苫小牧市立病院経営改革評
価委員会

平成22年度 87.5 86.9 その他
市議会の決算委員会等に資
料を提示

平成23年度 88.0 87.6 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成２４年３月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

広域化・連携の方策として医療機器等の共同利用など７つ
の合意事項を実施
１　院内の地域医療連携体制の強化
２　地域センター病院の機能強化
３　患者の紹介・逆紹介の推進
４　医療機器等の共同利用
５　症例検討・研修会等の合同開催
６　IT活用による医療連携の推進
７　地域連携パスを活用した医療連携の推進

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

苫小牧市、白老町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、新
ひだか町

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/cityhp/
rinen/kaikaku.html

http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/cityhp/rinen/kaikaku.html
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/cityhp/rinen/kaikaku.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 稚内市

病院名 稚内病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

6,071 5,951 平成24年度 平成19年度

6,065 5,946

6 5 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 100.1 99.0 民間譲渡

平成21年度 100.0 98.7 診療所化

平成22年度 100.1 100.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.1 97.5

平成20年度 51.1 51.8

平成21年度 52.6 53.4 既に実施済 ○

平成22年度 52.3 52.5 今年度実施予定

平成23年度 52.2 57.0 実施(予定)時期 平成23年8月31日

平成20年度 75.4 73.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.5 72.3 委員会等名 市立病院運営委員会

平成22年度 82.0 70.9 その他

平成23年度 82.3 70.9 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

宗谷地域自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

広域ネットワーク及び連携について、自治体病院等広域・連
携構想に基づき道（保健所）が中心となり取りまとめ中。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 稚内市

病院名 稚内こまどり病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

270 254 平成24年度 平成19年度

304 283

△ 34 △ 29 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 103.7 105.8 民間譲渡

平成21年度 90.3 93.9 診療所化

平成22年度 88.8 89.7 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 90.0 93.0

平成20年度 75.5 76.3

平成21年度 72.3 91.7 既に実施済 ○

平成22年度 74.3 97.3 今年度実施予定

平成23年度 73.9 89.9 実施(予定)時期 平成23年8月31日

平成20年度 76.1 73.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.7 58.4 委員会等名 市立病院運営委員会

平成22年度 86.5 56.8 その他

平成23年度 86.5 66.7 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

宗谷地域自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

広域ネットワーク及び連携について、自治体病院等広域・連
携構想に基づき道（保健所）が中心となり取りまとめ中。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 美唄市

病院名 市立美唄病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,391 1,428 平成２５年度 平成２５年度

1,535 1,618 地域医療庁内検討委員会

△ 144 △ 190 公営企業法全部適用 ○

健全化法 130.6 126.9 地方独立行政法人 ○

地財法 178.8 177.9 指定管理者制度 ○

平成20年度 80.8 83.5 民間譲渡 ○

平成21年度 98.4 100.2 診療所化

平成22年度 90.6 88.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.3 100.5

平成20年度 76.6 74.1

平成21年度 62.6 61.8 既に実施済 ○

平成22年度 63.1 66.3 今年度実施予定

平成23年度 61.8 63.7 実施(予定)時期 平成23年8月10日

平成20年度 46.0 45.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.1 73.5 委員会等名
美唄市地域医療に関する懇
談会

平成22年度 72.1 70.7 その他

平成23年度 72.1 71.4 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

南空知地域自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　平成２３年３月、南空知地域自治体病院等広域化・連携検
討会議において中間報告書が策定され、引き続き相互理解
を深める中で、具体的な連携方策を構築するよう進めること
となっている。
　美唄市では、平成２３年度中に今後の地域医療体制のあ
り方について、一定の方向性を見出すため、行政・医療関係
者を中心とした検討組織を新たに設置することとしており、
広域連携についても検討を進めることとしている。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 芦別市

病院名 市立芦別病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

2,255 2,141 平成２５年度 平成２１年度

2,473 2,351
・院内管理会議
・市立芦別病院運営検討会議
・市立芦別病院事業運営委員会

△ 218 △ 210 公営企業法全部適用 ○

健全化法 5.2 - 地方独立行政法人

地財法 5.2 - 指定管理者制度

平成20年度 90.3 91.7 民間譲渡

平成21年度 82.4 91.5 診療所化

平成22年度 91.2 91.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 95.3 92.3

平成20年度 50.5 50.4

平成21年度 55.3 50.1 既に実施済 ○

平成22年度 51.1 50.4 今年度実施予定

平成23年度 48.8 52.2 実施(予定)時期 平成２３年 ８ 月３０日

平成20年度 69.1 68.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 59.3 56.9 委員会等名
市立芦別病院事業運営委員
会

平成22年度 79.9 56.6 その他

平成23年度 83.7 56.5 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成２３年１０月 ３ 日

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２４年 ３ 月３１日

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

中空知保健医療福祉圏域連携推進会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成21年9月に「中空知圏域における自治体病院の今後の
方向性」を策定し、市立芦別病院は市内の基幹病院として、
救急医療や初期医療に対応できる機能を維持し、訪問医療
の充実と、急性期医療を担当する砂川市立病院との連携を
深め、回復期医療を担う病院として、その役割を担い、圏域
全体で医療を完結させる。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/byoin_jim
ukyoku/

http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/byoin_jimukyoku/　ashibetsu_hospital/index.html
http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/byoin_jimukyoku/　ashibetsu_hospital/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 江別市

病院名 江別市立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

6,033 6,075 平成24年度 平成24年度

6,272 6,426 管理者会議

△ 239 △ 351 公営企業法全部適用 ○

健全化法 10.8 6.0 地方独立行政法人

地財法 27.5 22.9 指定管理者制度

平成20年度 89.7 91.3 民間譲渡

平成21年度 91.7 88.9 診療所化

平成22年度 96.2 94.5 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.0 98.2

平成20年度 58.4 57.9

平成21年度 59.7 60.6 既に実施済 ○

平成22年度 53.4 53.9 今年度実施予定

平成23年度 48.8 52.6 実施(予定)時期 平成23年10月17日

平成20年度 71.8 70.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.5 63.7 委員会等名
江別市立病院経営健全化評
価委員会

平成22年度 81.6 69.6 その他

平成23年度 87.0 77.8 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成26年度 平成26年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

札幌圏域自治体病院等広域化・連携構想検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

公的医療機関との医療連携

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.ebetsu-hospital.jp/contents/about/

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.ebetsu-hospital.jp/contents/about/management/plan.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 赤平市

病院名 市立赤平総合病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

2,230 2,112 平成25年度 平成24年4月1日

2,480 2,354 経営健全化推進会議

△ 250 △ 242 公営企業法全部適用 ○

健全化法 61.5 32.9 地方独立行政法人

地財法 109.9 85.1 指定管理者制度

平成20年度 97.7 90.3 民間譲渡

平成21年度 98.2 96.0 診療所化

平成22年度 89.9 89.7 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.4 100.6

平成20年度 57.0 51.2

平成21年度 57.1 49.5 既に実施済 ○

平成22年度 57.0 46.1 今年度実施予定

平成23年度 56.6 44.4 実施(予定)時期 毎月1回

平成20年度 78.2 67.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.1 70.8 委員会等名 市立病院調査特別委員会

平成22年度 81.1 73.3 その他

平成23年度 81.1 95.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年9月

平成27年度 平成26年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

中空知保健医療福祉圏域連携推進会議、自治体病院等広
域化・連携専門部会、中空知圏域地域医療検討会議（仮
称）など公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

自治体病院等広域化・連携構想では、砂川市を中核病院と
する第10区域、滝川市を中核病院とする第11区域が設定さ
れており、個々の病院間では、連携とネットワークを進めて
いるところであるが、中空知保健医療福祉圏域連携推進会
議、自治体病院等広域化・連携専門部会、中空知圏域地域
医療検討会議（仮称）などにおいて、今後も再編・ネットワー
クの強化も重要課題の一つとして議論を進めていく。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www8.ocn.ne.jp/~aka-hp/

http://www8.ocn.ne.jp/~aka-hp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 士別市

病院名 士別市立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

3,579 3,704 平成25年3月31日 平成25年3月31日

3,622 3,839 経営戦略会議

△ 43 △ 135 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 14.2 16.7 指定管理者制度

平成20年度 113.4 113.3 民間譲渡

平成21年度 98.3 96.5 診療所化

平成22年度 98.8 96.5 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 99.6 99.6

平成20年度 54.3 51.1

平成21年度 50.3 50.0 既に実施済 ○

平成22年度 49.9 51.2 今年度実施予定

平成23年度 49.5 49.5 実施(予定)時期 平成２３年７月

平成20年度 76.6 70.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 76.6 74.1 委員会等名
士別市立病院運営審議委員
会

平成22年度 76.6 65.4 その他

平成23年度 76.6 75.4 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成26年度 平成26年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年２月

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

広域連携の検討は、北海道が策定した「自治体病院等広域
化連帯構想」を踏まえ、「自治体病院等広域化・連携検討会
議」を基本に対応することを進めるところです。公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

士別市立病院と、センター病院（名寄市立総合病院）の連携
にあっては、小児科医をセンター病院に集約することによ
り、診療を２４時間体制で対応を図るとともに、当院の小児
科外来をセンター病院からの出張体制とするなど、ネット
ワーク化を図っているところです。しかしながら、両院の再
編・ネットワーク化については「自治体病院等広域化・連携
検討会議」を基本に進めているところですが、今のところ具
体的な進展がない状況にあります。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.shibetsu-hospital.jp

http://www.shibetsu-hospital.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 名寄市

病院名 名寄市立総合病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

7,340 7,172 平成24年度（予定） 平成24年度（予定）

7,291 7,098 病院管理運営委員会

49 74 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 96.1 96.6 民間譲渡

平成21年度 99.7 98.2 診療所化

平成22年度 100.7 101.0 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.1 100.0

平成20年度 57.4 57.0

平成21年度 57.1 58.3 既に実施済

平成22年度 58.0 58.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 58.6 58.6 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 91.0 89.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.0 86.0 委員会等名
名寄市立総合病院運営委員
会

