
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　

岩手県 中央病院 2 盛岡市 盛岡市立病院 3
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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岩手県

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 岩手県医療局

病院名 県立病院

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）

「枠組合意（実施中）」 全部適用

93,415 94,972 平成21年２月 平成26年３月（予定）

93,650 94,882 ー

△ 235 89 公営企業法全部適用 ●（昭和35年度）

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 96.9 97.0 民間譲渡

平成21年度 98.5 97.9 診療所化
　●（６地域診療センター）
　※うち１センターを民間移管

平成22年度 99.7 100.1 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 100.1 100.1

平成20年度 63.8 63.9

平成21年度 60.9 61.3 既に実施済 　

平成22年度 59.9 60.8 今年度実施予定 ○（予定）

平成23年度 59.6 60.2 実施(予定)時期 平成24年２月

平成20年度 78.6 74.5 委員会等の設置（予定） ○（予定）

平成21年度 83.6 78.1 委員会等名 県立病院経営委員会

平成22年度 84.0 78.3 その他

平成23年度 84.2 78.6 公表（予定）※ ○（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 ○（予定）

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。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

※ 一般病床及び療
養病床

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

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（%)

　５つの地域診療センターのうち花泉地域診療センターにつ
いては、平成22年３月末に廃止し、民間移管とした。
　沼宮内病院については、地元岩手町の要望を受け、地域
診療センターへの移行を１年間保留したところであるが、平
成23年４月に地域診療センター（病床休止）に移行した。

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。

※　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。

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.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=1052&of=1&ik=3&pnp=17&pnp=82&pnp=1052&cd=32760

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

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

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

　「岩手県公立病院改革推進指針」に基づき、二次保健医
療圏ごとに、県立病院間（高度専門医療や救急医療を担う
基幹病院、地域の入院医療を担う地域病院、地域のプライ
マリケアを担う地域診療センター）の役割分担と連携を一層
推進する。
　この中で、平成21年４月に５つの附属診療所（地域診療セ
ンター）を病床休止（計△95床）したほか、沼宮内病院（60
床）については、平成22年４月からの診療所化（病床休止）
を検討することとした。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岩手県

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 盛岡市

病院名 盛岡市立病院

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

3,584 3,483 平成27年３月

3,550 3,660

34 △ 177 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 7.9 指定管理者制度

平成20年度 91.7 91.4 民間譲渡

平成21年度 99.2 94.7 診療所化

平成22年度 101.0 95.2 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 102.1 100.8

平成20年度 63.5 63.6

平成21年度 57.6 60.3 既に実施済

平成22年度 57.8 63.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 57.6 60.0 実施(予定)時期
平成23年11月及び平成24年
２月

平成20年度 69.5 70.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 76.4 67.1 委員会等名
盛岡市立病院経営評価委員
会

平成22年度 77.4 65.8 その他

平成23年度 77.1 65.6 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成24年３月

平成22年度 平成26年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年3月30日

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。

市立病院の「急性期医療を担う医療の質を有しながら，亜急
性期医療を担当することができる」という特徴を活かし，急性
期医療を担当する大規模病院と慢性期医療を担当する病
院との中間に位置することで，機能分化と地域医療の連携
において役割を果たす。
精神科の合併症への対応として，精神科病院からの患者の
受け入れに対応する。
感染症医療は，県をはじめ関係機関と協調しながら，実施
体制の維持を図る。

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

内部体制：管理運営会議（院内幹部による会議）
外部体制：盛岡市立病院経営評価委員会（医療関係者等の
外部委員で構成した病院経営に対する諮問機関）

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.morioka-city-hosp.jp/topics/keiei.ht

公立病院改革プラン最終年度

http://www.morioka-city-hosp.jp/topics/keiei.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岩手県

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 一関市

病院名 一関市国保藤沢病院

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 全部適用

1,274 1,322 平成22年4月1日 H23年度末

1,244 1,318 今後設置

30 4 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 101.1 101.1 民間譲渡

平成21年度 102.0 105.8 診療所化

平成22年度 102.4 100.3 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 102.7 103.4

