
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
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地方独立行政法人宮城県
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石巻市 石巻市立雄勝病院 8 女川町 女川町立病院 28

石巻市 石巻市立牡鹿病院 9 南三陸町 公立志津川病院 29

塩竈市 塩竈市立病院 10 白石市外二町組合 公立刈田綜合病院 30

気仙沼市 気仙沼市立病院 11 黒川地域行政事務組合 公立黒川病院 31

気仙沼市 気仙沼市立本吉病院 12
加美郡保健医療福祉行政
事務組合

公立加美病院 32

登米市 登米市立佐沼病院 13
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登米市 登米市立米谷病院 14

登米市 登米市立豊里病院 15

栗原市 栗原市立栗原中央病院 16

栗原市 栗原市立若柳病院 17

栗原市 栗原市立栗駒病院 18

大崎市 大崎市民病院本院 19

大崎市 大崎市民病院鳴子温泉分院 20

大崎市 大崎市民病院岩出山分院 21

宮城県

ページ　



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 地方独立行政法人宮城県立病院機構

病院名 循環器・呼吸器病センター

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）

実施済 地方独法

3,013 3,163 平成21年3月31日 平成23年度

3,241 3,333

△ 228 △ 170 公営企業法全部適用

健全化法 85.6 139.8 地方独立行政法人 ●

地財法 85.6 139.8 指定管理者制度

平成20年度 87.5 87.5 民間譲渡

平成21年度 91.8 94.9 診療所化

平成22年度 93.0 94.9 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 92.0 95.3

平成20年度 83.3 82.1

平成21年度 73.5 67.1 既に実施済

平成22年度 66.2 69.7 今年度実施予定

平成23年度 68.5 70.8 実施(予定)時期

平成20年度 52.0 51.2 委員会等の設置（予定）

平成21年度 55.7 56.7 委員会等名

平成22年度 62.0 58.1 その他

平成23年度 63.3 63.9 公表（予定）※

－ － 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

　

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)

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

これまで，県立３病院は，地域の高度・先進医療を担う拠点
病院として地域との連携を図ってきており，今後もこれまで
行ってきた取組を継続して行っていく。

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（%)

これまで，県立３病院は，地域の高度・先進医療を担う拠点
病院として地域との連携を図ってきており，今後もこれまで
行ってきた取組を継続して行っていく。

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 地方独立行政法人宮城県立病院機構

病院名 精神医療センター

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）

実施済 地方独法

2,734 2,714 平成21年3月31日 平成23年度

2,462 2,547

272 167 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 112.4 110.3 民間譲渡

平成21年度 110.6 108.7 診療所化

平成22年度 111.0 106.6 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 108.5 103.0

平成20年度 106.6 103.2

平成21年度 99.7 99.8 既に実施済

平成22年度 90.5 97.7 今年度実施予定

平成23年度 94.0 93.2 実施(予定)時期

平成20年度 69.0 68.9 委員会等の設置（予定）

平成21年度 72.2 69.2 委員会等名

平成22年度 72.2 66.8 その他

平成23年度 72.2 69.3 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

これまで，県立３病院は，地域の高度・先進医療を担う拠点
病院として地域との連携を図ってきており，今後もこれまで
行ってきた取組を継続して行っていく。

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

これまで，県立３病院は，地域の高度・先進医療を担う拠点
病院として地域との連携を図ってきており，今後もこれまで
行ってきた取組を継続して行っていく。

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 宮城県

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 地方独立行政法人宮城県立病院機構

病院名 がんセンター

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）

実施済 地方独法

7,607 8,081 平成21年3月31日 平成23年度

7,403 7,878

204 203 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 94.7 96.7 民間譲渡

平成21年度 100.1 100.2 診療所化

平成22年度 102.8 102.6 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 101.0 101.4

平成20年度 65.6 62.5

平成21年度 61.1 62.3 既に実施済

平成22年度 58.6 58.4 今年度実施予定

平成23年度 60.4 60.6 実施(予定)時期

平成20年度 76.4 76.9 委員会等の設置（予定）

平成21年度 76.8 77.4 委員会等名

平成22年度 78.3 75.1 その他

平成23年度 78.9 77.7 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 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

これまで，県立３病院は，地域の高度・先進医療を担う拠点
病院として地域との連携を図ってきており，今後もこれまで
行ってきた取組を継続して行っていく。

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

これまで，県立３病院は，地域の高度・先進医療を担う拠点
病院として地域との連携を図ってきており，今後もこれまで
行ってきた取組を継続して行っていく。

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 宮城県

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 地方独立行政法人宮城県立こども病院

病院名 宮城県立こども病院

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 地方独法

5,451 5,898 平成21年3月19日 平成21年度

5,717 5,860

△ 266 38 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 95.4 民間譲渡

平成21年度 93.3 94.1 診療所化

平成22年度 95.3 100.7 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 98.1 99.4

平成20年度 45.4 44.4

平成21年度 47.5 46.8 既に実施済 ○

平成22年度 46.2 45.6 今年度実施予定

平成23年度 45.3 44.4 実施(予定)時期 平成23年9月

平成20年度 68.8 68.9 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 74.3 71.9 委員会等名
(地独）宮城県立こども病院

