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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 山形県

病院名 県立中央病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意 全部適用

18,189 18,762 平成20年12月22日
平成21年3月（当面は現形
態を継続）

18,051 18,427

138 335 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 98.1 98.4 民間譲渡

平成21年度 98.7 101.6 診療所化

平成22年度 100.8 101.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.3 101.7

平成20年度 61.1 58.4

平成21年度 60.1 55.3 既に実施済 ○

平成22年度 59.3 55.7 今年度実施予定

平成23年度 59.3 57.2 実施(予定)時期 平成23年9月27日

平成20年度 87.0 86.2 委員会等の設置（予定）

平成21年度 88.0 84.7 委員会等名 病院事業管理者会議

平成22年度 88.0 84.2 その他
学識経験者等3名の外部評価委員から
の意見を平成23年10月中に取りまと
め、公表する予定。

平成23年度 88.0 88.0 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年9月30日

平成23年度 平成23年度 その他

有

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

計画期間中に、市内公的病院等の診療機能を踏まえた診
療機能の検討等を行う。

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)

○平成21年度に周産期の母体や胎児・新生児の高度医療
を担う総合周産期母子医療センターの設置工事を実施し、
平成22年4月から運用を開始した。
○新生児医療について県立河北病院と連携（H21.11～）
○平成23年4月から新生児用ドクターカーの運用を開始し
た。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

http;//www.pref.yamagata.jp/ou/byoin/550001/kaikakuplan.html

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 山形県

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 山形県

病院名 県立新庄病院

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 全部適用

7,495 7,782 平成20年12月22日
平成21年3月（当面は現形
態を継続）

7,396 7,611

99 171 公営企業法全部適用 ●

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 99.2 100.7 民間譲渡

平成21年度 102.0 99.9 診療所化

平成22年度 101.3 102.2 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 102.6 103.0

平成20年度 65.1 64.5

平成21年度 62.4 62.9 既に実施済 ○

平成22年度 63.9 63.5 今年度実施予定

平成23年度 63.6 63.3 実施(予定)時期 平成23年9月27日

平成20年度 79.2 78.0 委員会等の設置（予定）

平成21年度 81.2 78.8 委員会等名 病院事業管理者会議

平成22年度 79.0 76.0 その他
学識経験者等3名の外部評価委員から
の意見を平成23年10月中に取りまと
め、公表する予定。

平成23年度 79.0 89.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年9月30日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

○ＩＴを活用した医療情報連携の方策についての協議を実施
した。（地域医療情報ネットワークの構築に向け検討継続）
○新庄病院と最上町立病院の間における遠隔医療システ
ムを構築し、放射線画像診断を行っている。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

http;//www.pref.yamagata.jp/ou/byoin/550001/kaikakuplan.html

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

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

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

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

新庄病院を核とした、町立病院との医療連携ネットワーク体
制の構築等を図る。

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 山形県

病院名 県立河北病院

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 全部適用

5,099 4,486 平成20年12月22日
平成21年3月（当面は現形
態を継続）

5,312 4,884

△ 213 △ 398 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 91.1 91.8 民間譲渡

平成21年度 95.8 89.6 診療所化

平成22年度 96.0 91.9 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 97.2 92.3

平成20年度 77.6 77.0

平成21年度 73.0 78.7 既に実施済 ○

平成22年度 73.0 76.0 今年度実施予定

平成23年度 72.7 80.0 実施(予定)時期 平成23年9月27日

平成20年度 74.1 73.0 委員会等の設置（予定）

平成21年度 94.4 89.4 委員会等名 病院事業管理者会議

平成22年度 94.4 89.1 その他
学識経験者等3名の外部評価委員から
の意見を平成23年10月中に取りまと
め、公表する予定。

平成23年度 94.4 92.0 公表（予定）※ ○

平成23年度（4県立病院全
体での経常収支による）

平成23年度（4県立病院全
体での経常収支による）

実施(予定)時期 平成23年9月30日

平成23年度 平成23年度 その他

有

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

計画期間中に、中央病院との連携・分担の検討等を行う。

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

○平日・夜間救急診療支援体制の拡充を行った。（地域医
師会との協定によるサポート医の協力:H19～）
○県立中央病院での救急搬送の受入や同病院から新生児
対応医師を派遣（河北病院で出産した新生児に異常があっ
た場合等:H21.11～）

