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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 秋田県

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 地方独立行政法人秋田県立病院機構

病院名 秋田県立脳血管研究センター

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）

実施済み 地方独法

4,608 4,773 平成２１年３月 平成２１年４月

4,547 4,389

61 384 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 102.4 102.4 民間譲渡

平成21年度 103.6 106.5 診療所化

平成22年度 101.3 108.7 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 106.4 104.9

平成20年度 82.4 82.4

平成21年度 51.0 47.1 既に実施済

平成22年度 52.3 48.6 今年度実施予定

平成23年度 51.1 50.2 実施(予定)時期

平成20年度 64.3 64.3 委員会等の設置（予定）

平成21年度 67.0 69.7 委員会等名

平成22年度 73.0 70.2 その他
地方独立行政法人評価委員会の評価
を基に当該プランを評価しているため、
その客観性は確保されている。

平成23年度 86.0 73.9 公表（予定）※

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期

平成25年度 平成25年度 その他 プランの内容と重複している中期計画
に係る評価は情報開示されている。

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

本県では、各二次医療圏において、その中核となる医療機
関（厚生連病院、自治体病院）を強化しつつ、これらが複数
存在する医療圏において、これらの機能分担、連携のあり
方を検討する。
脳卒中については、人口が集中する秋田周辺二次医療圏
においては、厚生連、市立、中通、秋田大、赤十字がそれぞ
れ診療機能を維持することとするが、脳研は脳血管疾患に
係る三次救急病院として、重症患者への対応が可能な高度
な診療体制を維持していく。

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（%)

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 秋田県

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 地方独立行政法人秋田県立病院機構

病院名 秋田県立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ・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）

実施済み 地方独法

4,033 3,979 平成２２年９月 平成２１年４月

4,321 4,205

△ 288 △ 226 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 96.2 96.2 民間譲渡

平成21年度 91.3 92.4 診療所化

平成22年度 93.3 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 97.4 94.7

平成20年度 101.8 101.8

平成21年度 62.5 59.8 既に実施済

平成22年度 60.9 60.2 今年度実施予定

平成23年度 58.5 60.1 実施(予定)時期

平成20年度 84.4 84.4 委員会等の設置（予定）

平成21年度 83.0 82.7 委員会等名

平成22年度 86.0 83.2 その他
地方独立行政法人評価委員会の評価
を基に当該プランを評価しているため、
その客観性は確保されている。

平成23年度 88.0 86.7 公表（予定）※

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期

平成25年度 平成25年度 その他 プランの内容と重複している中期計画
に係る評価は情報開示されている。

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２１年度に策定した「大仙・仙北二次医療圏地域医療再
生計画」において、圏域医療機関の役割を明確化し、機能
分化や医療連携を進めることとしており、本病院も当該再生
計画に基づく事業に協力することとしている。
本県は当該再生計画を、大仙・仙北二次医療圏の公立病院
等再編・ネットワーク化計画と位置付けており、その中に本
病院も含まれることから、平成２２年９月に当該再生計画を
本県立病院の再編・ネットワーク化計画と位置付け、以降、
各事業への取り組みを進めている。

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 　秋田県

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 　秋田市

病院名 　市立秋田総合病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

9,153 9,163 平成25年度（予定） 平成26年度（予定）

9,153 9,134
市立秋田総合病院経営形態
検討委員会

0 29 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ○

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 100.4 102.5 民間譲渡 ○

平成21年度 99.6 103.0 診療所化

平成22年度 100.0 100.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.1 100.1

平成20年度 57.4 57.6

平成21年度 57.1 56.1 既に実施済

平成22年度 57.0 60.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 56.7 60.3 実施(予定)時期 平成23年11月（予定）

平成20年度 79.5 79.3 委員会等の設置（予定） 平成23年3月10日

平成21年度 81.9 80.4 委員会等名
市立秋田総合病院中期経営
計画評価委員会

平成22年度 82.1 78.6 その他

平成23年度 82.3 84.8 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成20年度より黒字化 実施(予定)時期 平成23年度中

平成23年度 平成23年度 その他

有 未定

実施(予定)時期 未定

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

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

市立秋田総合病院中期経営計画策定協議会
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

今後、事務局をはじめとし課題等について検討していく。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.city.akita.akita.jp/city/ho/newho/default.htm

http://www.city.akita.akita.jp/city/ho/newho/default.htm


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 秋田県

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 横手市

病院名 市立横手病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

4,598 4,953 平成24年3月31日 予定なし

4,630 4,782

△ 32 171 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 97.6 99.4 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.6 診療所化

平成22年度 99.3 103.6
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 100.1 100.0