評価委員会

平成22年度 75.0 79.4 その他

平成23年度 75.6 80.0 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

平成25年度 平成25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。

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 宮城県

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 仙台市

病院名 仙台市立病院

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

12,149 11,957 平成24年3月31日 平成23年2月

11,927 11,724

222 233 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 101.4 民間譲渡

平成21年度 101.3 100.8 診療所化

平成22年度 101.9 102.0 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 101.9 101.9

平成20年度 62.3

平成21年度 61.3 63.5 既に実施済

平成22年度 60.5 63.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.3 60.3 実施(予定)時期 平成23年10月4日

平成20年度 81.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.2 82.2 委員会等名 仙台市立病院経営委員会

平成22年度 86.2 79.5 その他

平成23年度 86.2 86.2 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 実施(予定)時期 平成23年11月11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

宮城県に対して，仙台医療圏（５市８町１村）の自治体を集
めて検討するよう調整中

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

二次医療圏における仙台市立病院の地域医療機能を確認
し，再編・ネットワーク化の必要な政策的医療を検討する。

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://hospital.city.sendai.jp/info/zaisei.html

http://hospital.city.sendai.jp/info/zaisei.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 石巻市

病院名 石巻市立病院

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）

平成23年3月11日の東日本大震災により、その後診療休止
につき、改革プラン自体の遂行が困難である。

一部適用

4,344 4,565 - -

4,405 4,339 -

△ 61 226 公営企業法全部適用

健全化法 18.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 18.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 94.1 95.4 民間譲渡

平成21年度 93.8 97.7 診療所化

平成22年度 98.6 105.2 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 100.2 64.8

平成20年度 52.1 52.8

平成21年度 53.4 50.8 既に実施済 -

平成22年度 49.6 46.7 今年度実施予定 -

平成23年度 48.6 372.6 実施(予定)時期 -

平成20年度 68.8 68.6 委員会等の設置（予定） -

平成21年度 72.5 70.1 委員会等名 -

平成22年度 76.6 76.3 その他

平成23年度 78.5 0.0 公表（予定）※ -

平成23年度 - 実施(予定)時期 -

平成25年度 - その他

無 -

実施(予定)時期 -

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 宮城県

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 石巻市

病院名 石巻市立雄勝病院

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）

平成23年3月11日の東日本大震災により、その後診療休止
につき、改革プラン自体の遂行が困難である。

一部適用

557 535 - -

560 538 -

△ 3 △ 3 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 97.9 99.5 民間譲渡

平成21年度 92.3 99.1 診療所化

平成22年度 99.5 99.4 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 100.7 71.6

平成20年度 66.5 64.9

平成21年度 66.8 64.7 既に実施済 -

平成22年度 66.0 68.6 今年度実施予定 -

平成23年度 65.3 - 実施(予定)時期 -

平成20年度 94.8 95.2 委員会等の設置（予定） -

平成21年度 92.5 89.2 委員会等名 -

平成22年度 92.5 90.1 その他

平成23年度 92.5 0.0 公表（予定）※ -

平成23年度 - 実施(予定)時期 -

平成25年度 - その他

無 -

実施(予定)時期 -

無

ＵＲＬ

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

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)

※　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。

病床利用率（%)

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。

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

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）

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

-

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 宮城県

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 石巻市

病院名 石巻市立牡鹿病院

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）

平成23年3月11日の東日本大震災により、病院そのものに
大きな影響はないものの、牡鹿地区全体が被災したため、
改革プランの遂行が困難となった。

一部適用

587 685 - -

607 704 -

△ 20 △ 19 公営企業法全部適用

健全化法 13.1 0.0 地方独立行政法人

地財法 13.1 0.0 指定管理者制度

平成20年度 92.4 95.0 民間譲渡

平成21年度 94.3 98.6 診療所化

平成22年度 96.8 97.3 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 97.6 109.9

平成20年度 56.7 56.5

平成21年度 53.3 46.8 既に実施済 -

平成22年度 53.1 47.5 今年度実施予定 -

平成23年度 52.6 58.1 実施(予定)時期 -

平成20年度 31.2 30.1 委員会等の設置（予定） -

平成21年度 54.0 33.7 委員会等名 -

平成22年度 56.0 55.2 その他

平成23年度 60.0 45.9 公表（予定）※ -

平成23年度 - 実施(予定)時期 -

平成25年度 - その他

無 -

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（%)

①再編・ネットワーク
化の検討体制

-

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（%)

病床利用率（%)

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。

公立病院改革プラン最終年度

※　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）

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）

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)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 塩竈市

病院名 塩竈市立病院

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 全部適用

2,710 2,728 平成20年度 平成22年度

2,733 2,787

△ 23 △ 59 公営企業法全部適用 ●

健全化法 8.1 8.0 地方独立行政法人

地財法 48.9 47.1 指定管理者制度

平成20年度 92.5 94.2 民間譲渡

平成21年度 100.2 99.7 診療所化

平成22年度 99.2 97.9 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 100.4 100.4

平成20年度 59.8 58.4

平成21年度 54.7 52.3 既に実施済 〇

平成22年度 55.8 51.4 今年度実施予定

平成23年度 56.0 56.0 実施(予定)時期 平成23年8月10日

平成20年度 70.7 72.8 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 92.4 95.8 委員会等名
塩竈市立病院改革プラン