平成22年度 92.0 81.7 その他

平成23年度 92.0 88.0 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年11月

無

ＵＲＬ

　

上川北部自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

検討会議が行う協議の推移による

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.hokkai.or.jp/nayoro/hsptl/about/in
dex.html　に掲載の予定

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 名寄市

病院名 名寄東病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

「検討中」 指定管理者

601 610 平成24年度 平成25年度

601 609 東病院改革検討委員会

0 1 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度 ●

平成20年度 100.0 106.0 民間譲渡 ○

平成21年度 100.0 99.0 診療所化

平成22年度 100.0 100.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 - -

平成21年度 - - 既に実施済

平成22年度 - - 今年度実施予定 ○

平成23年度 - - 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 98.1 98.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 98.2 98.6 委員会等名 名寄東病院運営委員会

平成22年度 98.2 97.6 その他

平成23年度 98.2 98.2 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成24年３月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

上川北部自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

協議機関の決定結果に従う

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 三笠市

病院名 市立三笠総合病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

2,436 2,122 平成２３年度 平成23年度

2,475 2,259
市立三笠総合病院改革プラ
ン点検評価委員会

△39 △137 公営企業法全部適用 ○

健全化法 10.2 　　　　　　　　　　　　　－ 地方独立行政法人 ○

地財法 10.2 　　　　　　　　　　　　　－ 指定管理者制度 ○

平成20年度 92.8 93.0 民間譲渡 ○

平成21年度 100.0 94.2 診療所化

平成22年度 98.4 93.9 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.6 100.0

平成20年度 61.3 61.9

平成21年度 54.2 62.8 既に実施済

平成22年度 54.3 63.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.0 56.7 実施(予定)時期 平成24年１月

平成20年度 80.2 80.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 85.4 76.4 委員会等名
市立三笠総合病院改革プラ
ン点検評価委員会

平成22年度 84.4 68.0 その他

平成23年度 83.4 85.4 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成24年２月

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年度中

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

南空知地域中部の自治体病院等広域化・連携に係る地域
検討会幹事会

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

検討会の内容により各構成市町の合意によって広域化や
ネットワークの環境が整備されれば病床数の見直し等を検
討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 根室市

病院名 市立根室病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

3,486 3,501 平成２５年３月 平成２５年３月

3,515 3,501 院内委員会

△ 29 0 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - － 地方独立行政法人

地財法 24.4 27.4 指定管理者制度

平成20年度 97.0 98.1 民間譲渡

平成21年度 99.3 99.1 診療所化

平成22年度 99.2 100.0 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 99.4 100.0

平成20年度 68.5 70.3

平成21年度 54.7 66.5 既に実施済

平成22年度 54.4 70.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 53.7 64.3 実施(予定)時期 平成２３年１１月末日

平成20年度 43.0 40.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.0 48.8 委員会等名
市立根室病院財政再建対策
特別委員会

平成22年度 78.7 70.1 その他

平成23年度 80.0 80.4 公表（予定）※ ○

平成26年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成２３年１１月末日

平成25年度 平成27年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

根室地域自治体病院広域化・連携推進検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域医療機関との連携により、休日（日直）の輪番体制を確
立し、常勤医師の軽減を図る。また、当院の高度医療機器
を利用し病病連携・病診連携を推進し、地域における機能
の充実を図り、市内で概ね完結できる医療提供体制の整備
に努める。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 千歳市

病院名 市立千歳市民病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 一部適用（継続を決定）

5,288 5,361 平成20年度
平成23年1月（改革会議の答申
を受け市長決裁により決定）

5,362 5,169

△ 74 192 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 96.2 96.0 民間譲渡

平成21年度 97.0 97.2 診療所化

平成22年度 98.6 103.7 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 99.8 101.8

平成20年度 48.0 48.8

平成21年度 49.4 51.1 既に実施済

平成22年度 46.9 44.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 46.4 44.3 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 82.8 81.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 85.5 73.1 委員会等名 市立千歳市民病院経営改革会議

平成22年度 85.9 78.0 その他

平成23年度 86.3 81.2 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成24年1月

平成24年度 平成24年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.chitose.hokkaido.jp/hospital/about/kaikakukaigi.html

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

地域の基幹病院として、地域の医療機関（23機関）からの受
託検査を実施している。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

地域医療機関との医療機器の共同利用（検査受託）

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.city.chitose.hokkaido.jp/hospital/about/kaikakukaigi.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 滝川市

病院名 滝川市立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

6,218 5,900 平成２５年度 平成２５年３月

5,878 5,447 経営形態検討会議

340 453 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 101.3 100.8 民間譲渡

平成21年度 100.1 101.8 診療所化

平成22年度 105.8 108.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.6 102.6

平成20年度 50.6 52.9

平成21年度 50.5 52.2 既に実施済

平成22年度 49.6 50.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 49.6 52.3 実施(予定)時期 平成２４年３月

平成20年度 84.3 76.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.9 72.3 委員会等名
滝川市立病院改革プラン推
進委員会

平成22年度 80.0 70.6 その他

平成23年度 88.0 86.0 公表（予定）※ ○

平成２０年度 平成２０年度 実施(予定)時期 平成２４年３月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２４年３月

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

中空知保健医療福祉圏域連携推進会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　北海道の策定した「自治体病院等の広域化・連携構想」の
第10区域における砂川市立病院、第11区域における滝川市
立病院がそれぞれ地域の基幹病院として役割を担う。
　また、地域の基幹病院である滝川市立病院については二
次医療圏域の地域センター病院である砂川市立病院を補完
する形で圏域内の急性期医療、救急医療を担う。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 砂川市

病院名 砂川市立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

10,323 10,314 平成25年度 平成25年度

10,148 10,461 院内経営改善推進委員会

175 △ 147 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 99.3 98.7 民間譲渡

平成21年度 100.1 100.5 診療所化

平成22年度 101.7 98.6 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 96.3 89.2

平成20年度 49.3 49.8

平成21年度 52.0 51.9 既に実施済

平成22年度 51.6 51.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 49.9 51.9 実施(予定)時期 平成23年10月から12月

平成20年度 74.8 73.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 71.1 委員会等名
砂川市立病院経営改善評価
委員会

平成22年度 78.0 71.9 その他

平成23年度 83.0 74.3 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

中空知保健医療福祉圏域連携推進会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

救急など医療連携体制の強化

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 歌志内市

病院名 歌志内市立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

515 556 平成25年度 平成25年度

561 549
市立病院経営健全化計画策
定専門委員会

△ 46 7 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 97.9 102.9 民間譲渡

平成21年度 90.7 101.2 診療所化 ○

平成22年度 91.8 101.4 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 92.3 92.9

平成20年度 54.7 51.8

平成21年度 62.1 49.7 既に実施済

平成22年度 62.5 56.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 62.7 60.9 実施(予定)時期 平成24年1月

平成20年度 97.3 97.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 97.3 94.5 委員会等名 庁内行財政改革検討委員会

平成22年度 97.3 96.7 その他

平成23年度 97.3 96.0 公表（予定）※ ○

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成24年1月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

中空知保健医療福祉圏域連携推進会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

中空知圏域における核となる病院の必要性や医療機関相
互の機能分担と連携強化を図る。なお、当院は人口減少な
どを見据えた医療体制を整備しており、現状の医療体制を
持続可能な限り維持する考えで進めている。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 深川市

病院名 深川市立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

4,322 4,116 平成25年度 平成25年度

5,073 4,747
院内経営改革推進組織、庁
内検証委員会

△ 751 △ 631 公営企業法全部適用

健全化法 37.2 38.9 地方独立行政法人 ○

地財法 37.2 38.9 指定管理者制度 ○

平成20年度 83.8 82.2 民間譲渡 ○

平成21年度 84.7 82.2 診療所化

平成22年度 85.2 86.7 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 - 87.4

平成20年度 55.8 57.9

平成21年度 55.3 57.1 既に実施済 ○

平成22年度 55.3 56.3 今年度実施予定

平成23年度 - 57.6 実施(予定)時期 平成23年9月7日

平成20年度 85.3 76.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.6 73.3 委員会等名
深川市立病院経営改善推進
プロジェクトチーム

平成22年度 84.6 69.4 その他

平成23年度 - 69.6 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成33年度 実施(予定)時期 平成23年9月7日

平成22年度 平成27年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

北空知自治体病院等広域化・連携検討会議、庁内・院内検
討組織など

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

各種協議機関等での検討内容等を踏まえ、中核病院として
のあり方等を検討中

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.city.fukagawa.hokkaido.jp/web/secti

http://www.city.fukagawa.hokkaido.jp/web/section/fukabyo/management/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 松前町

病院名 松前町立松前病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意（実施中） 全部適用

1,189 1,284 平成２１年度 平成２１年度

1,223 1,210

△ 34 74 公営企業法全部適用 ●

健全化法 1.0 － 地方独立行政法人

地財法 23.9 5.2 指定管理者制度

平成20年度 95.0 91.8 民間譲渡

平成21年度 96.1 103.8 診療所化

平成22年度 97.2 106.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 99.2 101.0

平成20年度 52.9 52.0

平成21年度 51.4 56.1 既に実施済 ○

平成22年度 51.1 56.5 今年度実施予定

平成23年度 51.5 58.1 実施(予定)時期 平成23年8月22日

平成20年度 85.0 81.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 85.0 80.4 委員会等名
町立松前病院改革プラン
策定検討委員会

平成22年度 85.0 86.9 その他

平成23年度 85.0 84.0 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年12月31日

平成24年度 平成24年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

中核病院の機能と他の病院との連携を図り、医療機能分担
を推進する。さらに広域的に医療従事者を確保する。また、
各自治体が病院経営についての検討をさらに推し進めるこ
とが必要である。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯
町、鹿部町、森町、奥尻町

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

急性期と回復期における患者の転送、患者情報閲覧システ
ム「MedIka」の活用等、病病連携・病診連携に一定の推進が
みられる。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 木古内町

