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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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

病院名 県立中央病院

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 全部適用

17,074 18,066 未定 平成２６年３月

17,776 18,306

△ 702 △ 240 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 95.5 97.9 民間譲渡

平成21年度 95.3 97.4 診療所化

平成22年度 96.1 98.7 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 97.0 97.2

平成20年度 51.2 48.9

平成21年度 54.3 51.1 既に実施済

平成22年度 54.0 51.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.3 53.6 実施(予定)時期 平成２６年２月

平成20年度 90.0 88.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 87.0 委員会等名 青森県立病院経営評価会議

平成22年度 90.0 86.1 その他

平成23年度 90.0 87.0 公表（予定）※ 未定

平成２８年度 平成２８年度 実施(予定)時期

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

圏域内事務局長会議
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

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://aomori-kenbyo.jp/

http://aomori-kenbyo.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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

病院名 県立つくしが丘病院

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）

検討中 全部適用

2,017 1,955 未定 平成２６年３月

2,050 1,886

△ 33 69 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 87.3 90.1 民間譲渡

平成21年度 74.9 80.3 診療所化

平成22年度 98.4 103.6 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 98.7 99.0

平成20年度 118.3 109.6

平成21年度 98.4 98.9 既に実施済

平成22年度 96.7 91.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 96.5 97.2 実施(予定)時期 平成２６年２月

平成20年度 55.7 56.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 前期64.1、後期93.0 前期54.4、後期82.8 委員会等名 青森県立病院経営評価会議

平成22年度 93.0 83.6 その他

平成23年度 93.0 84.8 公表（予定）※ 未定

平成２６年度 平成２２年度 実施(予定)時期

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

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

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（%)

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。

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

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

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。

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。

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

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）

※　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。

未定
②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

圏域内事務局長会議

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://aomori-tsukushigaoka.jp/

公立病院改革プラン最終年度

http://aomori-tsukushigaoka.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 青森市

病院名 青森市民病院

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）

検討中 一部適用

11,173 10,964 未定 平成２４年３月

10,977 10,973 青森市病院運営審議会

196 △ 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 99.2 100.1 民間譲渡

平成21年度 101.3 99.7 診療所化

平成22年度 101.8 99.9 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 103.0 101.7

平成20年度 49.0 48.7

平成21年度 49.2 48.4 既に実施済

平成22年度 49.1 49.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 48.0 47.6 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 83.3 83.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.8 82.5 委員会等名 青森市病院運営審議会

平成22年度 87.8 83.2 その他

平成23年度 87.8 87.8 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成23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

　

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。

　青森市及び東青地区からなる青森地域保健医療圏の公
立病院は、青森市民病院、青森市立浪岡病院、平内町国保
平内中央病院、外ヶ浜町国保外ヶ浜中央病院のほか、三次
医療を担う青森県立中央病院があります。
　再編・ネットワーク化については、平成22年3月の取りまと
めを目指しておりましたが、それぞれの公立病院が担ってき
た役割、機能及び医療資源の配分など、行政区域を越えた
検証整理が必要であること、また、青森県保健医療計画に
今後の方向性が示されていることから、今後、青森県及び
各公立病院と連携し、再編・ネットワーク化を検討していきま
す。

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)

http://www.city.aomori.aomori.jp/contents/hospital/index.html

圏域内事務局長会議

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（%)

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（%)

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

http://www.city.aomori.aomori.jp/contents/hospital/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 青森市

病院名 青森市立浪岡病院

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

1,508 1,388 未定 平成２４年３月

1,583 1,534 青森市病院運営審議会

△ 75 △ 146 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 92.8 93.0 民間譲渡

平成21年度 99.8 96.3 診療所化

平成22年度 95.3 90.5 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 98.0 100.1

平成20年度 72.6 72.2

平成21年度 63.3 68.6 既に実施済

平成22年度 68.5 76.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 64.3 67.9 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 62.5 62.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 65.5 59.3 委員会等名 青森市病院運営審議会

平成22年度 65.5 56.3 その他

平成23年度 65.5 59.4 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24年度 平成24年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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。

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

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。

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。

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

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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）

病床利用率（%)

　青森市及び東青地区からなる青森地域保健医療圏の公
立病院は、青森市民病院、青森市立浪岡病院、平内町国保
平内中央病院、外ヶ浜町国保外ヶ浜中央病院のほか、三次
医療を担う青森県立中央病院があります。
　再編・ネットワーク化については、平成22年3月の取りまと
めを目指しておりましたが、それぞれの公立病院が担ってき
た役割、機能及び医療資源の配分など、行政区域を越えた
検証整理が必要であること、また、青森県保健医療計画に
今後の方向性が示されていることから、今後、青森県及び
各公立病院と連携し、再編・ネットワーク化を検討していきま
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）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.city.aomori.aomori.jp/contents/hospital/index.html

①再編・ネットワーク
化の検討体制

圏域内事務局長会議

※　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。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支比率（%)

職員給与比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

経常費用（百万円）

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

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

財務の状況



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 弘前市

病院名 弘前市立病院

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

4,335 4,390 未定 平成25年4月1日

4,309 4,599 総務課総務係が担当

26 △ 209 公営企業法全部適用 ○

健全化法 3.7 5.3 地方独立行政法人

地財法 10.3 12.2 指定管理者制度

平成20年度 94.0 92.7 民間譲渡

平成21年度 94.5 98.7 診療所化

平成22年度 100.6 95.5 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 98.3 97.4