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

http;//www.pref.yamagata.jp/ou/byoin/550001/kaikakuplan.html

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

職員給与比率（%)

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

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 山形県

病院名 県立鶴岡病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意 全部適用

2,260 2,163 平成20年12月22日
平成21年3月（当面は現形
態を継続）

2,246 2,125

13 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 100.7 100.6 民間譲渡

平成21年度 99.6 99.5 診療所化

平成22年度 100.6 101.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 98.6 105.0

平成20年度 118.3 118.9

平成21年度 122.1 128.3 既に実施済 ○

平成22年度 120.3 133.2 今年度実施予定

平成23年度 117.8 126.2 実施(予定)時期 平成23年9月27日

平成20年度 66.3 64.0 委員会等の設置（予定）

平成21年度 75.0 69.3 委員会等名 病院事業管理者会議

平成22年度 73.8 64.4 その他
学識経験者等3名の外部評価委員から
の意見を平成23年10月中に取りまと
め、公表する予定。

平成23年度 68.0 70.0 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年9月30日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

http;//www.pref.yamagata.jp/ou/byoin/550001/kaikakuplan.html

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

職員給与比率（%)

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

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

改築整備に向けて、新病院建設予定地の地元合意を得た
ことを踏まえ、実施設計を発注。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

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

精神科救急、児童思春期、社会的ストレスなど多様なニー
ズに対応するため、機能の見直しを図る。

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 地独山形県・酒田市病院機構

病院名 日本海総合病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 地方独法

11,348 13,987 平成19年7月5日 平成20年4月1日

11,079 13,766

269 221 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 100.3 100.3 民間譲渡

平成21年度 101.1 101.6 診療所化

平成22年度 102.4 101.6 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 100.9 102.6

平成20年度 51.3 51.3

平成21年度 51.5 50.4 既に実施済 ○　

平成22年度 51.7 49.5 今年度実施予定

平成23年度 52.3 46.3 実施(予定)時期 平成23年7月22日

平成20年度 85.9 85.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 79.6 79.3 委員会等名
地方独立行政法人山形県・
酒田市病院機構評価委員会

平成22年度 84.5 82.8 その他

平成23年度 84.5 87.5 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２０年度 実施(予定)時期 平成23年8月30日

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

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

平成２０年４月１日に山形県立日本海病院と酒田市立酒
田病院の２病院を統合再編し、経営形態を地方独立行
政法人化した。

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

http://www.nihonkai-hos.jp/pdf/reform_plan_check_2010.pdf

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

山形県
山形県酒田市

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

職員給与比率（%)

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

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 地独山形県・酒田市病院機構

病院名 酒田医療センター

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

4,514 2,433 平成19年7月5日 平成20年4月1日

4,665 2,426

△ 151 7 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ●

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 102.2 102.2 民間譲渡

平成21年度 100.7 102.3 診療所化

平成22年度 96.8 100.3 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 103.0 68.2

平成20年度 53.1 53.1

平成21年度 55.8 54.9 既に実施済 ○　

平成22年度 54.4 58.7 今年度実施予定

平成23年度 48.2 112.0 実施(予定)時期 平成23年7月22日

平成20年度 85.0 85.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.0 83.1 委員会等名
地方独立行政法人山形県・
酒田市病院機構評価委員会

平成22年度 84.5 74.3 その他

平成23年度 84.5 88.9 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２０年度 実施(予定)時期 平成23年8月30日

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

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）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.nihonkai-hos.jp/pdf/reform_plan_check_2010.pdf

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

山形県
山形県酒田市

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

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

平成２０年４月１日に山形県立日本海病院と酒田市立
酒田病院の２病院を統合再編し、経営形態を地方独立
行政法人化した。

経常損益（百万円）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

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。

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

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 山形市

病院名 山形市立病院済生館

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

10,895 11,709 平成21年2月6日 平成23年度

10,715 10,935 済生館運営協議会

179 774 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - 地方独立行政法人

地財法 - 指定管理者制度

平成20年度 100.2 100.4 民間譲渡

平成21年度 102.0 105.0 診療所化

平成22年度 101.7 107.1 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 104.1 104.1