病院名 木古内町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意（実施中） 一部適用

1,685 1,299 平成２１年度 平成24年4月1日

2,004 1,485 病院運営審議会

△ 319 △ 186 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 100.1 100.2 民間譲渡

平成21年度 98.9 103.2 診療所化

平成22年度 84.1 87.5 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 92.7 83.5

平成20年度 60.4 58.5

平成21年度 57.0 55.5 既に実施済

平成22年度 54.1 66.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 53.8 65.6 実施(予定)時期 平成24年2月1日

平成20年度 71.7 72.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.7 64.8 委員会等名 病院運営審議会

平成22年度 77.8 61.9 その他

平成23年度 77.8 62.1 公表（予定）※ ○

平成３０年度 平成３０年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成３０年度 平成３０年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月31日

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

中核病院の機能と他の病院との連携を図り、医療機能分担
を推進する。さらに広域的に医療従事者を確保する。また、
各自治体が病院経営についての検討をさらに推し進めるこ
とが必要である。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯
町、鹿部町、森町、奥尻町

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

急性期と回復期医療の連携を図るべく、亜急性期加算の取
得について検討中であり、今後中核病院との連携について
模索していく。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 森町

病院名 森町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意（実施中） 一部適用

1,003 968 平成２１年度 平成24年度

980 923 森町国民健康保険病院運営委員会

23 45 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 23.5 30.7 指定管理者制度 ○

平成20年度 100.1 96.7 民間譲渡

平成21年度 102.2 98.1 診療所化

平成22年度 102.3 104.9 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.2 104.6

平成20年度 61.6 70.2

平成21年度 63.7 79.8 既に実施済

平成22年度 61.5 76.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 61.7 76.6 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 70.1 60.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.4 55.6 委員会等名
森町国民健康保険病院運営
委員会

平成22年度 72.4 74.7 その他

平成23年度 72.4 78.5 公表（予定）※ ○

平成２０年度 平成２２年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成２４年度 平成２４年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

中核病院の機能と他の病院との連携を図り、医療機能分担
を推進する。さらに広域的に医療従事者を確保する。また、
各自治体が病院経営についての検討をさらに推し進めるこ
とが必要である。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯
町、鹿部町、森町、奥尻町

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

○函館市内病院との急性期及び回復期における患者の転
入・転出に係る連携の実施。
○函館中央病院地域連携システム（c-net）を活用した患者
の受入・紹介の実施。
○函館市富田病院と検査連携（当院のＭＲＩを利用）の実
施。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 八雲町

病院名 八雲総合病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

5,310 4,763 未定 未定

5,381 5,223

△ 71 △ 460 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 4.9 地方独立行政法人

地財法 0.0 4.9 指定管理者制度

平成20年度 92.0 90.7 民間譲渡

平成21年度 94.3 89.5 診療所化

平成22年度 98.7 91.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.1 90.0

平成20年度 64.6 65.3

平成21年度 64.1 68.6 既に実施済

平成22年度 62.3 69.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 61.4 70.0 実施(予定)時期 平成23年11月25日

平成20年度 98.6 98.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 98.6 95.5 委員会等名 八雲総合病院運営検討会議

平成22年度 98.6 84.4 その他

平成23年度 98.6 84.4 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成３３年度以降 実施(予定)時期 平成２３年１２月下旬

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

北渡島檜山圏域の自治体病院等広域化・連携に係る検討
会議

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

・中核病院である八雲総合病院診療体制の確保
・経営効率化等に向けた連携

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 八雲町

病院名 八雲町熊石国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

800 764 未定 未定

837 820

△ 37 △ 56 公営企業法全部適用 ○

健全化法 4.9 地方独立行政法人

地財法 4.9 指定管理者制度

平成20年度 91.3 92.8 民間譲渡

平成21年度 93.8 93.9 診療所化

平成22年度 95.6 93.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 91.5

平成20年度 48.9 48.7

平成21年度 49.2 49.7 既に実施済

平成22年度 48.5 51.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 45.8 53.8 実施(予定)時期 平成２３年１１月下旬

平成20年度 54.0 53.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.1 57.5 委員会等名
熊石国民健康保険病院
                      運営委員会

平成22年度 78.6 54.4 その他

平成23年度 80.0 52.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成28年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月下旬

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期 平成　　年　　月　　日

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

北渡島檜山圏域の自治体病院等広域化・連携に係る
検討会議

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

・中核病院である八雲総合病院診療体制の確保
・経営効率化等に向けた連携

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 長万部町

病院名 長万部町立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

664 633 未定 平成２５年度

617 632 （今後設置予定）

47 1 公営企業法全部適用 ○

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 － － 指定管理者制度

平成20年度 112.1 106.1 民間譲渡

平成21年度 104.6 106.4 診療所化

平成22年度 107.6 100.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 108.0 100.0

平成20年度 106.9 97.1

平成21年度 91.2 78.5 既に実施済

平成22年度 86.8 70.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 86.6 90.0 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 44.4 33.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.2 47.8 委員会等名 長万部町議会総務委員会

平成22年度 72.2 48.9 その他

平成23年度 75.9 47.8 公表（予定）※ ○

平成２０年度 平成２０年度 実施(予定)時期 平成24年1月

平成２５年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

北渡島檜山圏域の自治体病院等広域化・連携に係る検討
会議

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

・中核病院である八雲総合病院診療体制の確保
・経営効率化等に向けた連携

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 檜山郡厚沢部町

病院名 厚沢部町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

457 451 平成２５年度 未定

452 450
厚沢部町国民健康保険病院
改革プラン策定推進委員会

5 1 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 100.7 101.6 民間譲渡 ○

平成21年度 100.9 100.4 診療所化

平成22年度 101.1 100.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.1 100.2

平成20年度 95.6 87.2

平成21年度 94.9 100.1 既に実施済

平成22年度 94.6 90.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 94.6 104.0 実施(予定)時期 平成２４年３月

平成20年度 60.9 57.1 委員会等の設置（予定）

平成21年度 82.4 47.8 委員会等名
厚沢部町国民健康保険病院
改革プラン策定推進委員会

平成22年度 82.4 47.3 その他

平成23年度 82.4 45.0 公表（予定）※ ○

平成２０年度 平成２０年度 実施(予定)時期 平成２４年３月

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

南檜山地域医療対策協議会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

圏域内の医療機関相互の連携を深めるためにＩＴネットワー
クを推進し、総合内科医の派遣と併せて医療機関のネット
ワーク化や自治体病院等の広域連携の推進を図る。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 乙部町

病院名 乙部町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

489 538 平成２５年度 平成２５年度

506 537
乙部町国民健康保険病院
経営健全化検討委員会

△ 17 1 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ○

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 95.4 95.9 民間譲渡 ○

平成21年度 95.7 100.2 診療所化 ○

平成22年度 96.5 100.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 100.8 100.0

平成20年度 74.2 73.1

平成21年度 71.6 62.2 既に実施済

平成22年度 70.7 57.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 68.1 68.1 実施(予定)時期 平成24年1月31日

平成20年度 38.5 26.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 38.5 29.2 委員会等名
乙部町国民健康保険病院
経営健全化検討委員会

平成22年度 40.4 32.3 その他

平成23年度 73.3 32.3 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成２１年度 実施(予定)時期 平成24年2月29日

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

南檜山地域医療対策協議会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

圏域内の医療機関相互の連携を深めるためにITネットワー
クを推進し、総合内科医の派遣と併せて医療機関のネット
ワーク化（一部運用）や自治体病院等の広域連携の推進を
図る。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 奥尻町

病院名 奥尻町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

763 844 平成２５年度 平成２４年度

754 832
奥尻町国民健康保険病院経
営健全化検討委員会

9 12 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 97.3 101.3 民間譲渡 ○

平成21年度 101.1 105.4 診療所化

平成22年度 101.2 101.4 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.4 102.4

平成20年度 71.8 70.5

平成21年度 68.4 61.4 既に実施済

平成22年度 68.4 57.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 67.7 67.7 実施(予定)時期 平成２３年１１月中

平成20年度 77.3 81.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.2 82.4 委員会等名
奥尻町国民健康保険病院経
営健全化検討委員会

平成22年度 81.8 81.7 その他

平成23年度 83.0 83.0 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２１年度 ・南檜山地域医療対策協議会 実施(予定)時期 平成２３年１２月中

平成２３年度 平成２３年度 ・南渡島地域の自治体病院等広域化・連携に係る検討会議 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

圏域内の医療機関相互の連携を深めるためにITネットワー
クを推進し、総合内科医の派遣と合わせて医療機関のネット
ワーク化や自治体病院等の広域連携の進展を図る。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 今金町

病院名 今金町国保病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

706 708 平成23年度 平成２５年度

701 707 今金町行政改革推進本部

5 1 公営企業法全部適用 ○

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 100.6 100.7 民間譲渡

平成21年度 100.7 100.2 診療所化

平成22年度 100.7 100.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.7 100.0

平成20年度 81.3 81.1

平成21年度 81.1 78.2 既に実施済 ○

平成22年度 78.2 83.2 今年度実施予定

平成23年度 76.9 76.9 実施(予定)時期 平成23年9月9日

平成20年度 62.5 62.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 65.4 56.7 委員会等名 今金町国保病院運営委員会

平成22年度 68.3 51.4 その他

平成23年度 71.2 71.2 公表（予定）※ ○

平成２０年度 平成２０年度 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成２５年度 平成２５年度 その他
今金町広報誌２０１１．１０月
号p10

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

北渡島檜山圏域自治体病院等広域化・連携検討会幹事会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

中核病院である八雲総合病院の診療体制の確保及び経営
の効率化に向けた連携

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.town.imakane.lg.jp/modules/pico1/
index.php/content0296.html

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.town.imakane.lg.jp/modules/pico1/index.php/content0296.html
http://www.town.imakane.lg.jp/modules/pico1/index.php/content0296.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 せたな町