平成20年度 51.4 48.5

平成21年度 51.9 50.7 既に実施済

平成22年度 53.8 50.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.0 50.1 実施(予定)時期 平成23年12月末

平成20年度 87.9 87.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 82.3 委員会等名 病院事業経営健全化委員会

平成22年度 86.0 90.2 その他

平成23年度 91.3 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

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）時
期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成23年度末の増改築事業終了後の収支状況を踏まえて
再度検討予定

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 秋田県

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 横手市

病院名 市立大森病院

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）

検討中 全部適用

2,057 2,183 平成24年3月31日 予定なし

2,037 2,149

20 34 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 100.3 101.4 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.5 診療所化

平成22年度 101.0 101.6
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 43.7 43.5

平成21年度 45.2 44.8 既に実施済

平成22年度 45.8 45.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 46.1 46.4 実施(予定)時期 平成23年12月末

平成20年度 99.1 100.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 98.0 98.7 委員会等名 病院事業経営健全化委員会

平成22年度 98.0 100.5 その他

平成23年度 98.3 98.3 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21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 http://www.oomorihp.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

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

収支状況を踏まえて、平成23年度末までに検討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 秋田県

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 大館市

病院名 大館市立総合病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

8,880 9,077 平成25年度末（平成26年3月31日）
平成25年度末（平成26年3月
31日）

9,504 9,304 病院事業経営改革委員会

△ 624 △ 227 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.0 0.3 地方独立行政法人 ○

地財法 0.0 0.3 指定管理者制度

平成20年度 87.5 86.4 民間譲渡

平成21年度 93.4 93.5 診療所化

平成22年度 93.4 97.6
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 97.9 94.3

平成20年度 51.4 54.7

平成21年度 49.9 52.0 既に実施済 ○

平成22年度 50.5 49.3 今年度実施予定

平成23年度 48.2 53.4 実施(予定)時期 平成23年9月

平成20年度 83.2 81.0 委員会等の設置（予定）

平成21年度 86.7 80.9 委員会等名

平成22年度 86.7 85.6 その他
病院最高意思決定機関である「管理会
議」で審議、市議会常任委員会での報
告・質疑をおこなう。

平成23年度 90.1 84.0 公表（予定）※ ○

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年10月1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

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

病院事業経営改革委員会
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

  二次医療機関である総合病院を大館地域の中心とし、扇
田病院、田代診療所、休日夜間急患センターを地域密着型
の医療機関（公立）として位置づけます。
  また、平成25年度までに、秋田県の指導、協力を仰ぎなが
ら、秋田労災病院や鹿角地域の各病院及び大館北秋田医
師会をはじめ市内の開業医との役割分担を明確化し、地域
医療の安定的供給と市民の利便性の向上に努める。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

 http://www.odate-hp.odate.akita.jp/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 秋田県

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 大館市

病院名 大館市立扇田病院

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

1,317 1,412 平成25年度末（平成26年3月31日）
平成25年度末（平成26年3月
31日）

1,336 1,405 病院事業経営改革委員会

△ 19 7 公営企業法全部適用 ●

健全化法 3.6 13.0 地方独立行政法人 ○

地財法 3.6 13.0 指定管理者制度

平成20年度 97.4 94.5 民間譲渡

平成21年度 98.4 97.1 診療所化

平成22年度 98.6 100.5
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 99.3 100.5

平成20年度 49.3 51.2

平成21年度 49.8 49.5 既に実施済 ○

平成22年度 49.7 52.6 今年度実施予定

平成23年度 49.5 52.2 実施(予定)時期 平成23年9月

平成20年度 63.8 61.0 委員会等の設置（予定）

平成21年度 96.8 96.3 委員会等名

平成22年度 96.8 98.6 その他
病院最高意思決定機関である「管理会
議」で、審議、市議会常任委員会での
報告・質疑をおこなった。

平成23年度 96.8 96.8 公表（予定）※

平成23年度 平成22年度に黒字化達成 実施(予定)時期 平成23年10月1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