平成20年度 56.1 57.0

平成21年度 51.3 53.3 既に実施済 ○

平成22年度 48.2 55.0 今年度実施予定

平成23年度 52.1 53.2 実施(予定)時期 平成23年9月1日

平成20年度 80.0 77.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.0 78.9 委員会等名 弘前市立病院運営審議会

平成22年度 90.0 83.9 その他

平成23年度 90.0 82.9 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11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

圏域内自治体病院事務長・事務局長自治体病院機能再編
等検討会議

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

　圏域の自治体４病院の再編・ネットワーク化の目標として
は、弘前市立病院と黒石病院が圏域の中心的病院として急
性期医療（特に二次救急医療）を担い、町立大鰐病院と板
柳中央病院は弘前市立病院・黒石病院との連携を取りなが
ら主として地域の救急医療と回復期・慢性期医療を担うこと
とし、地域（圏域）完結型医療ネットワークの構築を目指すと
ともに、各病院の役割として、弘前大学医学部附属病院との
連携を持ちながら、各地域におけるこれまでの専門医療の
提供を維持し、医療機能を分担していく方向で、引き続き検
討していくこととしている。

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。

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/shisetsu/hospital/oshirase/shinchoku.html

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/shisetsu/hospital/oshirase/shinchoku.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 八戸市

病院名 八戸市立市民病院

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）

検討中 全部適用

13,933 15,591 平成24年3月（予定） 平成24年3月31日

14,196 14,760

△ 263 831 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 95.0 99.2 民間譲渡

平成21年度 97.5 101.9 診療所化

平成22年度 98.1 105.6 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 98.7 101.4

平成20年度 57.4 55.9

平成21年度 55.8 55.4 既に実施済

平成22年度 55.2 51.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.3 55.3 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 88.2 88.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.0 90.2 委員会等名
八戸市立市民病院運営審議

会

平成22年度 89.0 89.9 その他

平成23年度 89.0 89.0 公表（予定）※ ○

平成25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

八戸地域保健医療圏自治体病院機能再編成推進協議会に
おいて検討する。

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

未定
（平成24年3月までに計画策定予定）

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.hospital.hachinohe.aomori.jp/

http://www.hospital.hachinohe.aomori.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 黒石市

病院名 黒石市国民健康保険黒石病院

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

5,002 4,528 未定 平成22年4月1日

4,833 4,523

169 5 公営企業法全部適用 ●

健全化法 8.6 7.6 地方独立行政法人

地財法 23.5 24.3 指定管理者制度

平成20年度 97.7 98.6 民間譲渡

平成21年度 102.2 98.8 診療所化

平成22年度 103.5 100.1 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 105.9 102.2

平成20年度 41.1 41.1

平成21年度 44.1 43.7 既に実施済 ○

平成22年度 42.7 45.0 今年度実施予定

平成23年度 42.0 43.7 実施(予定)時期 平成23年7月20日

平成20年度 77.6 76.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 77.4 委員会等名 黒石病院運営委員会

平成22年度 85.1 77.6 その他

平成23年度 85.1 82.1 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成22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

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

圏域内自治体病院事務長・事務局長自治体病院機能再編
等検討会議

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

　圏域の自治体４病院の再編・ネットワーク化の目標として
は、弘前市立病院と黒石病院が圏域の中心的病院として急
性期医療（特に二次救急医療）を担い、町立大鰐病院と板
柳中央病院は弘前市立病院・黒石病院との連携を取りなが
ら主として地域の救急医療と回復期・慢性期医療を担うこと
とし、地域（圏域）完結型医療ネットワークの構築を目指すと
ともに、各病院の役割として、弘前大学医学部附属病院との
連携を持ちながら、各地域におけるこれまでの専門医療の
提供を維持し、医療機能を分担していく方向で、引き続き検
討していくこととしている。

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。

http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Administrative

http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Administrative_Info/Ad_Byouin_reform_plan.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 五所川原市

病院名 西北中央病院

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）

枠組合意（実施中） 一部適用

7,087 7,343 平成21年3月31日 平成24年4月1日

7,029 7,209

58 134 公営企業法全部適用 ◎

健全化法 6.0 4.2 地方独立行政法人

地財法 6.0 4.2 指定管理者制度

平成20年度 96.2 97.2 民間譲渡

平成21年度 98.9 97.4 診療所化

平成22年度 100.8 101.8 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 103.9 100.2

平成20年度 47.5 47.8

平成21年度 49.0 48.2 既に実施済

平成22年度 48.0 48.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 47.1 48.9 実施(予定)時期 平成23年12月1日

平成20年度 76.2 75.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.1 67.9 委員会等名
五所川原市立西北中央病院

運営委員会

平成22年度 72.1 70.5 その他

平成23年度 72.1 69.2 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1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12月1日

無

ＵＲＬ

　

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

病床利用率（%)

http://www.seihoku-hosp.com

公立病院改革プラン最終年度

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。

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。

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

　現在設置している５つの自治体病院の医療機能を再編成
し、平成２５年度末までに中核病院（つがる総合病院）、サテ
ライト病院２施設、サテライト診療所２施設とする。
　圏域の中心的な医療機能を担うため五所川原市中心部に
新たにつがる総合病院を建設し、これに伴って西北中央病
院を廃止する。
　また、公立金木病院及び鰺ヶ沢町立中央病院の施設を活
用してサテライト病院を設置し、つがる市立成人病センター
及び鶴田町立中央病院の施設を廃止し、サテライト診療所
を新築する。