病院名 せたな町立国保病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,012 857 平成２３年度 平成24年3月

989 869 せたな町医療等対策審議会

23 △ 12 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 100.1 95.4 民間譲渡 ○

平成21年度 100.8 103.2 診療所化

平成22年度 102.4 98.6 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 105.6 105.6

平成20年度 63.3 68.1

平成21年度 63.1 73.3 既に実施済

平成22年度 62.0 95.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 59.9 80.0 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成20年度 51.5 45.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 66.0 48.9 委員会等名 せたな町医療等対策審議会

平成22年度 72.2 48.8 その他

平成23年度 72.2 72.2 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成２４年４月

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１２月

無

ＵＲＬ

　

北渡島檜山圏域自治体病院等広域化・連携検討会幹事会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

・北渡島檜山圏域自治体病院等広域化・連携報告書作成
中。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
診療材料共同購入に向けたリスト作成中。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www3.ocn.ne.jp/~setakoku

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www3.ocn.ne.jp/~setakoku


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 黒松内町

病院名 黒松内町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

481 506 平成24年度 平成24年度

481 478 国保病院改革検討委員会

0 28 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 100.0 100.6 民間譲渡 ○

平成21年度 100.0 98.9 診療所化 ○

平成22年度 100.0 105.9 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 76.4 77.2

平成21年度 70.5 69.3 既に実施済

平成22年度 69.3 66.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 69.3 69.3 実施(予定)時期 平成23年１２月

平成20年度 31.7 31.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 40.0 30.3 委員会等名
黒松内町国保病院経営評価
委員会

平成22年度 41.0 28.3 その他

平成23年度 41.0 41.0 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成24年1月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

後志保健医療福祉圏域自治体病院等広域化・連携構想検
討会議

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

中核的病院を中心とした機能分担及び連携体制の構築を
検討

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 京極町

病院名 京極町国民健康保健病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

471 443 平成２３年度 平成24年4月1日

471 482

0 △ 39 公営企業法全部適用

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 － － 指定管理者制度

平成20年度 100.0 97.3 民間譲渡

平成21年度 100.0 95.5 診療所化 ◎

平成22年度 100.0 91.9 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 53.1 55.3

平成21年度 53.1 54.4 既に実施済 ○

平成22年度 53.1 51.4 今年度実施予定

平成23年度 53.1 53.1 実施(予定)時期 平成23年11月1日

平成20年度 32.5 32.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 38.2 27.7 委員会等名
京極町国民健康保険病院改
革プラン評価委員会

平成22年度 38.2 29.6 その他

平成23年度 38.2 30.0 公表（予定）※ ○

平成２０年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

後志保健医療福祉圏域自治体病院等広域化・連携構想検
討会議

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

中核的病院を中心とした機能分担及び連携体制の構築を
検討

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 南幌町

病院名 国民健康保険町立南幌病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

495 536 平成２４年度 平成23年度

562 526 行政経営幹事会

△ 67 10 公営企業法全部適用

健全化法 12.6 - 地方独立行政法人

地財法 12.6 - 指定管理者制度 ○

平成20年度 87.5 85.3 民間譲渡 ○

平成21年度 86.9 88.3 診療所化 ○

平成22年度 88.1 102.0 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 89.0 98.3

平成20年度 93.9 80.7

平成21年度 90.7 85.3 既に実施済

平成22年度 88.7 77.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 86.7 83.9 実施(予定)時期 平成23年11月7日

平成20年度 52.5 55.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 55.0 51.3 委員会等名 行政経営幹事会

平成22年度 56.3 51.1 その他

平成23年度 57.5 55.6 公表（予定）※ ○

平成２５年度 平成２５年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

札幌圏域自治体病院等広域化連携構想検討会議江別地区
部会

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

札樽圏域の江別市立病院との病院間連携の強化を図る。
〔医療連携〕
　１中核的病院を軸に医師・医療職員の機能連携を図る。
　　①一次医療病院・中核病院・医局の医師確保の連携強
化
　　②患者情報の共有化（電子カルテの導入等）
　　③勤務医環境の向上
　　④交通アクセス整備の対応
　２救急・入院患者の受け入れ態勢の連携強化

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 奈井江町

病院名 奈井江町立国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,043 1,016 平成24年度 平成22年度

1,070 1,053 砂川市立病院との医療連携協定により経営手法に
ついて検討中（経営健全化プロジェクト会議）

△ 27 △ 37 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 87.7 89.7 民間譲渡

平成21年度 90.1 90.9 診療所化

平成22年度 97.5 96.5 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 99.2 95.0

平成20年度 53.0 52.1

平成21年度 55.6 56.4 既に実施済

平成22年度 55.5 57.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.7 64.5 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 72.2 72.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 76.0 70.5 委員会等名
・地域医療連携運営委員会
・医療・保健・福祉運営委員会
・経営健全化プロジェクト会議

平成22年度 78.1 73.7 その他

平成23年度 78.1 76.3 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成24年度 平成24年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月

無

ＵＲＬ

　

中空知保健医療福祉圏域連携推進会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域医療確保のため、医師確保や機能分担などについて、
幅広く検討を行っており、今後においても継続検討を行う。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 由仁町

病院名 国民健康保険由仁町立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

448 473 平成25年度 平成25年度

444 460 病院運営検討協議会

4 13 公営企業法全部適用 ○

健全化法 89.7 77.0 地方独立行政法人 ○

地財法 89.7 77.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 97.9 100.2 民間譲渡 ○

平成21年度 97.8 100.5 診療所化 ○

平成22年度 100.9 102.7 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 101.8 102.2

平成20年度 82.9 77.8

平成21年度 84.3 71.8 既に実施済 ○

平成22年度 80.9 69.6 今年度実施予定

平成23年度 80.2 77.8 実施(予定)時期 平成23年7月29日

平成20年度 66.1 70.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 76.4 委員会等名 病院運営検討協議会

平成22年度 75.0 74.0 その他

平成23年度 75.0 78.8 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

南空知地域自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

町立病院が提供できない高度な医療を必要とする者に医療
を提供するための連携方策を基本とする。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 長沼町

病院名 町立長沼病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,630 1,562 平成25年度 平成25年度

1,602 1,614 町立長沼病院運営審議会

28 △ 52 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 92.2 92.2 民間譲渡

平成21年度 99.1 93.4 診療所化 ○

平成22年度 101.8 96.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 106.5 95.6

平成20年度 76.2 67.8

平成21年度 68.0 66.4 既に実施済

平成22年度 68.0 64.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.0 65.0 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 63.3 63.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 65.0 59.4 委員会等名 町立長沼病院運営審議会

平成22年度 68.0 59.0 その他

平成23年度 70.0 70.0 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成24年１月

平成24年度 平成24年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年１２月

無

ＵＲＬ

　

「南空知地域検討会議」
「江別・南空知４町医療連携会議」

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域ﾚﾍﾞﾙの取り組みを具体化し、南空知における地域医療
の確保を図るための連携パターンを引き続き検討する。
また、当院が有していない脳神経外科、循環器科、外科等
の手術・検査機能を持つ医療機関との連携を図り、担うべき
役割・機能についても十分精査する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 月形町

病院名 国保月形町立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

746 748 平成２３年度 平成23年度

783 757 病院運営委員会

△ 37 △ 9 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 90.9 90.5 民間譲渡

平成21年度 95.2 95.0 診療所化

平成22年度 95.3 98.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 95.4 95.4

平成20年度 47.1 45.7

平成21年度 47.1 44.6 既に実施済

平成22年度 47.4 54.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 48.5 48.5 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 91.2 91.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.5 86.4 委員会等名 病院運営委員会

平成22年度 91.1 82.2 その他

平成23年度 90.1 81.2 公表（予定）※ ○

平成２６年度 平成２６年度 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

南空知地域自治体病院等広域化・連携調整会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

各自治体は、退院後の保健・医療・福祉の受け皿としての組
織づくりが求められるので、平成２３年度までにその方向性
を共通認識すること

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 美瑛町

病院名 美瑛町立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適要

1,347 1,307 平成25年3月31日 平成25年3月31日

1,296 1,207
町立病院運営審議会
町立病院運営会議

51 100 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 98.6 98.6 民間譲渡

平成21年度 107.6 108.2 診療所化

平成22年度 103.9 108.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.9 100.0

平成20年度 63.5 63.5

平成21年度 65.1 64.8 既に実施済

平成22年度 65.4 62.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 61.5 64.0 実施(予定)時期 平成23年12月1日

平成20年度 69.1 69.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 67.0 66.1 委員会等名 町立病院運営審議会

平成22年度 70.0 66.7 その他

平成23年度 80.0 67.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年12月1日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

上川中部地域自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

上川中部圏医療においては、中核病院との連携が確立され
ている状況にある。
旭川赤十字病院と地域医療連携電子カルテシステムを接続
する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 上富良野町

病院名 上富良野町立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

876 855 平成26年3月31日 平成20年12月1日

874 832 上富良野町立病院運営審議会

2 23 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 100.2 100.6 民間譲渡

平成21年度 100.1 105.9 診療所化

平成22年度 100.2 102.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ●

平成23年度 100.1 100.1

平成20年度 53.5 52.1

平成21年度 56.3 52.3 既に実施済

平成22年度 56.4 56.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 56.4 56.4 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 68.0 69.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.0 76.3 委員会等名 上富良野町立病院運営審議会

平成22年度 70.0 67.1 その他

平成23年度 70.0 70.0 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

富良野圏域自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

厳しい医療環境の中で、各自治体病院のあり方を検討し医
療機能の分担と再編、ネットワーク化を推進する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 中富良野町

病院名 国民健康保険中富良野町立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

499 493 平成25年度 平成25年度

499 483 町立病院運営委員会

0 10 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 100.0 99.3 民間譲渡

平成21年度 100.0 99.6 診療所化 ○

平成22年度 100.0 102.0 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 82.3 75.8