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

病院事業経営改革委員会
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

　二次医療機関である総合病院を大館地域の中心とし、扇
田病院、田代診療所、休日夜間急患センターを地域密着型
の医療機関（公立）として位置づけます。
　また、平成25年度までに、秋田県の指導、協力を仰ぎなが
ら、秋田労災病院や鹿角地域の各病院及び大館北秋田医
師会をはじめ市内の開業医との役割分担を明確化し、地域
医療の安定的供給と市民の利便性の向上に努める。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

ougita-hp@miracle.ocn.ne.jp

mailto:ougita-hp@miracle.ocn.ne.jp


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 秋田県

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 男鹿市

病院名 男鹿みなと市民病院

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

2,036 2,161 平成24年3月31日 平成24年3月31日

2,035 2,385
男鹿みなと市民病院経営健
全化計画評価委員会

△ 269 △ 224 公営企業法全部適用 ○

健全化法 12.8 9.6 地方独立行政法人

地財法 36.8 32.5 指定管理者制度 ○

平成20年度 82.1 82.2 民間譲渡

平成21年度 83.6 86.6 診療所化

平成22年度 88.3 90.6
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 91.9 91.9

平成20年度 67.7 67.7

平成21年度 66.2 64.3 既に実施済 ○

平成22年度 60.5 61.6 今年度実施予定

平成23年度 57.5 61.1 実施(予定)時期 平成23年7月21日

平成20年度 68.3 68.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 68.0 67.1 委員会等名
男鹿みなと市民病院経営健
全化計画評価委員会

平成22年度 72.4 72.2 その他

平成23年度 72.4 74.1 公表（予定）※ ○

平成２６年度 平成２６年度 実施(予定)時期 平成23年7月27日

平成２７年度 平成２７年度 その他

有

実施(予定)時期 平成○年○月○日

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）時
期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

　当市の地域条件は半島、へき地および過疎地となっている
ため、再編については極めて困難な状況である。ネットワー
クについても同様の条件下非常に厳しいが、病床削減のう
え、他の公的病院等との連携・ネットワークについて、平成２
１年７月に設立する「男鹿みなと市民病院改革評価委員会」
にて協議・検討を開始し、平成２３年度までに結論を得る。
　なお、平成１９年度から、大学病院と遠隔医療設備（デジタ
ルマイクロスコープ）による連携システムを導入し、また各専
門分野の非常勤医師の派遣等を従来以上推進している状
況にある。

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

平成21年7月設立「男鹿みなと市民病院経営健全化計画評
価委員会」

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

　当院の地域状況は半島、へき地及び過疎地であり同一の
２次医療圏内の他病院との距離的な問題もあり、再編・ネッ
トワーク化の検討は行っているものの極めて難しい状況であ
る。
　しかしながら、平成21年度から地域連携室を設置し他病院
や開業医との連携強化を図り、患者入退院の情報交換等を
行っている。

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.ogaminato.jp/

http://www.ogaminato.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 秋田県

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 大仙市

病院名 市立大曲病院

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

928 932 平成26年3月31日 平成26年3月31日

928 924
市立病院等改革推進計画
策定委員会

0 8 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 100.0 101.1 民間譲渡 ○

平成21年度 100.0 101.7 診療所化 ○

平成22年度 100.0 100.9
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 100.0 100.0

平成20年度 71.3 60.9

平成21年度 74.1 59.6 既に実施済 ○

平成22年度 73.8 58.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 71.8 62.0 実施(予定)時期
平成23年 7月　3日（決算見込）
平成23年12月　 　 （実績）

平成20年度 95.0 94.8 委員会等の設置（予定） 平成22年12月 3日

平成21年度 95.0 93.3 委員会等名 改革プラン評価委員会

平成22年度 95.0 94.4 その他

平成23年度 95.0 95.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 現状黒字　平成23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 平成24年 3月

無

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）時
期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

市立病院等改革推進計画策定委員会
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

精神科領域について仙北組合総合病院等の市内医療機関
との連携強化について具体的な検討を進めていく。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www6.ocn.ne.jp/^sob/

http://www6.ocn.ne.jp/%5esob/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 秋田県

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 北秋田市

病院名 北秋田市民病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 指定管理者

平成２１年３月 平成22年4月1日

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 民間譲渡

平成21年度 診療所化

平成22年度
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

平成21年度 既に実施済

平成22年度 今年度実施予定 ○

平成23年度 実施(予定)時期 平成２３年度末までに実施

平成20年度 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 委員会等名 医療整備検討委員会

平成22年度 その他

平成23年度 公表（予定）※ ○

平成３８年度 平成３８年度 実施(予定)時期 平成２３年度末までに実施

平成２３年度 平成２５年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月31日

無

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）

利用料金制採用の指定
管理者制導入となり目
標設定項目としない

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

既存の厚生連病院である「北秋中央病院」を廃止し、「北秋
田市民病院」を厚生連を指定管理者として運営するととも
に、阿仁病院を診療所化、公立米内沢総合病院の規模を縮
小する。

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（%)
利用料金制採用の指定管理者制導入となり目標
設定項目としない