再編前（一般804・療養90・精神60）
　　　　　　　　　↓
再編後（一般590・感染4・精神40）

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）

※　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。

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（%)
○平成２１年度
・中核病院基本設計
・中核病院地質調査
○平成２２年度
・中核病院実施設計
・中核病院地質調査（免震構造を採用するための調査）
・経営の一本化（連合立化）
　平成２４年４月１日から５自治体病院の運営をつがる西北
五広域連合に移管することを決定。
・中核病院の名称を「つがる総合病院」と決定。
○平成２３年度
・つがる総合病院の建設着工
・鶴田診療所実施設計
・鶴田診療所地質調査

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

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

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。

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

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

つがる西北五広域連合
　①五所川原市　　　　②つがる市　　　　　　③鰺ヶ沢町
　④深浦町　　　　　　　⑤中泊町　　　　　　　⑥鶴田町

経常費用（百万円）

http://www.seihoku-hosp.com/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 十和田市

病院名 十和田市立中央病院

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）

実施済 全部適用

7,509 7,038 平成19年3月 平成22年7月1日

7,939 8,276

△ 430 △ 1,238 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 0.2 △ 2.2 地方独立行政法人

地財法 14.6 13.6 指定管理者制度

平成20年度 74.5 75.2 民間譲渡

平成21年度 87.2 75.9 診療所化

平成22年度 94.6 85.0 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 94.7 86.7

平成20年度 61.8 61.5

平成21年度 48.5 57.1 既に実施済

平成22年度 46.8 51.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 46.1 49.4 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 69.2 64.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 67.9 委員会等名 病院事業経営審議会

平成22年度 81.5 73.0 その他

平成23年度 82.8 74.7 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成27年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成27年度 平成27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

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

十和田市・三沢市・六戸町・中部上北広域事業組合・北部上
北広域事務組合

職員給与比率（%)

H19.3月に策定した上十三自治体病院機能再編計画を基
に、H20年度策定の県医療計画を踏まえて、計画的に圏域
の機能再編（主に病床数の削減）を進める。

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（%)

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

H19年度：精神科病床を50床削減（100→50）

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 青森県

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 三沢市

病院名 三沢市立三沢病院

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）

実施済 一部適用

4,763 4,809 平成１９年３月 平成２３年度

5,115 4,863
三沢市立三沢病院

運営審議会

△ 352 △ 54 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 100.1 100.6 民間譲渡

平成21年度 100.3 100.4 診療所化

平成22年度 93.1 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 94.1 90.3

平成20年度 48.8 48.5

平成21年度 49.8 49.6 既に実施済

平成22年度 52.6 53.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.4 51.5 実施(予定)時期 平成２４年３月

平成20年度 86.4 86.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.2 85.6 委員会等名
三沢市立三沢病院

運営審議会

平成22年度 90.0 88.4 その他

平成23年度 90.9 90.9 公表（予定）※ ○

平成２７年度 平成２７年度 実施(予定)時期 平成２４年３月

平成２７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

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

十和田市、六戸町、中部上北広域事業組合、
北部上北広域事務組合

職員給与比率（%)

　現在の機能を活かしながら、さらに、救急告示病院として
の必要な救急機能、がん化学療法の機能強化、緩和ケア
病棟の設置、循環器系医療・脳卒中の診断・腎臓透析に
対する機能強化、亜急性期入院医療に対応した機能（急
性期入院以降の受入）、当市における保健・医療・福祉の
一体的サービスの提供のための拠点機能、広域の住宅医
療を含めた地域医療の後方支援病院としての機能充実を
推進し、なかでも、数少ない医療資源を有効に活用しなが
ら、すぐれた専門性を持って地域の診療と指導にあたり、さ
らに緩和ケア病棟を新たに設置することで、厚生労働省か
ら指定を受けている「がん診療連携拠点病院」として、がん
医療水準の均てん化の実現に向け、その責務を果たすこ
ととしている。なお、機能再編成後の当院における病床数
は、平成２２年１１月からも一般病床２２０床とする予定であ
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（%)

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

緩和ケア病床７床を新設・腎臓透析７ベッドの増設・外来患
者用がん化学療法９ベッドの増設

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 青森県

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 つがる市

病院名 つがる市立成人病センター

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） 一部適用

1,939 2,078 平成21年3月31日 平成24年4月1日

1,914 1,997

25 81 公営企業法全部適用 ◎

健全化法 1.5 － 地方独立行政法人

地財法 6.7 － 指定管理者制度

平成20年度 94.2 97.2 民間譲渡

平成21年度 98.9 103.6 診療所化 ◎

平成22年度 101.3 104.0 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 101.3 99.7

平成20年度 40.7 40.2

平成21年度 39.8 38.9 既に実施済 ○

平成22年度 39.5 38.6 今年度実施予定

平成23年度 39.6 40.9 実施(予定)時期 平成23年6月24日

平成20年度 68.2 67.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.7 66.4 委員会等名
つがる市立成人病センター

改革プラン評価委員会

平成22年度 79.8 73.4 その他

平成23年度 79.8 62.7 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成21年度 実施予定時期 平成24年1月頃

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

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

つがる西北五広域連合
　①五所川原市　　　　②つがる市　　　　　　③鰺ヶ沢町
　④深浦町　　　　　　　⑤中泊町　　　　　　　⑥鶴田町

職員給与比率（%)