平成20年度 54.0 55.3

平成21年度 53.0 54.1 既に実施済 ○

平成22年度 53.7 52.1 今年度実施予定

平成23年度 53.2 53.2 実施(予定)時期 平成23年10月14日

平成20年度 85.1 77.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.3 81.1 委員会等名 済生館運営懇話会

平成22年度 82.3 83.6 その他

平成23年度 82.3 82.6 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成20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

無 ○

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.saiseikan.jp/

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

平成22年３月に「地域がん診療連携拠点病院」の認定更新
を受け、地域における当院の役割、機能分担が明確化され
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

平成20年3月に策定された「山形県保健医療計画」に基づ
き、医療機能の役割分担、連携推進を図る。特に「4疾病５
事業」に関して、当院に求められる医療機能が明確にされて
おり、それぞれの医療機関と連携を密にしながら、医療機能
の分担を図る。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.saiseikan.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 米沢市

病院名 米沢市立病院

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

6,884 6,689 平成21年2月10日 平成23年度

7,085 6,812 経営会議

△ 201 △ 123 公営企業法全部適用 ●

健全化法 地方独立行政法人 〇

地財法 指定管理者制度 〇

平成20年度 94.8 94.7 民間譲渡 〇

平成21年度 97.1 97.3 診療所化

平成22年度 97.2 98.2 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 97.8 97.6

平成20年度 64.5 65.7

平成21年度 65.6 68.4 既に実施済 〇

平成22年度 63.1 65.1 今年度実施予定

平成23年度 62.7 65.7 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成20年度 80.5 78.6 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 83.1 74.1 委員会等名 経営会議

平成22年度 83.5 76.3 その他

平成23年度 84.3 75.0 公表（予定）※ 〇

平成27年度 平成27年度 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成27年度 平成27年度 その他

有 〇

実施(予定)時期 平成24年3月

無

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://yonezawa-city-
hospital.jp/gaiyo/keikaku.html

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

収支改善が概ね計画通りに進んでおり、引き続き再編・ネッ
トワーク化を念頭に置きながら、地域医療連携の推進を図
り、経営基盤の強化を図って行く。

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

再編・ネットワーク化を念頭に置きながら、当面、置賜二次
保健医療圏の医療環境を見守り、地域医療連携の推進を
図り、地域
の基幹病院として地域住民の要望に応え、安全で良質な医
療の提供と患者サービスの向上に資するため、経営基盤の
強化を図って行く。

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（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://yonezawa-city-hospital.jp/gaiyo/keikaku.html
http://yonezawa-city-hospital.jp/gaiyo/keikaku.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 鶴岡市

病院名 鶴岡市立荘内病院

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）

実施中 全部適用

10,808 10,741 平成21年2月 平成22年4月1日　施行

11,240 11,360

△ 432 △ 619 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 91.5 民間譲渡

平成21年度 93.6 92.7 診療所化

平成22年度 96.2 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 97.2 97.1

平成20年度 50.5 51.0

平成21年度 49.6 51.1 既に実施済

平成22年度 48.7 50.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 47.8 47.5 実施(予定)時期 平成23年11月15日

平成20年度 93.3 92.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 93.3 93.9 委員会等名
荘内病院中長期運営計画評
価委員会

平成22年度 93.3 95.3 その他

平成23年度 93.3 93.3 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 平成24年2月

無

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.shonai-hos.jp/topic/PLAN/PLAN.html

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

①市休日夜間診療所が、平成22年10月より平日・土曜の夜
間の診療を開始した。

②地域医療支援病院として、紹介率、逆紹介率の資格基準
の充足・維持、登録医数の増（9月末64人）、地域医療従事
者を対象とする研修の開催などに取り組んでいる。

　地域連携パスは、大腿骨頸部骨折、脳卒中に、23年度か
ら糖尿病、がん疾患が加わり、4疾患で運用している。
　現在は、心筋梗塞についての体制作りが進められている。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

ネットワーク化について、

①地区医師会等との協議による地域救急診療体制の確立

②地域医療支援病院としての地域医療機関への支援や地
域連携パスの作成・運用

に取り組む。

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

http://www.shonai-hos.jp/topic/PLAN/PLAN.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 鶴岡市

病院名 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 指定管理者

1,186 1,229 平成２０年１２月 平成２１年４月１日.