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

上小阿仁村

職員給与比率（%)
利用料金制採用の指定管理者制導入となり目標
設定項目としない

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

病床利用率（%)
利用料金制採用の指定管理者制導入となり目標
設定項目としない

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。

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

Ｈ２２．３厚生連病院である「北秋中央病院」を廃止し、Ｈ２
２．４より「北秋田市民病院」を指定管理者制（運営者「厚生
連」）として運営するとともに、阿仁病院を一般行政診療所
化、Ｈ２３．３公立米内沢総合病院を廃止し、Ｈ２３．４市立米
内沢診療所を設置する。Ｈ２３．４より療養病棟として４８床を
運営開始。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 秋田県

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 仙北市

病院名 市立田沢湖病院

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

944 1,024 平成２０年度 平成２５年度

1,048 1,112

△ 104 △ 88 ・市立角館総合病院を本院、市立田沢湖病院を分院として 公営企業法全部適用 ●

健全化法 36.1 23.1 　病院事業の経営・管理の一元化を図る。 地方独立行政法人

地財法 36.1 23.1 ・市立病院、診療所、地元医師会との連携体制について 指定管理者制度

平成20年度 80.8 81.9 　検討する。 民間譲渡

平成21年度 86.0 95.8 診療所化

平成22年度 90.1 92.1
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 65.8 65.1

平成21年度 60.3 39.9 既に実施済 ○

平成22年度 54.7 41.0 ・本院・分院化については、凍結。 今年度実施予定

平成23年度 54.7 54.7 ・平成２３年１月に運営管理の一元化のため新たに「医療 実施(予定)時期 平成２３年８月・１１月

平成20年度 60.0 58.8 　局」を設置。４月に仙北市病院事業管理者が着任した。 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 60.0 73.1 ・仙北市医療協議会（市福祉保健部保健課所管）を設置。 委員会等名
検証市民委員会
検証専門委員会

平成22年度 70.0 78.3 その他
市民からなる市民委員会と開業医
等からなる専門委員会にて検証

平成23年度 70.0 70.0 公表（予定）※ ○

平成２５年度
（角館総合病院との合算で達成）

平成２５年度
（角館総合病院との合算で達成）

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

無

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）

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.semboku.akita.jp/iryou/keikaku.
html

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）

http://www.city.semboku.akita.jp/iryou/keikaku.html
http://www.city.semboku.akita.jp/iryou/keikaku.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 秋田県

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 仙北市

病院名 市立角館総合病院

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）

枠組合意（実施中） 全部適用

4,195 4,258 平成２０年度 平成２５年度

4,312 4,267

△ 117 △ 9 ・市立角館総合病院を本院、市立田沢湖病院を分院として 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.0 0.0 　病院事業の経営・管理の一元化を図る。 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 ・市立病院、診療所、地元医師会との連携体制について 指定管理者制度

平成20年度 94.5 95.2 　検討する。 民間譲渡

平成21年度 96.9 96.9 診療所化

平成22年度 97.3 99.3
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 99.5 99.7

平成20年度 69.4 54.4

平成21年度 66.9 55.1 既に実施済 ○

平成22年度 66.4 50.8 ・本院・分院化については、凍結。 今年度実施予定

平成23年度 64.0 51.1 ・平成２３年１月に運営管理の一元化のため新たに「医療 実施(予定)時期 平成２３年８月・１１月

平成20年度 77.8 78.0 　局」を設置。４月に仙北市病院事業管理者が着任した。 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.9 82.5 ・仙北市医療協議会（市福祉保健部保健課所管）を設置。 委員会等名
検証市民委員会
検証専門委員会

平成22年度 80.9 82.9 その他
市民からなる市民委員会と開業医
等からなる専門委員会にて検証

平成23年度 80.9 85.8 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

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

無

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）

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.semboku.akita.jp/iryou/keikaku.
html

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）

http://www.city.semboku.akita.jp/iryou/keikaku.html
http://www.city.semboku.akita.jp/iryou/keikaku.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 秋田県

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 羽後町

病院名 羽後病院

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

2,201 2,250 平成24年3月 平成24年3月

2,197 2,227 町および病院当局による会議

4 23 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 100.4 100.3 民間譲渡

平成21年度 100.2 100.2 診療所化

平成22年度 100.2 101.0
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.4 101.4

平成20年度 43.1 43.1

平成21年度 43.6 42.9 既に実施済

平成22年度 43.9 40.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 43.7 42.7 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 70.2 70.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.8 69.9 委員会等名 サービス環境懇談会

平成22年度 71.4 70.0 その他

平成23年度 72.0 70.0 公表（予定）※ ○

現状黒字 現状黒字 実施(予定)時期 平成24年2月

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）時
期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

湯沢市雄勝郡医師会、並びに、病院長による会議
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

病院間の機能分担、連携強化について検討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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