　現在設置している５つの自治体病院の医療機能を再編成
し、平成２５年度末までに中核病院（つがる総合病院）、サテ
ライト病院２施設、サテライト診療所２施設とする。
　圏域の中心的な医療機能を担うため五所川原市中心部に
新たにつがる総合病院を建設し、これに伴って西北中央病
院を廃止する。
　また、公立金木病院及び鰺ヶ沢町立中央病院の施設を活
用してサテライト病院を設置し、つがる市立成人病センター
及び鶴田町立中央病院の施設を廃止し、サテライト診療所
を新築する。

再編前（一般804・療養90・精神60）
　　　　　　　　　↓
再編後（一般590・感染4・精神40）

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（%)

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

○平成２１年度
・中核病院基本設計
・中核病院地質調査
○平成２２年度
・中核病院実施設計
・中核病院地質調査（免震構造を採用するための調査）
・経営の一本化（連合立化）
　平成２４年４月１日から５自治体病院の運営をつがる西北
五広域連合に移管することを決定。
・中核病院の名称を「つがる総合病院」と決定。
○平成２３年度
・つがる総合病院の建設着工
・鶴田診療所実施設計
・鶴田診療所地質調査

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.tsugaru.aomori.jp/seijinbyou/ind

http://www.city.tsugaru.aomori.jp/seijinbyou/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 平内町

病院名 国民健康保険平内中央病院

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

1,249 1,199 未定 平成24年3月31日

1,243 1,188
平内中央病院

管理運営研究委員会

6 11 公営企業法全部適用 ○

健全化法 3.4 △ 0.6 地方独立行政法人

地財法 3.4 △ 0.6 指定管理者制度 ○

平成20年度 94.5 94.1 民間譲渡

平成21年度 99.3 99.8 診療所化

平成22年度 100.5 101.0 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 101.8 101.8

平成20年度 59.2 59.6

平成21年度 55.9 58.7 既に実施済 ○

平成22年度 55.3 58.1 今年度実施予定

平成23年度 54.3 55.2 実施(予定)時期 平成23年8月17日

平成20年度 86.3 87.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.2 85.9 委員会等名
平内中央病院

管理運営研究委員会

平成22年度 88.2 80.1 その他

平成23年度 88.2 75.0 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成25年度 平成25年度 その他 HPの他、町広報を活用

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

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（%)

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（%)

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

圏域内公立病院事務局長会議
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

青森市及び東青地区からなる青森地域保健医療圏の公立
病院は、青森市民病院、青森市立浪岡病院、平内町国保平
内中央病院、外ヶ浜町国保外ヶ浜中央病院のほか、三次医
療を担う青森県立中央病院があります。再編・ネットワーク
化については、平成22年3月の取りまとめを目指しておりま
したが、それぞれの公立病院が担ってきた役割、機能及び
医療資源の配分など、行政区域を越えた検証整理が必要で
あること、また、青森県保健医療計画に今後の方向性が示
されていることから、今後、青森県及び各公立病院と連携
し、再編・ネットワーク化を検討していきます。

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.town.hiranai.aomori.jp/index.cfm/6,0



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 外ヶ浜町

病院名 外ヶ浜中央病院

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

1,102 1,106 未定 平成24年度中

1,076 1,080 企画・財政・病院事務部局

26 26 公営企業法全部適用 ○

健全化法 △ 36.0 △ 34.2 地方独立行政法人

地財法 △ 36.0 △ 34.2 指定管理者制度

平成20年度 99.9 102.0 民間譲渡

平成21年度 100.7 100.0 診療所化

平成22年度 102.4 102.5 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 103.1 103.1

平成20年度 55.2 54.1

平成21年度 55.0 59.8 既に実施済 ○

平成22年度 54.4 58.8 今年度実施予定

平成23年度 54.1 58.0 実施(予定)時期 平成23年8月31日

平成20年度 92.0 94.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.0 92.3 委員会等名 外ヶ浜中央病院運営委員会

平成22年度 92.0 93.2 その他

平成23年度 92.0 93.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成24年3月31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

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（%)

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（%)

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

圏域内公立病院事務局長会議
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

青森市及び東青地区からなる青森地域保健医療圏の公立
病院は、青森市民病院、青森市立浪岡病院、平内町国保平
内中央病院、外ヶ浜町国保外ヶ浜中央病院のほか、三次医
療を担う青森県立中央病院があります。再編・ネットワーク
化については、平成22年3月の取りまとめを目指しておりま
したが、それぞれの公立病院が担ってきた役割、機能及び
医療資源の配分など、行政区域を越えた検証整理が必要
であること、また、青森県保健医療計画に今後の方向性が
示されていることから、今後、青森県及び各公立病院と連携
し、再編・ネットワーク化を検討していきます。

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.town.sotogahama.lg.jp/

http://www.town.sotogahama.lg.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 鰺ヶ沢町

病院名 鰺ヶ沢町立中央病院

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）

枠組合意（実施中） 一部適用

1,622 1,504 平成21年3月31日 平成24年4月1日

1,577 1,556

44 △ 52 公営企業法全部適用 ◎

健全化法 4.4 △ 3.2 地方独立行政法人

地財法 38.1 45.6 指定管理者制度

平成20年度 83.0 85.8 民間譲渡

平成21年度 101.2 95.5 診療所化

平成22年度 102.7 96.7 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 103.2 96.7

平成20年度 46.7 44.1

平成21年度 39.2 41.6 既に実施済

平成22年度 39.1 42.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 39.1 39.2 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 34.8 31.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 45.0 41.8 委員会等名 公立病院改革プラン作成部会