平成21年度 82.3 78.1 既に実施済 ○

平成22年度 79.7 76.7 今年度実施予定

平成23年度 79.7 72.7 実施(予定)時期 平成23年9月

平成20年度 56.1 56.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 58.8 50.8 委員会等名 町立病院運営委員会

平成22年度 74.1 46.6 その他

平成23年度 74.1 47.8 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年9月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

富良野圏域自治体病院等広域化・連携検討会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

病床数の削減及び診療所化（有床・無床）を含めた規模の
適正化について検討しながら協議を進めていく。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 和寒町

病院名 国民健康保険町立和寒病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

  検討中 　一部適用

481 483 　平成２５年１２月 　平成２５年度

480 464 　町立病院運営協議会

1 19 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 94.9 101.3 民間譲渡

平成21年度 100.0 105.9 診療所化

平成22年度 100.2 104.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.2 101.9

平成20年度 73.9 75.7

平成21年度 73.6 77.0 既に実施済 〇

平成22年度 73.6 79.1 今年度実施予定

平成23年度 73.6 76.0 実施(予定)時期 　平成２３年８月

平成20年度 82.0 84.4 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 83.3 82.9 委員会等名 　町立病院運営協議会

平成22年度 83.3 78.2 その他

平成23年度 83.3 78.6 公表（予定）※ 〇

平成21年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期 　

無 〇

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

　上川北部自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　診療情報のデジタル化によるネットワーク強化で医療体制
の構築を図る。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.town.wassamu.hokkaido.jp/kakuka/hp/gaiyou/gaiyou.html



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 下川町

病院名 町立下川病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

554 537 平成２４年度 平成24年度

545 560 病院事業運営検討会

9 △ 23 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 101.2 98.3 民間譲渡

平成21年度 100.9 96.2 診療所化

平成22年度 101.7 95.9 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 103.1 98.1

平成20年度 81.9 78.5

平成21年度 81.2 76.3 既に実施済

平成22年度 80.2 74.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 78.5 75.0 実施(予定)時期 平成23年12月31日

平成20年度 85.7 83.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 85.7 79.4 委員会等名 病院事業運営審議会

平成22年度 85.7 71.3 その他

平成23年度 85.7 70.0 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年12月31日

平成24年度 平成24年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

上川北部自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域医療ネットワークシステム構築により、患者情報の共有
化及び救急搬送の効率化を図ることが必要。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 幌加内町

病院名 幌加内町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

444 442 平成24年度 平成24年度

436 435 介護・医療地域懇談会を実施。平成23
年度より再度、住民意見収集中

8 7 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 89.5 90.5 民間譲渡

平成21年度 110.0 107.1 診療所化 ○

平成22年度 101.8 101.5 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 103.7 103.7

平成20年度 77.7 73.7

平成21年度 67.9 65.7 既に実施済

平成22年度 66.3 67.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 64.7 64.7 実施(予定)時期 平成23年12月31日

平成20年度 72.1 72.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 73.5 68.1 委員会等名
保健医療福祉総合サービス
推進会議

平成22年度 75.0 79.1 その他

平成23年度 76.5 76.5 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年12月31日

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年度中

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

上川中部地域自治体病院等広域化連携会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

中核病院との連携をさらに強化していく方向で検討してい
く。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 遠別町

病院名 遠別町立国保病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

434 399 平成２４年度 平成24年度

434 393
遠別町立国保病院改革プラ
ン検証委員会

0 6 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 96.0 96.0 民間譲渡 ○

平成21年度 95.4 99.6 診療所化 ○

平成22年度 100.0 101.6 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 120.4 120.3

平成21年度 130.5 119.2 既に実施済

平成22年度 128.8 112.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 128.8 128.8 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 64.5 64.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 65.2 64.1 委員会等名
遠別町立国保病院改革プラ
ン検証委員会

平成22年度 65.2 64.3 その他

平成23年度 73.2 73.2 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成24年度 平成24年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

留萌地域自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

救急医療などの広域で支えるべき医療についての経費負担
のあり方について議論がなされているところであり、このよう
な取り組みを含め、地域医療のあるべき姿に向け広域的な
連携をさらに深めていく

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 天塩町

病院名 天塩町立国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部摘要

572 626 平成24年度 平成24年度

598 625
天塩町立国民健康保険病院
運営委員会

△ 26 1 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 91.2 91.3 民間譲渡

平成21年度 91.7 98.1 診療所化

平成22年度 95.7 100.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ◎

平成23年度 95.8 100.0

平成20年度 92.5 92.4

平成21年度 97.1 98.9 既に実施済

平成22年度 98.6 105.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 98.6 98.6 実施(予定)時期 平成23年11月14日

平成20年度 71.1 70.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.0 72.2 委員会等名
天塩町立国民健康保険病院
運営委員会

平成22年度 72.9 75.2 その他

平成23年度 72.9 72.9 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成24年度 平成24年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

宗谷地域自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域センター病院（市立稚内病院）を中心に近隣病院や診
療所の位置付け及び今後の運営の方向性等について取り
組みを深め、地域医療のあるべき姿に向け、広域的な連携
を深めていく。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 猿払村

病院名 猿払村国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

537 550 平成25年3月31日 平成26年3月31日

537 550 行財政改革推進委員会

0 0 公営企業法全部適用 ○

健全化法 地方独立行政法人 ○

地財法 指定管理者制度 ○

平成20年度 100.0 100.0 民間譲渡 ○

平成21年度 100.0 100.0 診療所化 ○

平成22年度 100.0 100.0 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 74.1 74.1

平成21年度 72.1 75.1 既に実施済

平成22年度 73.5 79.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 70.9 79.0 実施(予定)時期 平成２４年１月

平成20年度 72.2 72.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.6 68.1 委員会等名 行財政改革推進委員会

平成22年度 78.6 66.7 その他 平成２４年１月

平成23年度 82.1 70.0 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成２４年３月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

宗谷地域自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

宗谷地域自治体病院等広域化・連携検討会議において検
討を進めるとともに、再編については稚内保健所や二次医
療圏の病院と連携し協議を行い、ネットワーク化は旭川など
も含めた広範囲の検討を行う。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 浜頓別町

病院名 浜頓別町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

718 705 平成２４年度 平成２４年度以降

718 676 町病院運営委員会

0 29 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 100.0 100.0 民間譲渡

平成21年度 100.6 102.2 診療所化 ○

平成22年度 100.6 104.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.5 100.5

平成20年度 90.7 84.4

平成21年度 91.8 80.5 既に実施済 ○

平成22年度 92.1 83.6 今年度実施予定

平成23年度 85.7 102.6 実施(予定)時期 平成23年8月4日

平成20年度 53.8 53.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.3 57.9 委員会等名 町病院運営委員会

平成22年度 94.4 55.9 その他

平成23年度 94.4 58.3 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成２３年１１月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

上川北部自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

上川北部連携区域のサブ地域として、上川北部自治体病院
等広域化・連携検討会議に参画しており、この会議の中で
方向性その他について協議を進めていく。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 中頓別町

病院名 中頓別町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

487 471 平成24年度（予定） 未定

487 471

0 0 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 100.0 100.0 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.0 診療所化

平成22年度 100.0 100.0 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 84.6 84.6

平成21年度 79.8 70.1 既に実施済

平成22年度 66.9 76.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 62.8 77.9 実施(予定)時期 平成23年11月10日

平成20年度 43.2 42.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 50.0 45.0 委員会等名
中頓別町国民健康保険病院
運営委員会

平成22年度 60.0 31.2 その他

平成23年度 70.0 36.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年12月29日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

上川北部自治体病院等広域化・連携会議にて検討中
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　今後の医療提供体制の整備については、限られた医療資
源を有効に活用し適正な配置を図る必要があり、地方セン
ター病院が中核的医療機関となって地域医療体制の充実を
図ることとされています。中頓別町国民健康保険病院は、そ
の中で位置づけ、役割等を模索、検討することとしておりま
す。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 枝幸町

病院名 枝幸町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

　　　　　　　　　　　　再編実施済
　　　　　　　　　　　　ネットワーク化検討中

一部適用

1,106 1,179 平成24年度（ネットワーク化） 平成25年度

1,106 1,209 枝幸町国民健康保険病院対策協議会

0 △ 30 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 100.0 101.1 民間譲渡

平成21年度 100.0 101.4 診療所化

平成22年度 100.0 97.5 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 77.3 76.5

平成21年度 78.8 74.8 既に実施済

平成22年度 77.8 76.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 77.0 84.6 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 82.6 84.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.5 86.2 委員会等名
枝幸町国民健康保険病院対
策協議会

平成22年度 82.5 85.2 その他

平成23年度 82.5 86.1 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成24年4月

平成25年度 平成25年度 その他 病院ホームページ上で公表

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

（再編）

　医療制度改革に伴う療養病床の削減、公立病院ガイドラ
インに基づく病院経営の効率化等を図るため、平成23年4月
1日に二つの国保病院を再編した。
　歌登病院は、全床療養病床であり病床利用率も過去3年
連続して70％未満であるため無床の診療所（救急は枝幸病
院に統合）及び介護老人保健施設へ転換した。
　枝幸病院については、7床ある介護療養病床を医療療養
病床に転換し、現状の病床数（83床）とした。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

上川北部自治体病院等広域化・連携会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

（ネットワーク化）

　名寄市立病院は引き続き二次医療圏の中核を担うことが
期待されているが、中核病院との距離から一律に診療所化
することは困難であり、相互の連携体制を検討した上で適
切な規模や運営の在り方を検討する必要があると考えられ
ている。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.esashi-hospital.jp/

http://www.esashi-hospital.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 豊富町

病院名 豊富町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

596 580 平成２４年度 平成２５年度

584 558 病院経営改善委員会

12 22 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 99.8 98.7 民間譲渡

平成21年度 101.7 100.9 診療所化 ○

平成22年度 102.1 103.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 101.9 82.2

平成20年度 105.3 96.2

平成21年度 99.8 97.7 既に実施済 ○

平成22年度 97.9 104.4 今年度実施予定

平成23年度 94.6 133.6 実施(予定)時期 平成２３年６月３０日

平成20年度 53.7 53.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 57.4 45.4 委員会等名 病院経営改善委員会