平成20年度 45.4 44.9

平成21年度 49.8 44.7 既に実施済 ○

平成22年度 50.0 46.4 今年度実施予定

平成23年度 50.4 46.9 実施(予定)時期 平成23年3月22日

平成20年度 84.8 84.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.0 83.7 委員会等名
藤沢町福祉医療ｾﾝﾀｰ運営
推進委員会

平成22年度 86.3 90.8 その他

平成23年度 86.3 90.3 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 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

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

圏域連携会議や地域連携パスに参加するなど両磐地域の
公的病院及び民間病院との機能連携を深め、それぞれの
医療機関の役割や機能を有効活用するような体制を構築し
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（%)

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

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.echna.ne.jp/~fmh

http://www.echna.ne.jp/~fmh


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岩手県

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 八幡平市

病院名 国民健康保険西根病院

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

743 701 平成21年3月31日 平成25年4月1日

740 681 西根病院あり方検討委員会

3 20 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 100.3 100.8 民間譲渡

平成21年度 100.3 100.7 診療所化

平成22年度 100.4 103.0 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 100.4 100.4

平成20年度 72.8 70.0

平成21年度 75.7 69.6 既に実施済

平成22年度 76.3 66.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 76.4 76.4 実施(予定)時期 平成２３年度内

平成20年度 71.0 72.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.5 68.0 委員会等名 西根病院あり方検討委員会

平成22年度 72.0 73.5 その他

平成23年度 72.5 72.5 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成２３年度内

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

　盛岡圏域において４疾病の医療連携ネットワークの構築を
図る。地域病院として疾病の予防、維持期や回復期の医療
機能を提供する。

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

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.hachimantai.lg.jp/

http://www.city.hachimantai.lg.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岩手県

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 奥州市

病院名 奥州市総合水沢病院

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 全部適用

3,291 2,920 平成26年3月31日

3,269 2,915

22 5 公営企業法全部適用 ●

健全化法 5.2 △ 0.4 地方独立行政法人

地財法 71.6 79.9 指定管理者制度

平成20年度 83.5 87.5 民間譲渡

平成21年度 95.0 94.7 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 101.7 103.2

平成20年度 75.8 73.1

平成21年度 65.6 67.7 既に実施済 ○

平成22年度 59.9 66.9 今年度実施予定

平成23年度 59.1 62.0 実施(予定)時期 平成23年9月29日

平成20年度 39.3 41.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 58.8 50.7 委員会等名 地域医療関係者会議

平成22年度 93.4 59.7 その他

平成23年度 93.4 78.4 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年11月2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7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

地域医療計画懇話会
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

・地域医療連携に係る職員体制の強化
・地域医療連携ﾊﾟｽ制度及び亜急性期病床入院患者等の紹
介等の、他医療施設との相互紹介機能強化

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。

http://www.city.oshu.iwate.jp/view.rbz?nd=163&i

http://www.city.oshu.iwate.jp/view.rbz?nd=163&ik=1&pnp=159&pnp=160&pnp=163&cd=2187


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岩手県

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 奥州市

病院名 国保まごころ病院

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

1,110 1,038 平成25年度 平成25年度

1,109 1,029 未設置

1 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 100.1 100.6 民間譲渡

平成21年度 100.1 100.1 診療所化

平成22年度 100.1 100.9 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 100.1 100.1

平成20年度 69.0 68.9

平成21年度 64.0 67.3 既に実施済 ○

平成22年度 63.9 54.8 今年度実施予定

平成23年度 62.2 57.8 実施(予定)時期 平成23年9月29日

平成20年度 90.6 91.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.0 88.1 委員会等名 地域医療関係者会議

平成22年度 92.0 90.3 その他

平成23年度 89.0 89.0 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 実施(予定)時期 平成23年11月2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