評価委員会

平成22年度 97.3 97.6 その他

平成23年度 97.3 97.3 公表（予定）※ 〇

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

病床数を199床から161床へ削減
（一般病床を161床から123床へ削減。療養病床38床は維
持。）

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://www2.dango.ne.jp/siogama

http://www2.dango.ne.jp/siogama


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 気仙沼市

病院名 気仙沼市立病院

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）

枠組合意（実施中） 一部適用

8,563 8,239 平成２１年度 平成25年度

8,767 8,689

△ 205 △ 450 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 94.5 94.5 民間譲渡

平成21年度 96.2 95.9 診療所化

平成22年度 97.7 94.8 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 98.9 99.8

平成20年度 54.0 54.0

平成21年度 52.0 51.9 既に実施済

平成22年度 51.6 53.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.2 51.2 実施(予定)時期 平成23年1１月予定

平成20年度 84.0 84.0 委員会等の設置（予定）

平成21年度 85.4 84.5 委員会等名

平成22年度 85.4 80.7 その他 市議会に報告

平成23年度 85.4 85.4 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年12月予定

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

現在451床（一般447床，感染症4床）を、平成29年度開院予
定の基本計画においては，340床（一般336床，感染床4床）
に削減する。

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

（平成29年度新病院開院時に実施予定）

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 気仙沼市

病院名 気仙沼市立本吉病院

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）

現状どおり 一部適用

447 358 平成20年度 平成21年度

447 435

77 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 100.3 101.1 民間譲渡

平成21年度 100.1 96.6 診療所化

平成22年度 100.0 82.3 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 100.0 69.1

平成20年度 67.0 71.9

平成21年度 65.0 77.9 既に実施済

平成22年度 63.0 97.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.0 461.7 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成20年度 90.0 87.9 委員会等の設置（予定）

平成21年度 92.0 79.2 委員会等名

平成22年度 93.0 58.5 その他 市議会に提出

平成23年度 94.0 0.0 公表（予定）※ ○

達成済 震災により未定 実施(予定)時期 平成23年12月予定

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

現状どおり

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 登米市

病院名 佐沼病院

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）

実施済 全部適用

3,672 3,496 平成21年度 平成22年度

4,028 3,910
登米市立病院の経営形態の
あり方懇話会

△ 356 △ 415 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 84.7 84.7 民間譲渡 ○

平成21年度 87.0 91.1 診療所化

平成22年度 91.2 89.4 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 96.7 96.7

平成20年度 66.6 66.6

平成21年度 64.0 61.8 既に実施済 ○

平成22年度 59.2 62.9 今年度実施予定

平成23年度 56.7 56.7 実施(予定)時期 平成23年8月29日

平成20年度 70.3 70.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 55.4 57.2 委員会等名 登米市立病院等運営協議会

平成22年度 55.5 51.5 その他

平成23年度 86.3 86.3 公表（予定）※ ○

平成２３年度（病院事業全体） 平成２３年度（病院事業全体） 実施(予定)時期 平成23年10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

平成23年6月
　　　病床数見直し
　　　300床（一般300）　→　258床（一般228、回復期リハ30）

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

実施済み

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.tome.miyagi.jp/oshirase/oshirase-ichiran.h

http://www.city.tome.miyagi.jp/oshirase/oshirase-ichiran.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 登米市

病院名 米谷病院

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

1,426 1,121 平成21年度 平成22年度

1,469 1,099
登米市立病院の経営形態の
あり方懇話会

△ 43 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 91.6 91.6 民間譲渡 ○

平成21年度 96.6 100.1 診療所化 ○

平成22年度 97.1 102.0 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 102.9 102.9

平成20年度 60.5 60.5

平成21年度 57.3 56.0 既に実施済 ○

平成22年度 53.4 57.5 今年度実施予定

平成23年度 52.0 52.0 実施(予定)時期 平成23年8月29日

平成20年度 85.8 85.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.3 87.4 委員会等名 登米市立病院等運営協議会

平成22年度 87.8 86.9 その他

平成23年度 87.8 87.8 公表（予定）※ ○

平成２３年度（病院事業全体） 平成２３年度（病院事業全体） 実施(予定)時期 平成23年10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

・平成23年4月　歯科の民営化

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

実施済み

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.tome.miyagi.jp/oshirase/oshirase-ichiran.h

http://www.city.tome.miyagi.jp/oshirase/oshirase-ichiran.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 登米市

病院名 豊里病院

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

1,434 1,401 平成21年度 平成22年度

1,408 1,382
登米市立病院の経営形態の
あり方懇話会

26 18 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 85.7 85.7 民間譲渡 ○

平成21年度 98.5 102.0 診療所化

平成22年度 101.8 101.4 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 105.6 105.6

平成20年度 73.6 73.6

平成21年度 71.7 69.7 既に実施済 ○

平成22年度 68.0 72.5 今年度実施予定

平成23年度 64.8 64.8 実施(予定)時期 平成23年8月29日

平成20年度 77.4 77.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.0 80.2 委員会等名 登米市立病院等運営協議会

平成22年度 80.0 74.7 その他

平成23年度 84.5 84.5 公表（予定）※ ○

平成２３年度（病院事業全体） 平成２３年度（病院事業全体） 実施(予定)時期 平成23年10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