平成22年度 45.0 36.4 その他

平成23年度 45.0 40.7 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２４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

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

つがる西北五広域連合
　①五所川原市　　　　②つがる市　　　　　　③鰺ヶ沢町
　④深浦町　　　　　　　⑤中泊町　　　　　　　⑥鶴田町

職員給与比率（%)

　現在設置している５つの自治体病院の医療機能を再編成
し、平成２５年度末までに中核病院（つがる総合病院）、サテ
ライト病院２施設、サテライト診療所２施設とする。
　圏域の中心的な医療機能を担うため五所川原市中心部に
新たにつがる総合病院を建設し、これに伴って西北中央病
院を廃止する。
　また、公立金木病院及び鰺ヶ沢町立中央病院の施設を活
用してサテライト病院を設置し、つがる市立成人病センター
及び鶴田町立中央病院の施設を廃止し、サテライト診療所
を新築する。

再編前（一般804・療養90・精神60）
　　　　　　　　　↓
再編後（一般590・感染4・精神40）

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（%)

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

○平成２１年度
・中核病院基本設計
・中核病院地質調査
○平成２２年度
・中核病院実施設計
・中核病院地質調査（免震構造を採用するための調査）
・経営の一本化（連合立化）
　平成２４年４月１日から５自治体病院の運営をつがる西北
五広域連合に移管することを決定。
・中核病院の名称を「つがる総合病院」と決定。
○平成２３年度
・つがる総合病院の建設着工
・鶴田診療所実施設計
・鶴田診療所地質調査

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 青森県

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 大鰐町

病院名 町立大鰐病院

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

866 835 未定 平成25年3月31日

880 821 町立大鰐病院運営審議会

△ 14 14 公営企業法全部適用 ○

健全化法 30.2 7.8 地方独立行政法人

地財法 45.1 24.9 指定管理者制度

平成20年度 84.4 95.1 民間譲渡

平成21年度 101.0 97.9 診療所化

平成22年度 98.4 101.7 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 102.0 99.3

平成20年度 67.2 58.6

平成21年度 59.5 57.9 既に実施済

平成22年度 57.2 58.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 53.4 59.8 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成20年度 40.0 40.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.3 38.0 委員会等名 町立大鰐病院運営審議会

平成22年度 83.3 41.5 その他

平成23年度 83.3 75.0 公表（予定）※ ○

平成21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 平成24年9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

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（%)

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（%)

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

圏域内自治体病院事務長・事務局長自治体病院機能再編
成等検討会議

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

圏域の自治体4病院の再編・ネットワーク化の目標として
は、弘前市立病院と黒石病院が圏域の中心的病院として急
性期医療（特に二次救急医療）を担い、町立大鰐病院と板
柳中央病院は弘前市立病院・黒石病院との連携を取りなが
ら主として地域の救急医療と回復期・慢性期医療を担うこと
とし、地域（圏域）完結型医療ネットワークの構築を目指すと
ともに、各病院の役割として、弘前大学医学附属病院との連
携を持ちながら、各地域におけるこれまでの専門医療の提
供を維持し、医療機能を分担していく方向で、引き続き検討
していくこととしている。

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 青森県

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 板柳町

病院名 国民健康保険板柳中央病院

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

892 922 未定
津軽地域医療圏の再編・ネットワーク化
計画を踏まえて経営形態の方向性を決
定

952 943 病院事務局

△ 60 △ 21 公営企業法全部適用 ○

健全化法 47.8 35.6 地方独立行政法人

地財法 68.6 55.8 指定管理者制度

平成20年度 90.1 89.9 民間譲渡

平成21年度 93.4 95.0 診療所化

平成22年度 93.7 97.8 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 95.9 92.8

平成20年度 53.9 54.4

平成21年度 51.6 50.0 既に実施済 ○

平成22年度 52.1 48.4 今年度実施予定

平成23年度 50.3 51.3 実施(予定)時期 平成23年8月23日

平成20年度 72.2 68.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.2 66.0 委員会等名 板柳町国民健康保険運営協議会

平成22年度 72.2 74.9 その他

平成23年度 72.2 69.0 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年9月9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

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（%)

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（%)

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

圏域内自治体病院事務長・事務局長自治体病院機能再編
等検討会議

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

　圏域の自治体４病院の再編・ネットワーク化の目標として
は、弘前市立病院と黒石病院が圏域の中心的病院として急
性期医療（特に二次救急医療）を担い、町立大鰐病院と板
柳中央病院は弘前市立病院・黒石病院との連携を取りなが
ら主として地域の救急医療と回復期・慢性期医療を担うこと
とし、地域（圏域）完結型医療ネットワークの構築を目指すと
ともに、各病院の役割として、弘前大学医学部附属病院との
連携を持ちながら、各地域におけるこれまでの専門医療の
提供を維持し、医療機能を分担していく方向で、引き続き検
討していくこととしている。

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。

http://www.town.itayanagi.aomori.jp/info/index.
php

http://www.town.itayanagi.aomori.jp/info/index.php
http://www.town.itayanagi.aomori.jp/info/index.php


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 鶴田町

病院名 鶴田町立中央病院

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）

枠組合意（実施中） 一部適用

1,476 910 平成21年3月31日 平成24年4月1日

1,420 912

56 △ 2 公営企業法全部適用 ◎

健全化法 41.1 76.3 地方独立行政法人

地財法 41.1 76.3 指定管理者制度

平成20年度 93.5 93.4 民間譲渡

平成21年度 103.4 100.4 診療所化 ◎

平成22年度 103.9 99.7 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 106.5 101.2