地域医療関係者会議
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

地域における初期救急やプライマリケア等日常的な医療を
担う地域病院としての役割を担う。

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。

http://www.city.oshu.iwate.jp/view.rbz?nd=163&ik=1&pnp=159&pnp=160&pnp=163&cd=2187

http://www.city.oshu.iwate.jp/view.rbz?nd=163&ik=1&pnp=159&pnp=160&pnp=163&cd=2187


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岩手県

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 葛巻町

病院名 国民健康保険葛巻病院

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

856 846 平成24年３月 平成29年４月

835 791
葛巻病院経営検討委員会
葛巻病院経営審議委員会

21 55 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 102.1 103.6 民間譲渡

平成21年度 100.6 111.8 診療所化

平成22年度 102.5 107.0 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 102.0 102.5

平成20年度 67.9 66.8

平成21年度 69.6 63.0 既に実施済 ○

平成22年度 67.6 68.5 今年度実施予定

平成23年度 67.6 67.6 実施(予定)時期
平成23年８月22日
平成23年８月31日

平成20年度 63.3 65.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.7 66.1 委員会等名
葛巻病院経営検討委員会
葛巻病院経営審議委員会

平成22年度 71.7 56.9 その他

平成23年度 71.7 71.1 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年9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

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

葛巻病院経営検討委員会
葛巻病院経営審議委員会

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

現状維持

・初期救急やプライマリ・ケア等日常的な医療を担う地域病
院としての機能等の見直しと、中核病院とのネットワーク化
を進める。
・具体的には、圏域の中核病院との時間・距離など地域の
実情を総合的に勘案し、今後の患者動向等を見据え、病床
種別や病床数のあり方を検討する。

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。

http://www.town.kuzumaki.iwate.jp

http://www.town.kuzumaki.iwate.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岩手県

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 西和賀町

病院名 国保沢内病院

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）

実施予定無し 一部適用

646 620 平成24年3月

652 630 経営健全化計画推進委員会

△ 6 △ 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 91.5 92.5 民間譲渡

平成21年度 96.8 100.1 診療所化

平成22年度 99.1 98.4 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 102.1 102.1

平成20年度 66.7 69.2

平成21年度 72.1 69.8 既に実施済

平成22年度 70.2 73.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 67.5 67.5 実施(予定)時期 平成24年3月15日

平成20年度 49.5 48.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 57.5 53.7 委員会等名 経営健全化計画推進委員会

平成22年度 62.5 44.1 その他

平成23年度 70.0 70.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 達成済 実施(予定)時期 平成24年3月25日

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月25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

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.nishiwaga.lg.jp

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


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 岩手県

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 洋野町

病院名 国保種市病院

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

954 988 平成２４年３月
平成28年4月1日（全部適用）
平成23年4月1日（老健移行）

956 986
国保種市病院改革プラン策
定委員会

△ 2 2 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 103.1 106.6 民間譲渡

平成21年度 101.8 103.9 診療所化

平成22年度 99.8 100.2 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 101.3 100.3

平成20年度 62.4 61.0

平成21年度 60.8 55.9 既に実施済

平成22年度 61.2 60.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 58.8 57.7 実施(予定)時期 平成23年12月2日

平成20年度 60.7 61.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 60.3 64.6 委員会等名
国保種市病院改革プラン策
定委員会

平成22年度 60.3 60.9 その他

平成23年度 77.1 78.4 公表（予定）※ ○

達成済 達成 実施(予定)時期 平成23年12月中旬

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

県立久慈病院
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

圏域中核病院を高度・専門医療を担い、地域医療としては
初期救急やプライマリ・ケア等日常的な医療を担うものとし、
中核病院との紹介状等によるネットワーク化をはじめてお
り、枠組合意といった取り交わしはないものの定着しつつあ
る状況となっている。

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.hirono.iwate.jp/info/etc/66-646.html

http://www.town.hirono.iwate.jp/info/etc/66-646.html
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