・現状の医療体制を維持

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.tome.miyagi.jp/oshirase/oshirase-ichiran.h

http://www.city.tome.miyagi.jp/oshirase/oshirase-ichiran.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 栗原市

病院名 栗原中央病院

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）

実施済み 全部適用

3,955 4,324 平成２０年度 平成２２年度

3,956 4,339

▲ 1 ▲ 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 96.3 97.1 民間譲渡

平成21年度 99.6 95.4 診療所化

平成22年度 100.0 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 100.3 102.8

平成20年度 51.3 54.5

平成21年度 50.3 55.2 既に実施済 ○

平成22年度 50.5 52.9 今年度実施予定

平成23年度 50.7 50.8 実施(予定)時期 平成23年8月8日

平成20年度 79.3 71.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 65.7 委員会等名
栗原市立病院経営評価委員
会

平成22年度 80.0 69.7 その他

平成23年度 80.0 74.0 公表（予定）※ ○

平成23年度（病院全体） 平成23年度（病院全体） 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

①市立３病院の機能分担・連携強化を図るため、平成２１年
４月に栗原中央病院の療養病床を１０床増床し、栗駒病院
の一般病床を５床及び療養病床を１７床減床した。
②栗駒病院については、必要に応じて介護老人保健施設へ
の転換を検討する。

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

平成２１年４月に療養病床を１０床増床

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.kam.or.jp/

http://www.kam.or.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 栗原市

病院名 若柳病院

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）

実施済み 全部適用

1,866 1,773 平成２０年度 平成２２年度

1,857 1,768

9 5 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 98.9 101.2 民間譲渡

平成21年度 98.9 101.9 診療所化

平成22年度 100.5 100.3 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 102.3 101.6

平成20年度 50.8 49.6

平成21年度 51.0 48.1 既に実施済 ○

平成22年度 51.2 51.7 今年度実施予定

平成23年度 51.5 51.3 実施(予定)時期 平成23年8月8日

平成20年度 92.5 91.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.5 93.4 委員会等名
栗原市立病院経営評価委員
会

平成22年度 92.5 90.9 その他

平成23年度 92.5 90.9 公表（予定）※ ○

平成23年度（病院全体） 平成23年度（病院全体） 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

①市立３病院の機能分担・連携強化を図るため、平成２１年
４月に栗原中央病院の療養病床を１０床増床し、栗駒病院
の一般病床を５床及び療養病床を１７床減床した。
②栗駒病院については、必要に応じて介護老人保健施設へ
の転換を検討する。

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.kam.or.jp/

http://www.kam.or.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 栗原市

病院名 栗駒病院

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）

実施済み 全部適用

999 954 平成２０年度 平成２２年度

1,047 951

▲ 48 3 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 106.7 96.8 民間譲渡

平成21年度 95.7 96.4 診療所化

平成22年度 95.4 100.3 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 95.0 102.8

平成20年度 60.5 69.8

平成21年度 60.0 66.6 既に実施済 ○

平成22年度 60.2 65.3 今年度実施予定

平成23年度 60.5 62.9 実施(予定)時期 平成23年8月8日

平成20年度 79.4 65.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.7 80.4 委員会等名
栗原市立病院経営評価委員
会

平成22年度 90.7 87.7 その他

平成23年度 90.7 87.7 公表（予定）※ ○

平成23年度（病院全体） 平成23年度（病院全体） 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

①市立３病院の機能分担・連携強化を図るため、平成２１年
４月に栗原中央病院の療養病床を１０床増床し、栗駒病院
の一般病床を５床及び療養病床を１７床減床した。
②栗駒病院については、必要に応じて介護老人保健施設へ
の転換を検討する。

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

平成２１年４月に一般病床を５床、療養病床を１７床減床

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.kam.or.jp/

http://www.kam.or.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 大崎市

病院名 大崎市民病院

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）

枠組合意（実施中） 全部適用

12,219 13,143 平成20年度 平成23年度

11,949 12,997

270 146 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 98.9 101.6 民間譲渡

平成21年度 103.0 102.5 診療所化

平成22年度 102.3 101.1
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 102.8 102.8

平成20年度 43.2 41.3

平成21年度 41.5 41.5 既に実施済 ○

平成22年度 41.8 42.4 今年度実施予定

平成23年度 41.7 41.7 実施(予定)時期 平成23年8月10日

平成20年度 85.6 81.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.0 80.3 委員会等名
大崎市病院事業外部評価検
討会議

平成22年度 86.0 79.7 その他

平成23年度 86.0 86.0 公表（予定）※ ○

平成23年度（病院全体） 平成23年度（病院全体） 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

新病院の整備に伴い，事業規模の見直し
本院：466床から500床へ再編，鳴子温泉分院：170床から
140床に削減，岩出山分院：新病院を整備し，平成23年度中
の開院を目指す（95床から40床へ再編），鹿島台分院：介護
型療養病床から医療型療養病床へ転換を検討。田尻診療
所：本院からの診療応援体制を強化
また，「定住自立圏の形成に関する協定書」を締結し，大崎
市民病院を中心とした圏域内の医療機能を整備する（大崎
市の役割：大崎市民病院本院を，高度医療，急性期医療を
担う圏域の拠点病院として建設し，圏域医療の充実を推進
する）。
今後は，大崎医療圏のみならず県北地域の基幹病院として
医療機能の充実を図るとともに，県北地域の医療機能の再
編・ネットワーク化に積極的に対応していく。