1,218 1,236

△ 32 △ 7 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度 ●

平成20年度 96.9 96.7 民間譲渡

平成21年度 97.0 97.4 診療所化

平成22年度 97.3 99.5 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 97.5 98.1

平成20年度 0.4 0.4

平成21年度 0.4 0.3 既に実施済

平成22年度 0.4 0.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 0.4 0.4 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 98.0 97.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 98.0 95.3 委員会等名 病院経営委員会

平成22年度 96.0 95.9 その他

平成23年度 96.0 96.2 公表（予定）※ ○

指定管理者の為設定なし 指定管理者の為設定なし 実施(予定)時期 平成２４年３月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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.shonai-hos.jp/topic/PLAN/yutagawaPLAN.html

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

大腿骨頸部骨折と脳卒中の地域連携クリティカルパス及び
鶴岡地区医師会が中心となって進めている地域電子カルテ
Net4Uに参画しネットワークを運用している。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

  急性期から回復期を経て維持期に至るまで、地域全体で
切れ目なく適切な医療を提供する体制を整備するなかで、
当院は地域における療養型病院として地域連携クリティカル
パスの拡充や医療情報のＩＴ化によるネットワークづくりを推
進し、荘内病院等他の医療機関と連携し地域医療における
役割を果たす。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.shonai-hos.jp/topic/PLAN/yutagawaPLAN.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 酒田市

病院名 酒田市立八幡病院

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

715 723 平成25年4月 平成25年4月

701 731
経営形態のあり方検討会を
設置し検討

14 △ 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 103.0 107.8 民間譲渡

平成21年度 100.1 102.3 診療所化 ○

平成22年度 102.0 98.9 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 106.8 111.9

平成20年度 69.9 66.8

平成21年度 71.4 74.4 既に実施済

平成22年度 70.1 77.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.2 69.9 実施(予定)時期 平成24年1月

平成20年度 92.0 93.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.5 89.9 委員会等名 改革プラン評価委員会

平成22年度 92.5 90.6 その他

平成23年度 92.5 92.5 公表（予定）※ ○

平成18年度 平成18年度 実施(予定)時期 平成24年2月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

庁内関係課の経営形態あり方検討会で検討
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

本市では、地域医療計画の策定を検討中であるが、病院間
での機能重視・競合を避け、相互に機能分担が図られるよ
う、診療科目等の再編成に取り組むとともに、各病院・診療
所との連携体制の構築を推進する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

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

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 寒河江市

病院名 寒河江市立病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,981 1,938 平成24年3月31日 平成24年3月31日

1,981 1,889
寒河江市立病院経営健全
化検討委員会

0 49 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 100.0 99.5 民間譲渡 ○

平成21年度 100.0 92.3 診療所化

平成22年度 100.0 102.6 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 100.8 100.4

平成20年度 71.2 71.8

平成21年度 61.0 75.4 既に実施済 ○

平成22年度 60.4 74.7 今年度実施予定

平成23年度 59.9 68.8 実施(予定)時期 平成23年7月25日

平成20年度 70.2 69.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 62.0 委員会等名
寒河江市立病院改革プラン
評価委員会

平成22年度 80.0 64.4 その他

平成23年度 80.0 66.4 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年11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

　

西村山地域の医療体制を考える懇談会
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

上記懇談会により医療提供体制の将来ビジョンが示され、こ
の中で西村山地域の医療提供体制（医療資源）の確保が課
題となっていることから、同地域の拠点病院のあり方につい
等について検討していく必要がある。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 天童市

病院名 天童市民病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

1,431 1,393 平成26年3月31日 平成22年4月1日

1,525 1,538

△ 94 △ 145 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 81.9 81.9 民間譲渡

平成21年度 91.8 88.2 診療所化

平成22年度 93.8 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 97.7 87.9

平成20年度 77.7 74.4

平成21年度 59.4 69.8 既に実施済

平成22年度 58.3 56.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.7 58.7 実施(予定)時期 平成２３年度中実施予定