平成20年度 50.0 49.9

平成21年度 46.5 51.0 既に実施済

平成22年度 46.0 61.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 44.4 59.8 実施(予定)時期 平成23年12月1日

平成20年度 55.8 56.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.4 61.8 委員会等名
鶴田町立中央病院
経営改善委員会

平成22年度 84.4 55.6 その他

平成23年度 84.4 65.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成24年1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

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

つがる西北五広域連合
　①五所川原市　　　　②つがる市　　　　　　③鰺ヶ沢町
　④深浦町　　　　　　　⑤中泊町　　　　　　　⑥鶴田町

職員給与比率（%)

　現在設置している５つの自治体病院の医療機能を再編成
し、平成２５年度末までに中核病院（つがる総合病院）、サテ
ライト病院２施設、サテライト診療所２施設とする。
　圏域の中心的な医療機能を担うため五所川原市中心部に
新たにつがる総合病院を建設し、これに伴って西北中央病
院を廃止する。
　また、公立金木病院及び鰺ヶ沢町立中央病院の施設を活
用してサテライト病院を設置し、つがる市立成人病センター
及び鶴田町立中央病院の施設を廃止し、サテライト診療所
を新築する。

再編前（一般804・療養90・精神60）
　　　　　　　　　↓
再編後（一般590・感染4・精神40）

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（%)

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

○平成２１年度
・中核病院基本設計
・中核病院地質調査
○平成２２年度
・中核病院実施設計
・中核病院地質調査（免震構造を採用するための調査）
・経営の一本化（連合立化）
　平成２４年４月１日から５自治体病院の運営をつがる西北
五広域連合に移管することを決定。
・中核病院の名称を「つがる総合病院」と決定。
○平成２３年度
・つがる総合病院の建設着工
・鶴田診療所実施設計
・鶴田診療所地質調査

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 青森県

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 六戸町

病院名 六戸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

536 519 平成19年3月 平成25年3月31日

528 529 院内管理職

8 △ 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 95.5 97.2 民間譲渡

平成21年度 99.4 99.0 診療所化

平成22年度 101.4 98.1 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 100.7 97.4

平成20年度 51.9 51.4

平成21年度 50.0 51.0 既に実施済

平成22年度 49.9 55.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 49.8 55.0 実施(予定)時期 平成23年12月15日

平成20年度 57.5 66.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 58.6 77.9 委員会等名
六戸町国民健康保険病院
病院改革プラン評価委員会

平成22年度 59.7 77.2 その他

平成23年度 70.1 75.0 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10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

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

十和田市立中央病院、三沢市立三沢病院、公立七戸病院、
公立野辺地病院

職員給与比率（%)

当病院は入院機能において周辺医療機関と円滑な機能分
担の役割に位置図けられており、高度医療について三沢市
立三沢病院・十和田市立中央病院にて受けられた後の緩
和ケア・終末医療等の受入れを行う位置付けにより有床機
能の必要性も求められており、当病院は現状体制維持の計
画になっております。

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（%)

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

地域連携強化促進により、高度医療治療後の緩和ケア・終
末医療の受入れ等の要請があれば受入れ、それぞれの役
割連携を担っております。

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

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://icitywww.town.rokunohe.aomori.jp

http://icitywww.town.rokunohe.aomori.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 おいらせ町

病院名 国民健康保険おいらせ病院

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

969 918 平成24年3月（予定） 平成25年3月31日

965 909 おいらせ病院経営懇談会

4 9 公営企業法全部適用 〇

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 100.2 104.5 民間譲渡

平成21年度 100.2 101.7 診療所化

平成22年度 100.5 101.0 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 101.1 100.2

平成20年度 53.1 50.9

平成21年度 53.7 53.4 既に実施済 〇

平成22年度 53.0 54.9 今年度実施予定

平成23年度 53.4 56.2 実施(予定)時期 平成23年8月24日

平成20年度 75.6 75.3 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 75.5 70.8 委員会等名
国民健康保険おいらせ病院

運営審議会

平成22年度 77.6 70.1 その他

平成23年度 79.6 72.1 公表（予定）※ 〇

達成済み 達成済み 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 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

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（%)

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（%)

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

八戸地域保健医療圏自治体病院機能再編成推進協議会
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

未定
（平成24年3月までに計画策定予定）

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。

www.town.oirase.aomori.jp/

http://www.town.oirase.aomori.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 三戸町

病院名 三戸町国民健康保険三戸中央病院

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

1,767 1,770 平成24年3月（予定） 見直しの予定なし

1,808 1,734

△ 41 36 公営企業法全部適用

健全化法 1.6 0.1 地方独立行政法人

地財法 52.3 49.4 指定管理者制度

平成20年度 93.3 92.9 民間譲渡

平成21年度 95.8 100.3 診療所化

平成22年度 97.7 102.1 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 98.7 102.7

平成20年度 53.4 54.4

平成21年度 51.9 50.1 既に実施済

平成22年度 51.3 49.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.0 50.5 実施(予定)時期 平成23年11月17日

平成20年度 58.1 59.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 61.5 56.3 委員会等名
三戸中央病院経営改善推進

委員会

平成22年度 61.5 57.0 その他

平成23年度 61.5 57.5 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

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

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（%)

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（%)