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

色麻町，加美町，涌谷町，美里町

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

平成22年10月1日に，鳴子温泉分院の病床数を170床から
140床に削減した。
平成22年10月1日に，岩出山分院の病床数を95床から40床
に削減した。

平成22年10月6日に，色麻町，加美町，涌谷町，美里町とそ
れぞれ定住自立圏形成協定を締結した。

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.h-osaki.jp/byoinsyokai/keieijokyo.ht

http://www.h-osaki.jp/byoinsyokai/keieijokyo.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 大崎市

病院名 大崎市民病院鳴子温泉分院

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

1,050 996 平成20年度 平成23年度

1,212 1,138

△ 162 △ 142 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 90.7 94.0 民間譲渡

平成21年度 88.1 78.1 診療所化

平成22年度 86.7 87.6
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 86.7 86.7

平成20年度 68.4 64.9

平成21年度 67.2 73.8 既に実施済 ○

平成22年度 66.3 63.5 今年度実施予定

平成23年度 65.5 65.5 実施(予定)時期 平成23年8月10日

平成20年度 77.0 77.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.3 73.1 委員会等名
大崎市病院事業外部評価検
討会議

平成22年度 77.3 71.9 その他

平成23年度 77.3 77.3 公表（予定）※ ○

平成23年度（病院全体） 平成23年度（病院全体） 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

新病院の整備に伴い，事業規模の見直し
本院：466床から500床へ再編，鳴子温泉分院：170床から
140床に削減，岩出山分院：新病院を整備し，平成23年度中
の開院を目指す（95床から40床へ再編），鹿島台分院：介護
型療養病床から医療型療養病床へ転換を検討。田尻診療
所：本院からの診療応援体制を強化
また，「定住自立圏の形成に関する協定書」を締結し，大崎
市民病院を中心とした圏域内の医療機能を整備する（大崎
市の役割：大崎市民病院本院を，高度医療，急性期医療を
担う圏域の拠点病院として建設し，圏域医療の充実を推進
する）。
今後は，大崎医療圏のみならず県北地域の基幹病院として
医療機能の充実を図るとともに，県北地域の医療機能の再
編・ネットワーク化に積極的に対応していく。

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

色麻町，加美町，涌谷町，美里町

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

平成22年10月1日に，鳴子温泉分院の病床数を170床から
140床に削減した。
平成22年10月1日に，岩出山分院の病床数を95床から40床
に削減した。

平成22年10月6日に，色麻町，加美町，涌谷町，美里町とそ
れぞれ定住自立圏形成協定を締結した。

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.h-osaki.jp/byoinsyokai/keieijokyo.ht

http://www.h-osaki.jp/byoinsyokai/keieijokyo.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 大崎市

病院名 大崎市民病院岩出山分院

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

626 643 平成20年度 平成23年度

632 624

△ 6 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 108.3 103.0 民間譲渡

平成21年度 99.8 100.6 診療所化

平成22年度 99.1 103.0
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 98.3 98.3

平成20年度 59.9 61.6

平成21年度 65.8 63.1 既に実施済 ○

平成22年度 65.4 71.6 今年度実施予定

平成23年度 65.1 65.1 実施(予定)時期 平成23年8月10日

平成20年度 34.6 82.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 33.9 81.3 委員会等名
大崎市病院事業外部評価検
討会議

平成22年度 33.9 45.9 その他

平成23年度 33.9 33.9 公表（予定）※ ○

平成23年度（病院全体） 平成23年度（病院全体） 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

新病院の整備に伴い，事業規模の見直し
本院：466床から500床へ再編，鳴子温泉分院：170床から
140床に削減，岩出山分院：新病院を整備し，平成23年度中
の開院を目指す（95床から40床へ再編），鹿島台分院：介護
型療養病床から医療型療養病床へ転換を検討。田尻診療
所：本院からの診療応援体制を強化
また，「定住自立圏の形成に関する協定書」を締結し，大崎
市民病院を中心とした圏域内の医療機能を整備する（大崎
市の役割：大崎市民病院本院を，高度医療，急性期医療を
担う圏域の拠点病院として建設し，圏域医療の充実を推進
する）。
今後は，大崎医療圏のみならず県北地域の基幹病院として
医療機能の充実を図るとともに，県北地域の医療機能の再
編・ネットワーク化に積極的に対応していく。

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

色麻町，加美町，涌谷町，美里町

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

平成22年10月1日に，鳴子温泉分院の病床数を170床から
140床に削減した。
平成22年10月1日に，岩出山分院の病床数を95床から40床
に削減した。

平成22年10月6日に，色麻町，加美町，涌谷町，美里町とそ
れぞれ定住自立圏形成協定を締結した。

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.h-osaki.jp/byoinsyokai/keieijokyo.ht

http://www.h-osaki.jp/byoinsyokai/keieijokyo.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 大崎市