平成20年度 76.8 76.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.8 73.2 委員会等名
天童市民病院経営改革委員
会

平成22年度 81.7 78.5 その他

平成23年度 82.5 82.5 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成２３年度中実施予定

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

検討体制の整備が未整備であるため、早急に体制を整え
る。

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成２０年に設立された村山地域自治体病院懇談会の動向
を見守りながら、村山地域における地域医療の現状を踏ま
え、天童市民病院の役割を明確にし、連携を図れるところか
ら行っていく。

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.tendo.yamagata.jp/livinfo/iryo/s

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.city.tendo.yamagata.jp/livinfo/iryo/shiminbyouin.html#天童市民病院改革プラン�


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 西川町

病院名 西川町立病院

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）

検討中 一部適用

742 741 平成２５年度 平成２５年１２月

740 733

2 8 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 100.2 101.2 民間譲渡

平成21年度 100.5 102.7 診療所化 ○

平成22年度 100.2 101.1 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 100.1 100.1

平成20年度 74.2 70.7

平成21年度 73.6 69.3 既に実施済

平成22年度 72.5 70.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 72.7 72.7 実施(予定)時期 平成２３年度中

平成20年度 55.4 55.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 56.0 57.7 委員会等名
病院改革プラン点検・評価
委員会

平成22年度 57.0 51.5 その他

平成23年度 58.0 58.0 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２１年度 実施(予定)時期 平成２３年１１月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

西村山・北村山地域等の医療機能意見交換会
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

機能分担と連携による医療提供体制の拡大、診療科目の
統廃合、病床の統廃合

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.nishikawa.yamagata.jp/

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 朝日町

病院名 朝日町立病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

758 741 平成26年3月31日 平成26年3月31日

759 704

△ 1 37 公営企業法全部適用 ○

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 97.5 99.6 民間譲渡

平成21年度 98.7 100.9 診療所化

平成22年度 99.8 105.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.6 104.8

平成20年度 80.1 78.4

平成21年度 76.6 77.8 既に実施済

平成22年度 76.6 77.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 76.1 79.3 実施(予定)時期 平成23年12月28日

平成20年度 62.0 55.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 64.0 53.9 委員会等名 政策調整会議

平成22年度 68.0 49.8 その他

平成23年度 70.0 65.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

未着手
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　町内唯一の病院であり、町民が期待する病院の役割が大
きく、再編した場合の弊害があまりにも大きいことから、今の
ところ再編は考えていない。
　再編・ネットワーク化については、一施設のみで結論でき
ない重要な課題であり、今後とも議論の場を設けることが必
要と考えている。

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。

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 山形県

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 最上町

病院名 最上病院

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

1,024 1,032 平成25年度 平成25年度

1,022 1,018 最上町振興審議会

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 100.0 98.3 民間譲渡

平成21年度 100.0 102.8 診療所化

平成22年度 100.4 101.4 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.4 100.0

平成20年度 70.4 76.1

平成21年度 73.9 75.3 既に実施済

平成22年度 74.7 70.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 75.6 77.0 実施(予定)時期 平成24年1月

平成20年度 90.0 85.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 92.4 委員会等名 最上町振興審議会

平成22年度 90.0 91.1 その他

平成23年度 90.0 90.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月

無

ＵＲＬ

　

最上地域自治体病院懇談会
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

最上地域医療情報ネットワーク構築
　（最上地域医療連携推進協議会）

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://mogami-hp.com

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://mogami-hp.com/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 真室川町

病院名 町立真室川病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,128 1,056 平成26年3月 平成２６年３月

1,126 1,052
町立真室川病院改革プラン
評価委員会

2 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 100.0 101.6 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.0 診療所化

平成22年度 100.0 100.4 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 100.0 100.1

平成20年度 66.0 62.0

平成21年度 67.0 61.0 既に実施済

平成22年度 66.0 61.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 66.0 61.0 実施(予定)時期
平成23年10月28日

平成24年2月

平成20年度 88.0 88.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.1 84.6 委員会等名
町立真室川病院改革プラン
評価委員会

平成22年度 90.0 88.5 その他

平成23年度 90.6 90.0 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２１年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