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

八戸地域保健医療圏自治体病院機能再編成推進協議会
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

未定
（平成24年3月までに計画策定予定）

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.sannohe-hp.jp/

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


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 　青森県

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 　五戸町

病院名 　国民健康保険　五戸総合病院

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

2,777 2,708 平成24年3月（予定） 　平成２５年度

2,901 2,843
　五戸総合病院
健全化推進会議

△ 124 △ 135 公営企業法全部適用 ○

健全化法 1.8 0.0 地方独立行政法人 ○

地財法 1.8 0.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 93.8 93.8 民間譲渡

平成21年度 93.2 95.8 診療所化

平成22年度 95.7 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 95.0 94.9

平成20年度 53.6 53.6

平成21年度 54.5 54.6 既に実施済

平成22年度 52.9 54.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.7 53.3 実施(予定)時期 　平成２３年度内

平成20年度 80.6 80.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.2 77.4 委員会等名
　五戸総合病院健全化推進

　会議

平成22年度 84.5 70.2 その他

平成23年度 84.5 84.5 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 　平成２３年度内

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 　平成２３年度内

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

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（%)

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（%)

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

　八戸地域保健医療圏自治体病院機能再編成推進協議会
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

未定
（平成24年3月までに計画策定予定）

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.gonohe.aomori.jp/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 南部町

病院名 南部町国民健康保険名川病院

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

1,017 1,064 平成24年3月（予定） 検討した結果変えない

978 960

39 104 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 104.9 106.2 民間譲渡

平成21年度 103.7 106.2 診療所化

平成22年度 104.0 110.8 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 103.7 104.1

平成20年度 54.7 54.1

平成21年度 56.6 55.2 既に実施済 ○

平成22年度 56.2 53.1 今年度実施予定

平成23年度 56.2 55.4 実施(予定)時期 平成23年8月

平成20年度 97.6 97.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 97.6 97.2 委員会等名
南部町国民健康保険

運営協議会

平成22年度 97.6 98.4 その他

平成23年度 97.6 97.0 公表（予定）※ ○

- - 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

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

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（%)

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（%)

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

八戸地域保健医療圏自治体病院機能再編成推進協議会
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

未定
（ただし、平成24年3月までに計画策定予定）

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.nanbu.net.pref.aomori.jp/nagawa-hp/

http://www.nanbu.net.pref.aomori.jp/nagawa-hp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 中部上北広域事業組合

病院名 公立七戸病院

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

2,099 1,970 平成19年3月 平成24年度

2,195 2,072
中部上北広域事業組合

事務局・病院事務局

△ 96 △ 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 86.7 85.2 民間譲渡

平成21年度 92.5 94.5 診療所化

平成22年度 95.6 95.0 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 96.7 96.5

平成20年度 60.2 62.1

平成21年度 55.8 54.8 既に実施済

平成22年度 54.4 52.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 53.3 53.5 実施(予定)時期 平成24年2月末日

平成20年度 67.5 49.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 64.9 委員会等名 病院運営審議会

平成22年度 75.0 66.7 その他
中部上北広域事業組合

管理者会議

平成23年度 75.8 68.3 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月末日

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

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

十和田市立中央病院　三沢市立三沢病院

職員給与比率（%)

上十三自治体病院機能編成計画を踏まえ、平成20年11月
に病床数を160床から120床に減少した

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（%)

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

上記①のとおり

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.jomon.ne.jp/~sitibyo/

http://www.jomon.ne.jp/~sitibyo/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 公立金木病院組合

病院名 公立金木病院

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

1,592 1,685 平成21年3月31日 平成24年4月1日

1,785 1,792

△ 193 △ 107 公営企業法全部適用 ◎

健全化法 85.8 81.2 地方独立行政法人

地財法 98.0 87.7 指定管理者制度

平成20年度 80.0 80.6 民間譲渡

平成21年度 89.9 85.4 診療所化

平成22年度 91.1 94.0 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 93.6 91.4

平成20年度 71.1 73.6

平成21年度 66.5 68.7 既に実施済

平成22年度 65.6 63.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 63.2 73.2 実施(予定)時期 平成23年11月25日

平成20年度 65.0 65.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.9 66.5 委員会等名
公立金木病院

経営検討委員会

平成22年度 80.9 75.1 その他

平成23年度 80.9 71.7 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15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

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

つがる西北五広域連合
　①五所川原市　　　　②つがる市　　　　　　③鰺ヶ沢町
　④深浦町　　　　　　　⑤中泊町　　　　　　　⑥鶴田町

職員給与比率（%)

　現在設置している５つの自治体病院の医療機能を再編成
し、平成２５年度末までに中核病院（つがる総合病院）、サテ
ライト病院２施設、サテライト診療所２施設とする。
　圏域の中心的な医療機能を担うため五所川原市中心部に
新たにつがる総合病院を建設し、これに伴って西北中央病
院を廃止する。
　また、公立金木病院及び鰺ヶ沢町立中央病院の施設を活
用してサテライト病院を設置し、つがる市立成人病センター
及び鶴田町立中央病院の施設を廃止し、サテライト診療所
を新築する。

再編前（一般804・療養90・精神60）
　　　　　　　　　↓
再編後（一般590・感染4・精神40）

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（%)

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

○平成２１年度
・中核病院基本設計
・中核病院地質調査
○平成２２年度
・中核病院実施設計
・中核病院地質調査（免震構造を採用するための調査）
・経営の一本化（連合立化）
　平成２４年４月１日から５自治体病院の運営をつがる西北
五広域連合に移管することを決定。
・中核病院の名称を「つがる総合病院」と決定。
○平成２３年度
・つがる総合病院の建設着工
・鶴田診療所実施設計
・鶴田診療所地質調査