病院名 大崎市民病院鹿島台分院

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

960 1,060 平成20年度 平成23年度

1,054 1,061

△ 94 △ 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 95.1 95.9 民間譲渡

平成21年度 91.1 88.6 診療所化

平成22年度 91.0 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 90.9 90.9

平成20年度 57.6 54.8

平成21年度 58.0 58.5 既に実施済 ○

平成22年度 56.9 54.2 今年度実施予定

平成23年度 55.8 55.8 実施(予定)時期 平成23年8月10日

平成20年度 94.3 95.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 94.2 96.1 委員会等名
大崎市病院事業外部評価検
討会議

平成22年度 94.2 97.1 その他

平成23年度 94.2 94.2 公表（予定）※ ○

平成23年度（病院全体） 平成23年度（病院全体） 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

新病院の整備に伴い，事業規模の見直し
本院：466床から500床へ再編，鳴子温泉分院：170床から
140床に削減，岩出山分院：新病院を整備し，平成23年度中
の開院を目指す（95床から40床へ再編），鹿島台分院：介護
型療養病床から医療型療養病床へ転換を検討。田尻診療
所：本院からの診療応援体制を強化
また，「定住自立圏の形成に関する協定書」を締結し，大崎
市民病院を中心とした圏域内の医療機能を整備する（大崎
市の役割：大崎市民病院本院を，高度医療，急性期医療を
担う圏域の拠点病院として建設し，圏域医療の充実を推進
する）。
今後は，大崎医療圏のみならず県北地域の基幹病院として
医療機能の充実を図るとともに，県北地域の医療機能の再
編・ネットワーク化に積極的に対応していく。

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

色麻町，加美町，涌谷町，美里町

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

平成22年10月1日に，鳴子温泉分院の病床数を170床から
140床に削減した。
平成22年10月1日に，岩出山分院の病床数を95床から40床
に削減した。

平成22年10月6日に，色麻町，加美町，涌谷町，美里町とそ
れぞれ定住自立圏形成協定を締結した。

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.h-osaki.jp/byoinsyokai/keieijokyo.ht

http://www.h-osaki.jp/byoinsyokai/keieijokyo.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 蔵王町

病院名 蔵王町国民健康保険蔵王病院

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）

現状どおり 一部適用

393 436 平成２０年度 平成２１年度

381 392

12 44 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 100.2 99.8 民間譲渡

平成21年度 101.5 110.9 診療所化

平成22年度 103.1 111.2 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

平成20年度 83.5 76.2

平成21年度 82.0 68.9 既に実施済

平成22年度 77.7 58.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 実施(予定)時期 平成23年11月16日

平成20年度 91.1 90.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 91.1 95.9 委員会等名 改革ﾌﾟﾗﾝ評価・検証委員会

平成22年度 91.1 97.6 その他

平成23年度 91.1 公表（予定）※ 広報ざおう

平成20年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成２４年１月号

平成22年度 平成22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

現状どおり

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 川崎町

病院名 国民健康保険川崎病院

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）

現状どおり 一部適用

704 634 平成２２年度 平成２２年度

778 753

△ 74 △ 119 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 79.8 79.8 民間譲渡

平成21年度 84.2 84.2 診療所化

平成22年度 90.4 84.2 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 97.1 94.4

平成20年度 80.6 80.6

平成21年度 74.0 74.0 既に実施済

平成22年度 66.7 73.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 61.1 64.7 実施(予定)時期 平成２４年３月

平成20年度 76.9 76.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.2 78.2 委員会等名
国民健康保険川崎病院経営
改革評価委員会

平成22年度 80.0 64.5 その他

平成23年度 80.0 81.7 公表（予定）※ ○

平成２６年度 平成２６年度 実施(予定)時期 平成２４年４月

平成２６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

現状どおり

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 丸森町

病院名 丸森町国民健康保険丸森病院

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）

現状どおり 一部適用

1,071 1,029 平成20年度 平成24年度

1,209 1,187 丸森病院運営委員会

△ 138 △ 158 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 85.7 89.4 民間譲渡

平成21年度 87.6 87.3 診療所化

平成22年度 88.6 86.6 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 89.7 89.7

平成20年度 56.0 53.9

平成21年度 54.2 55.4 既に実施済 ○

平成22年度 54.0 55.6 今年度実施予定

平成23年度 54.0 54.0 実施(予定)時期 平成23年8月9日

平成20年度 79.0 79.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.0 75.8 委員会等名 丸森病院運営委員会

平成22年度 83.0 76.6 その他

平成23年度 85.0 85.0 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月予定

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

現状を維持し、地域で唯一の国保病院として、再編・ネット
ワーク化をせずに、住民のニーズに応えられる地域医療を
展開する。

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.town.marumori.miyagi.jp/hp/byoin

http://www.town.marumori.miyagi.jp/hp/byoin


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 涌谷町

病院名 涌谷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）

現状どおり 全部適用

2,123 2,031 平成21年3月24日 平成22年4月1日

2,126 2,058

△ 3 △ 27 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 89.2 91.6 民間譲渡

平成21年度 88.6 95.2 診療所化

平成22年度 99.9 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 103.2 100.1

平成20年度 51.9 51.0

平成21年度 52.9 50.4 既に実施済

平成22年度 49.5 48.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 48.0 48.4 実施(予定)時期 平成23年11月30日

平成20年度 90.9 90.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.1 88.2 委員会等名
涌谷町町民医療福祉セン
ター改革プラン評価委員会