最上地域医療連携推進協議会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

○がんの県統一パス実施に係る調整や、リハビリ分野の地
域連携の方策検討を実施。→地域連携クリティカルパス部
会へ移行予定。

○県立新庄病院の電子カルテ化の進捗状況を見ながらネッ
トワークを構築する。→地域医療情報ネットワーク部会へ移
行予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.yume-net.org/

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.yume-net.org/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 高畠町

病院名 公立高畠病院

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

2,091 2,147 平成21年3月 平成21年4月1日

2,149 2,182

△ 58 △ 35 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 17.5 15.2 指定管理者制度

平成20年度 96.2 96.7 民間譲渡

平成21年度 95.3 96.5 診療所化

平成22年度 97.3 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 97.6 99.0

平成20年度 64.0 66.3

平成21年度 62.3 63.2 既に実施済 ○

平成22年度 62.3 62.2 今年度実施予定

平成23年度 62.0 61.3 実施(予定)時期 平成23年8月31日

平成20年度 91.0 91.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.0 92.0 委員会等名 公立高畠病院運営審議会

平成22年度 92.0 92.2 その他

平成23年度 92.0 92.2 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年6月10日

平成27年度 平成27年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

www.takahatahospital.jp

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

圏域の住民に切れ目の無い適切な医療を提供するため、医
療資源の効果的かつ効率的な活用を図ることが必要であ
り、これまで以上に病院間や診療所間の役割分担と連携が
不可欠である。また、医療ネットワークについては、医療機
関相互の医療情報のＩＴ化によるネットワーク化や地域医療
クリティカルパス等を積極的に推進する。さらには、４疾病５
事業の医療体制を踏まえた役割分担と、民間病院の緩和ケ
アや精神科救急医療等、地域の特色ある医療資源を有効
活用できる地域医療連携体制の充実・強化を図る。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

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

地域自治体病院懇談会(置賜地域)

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.takahatahospital.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 小国町

病院名 小国町立病院

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）

実施中 一部適用

919 905 平成23年度 平成23年3月10日

922 884 経営改善委員会

△ 3 21 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 87.1 88.9 民間譲渡

平成21年度 93.1 91.2 診療所化

平成22年度 99.7 102.4 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 100.0 102.8

平成20年度 72.6 66.9

平成21年度 69.6 71.2 既に実施済 ○

平成22年度 67.9 64.6 今年度実施予定

平成23年度 63.3 61.7 実施(予定)時期 月１回

平成20年度 80.4 80.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.7 75.1
●地域医療連携システム「Oki-net」について、画像情報に
ついてのみ連携基盤整備（H23.10連携開始予定） 委員会等名 経営改善委員会

平成22年度 82.8 86.8 その他

平成23年度 82.0 83.9 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年7月30日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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.ogunibyoin.jp/index.php?FrontPage

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

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

医療情報IT化（電子カルテの共有）に関し、具体的な方向性
については、協議を継続しているが、その手法については、
様々な展開を迎えている。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）●遠隔読影事業については、山形大学医学部放射線科と

の間において、画像の遠隔読影ネットワークを構築（H23.8
連携開始）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

●周産期医療ネットワーク事業について、その連携の具体
的な手法について検討中（H24.7連携開始予定）

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

公立置賜総合病院等との間で、地域連携クリティカルパス
や医療情報のＩＴ化を一層強化し、ソフト面でのネットワーク
医療連携をより一層推進していく。

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

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.ogunibyoin.jp/index.php?FrontPage


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 白鷹町

病院名 白鷹町立病院

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）

枠組み合意（実施中） 地方公営企業全部適用

1,188 1,138 平成24年4月1日 平成21年3月25日

1,188 1,142

0 △ 4 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 100.0 100.3 民間譲渡

平成21年度 100.0 99.8 診療所化

平成22年度 100.1 99.6 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 63.7 63.5

平成21年度 63.4 65.6 既に実施済

平成22年度 62.8 62.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 62.1 62.1 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 79.5 79.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 77.8 委員会等名
白鷹町立病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 80.5 78.2 その他

平成23年度 81.0 80.0 公表（予定）※ ○

平成19年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

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。

www.hospital.shirataka.yamagata.jp

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

今年度中に更新予定の当院における医療情報システムの
稼働状況を確認し、来年度には上記ネットワークシステムへ
参加する予定である。現在は置賜地区医療情報ネットワー
ク協議会に参加し、実施に向けて準備をしている状況であ
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