平成22年度 76.2 51.3 その他

平成23年度 76.2 50.0 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２１年度 実施(予定)時期 平成２３年９月

平成２５年度 平成２３年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２５年３月

無

ＵＲＬ

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

宗谷地域自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

「北海道自治体病院等広域化・連携構想」に示された方向
性を踏まえ、「宗谷地域自治体病院等広域化・連携検討会
議」において検討・協議を行い結論を得る。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 幌延町

病院名 幌延町立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

433 432 平成25年3月31日 平成23年10月1日

433 432

0 0 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 100.0 100.0 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.0 診療所化 ◎

平成22年度 100.0 100.0 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 82.9 82.2

平成21年度 82.4 77.1 既に実施済 ○

平成22年度 76.1 81.8 今年度実施予定

平成23年度 105.0 105.0 実施(予定)時期 平成23年6月

平成20年度 52.8 52.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 52.8 47.4 委員会等名 幌延町立病院運営審議会

平成22年度 52.8 41.7 その他

平成23年度 95.0 78.9 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

宗谷連携区域の下記市町村並びに北海道により、「宗谷地
域自治体病院等広域化・連携検討会議」を設置。

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

上記「自治体病院等広域化・連携構想」において提示され
た、宗谷圏域を中心とした自治体病院等の広域・連携につ
い
て検討する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、天
塩町、幌延町

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 美幌町

病院名 美幌町立国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,687 1,620 平成26年3月 平成26年12月

1,789 1,728
美幌町立国民健康保険病院
経営検討委員会

△ 102 △ 108 公営企業法全部適用 ○

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 90.6 92.5 民間譲渡

平成21年度 90.9 92.9 診療所化

平成22年度 94.3 93.7 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 99.9 90.0

平成20年度 58.9 58.3

平成21年度 59.3 56.8 既に実施済 ○

平成22年度 58.1 57.8 今年度実施予定

平成23年度 56.9 60.0 実施(予定)時期 平成23年9月

平成20年度 76.0 76.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.7 75.6 委員会等名
議会総務文教厚生常任委員会及
び美幌町国民健康保険運営協議
会

平成22年度 86.0 76.4 その他

平成23年度 90.0 79.0 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年11月10日

平成26年度 平成26年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～
③を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

北網保健医療福祉圏域連携推進会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

美幌地域における当院の役割・課題を明らかにする中か
ら、医師確保及び診療体制を確立し、「99病床の確保」「救
急告示病院の堅持」「人工透析の確保」体制を守るために、
町内診療所及び周辺病院との病診・病病連携を強化すると
ともに、保健事業への積極的参画や福祉・介護施設との連
携強化を図る。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://bihorokokuho.main.jp/

http://bihorokokuho.main.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 斜里町

病院名 斜里町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,677 1,588 平成24年3月31日

1,652 1,539

25 49 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 97.9 100.7 民間譲渡

平成21年度 97.1 100.2 診療所化

平成22年度 101.5 103.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.8 95.6

平成20年度 65.0 63.3

平成21年度 66.9 69.1 既に実施済 ○

平成22年度 59.5 71.2 今年度実施予定

平成23年度 59.3 63.5 実施(予定)時期 平成23年9月28日

平成20年度 78.5 79.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 71.2 委員会等名
斜里町国民健康保険病院運
営対策本部

平成22年度 83.0 63.6 その他

平成23年度 85.0 82.6 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成23年12月1日

平成23年度 平成23年度 その他 町広報紙、当院ホームページ

有 ○

実施(予定)時期 平成22年12月1日

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

網走地域自治体病院等広域化・連携構想検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

検討会議において、圏域内の医療機関相互の役割分担や
連携体制について検討を進める

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.shari-kokuho.jp/

http://www.shari-kokuho.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 滝上町

病院名 滝上町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

652 690 平成２６年３月 平成２６年３月

646 678
滝上町国民健康保険病院運営
委員会

6 12 公営企業法全部適用

健全化法 ー ー 地方独立行政法人

地財法 ー ー 指定管理者制度 ○

平成20年度 99.9 102.6 民間譲渡

平成21年度 96.6 98.3 診療所化 ○

平成22年度 101.0 101.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 101.3 101.3

平成20年度 60.9 60.3

平成21年度 67.5 69.5 既に実施済

平成22年度 65.6 66.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.8 65.8 実施(予定)時期 平成24年２月

平成20年度 96.6 96.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 97.4 83.8 委員会等名
滝上町国民健康保険病院運営
委員会

平成22年度 97.4 87.9 その他

平成23年度 97.4 97.4 公表（予定）※ ○

平成２２年度 平成２２年度 実施(予定)時期 平成24年３月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

西紋別地域自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

北海道及び西紋別地域５市町村による上記検討会議にお
いて、今後の検討を進める。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 興部町

病院名 興部町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

　検討中 一部適用

590 537 平成２５年度 平成２５年度

563 520
興部町国民健康保険病院改
革ﾌﾟﾗﾝ評価委員会

27 17 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 100.0 98.4 民間譲渡

平成21年度 101.3 106.0 診療所化

平成22年度 104.8 103.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 107.3 101.1

平成20年度 78.7 78.6

平成21年度 75.1 81.5 既に実施済 ○

平成22年度 69.8 77.6 今年度実施予定

平成23年度 65.8 75.9 実施(予定)時期 平成２３年９月２９日

平成20年度 50.3 49.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 56.1 48.7 委員会等名
興部町国民健康保険病院改
革ﾌﾟﾗﾝ評価委員会

平成22年度 63.6 57.7 その他

平成23年度 70.5 70.5 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２１年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

西紋別地域における医療の広域化検討協議会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　北海道及び西紋別地域５市町村による広域化検討協議会
において、今後のネットワーク化について検討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 雄武町

病院名 雄武町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

771 769 平成26年3月31日 平成24年3月1日

777 804

△ 6 △ 35 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 94.2 92.3 民間譲渡

平成21年度 95.8 97.1 診療所化

平成22年度 99.2 95.7 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ◎

平成23年度 100.8 100.8

平成20年度 86.3 85.0

平成21年度 82.2 82.8 既に実施済

平成22年度 80.0 83.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 79.5 79.5 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成20年度 72.5 72.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.5 59.8 委員会等名
雄武町国保病院改革プラン
評価委員会

平成22年度 75.0 71.2 その他

平成23年度 75.0 75.0 公表（予定）※

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成２４年３月

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２４年３月

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

西紋別地域における医療の広域化検討
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

北海道及び西紋別地域５市町村による広域検討協議会に
おいて、今後のネットワーク化について検討を進める。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 豊浦町

病院名 豊浦町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 一部適用

724 697 平成２０年度 平成２５年度

724 703
病院運営検討委員会及び町
議会

0 △ 6 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ○

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 104.5 101.9 民間譲渡 ○

平成21年度 103.2 95.0 診療所化 ○

平成22年度 100.0 99.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 54.4 50.9

平成21年度 57.1 59.7 既に実施済

平成22年度 60.7 58.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 63.7 62.0 実施(予定)時期 平成２４年１月

平成20年度 75.0 69.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 73.4 委員会等名
豊浦町国民健康保険病院運
営検討委員会

平成22年度 75.0 73.7 その他

平成23年度 75.0 74.0 公表（予定）※ ○

平成２０年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成２４年１月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

地域医療連携を促進するため、医師派遣による連携など３
つの合意項目を実施
・医師派遣による連携
・医療機器の共同利用による連携
・救急医療体制における連携

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

室蘭市　豊浦町

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.town.toyoura.hokkaido.jp/

http://www.town.toyoura.hokkaido.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 白老町

病院名 白老町立国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 一部適用

816 717 平成20年度 平成21年4月1日

779 795

37 △ 78 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 19.4 51.9 指定管理者制度

平成20年度 75.6 74.7 民間譲渡

平成21年度 104.5 95.2 診療所化

平成22年度 104.7 90.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ●

平成23年度 109.1 95.1

平成20年度 60.8 61.8

平成21年度 46.7 64.4 既に実施済 ○

平成22年度 45.8 69.6 今年度実施予定

平成23年度 44.2 65.2 実施(予定)時期 平成23年9月

平成20年度 44.7 55.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.4 60.1 委員会等名 白老町立国民健康保険病院運営審議会

平成22年度 74.1 52.4 その他

平成23年度 79.3 53.4 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成27年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年2月予定

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

広域化・連携の方策として医療機器等の共同利用など７つ
の合意事項を実施
１　院内の地域医療連携体制の強化
２　地域センター病院の機能強化
３　患者の紹介・逆紹介の推進
４　医療機器等の共同利用
５　症例検討・研修会等の合同開催
６　IT活用による医療連携の推進
７　地域連携パスを活用した医療連携の推進

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

苫小牧市、白老町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、新
ひだか町

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

www.town.shiraoi.hokkaido.jp/ka/byouin/index.ht

http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/ka/byouin/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 むかわ町

病院名 むかわ町鵡川厚生病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 指定管理者

643 176 平成２０年度 平成20年3月1日

643 176

0 0 公営企業法全部適用

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 － － 指定管理者制度 ●

平成20年度 100.0 100.0 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.0 診療所化

平成22年度 100.0 100.0 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 （指定管理者制度） （指定管理者制度）

平成21年度 （指定管理者制度） （指定管理者制度） 既に実施済 ○

平成22年度 （指定管理者制度） （指定管理者制度） 今年度実施予定

平成23年度 （指定管理者制度） （指定管理者制度） 実施(予定)時期 平成23年8月25日

平成20年度 60.0 57.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.0 50.0 委員会等名
むかわ町鵡川厚生病院運営
協議会

平成22年度 72.0 54.7 その他

平成23年度 74.0 75.0 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成23年12月1日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