平成22年度 91.7 93.4 その他

平成23年度 93.4 93..8 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1日

平成25年度 平成25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

現状どおり
大崎市と涌谷町との間で、「定住自立圏の形成に関する協
定書」を締結した。この中で大崎医療圏における大崎市民
病院と涌谷町国保病院との役割分担を明確にすることと
なった。
●取組内容・・・・・圏域内の医療を充実し住民の医療を確保
するため、大崎市民病院を中心とした圏域内の医療機能を
整備する。
●大崎市の役割・・・・大崎市民病院本院を、高度医療、急
性期医療を担う圏域の拠点病院として建設し、圏域医療の
充実を推進する。
●涌谷町国保病院の役割・・・・・地域の一般医療、初期救
急、二次救急を担い、大崎市民病院本院との機能分担と連
携により地域の医療を確保する。現在、大腿骨連携パスを
行っている。

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

大崎市、色麻町、加美町､美里町

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

　大崎市と涌谷町との間で、「定住自立圏の形成に関する
協定書」を締結することとなった（平成２２年１０月６日調
印）。

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 宮城県

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 美里町

病院名 美里町立南郷病院

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）

現状どおり 一部適用

686 652 平成２０年度 平成２０年度

688 666

△ 2 △ 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 99.7 103.7 民間譲渡

平成21年度 100.0 102.8 診療所化

平成22年度 99.7 97.9 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 100.6 101.2

平成20年度 60.0 53.4

平成21年度 59.0 52.3 既に実施済

平成22年度 59.0 55.8 今年度実施予定 〇

平成23年度 58.7 53.4 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 74.0 84.3 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 76.0 79.9 委員会等名
美里町病院事業改革プラン
策定検討委員会

平成22年度 80.0 80.8 その他

平成23年度 82.0 82.0 公表（予定）※ 〇

平成２３年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成２４年３月頃

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

　現状どおり
　大崎市と美里町との間で、「定住自立圏の形成に関する
協定書」を締結する。　この中で大崎医療圏における大崎市
民病院と美里町立南郷病院との役割分担を明確にした。
●取組内容・・・・圏域内の医療を充実し住民の医療を確保
するため、大崎市民病院を中心とした圏域内の医療機能を
整備する。
●大崎市民病院の役割・・・・・大崎市民病院本院を、高度
医療、急性期医療を担う圏域の拠点病院として建設し、圏
域医療の充実を推進する。
●美里町立南郷病院の役割・・・・・地域の一般医療、初期
救急、二次救急を担い、大崎市民病院本院との機能分担と
連携により地域の医療を確保する。

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

大崎市、色麻町、加美町、涌谷町

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

　大崎市と美里町との間で、「定住自立圏の形成に関する
協定書」を締結した（平成２２年１０月６日調印）。 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.misato.miyagi.jp/05kenko

http://www.town.misato.miyagi.jp/05kenko


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 女川町

病院名 女川町立病院

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 一部適用

1,607 1,479 平成20年度 平成23年10月1日

1,795 1,599

△ 188 △ 120 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 90.0 89.4 民間譲渡

平成21年度 90.0 89.1 診療所化 ◎

平成22年度 89.5 92.5 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 94.6 81.9

平成20年度 62.1 63.2

平成21年度 61.8 62.8 既に実施済

平成22年度 63.3 63.4 今年度実施予定 無

平成23年度 55.7 82.4 実施(予定)時期

平成20年度 76.5 80.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.6 66.2 委員会等名 女川町病院運営審議会

平成22年度 81.6 56.5 その他

平成23年度 81.6 19.4 公表（予定）※ 無

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期

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

石巻日赤病院及び石巻市立病院と病病連携の協定締結に
よる連携強化

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

石巻日赤病院及び石巻市立病院と病病連携の協定締結

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 南三陸町

病院名 公立志津川病院

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）

震災により見直し、再検討予定 一部適用

1,620 1,394 未定 再検討予定

1,632 1,474

△ 12 △ 80 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.4 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.4 指定管理者制度

平成20年度 96.5 97.1 民間譲渡

平成21年度 98.5 96.4 診療所化

平成22年度 99.3 94.6 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 100.3 －

平成20年度 64.3 64.6

平成21年度 63.3 66.5 既に実施済

平成22年度 62.5 67.4 今年度実施予定 未定

平成23年度 62.1 － 実施(予定)時期

平成20年度 83.6 83.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 91.3 85.4 委員会等名
公立志津川病院
経営検討委員会

平成22年度 91.3 震災により資料流失 その他

平成23年度 91.3 　－ 公表（予定）※

平成23年度 平成－年度 実施(予定)時期 未定

平成23年度 平成－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

震災復興計画と併せて検討
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

近隣自治体、関係機関と調整予定

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 白石市外二町組合

病院名 公立刈田綜合病院

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）

現状どおり 一部適用

4,549 4,622 平成20年度 平成25年度(予定)

5,433 5,246

△ 844 △ 624 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 88.4 88.4 民間譲渡

平成21年度 88.9 88.9 診療所化

平成22年度 83.7 88.1 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 90.1 90.1

平成20年度 56.9 56.9

平成21年度 59.0 59.0 既に実施済

平成22年度 56.0 53.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 53.6 53.6 実施(予定)時期 平成23年10月27日