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 青森県

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 一部事務組合下北医療センター

病院名 むつ総合病院

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
（ただし、平成15年9月策定の計画により再編は実施済みで
あり、現在は他施設との連携の在り方等を検討中）

一部適用

9,309 9,444 平成25年3月31日 平成25年3月31日

9,239 9,433 事務局、むつ市

70 11 公営企業法全部適用 ○

健全化法 △ 6.3 △ 4.4 地方独立行政法人

地財法 △ 6.4 △ 4.4 指定管理者制度

平成20年度 101.7 101.7 民間譲渡

平成21年度 100.8 99.0 診療所化

平成22年度 100.8 100.1 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 100.5 101.3

平成20年度 49.9 49.9

平成21年度 51.4 52.2 既に実施済

平成22年度 52.3 51.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.7 53.2 実施(予定)時期 年度内実施予定

平成20年度 82.3 80.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.3 77.4 委員会等名 改革プラン検討委員会

平成22年度 81.3 78.2 その他
健全化法に係る計画実施

状況との整合性を保つ

平成23年度 91.0 91.0 公表（予定）※ ○

達成済 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
HPにて報告書による

公表を検討中

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

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（%)

（県域内での一般的な医療を完結させ、地域医療の底上
げ、高度・専門医療の充実強化を図る）

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（%)

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

（平成15年度臨床研修病院指定
　平成20年度がん診療連携病院指定）

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。

（予定）http://www.shimokita-mc.jp/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 一部事務組合下北医療センター

病院名 大間病院

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
（ただし、平成15年9月策定の計画により再編は実施済みで
あり、現在は他施設との連携の在り方等を検討中）

一部適用

1,056 1,088 平成25年3月31日 平成25年3月31日

950 969 事務局、大間町

106 119 公営企業法全部適用 ○

健全化法 24.0 13.4 地方独立行政法人

地財法 24.0 13.4 指定管理者制度

平成20年度 97.1 97.1 民間譲渡

平成21年度 102.3 104.4 診療所化

平成22年度 111.1 112.3 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 106.2 111.2

平成20年度 67.3 67.3

平成21年度 62.8 61.8 既に実施済

平成22年度 57.3 56.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 57.6 61.7 実施(予定)時期 年度内実施予定

平成20年度 56.4 54.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.3 70.8 委員会等名 改革プラン検討委員会

平成22年度 71.3 73.5 その他
健全化法に係る計画実施

状況との整合性を保つ

平成23年度 71.2 70.2 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21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
HPにて報告書による

公表を検討中

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

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（%)

（北通り地区の中心病院としての医療機能の充実）

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（%)

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

（平成20年度佐井診療所の医科を集約）

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。

予定（http://www.shimokita-mc.jp/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 一部事務組合下北医療センター

病院名 むつリハビリテーション病院

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
（ただし、平成15年9月策定の計画により再編は実施済みで
あり、現在は他施設との連携の在り方等を検討中）

一部適用
指定管理者

19 20 平成25年3月31日 平成25年3月31日

30 30 事務局、むつ市

△ 11 △ 10 公営企業法全部適用

健全化法 △ 4.9 △ 7.7 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度 ●

平成20年度 0.1 0.1 民間譲渡

平成21年度 275.4 291.8 診療所化

平成22年度 62.8 66.2 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 123.0 45.7

平成20年度 0.0 0.0

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 年度内実施予定

平成20年度 80.3 80.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 91.1 91.1 委員会等名 改革プラン検討委員会

平成22年度 91.1 82.6 その他
健全化法に係る計画実施

状況との整合性を保つ

平成23年度 91.1 82.5 公表（予定）※ ○

達成困難であり純損益
ベースで設定(H21)

達成困難であり純損益
ベースで設定(H21)

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
HPにて報告書による

公表を検討中

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

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（%)

（リハビリテーションに特化した専門病院としての機能充実）

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（%)

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

（平成20年度指定管理者利用料金制を導入）

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。

（予定）http://www.shimokita-mc.jp/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 青森県

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 北部上北広域事務組合

病院名 公立野辺地病院

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

2,640 2,291 平成19年3月 未定

2,784 2,672

△ 144 △ 381 公営企業法全部適用

健全化法 22.5 37.1 地方独立行政法人

地財法 22.5 37.1 指定管理者制度

平成20年度 90.4 92.0 民間譲渡

平成21年度 92.6 87.7 診療所化

平成22年度 94.9 85.7 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 96.1 83.8

平成20年度 64.0 67.0

平成21年度 63.5 74.9 既に実施済

平成22年度 60.1 78.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 59.2 78.8 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成20年度 64.9 64.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 65.5 56.1 委員会等名
公立野辺地病院
経営改善委員会

平成22年度 74.6 63.6 その他

平成23年度 80.5 64.8 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成25年度 平成26年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3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

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

十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、東北町、六戸町、
横浜町、六ヶ所村

職員給与比率（%)

　上十三圏域は、平成１９年３月に策定した「上十三地域自
治体病院機能再編計画」において、各自治体病院が保有す
る医療機能、専門性や優位性のある診療部門について中
核的医療を行う病院として認識しあい、地域や圏域で提供さ
れる医療の質向上に努めることとしている。

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（%)

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

　当院は、計画において180床ある一般病床を10床削減する
計画であったが、その後の医療情勢等の変化により平成22
年4月に計画より19床多い、29床を削減し、現在の一般病床
は151床となっている。

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

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。
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