広域化・連携の方策として医療機器等の共同利用など７つ
の合意事項を実施
１　院内の地域医療連携体制の強化
２　地域センター病院の機能強化
３　患者の紹介・逆紹介の推進
４　医療機器等の共同利用
５　症例検討・研修会等の合同開催
６　IT活用による医療連携の推進
７　地域連携パスを活用した医療連携の推進

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

苫小牧市、白老町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、新
ひだか町

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.town.mukawa.lg.jp/

http://www.town.mukawa.lg.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 日高町

病院名 門別国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 一部適用

1,194 1,280 平成２０年度 平成２８年度

1,195 1,251 病院経営改善内部検討委員会

△１ 29 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 99.1 99.7 民間譲渡

平成21年度 98.3 101.1 診療所化

平成22年度 99.9 102.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 101.1 100.2

平成20年度 68.1 66.6

平成21年度 67.9 62.1 既に実施済

平成22年度 66.9 63.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.9 76.0 実施(予定)時期 平成23年10月24日

平成20年度 90.0 85.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 91.9 委員会等名 国保運営協議会

平成22年度 90.0 72.4 その他

平成23年度 90.0 76.1 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成２３年１１月

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

広域化、連携の方策として医療器機等の共同利用など７つ
の合意項目を実施
１　院内の地域医療連携体制の強化
２　地域センター病院の機能強化
３　患者の紹介・逆照会の推進
４　医療器機等の共同利用
５　症例検討・研修会等の合同開催
６　ＩＴ活用による医療連携の推進
７　地域連携パスを活用した医療連携の推進

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

苫小牧市、白老町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、
新ひだか町

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

・院内の地域医療連携体制の強化
・患者の紹介・逆紹介の推進 プランの平成22年

度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 平取町

病院名 平取町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 一部適用

730 758 平成２０年度 平成２４年度

736 761
平取町国保病院改革プラン
検討委員会

△ 6 △ 3 公営企業法全部適用 ○

健全化法 15.1 11.4 地方独立行政法人 ○

地財法 15.1 11.4 指定管理者制度 ○

平成20年度 125.7 127.7 民間譲渡 ○

平成21年度 98.2 98.2 診療所化 ○

平成22年度 99.3 99.6 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 101.5 101.5

平成20年度 83.1 80.8

平成21年度 81.6 73.3 既に実施済

平成22年度 74.5 66.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 71.5 67.2 実施(予定)時期 平成23年11月24日

平成20年度 51.2 53.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 56.0 57.4 委員会等名
平取町国保病院改革プラン
検討委員会

平成22年度 70.8 65.2 その他

平成23年度 76.9 66.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

・広域化・連携の方策として医療機器等の共同利用など７つ
の合意項目を実施
１　院内の地域医療連携体制の強化
２　地域センター病院の機能強化
３　患者の紹介・逆紹介の推進
４　医療機器等の共同利用
５　症例検討・研修会等の合同開催
６　ＩＴ活用による医療連携の推進
７　地域連携パスを活用した医療連携の推進

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

苫小牧市、白老町、むかわ町、日高町、平取町、新冠町、新
ひだか町

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

・患者の紹介・逆紹介の推進
・療養病床４床削減

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 新ひだか町

病院名 町立静内病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 一部適用

1,209 1,185 平成２０年度 平成23年度

1,343 1,348 病院改革プラン推進委員会

△ 134 △ 163 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 87.5 83.3 民間譲渡

平成21年度 90.1 83.2 診療所化

平成22年度 90.0 87.9 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 89.1

平成20年度 52.5 53.7

平成21年度 52.8 56.6 既に実施済

平成22年度 54.1 57.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 53.6 55.6 実施(予定)時期 平成23年10月17日

平成20年度 45.0 38.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 46.3 39.6 委員会等名 病院改革プラン推進委員会

平成22年度 48.8 39.6 その他

平成23年度 73.3 59.7 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成29年度 実施(予定)時期 平成23年10月17日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

広域化：連携の方策として医療機器等の共同利用など７つ
の合意項目を実施
１　院内の地域医療連携体制の強化
２　地域センター病院の機能強化
３　患者の紹介・逆紹介の推進
４　医療機器等の共同利用
５　症例検討・研修会等の合同開催
６　IT活用による医療連携の推進
７　地域連携バスを活用した医療連携の推進

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

苫小牧市・白老町・むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひ
だか町

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

・患者の紹介、逆紹介の推進
・IT活用による医療連携の推進

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 新ひだか町

病院名 新ひだか町立三石国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 一部適用

375 452 平成20年度 平成23年度

408 471 病院改革プラン推進委員会

△ 33 △ 19 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 85.3 86.6 民間譲渡

平成21年度 88.3 89.8 診療所化

平成22年度 91.9 96.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.1 100.0

平成20年度 98.8 91.5

平成21年度 95.4 90.1 既に実施済

平成22年度 92.9 81.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 90.5 90.5 実施(予定)時期 平成23年10月17日

平成20年度 72.1 73.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.8 73.7 委員会等名 病院改革プラン推進委員会

平成22年度 81.7 80.0 その他

平成23年度 85.7 85.7 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成29年度 実施(予定)時期 平成23年10月19日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

広域化：連携の方策として医療機器等の共同利用など７つ
の合意項目を実施
１　院内の地域医療連携体制の強化
２　地域センター病院の機能強化
３　患者の紹介・逆紹介の推進
４　医療機器等の共同利用
５　症例検討・研修会等の合同開催
６　IT活用による医療連携の推進
７　地域連携バスを活用した医療連携の推進

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

苫小牧市・白老町・むかわ町・日高町・平取町・新冠町・新ひ
だか町

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

患者の紹介、逆紹介の推進

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 士幌町

病院名 士幌町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

838 877 平成２５年度 平成２３年度

890 890 改革プラン評価委員会

△ 52 △ 13 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 93.9 98.8 民間譲渡 ○

平成21年度 94.4 95.7 診療所化 ○

平成22年度 94.1 98.5 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 94.5 94.5

平成20年度 105.3 95.2

平成21年度 94.5 93.5 既に実施済

平成22年度 95.2 95.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 94.4 94.4 実施(予定)時期 平成２３年１１月中

平成20年度 73.3 73.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 75.8 委員会等名 改革プラン評価委員会

平成22年度 77.0 70.5 その他

平成23年度 78.5 78.5 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月中

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

十勝管内自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

●医薬品等の共同購入（実施）
●高度医療機器共同購入・相互利用
●医師の相互派遣

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 鹿追町

病院名 鹿追町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

630 655 平成２５年度 平成２３年度

630 648 鹿追町国保病院運営委員会

0 7 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 指定管理者制度

平成20年度 100.0 100.0 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.0 診療所化

平成22年度 100.0 101.0 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 66.3 66.2

平成21年度 73.4 60.9 既に実施済

平成22年度 73.4 64.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 66.7 65.0 実施(予定)時期 平成23年度中

平成20年度 87.3 87.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.0 86.0 委員会等名 鹿追町国保病院運営委員会

平成22年度 84.0 81.1 その他

平成23年度 86.0 85.0 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２１年度 実施(予定)時期 平成23年度中

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

十勝管内自治体病院等広域化・連携会議、定住自立圏構
想会議及び各種病院との連携を継続検討中

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 芽室町

病院名 公立芽室病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

2,559 2,304 平成２５年度 平成２３年度

2,529 2,418 中期経営計画推進委員会（予定）

30 △ 114 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 98.5 98.1 民間譲渡

平成21年度 103.0 93.4 診療所化

平成22年度 101.2 95.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 103.5 105.0

平成20年度 56.0 53.1

平成21年度 56.0 55.2 既に実施済

平成22年度 55.7 53.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.2 51.8 実施(予定)時期 平成２３年１２月３１日

平成20年度 80.0 71.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 69.9 委員会等名 病院運営委員会

平成22年度 80.0 70.4 その他

平成23年度 80.0 77.4 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成２４年３月３１日

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

●医薬品等の共同購入（実施済）
●高度医療機器共同購入・相互利用
●医師の相互派遣

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

資金不足比率（%)

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

十勝管内自治体病院等広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 大樹町

病院名 大樹町立国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

821 798 平成26年3月31日 平成24年度

821 825
大樹町立国民健康保険病院
改革プラン評価委員会

0 △ 27 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 102.1 103.9 民間譲渡

平成21年度 100.0 102.3 診療所化

平成22年度 100.0 96.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 84.1 83.9

平成21年度 83.0 88.2 既に実施済

平成22年度 82.0 99.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 81.8 81.8 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 68.4 70.6 委員会等の設置（予定） 設置を予定

平成21年度 96.2 90.2 委員会等名
大樹町立国民健康保険病院
改革プラン評価委員会

平成22年度 96.2 80.3 その他

平成23年度 96.2 85.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

十勝管内自治体病院等の広域化、連携を検討

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

十勝管内自治体

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

検討中

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

未定
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

未定

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.town.taiki.hokkaido.jp/taiki-hsp.nsf/

http://www.town.taiki.hokkaido.jp/taiki-hsp.nsf/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 広尾町

病院名 広尾町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

848 809 平成26年3月31日 平成26年3月31日

867 834 院内経営改善委員会（予定）

△ 19 △ 25 公営企業法全部適用 ○

健全化法 ― ― 地方独立行政法人

地財法 ― ― 指定管理者制度 ○

平成20年度 94.4 95.4 民間譲渡 ○

平成21年度 95.0 94.7 診療所化 ○

平成22年度 97.8 97.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.4 100.5

平成20年度 94.4 92.8

平成21年度 95.6 91.4 既に実施済

平成22年度 91.7 89.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 88.8 85.6 実施(予定)時期 平成23年11月30日

平成20年度 67.0 67.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 75.5 委員会等名 院内経営改善委員会