置賜地域医療情報ネットワークシステムに参加し、ＯＫＩ－
netを通して診療情報を共有する。

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

公立置賜総合病院

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.hospital.shirataka.yamagata.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 北村山公立病院組合

病院名 北村山公立病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用・一部事務組合

5,606 5,561 未定 未定

5,680 5,550

△ 74 11 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 98.7 民間譲渡

平成21年度 99.1 97.4 診療所化

平成22年度 98.2 100.2 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 98.7 100.3

平成20年度 50.5 51.9

平成21年度 49.6 51.5 既に実施済 ○

平成22年度 50.9 49.6 今年度実施予定

平成23年度 50.5 48.7 実施(予定)時期 平成23年6月23日

平成20年度 90.8 89.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 91.7 86.2 委員会等名
北村山公立病院改革プラン
策定委員会

平成22年度 91.7 84.7 その他

平成23年度 91.7 84.7 公表（予定）※ ○

平成26年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年7月12日

平成23年度 平成27年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年6月28日

無

ＵＲＬ

　

北村山公立病院改革プラン検討委員会
村山地域自治体病院懇談会

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

　村山地域自治体病院懇談会等の動向を見ながら慎重に
判断することとし、当面は医療福祉連携室を中心として地域
医療機関等との連携強化を図る。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.hosp-kitamurayama.jp/

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.hosp-kitamurayama.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山形県

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 置賜広域病院組合

病院名 公立置賜総合病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

　実施済み 　一部適用

10,617 11,031 今後検討予定

11,180 11,293

△ 563 △ 262 公営企業法全部適用

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 － － 指定管理者制度

平成20年度 96.0 97.5 民間譲渡

平成21年度 95.7 97.2 診療所化

平成22年度 95.0 97.7 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 94.7 94.7

平成20年度 53.6 53.5

平成21年度 55.7 54.4 既に実施済 ○

平成22年度 54.3 55.0 今年度実施予定

平成23年度 52.7 52.7 実施(予定)時期 　平成２３年７月１４日

平成20年度 91.5 91.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 88.0 委員会等名
置賜広域病院組合病院改革
プラン評価委員会

平成22年度 90.0 84.6 その他

平成23年度 90.0 85.7 公表（予定）※ ○

　平成２９年度 　平成２９年度 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

　

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 山形県

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 置賜広域病院組合

病院名 公立置賜長井病院

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 　一部適用

1,314 1,437 今後検討予定

1,314 1,269

0 168 公営企業法全部適用

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 － － 指定管理者制度

平成20年度 97.6 107.7 民間譲渡

平成21年度 97.7 115.7 診療所化

平成22年度 100.0 113.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 65.1 60.8

平成21年度 69.2 60.5 既に実施済 ○

平成22年度 63.0 62.1 今年度実施予定

平成23年度 61.4 61.4 実施(予定)時期 　平成２３年７月１４日

平成20年度 89.1 89.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.2 93.3 委員会等名
置賜広域病院組合病院改革
プラン評価委員会

平成22年度 90.1 94.6 その他

平成23年度 91.8 91.8 公表（予定）※ ○

　平成２２年度 　達成済み 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

　

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 山形県

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 置賜広域病院組合

病院名 公立置賜南陽病院

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 　一部適用

965 971 今後検討予定

965 909

0 62 公営企業法全部適用

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 － － 指定管理者制度

平成20年度 97.0 103.0 民間譲渡

平成21年度 97.2 101.8 診療所化

平成22年度 100.0 106.9 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 64.2 62.2

平成21年度 63.3 62.1 既に実施済 ○

平成22年度 63.1 59.6 今年度実施予定

平成23年度 61.3 61.3 実施(予定)時期 　平成２３年７月１４日

平成20年度 96.0 95.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 95.0 93.3 委員会等名
置賜広域病院組合病院改革
プラン評価委員会

平成22年度 95.0 91.6 その他

平成23年度 95.0 95.0 公表（予定）※ ○

　平成２２年度 　達成済み 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

　

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
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