平成20年度 55.4 55.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 49.7 49.7 委員会等名
公立刈田綜合病院改革プ
ラン評価委員会

平成22年度 56.4 57.4 その他

平成23年度 70.4 70.4 公表（予定）※ ○

平成25年度以降 平成25年度以降 実施(予定)時期 平成23年中

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

現状どおり
なお、仙南医療圏において必要と考えられる機能分化
及び連携強化のあり方として、同規模の病院であるみ
やぎ県南中核病院と当院の両病院間の機能分化及び連
携強化について、経営形態の見直しを含めての検討が
求められていることから、今後においても検討を継続
する。
また、当院は、人工透析機能を強化するとともに、平
成２３年度には回復期リハビリテーション病棟を開始
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

（平成20年度年度において現状どおりとしたが、平成
22年6月の改革プラン見直し時において、上記のとおり
実施することとした。）
平成23年4月から回復期リハビリテーション病棟を開始
しており、また、みやぎ県南中核病院と患者情報の供
覧システムを構築し平成23度中に実施する予定であ
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。

http://www.katta-hosp.shiroishi.miyagi.jp

http://www.katta-hosp.shiroishi.miyagi.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 黒川地域行政事務組合

病院名 公立黒川病院

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）

現状どおり 指定管理者

2,401 2,466 平成20年度 平成23年度

2,530 2,687

△ 129 △ 221 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 94.6 94.5 民間譲渡

平成21年度 94.9 96.2 診療所化

平成22年度 94.9 91.8 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 94.9 94.9

平成20年度 1.0 1.1

平成21年度 1.1 1.0 既に実施済

平成22年度 1.1 1.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 1.1 1.1 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 76.0 69.9 委員会等の設置（予定）

平成21年度 74.0 70.5 委員会等名
公立黒川病院改革プラン策
定委員会

平成22年度 74.0 74.8 その他

平成23年度 74.0 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1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

現状どおり

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 加美郡保健医療福祉行政事務組合

病院名 公立加美病院

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）

現状どおり 一部適用

1,371 1,411 平成２０年度 平成２２年度

1,439 1,493

△ 68 △ 82 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 93.2 89.1 民間譲渡

平成21年度 94.9 94.0 診療所化

平成22年度 95.3 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 95.3 96.9

平成20年度 48.9 50.8

平成21年度 48.4 49.6 既に実施済

平成22年度 48.3 50.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 48.4 49.2 実施(予定)時期 平成23年10月19日

平成20年度 86.7 83.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.9 84.5 委員会等名
公立加美病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 90.0 85.9 その他

平成23年度 90.0 87.0 公表（予定）※ ○

平成３１年度 平成３１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

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。

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）

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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)

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

現状どおり
なお､大崎市と加美町・色麻町との間で、「定住自立圏の形
成に関する協定書」を締結することとなった。この中で大崎
医療圏における大崎市民病院と公立加美病院との役割分
担を明確にすることとなった。
●取組内容・・・・・圏域内の医療を充実し住民の医療を確保
するため、大崎市民病院を中心とした圏域内の医療機能を
整備する。
●大崎市の役割・・・・大崎市民病院本院を、高度医療、急
性期医療を担う圏域の拠点病院として建設し、圏域医療の
充実を推進する。
●公立加美病院の役割・・・・・地域の一般医療、初期救急、
二次救急を担い、大崎市民病院本院との機能分担と連携に
より地域の医療を確保する。

公立病院改革プラン最終年度

職員給与比率（%)

経常収支黒字化目標年度

大崎市、加美町、涌谷町、色麻町

　大崎市と加美町・色麻町との間で、「定住自立圏の形成に
関する協定書」を締結した。（平成２２年１０月６日調印）
●加美町議会において、平成２２年９月　８日議決
●色麻町議会において、平成２２年９月２７日議決
●大崎市議会において、平成２２年９月１６日議決

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）

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮城県

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 大河原町外１市２町保健医療組合

病院名 みやぎ県南中核病院

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）

現状どおり 一部適用

6,353 7,493 平成26年3月31日 平成24年4月1日

6,988 7,803

△ 635 △ 310 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 86.0 89.4 民間譲渡

平成21年度 90.3 93.1 診療所化

平成22年度 90.9 96.0 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 91.3 92.6

平成20年度 56.9 54.9

平成21年度 58.2 55.1 既に実施済

平成22年度 58.4 54.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 58.7 56.7 実施(予定)時期 平成２４年３月○日

平成20年度 78.0 78.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.3 82.1 委員会等名
みやぎ県南中核病院改革プ
ラン評価委員会

平成22年度 83.8 85.3 その他

平成23年度 84.3 86.7 公表（予定）※ ○

平成32年度 平成32年度 実施(予定)時期 平成24年4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 http://www.southmiyagi-mc.jp/

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

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

再編・ネットワーク化については、宮城県の地域医療再生計
画において、仙南医療圏を中心とした県南地域が対象地域
として採択され、みやぎ県南中核病院と刈田綜合病院間で
の「患者情報供覧システム」の整備事業に着手した。本年度
は初期導入、次年度に本稼動を目指している。このことが県
南地域における再編・ネットワーク化への促進となるものと
考える。

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。
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