平成22年度 76.7 73.3 その他

平成23年度 78.3 78.3 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年12月30日

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

・十勝管内自治体病院等広域化連携検討会議による
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

・医薬品等の共同購入（実施済）
・高度医療機器共同購入・相互利用
・医師の相互派遣

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

www.town.hiroo.hokkaido.jp/hospital

http://www.town.hiroo.hokkaido.jp/hospital


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 池田町

病院名 池田町立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 指定管理者

1,058 1,053 平成21年度 平成23年10月1日

1,083 1,052

△ 26 1 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度 ◎

平成20年度 99.1 99.5 民間譲渡

平成21年度 97.6 97.2 診療所化

平成22年度 97.6 100.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 83.7 85.0

平成20年度 84.9 77.7

平成21年度 84.4 79.8 既に実施済

平成22年度 84.4 85.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 84.1 82.0 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 78.4 78.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.8 73.6 委員会等名
池田町立病院改革プラン検
討会議

平成22年度 80.0 69.0 その他

平成23年度 80.6 74.0 公表（予定）※ ○

平成２４年度 平成２４年度 実施(予定)時期 平成24年2月

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

　「ネットワーク化」に関しては、地域連携等の課題を残して
いるが、「再編」に関しては改革プランの目標としている、平
成23年10月からの指定管理者制度移行の目標を達成して
いる。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

　改革プランの目標としている、平成２３年１０月からの指定
管理者制度への移行

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

資金不足比率（%)

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 本別町

病院名 本別町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,377 1,339 平成26年3月31日 平成25年3月31日

1,388 1,453
院内会議、健康長寿のまち
づくり会議

△ 11 △ 114 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ○

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 93.8 89.3 民間譲渡

平成21年度 99.1 94.1 診療所化

平成22年度 99.2 92.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 99.2 96.6

平成20年度 58.0 64.4

平成21年度 54.3 56.7 既に実施済

平成22年度 53.8 64.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.8 55.2 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成20年度 90.0 75.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 93.3 84.2 委員会等名 健康長寿のまちづくり会議

平成22年度 93.3 83.4 その他

平成23年度 93.3 90.0 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月31日

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

自治体病院広域化・連携検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

専門科の共同設置、高度医療機器の共同購入・相互利用、
医師の相互派遣、救急体制の役割分担を想定しているが、
具体的には進んでいない。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 足寄町

病院名 足寄町国民健康保険病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,065 943 平成25年度 未定

1,076 1,038
足寄町国民健康保険病院経
営改善検討委員会

△ 11 △ 95 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 91.6 93.4 民間譲渡

平成21年度 98.6 91.9 診療所化

平成22年度 99.0 90.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.6 101.6

平成20年度 104.3 86.9

平成21年度 91.3 82.3 既に実施済 ○

平成22年度 91.1 76.5 今年度実施予定

平成23年度 86.2 83.3 実施(予定)時期 平成23年9月

平成20年度 69.2 69.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 74.6 委員会等名
足寄町国民健康保険病院経
営改善検討委員会

平成22年度 81.7 72.1 その他

平成23年度 83.3 83.3 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年9月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

※ホームページ移設中

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

十勝管内自治体病院広域化・連携検討会議にて連携の在
り方、体制等について検討中。

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

十勝管内自治体病院広域化・連携検討会議における検討
状況を踏まえて対応を図る。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www2.ocn.ne.jp/~ashoro21/
http://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kb/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 厚岸町

病院名 町立厚岸病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,310 1,311 未定 平成25年度

1,304 1,288
厚岸町公立病院改革プラン
策定委員会

6 23 公営企業法全部適用 ○

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 5.0 5.7 指定管理者制度

平成20年度 100.2 100.6 民間譲渡

平成21年度 100.1 100.3 診療所化

平成22年度 100.5 101.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.9 100.0

平成20年度 65.9 66.3

平成21年度 69.2 78.1 既に実施済

平成22年度 68.3 87.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 68.3 83.7 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 62.2 60.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 61.2 53.0 委員会等名 町立厚岸病院運営委員会

平成22年度 70.5 52.5 その他

平成23年度 70.5 56.8 公表（予定）※ ○

平成２０年度 平成２０年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年11月

無

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

-

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

-

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

-

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

自治体病院等広域化・連携構想に係る釧路地域検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域連携の枠組みと各病院の役割・位置づけについて

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.akkeshi-town.jp/byoin/oshirase/1

http://www.akkeshi-town.jp/byoin/oshirase/1


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 標茶町

病院名 標茶町立病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,070 1,123 未定 平成25年度

1,055 1,108
標茶町立病院経営改善検討
協議会

15 15 公営企業法全部適用 ○

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 － － 指定管理者制度

平成20年度 101.4 102.6 民間譲渡

平成21年度 101.4 101.5 診療所化

平成22年度 101.4 101.4 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.4 101.4

平成20年度 86.3 82.1

平成21年度 83.7 77.9 既に実施済 ○

平成22年度 84.3 86.3 今年度実施予定

平成23年度 84.6 84.6 実施(予定)時期 平成23年9月7日

平成20年度 50.9 50.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 50.9 50.4 委員会等名 標茶町立病院運営委員会

平成22年度 50.9 49.1 その他

平成23年度 72.1 72.1 公表（予定）※ ○

平成２０年度 平成２０年度 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

-

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

-

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

-

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

自治体病院等広域化・連携構想に係る釧路地域検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域連携の枠組みと各病院の役割・位置づけについて

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/~hospital/

http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/~hospital/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 別海町

病院名 町立別海病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,711 1,657 平成24年度 平成24年度

1,746 1,709 評価委員会で検討

△ 35 △ 52 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 96.1 97.2 民間譲渡

平成21年度 97.3 97.8 診療所化

平成22年度 98.0 97.0 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 98.2 96.2

平成20年度 90.2 89.8

平成21年度 93.0 88.1 既に実施済 ○

平成22年度 89.7 101.0 今年度実施予定

平成23年度 89.1 92.5 実施(予定)時期 平成23年8月5日

平成20年度 65.2 62.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 63.6 64.4 委員会等名 町立別海病院評価委員会

平成22年度 69.0 54.6 その他

平成23年度 69.4 69.4 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年9月1日

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

根室北部区域医療体制検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域センター病院である町立中標津病院を中心とした機能
分担及び、連携体制の構築について検討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://betsukai.jp/blog/bhp/

http://betsukai.jp/blog/bhp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 中標津町

病院名 町立中標津病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

3,959 3,878 平成24年度 なし(S39 全適)

4,030 4,138

△ 71 △ 260 公営企業法全部適用 ●

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 － － 指定管理者制度

平成20年度 88.8 89.9 民間譲渡

平成21年度 90.6 92.0 診療所化

平成22年度 98.2 93.7 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.1 89.5

平成20年度 58.7 57.3

平成21年度 58.4 57.5 既に実施済 ○

平成22年度 57.5 58.9 今年度実施予定

平成23年度 56.1 64.0 実施(予定)時期 平成23年6月

平成20年度 50.2 50.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 60.9 47.9 委員会等名 町立中標津病院運営委員会

平成22年度 65.6 43.5 その他

平成23年度 70.4 44.4 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年9月1日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

根室北部区域医療体制検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域センター病院である町立中標津病院を中心とした機能
分担及び、連携体制の構築について検討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。

http://www.nakashibetsu.jp/nakashibetsu.nsf/doc/hospi_01a



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 標津町

病院名 標津町国民健康保険標津病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

635 628 平成24年度 平成24年度

643 663 院内委員会で検討

△ 8 △ 35 公営企業法全部適用 ○

健全化法 ― ― 地方独立行政法人

地財法 ― ― 指定管理者制度

平成20年度 94.8 94.7 民間譲渡

平成21年度 97.4 95.1 診療所化

平成22年度 98.7 94.7 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.3 85.4

平成20年度 87.1 87.1

平成21年度 84.9 96.7 既に実施済

平成22年度 82.7 98.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 80.5 102.8 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 79.6 79.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.0 78.7 委員会等名 標津病院経営改革協議会

平成22年度 82.0 71.3 その他

平成23年度 83.0 75.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

根室北部区域医療体制検討会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域センター病院である町立中標津病院を中心とした、機
能分担及び連携体制の構築について検討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 北海道

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 利尻島国民健康保険病院組合

病院名 利尻島国保中央病院

１．平成22年度の収支状況等 ２．再編・ネットワーク化の状況等（平成23年9月末現在） ３．経営形態見直しの状況等（平成23年9月末現在)

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

730 730 平成26年3月31日 平成26年3月31日

710 707
「利尻島医療対策検討委員
会」を開催

20 23 公営企業法全部適用

健全化法 0.4 - 地方独立行政法人

地財法 0.4 - 指定管理者制度

平成20年度 100.0 98.1 民間譲渡

平成21年度 100.0 99.2 診療所化

平成22年度 102.8 103.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.8 101.5

平成20年度 75.1 79.8

平成21年度 79.0 93.3 既に実施済

平成22年度 77.6 110.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 76.0 101.5 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成20年度 53.1 54.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 54.2 42.2 委員会等名 利尻島医療対策検討委員会

平成22年度 62.6 40.4 その他

平成23年度 63.9 41.6 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

区　　　分
再編・ネットワーク化の状況
※再編・ネットワーク化「実施済」又は「枠組合意
（実施中）」又は「検討中」のいずれかを記入。

経営形態の現況
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

再編・ネットワーク化の枠
組みまで合意している場合
（取りまとめ時期が平成23
年9月末まで）
※上記「実施済」の病院は
①②を記入、「枠組合意
（実施中）」の病院は①～③
を記入。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

経営形態見直し
の方向性
※実施済の場
合●、決定済の
場合◎、検討中
の場合○（複数
可）を記入。

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

４．平成22年度実績に対する点検・評価・公表の状況等（平成23年9月末現在）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

再編・ネットワーク化を検討
中の場合（取りまとめ予定
時期が平成23年9月末以
降）
※上記「検討中」の病院は
①②を記入。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

「利尻島医療対策検討委員会」を開催
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

利尻島内診療所のサテライト化を視野に入れた診療応援等
の医療連携を検討

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「公表」の病院に
おいて、ホームページ上公表している場合は当該URLを下記に
記入、その他の方法で公表している場合は当該資料を添付する
こと。
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