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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福島県

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 福島県

病院名 矢吹病院

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）

全部適用

1,593 1,707 平成21年9月

1,593 1,708

0 △ 1 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 99.9 99.9 民間譲渡

平成21年度 100.1 99.6 診療所化

平成22年度 100.0 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 100.0 100.0

平成20年度 132.3 132.3

平成21年度 142.0 129.9 既に実施済 ○

平成22年度 137.1 131.4 今年度実施予定

平成23年度 139.0 140.8 実施(予定)時期 平成23年8月3日

平成20年度 74.5 74.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.4 70.6 委員会等名
県立病院事業経営評価委員
会

平成22年度 68.4 69.2 その他

平成23年度 68.1 68.1 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成25年度 平成25年度 その他

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

　法により設置された施設であり、民間病院では受入が難し
い処遇困難患者等の受入れ等を担っていることから、経営
の効率化、医療機能の充実を図りながら県立病院として運
営していく。

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。

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福島県

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 福島県

病院名 喜多方病院

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

771 837 平成21年9月 平成25年2月

1,037 1,143

△ 266 △ 306 公営企業法全部適用 ●

健全化法 地方独立行政法人
◎

（県立会津総合病院と統合して県立医
科大学の附属病院へ）

地財法 指定管理者制度

平成20年度 73.9 73.9 民間譲渡

平成21年度 74.2 86.6 診療所化

平成22年度 74.3 73.2 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 76.2 74.6

平成20年度 92.7 92.7

平成21年度 85.5 85.9 既に実施済 ○

平成22年度 86.7 89.6 今年度実施予定

平成23年度 85.4 86.3 実施(予定)時期 平成23年8月3日

平成20年度 30.2 30.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 85.1 委員会等名
県立病院事業経営評価委員
会

平成22年度 90.0 74.0 その他

平成23年度 96.0 96.0 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成25年度 平成25年度 その他

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)

　平成22年11月に、建築主体工事を始めとする各種工事に
係る契約を締結し、工事は進捗しており、また、ワーキング
グループを設置して、運営システム・医療情報システム・医
療機器などについても具体的な検討を行っており、平成25
年の開所に向けて準備を進めているところ。

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://wwwcms.pref.fukushima.jp/

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

　県立会津総合病院と県立喜多方病院を統合し、公立大学
法人福島県立医科大学の附属病院とした上で、地域医療の
確保や人材育成等の拠点と位置付け、地域医療の担い手
を確保し、へき地への支援を行う。

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。

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福島県

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 福島県

病院名 会津総合病院

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

3,484 3,264 平成21年9月 平成25年2月

4,533 4,718

△ 1,049 △ 1,454 公営企業法全部適用 ●

健全化法 地方独立行政法人
◎

（県立喜多方病院と統合して県立医科
大学の附属病院へ）

地財法 指定管理者制度

平成20年度 82.1 82.1 民間譲渡

平成21年度 72.3 79.9 診療所化

平成22年度 76.9 69.2 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 79.1 81.7

平成20年度 82.4 82.4

平成21年度 97.0 116.7 既に実施済 ○

平成22年度 88.8 103.5 今年度実施予定

平成23年度 85.9 80.4 実施(予定)時期 平成23年8月3日

平成20年度 72.0 72.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 51.3 50.1 委員会等名
県立病院事業経営評価委員
会

平成22年度 56.5 54.7 その他

平成23年度 59.5 59.5 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成25年度 平成25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

　県立会津総合病院と県立喜多方病院を統合し、公立大学
法人福島県立医科大学の附属病院とした上で、地域医療の
確保や人材育成等の拠点と位置付け、地域医療の担い手
を確保し、へき地への支援を行う。

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

　平成22年11月に、建築主体工事を始めとする各種工事に
係る契約を締結し、工事は進捗しており、また、ワーキング
グループを設置して、運営システム・医療情報システム・医
療機器などについても具体的な検討を行っており、平成25
年の開所に向けて準備を進めているところ。

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://wwwcms.pref.fukushima.jp/

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)

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福島県

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 福島県

病院名 宮下病院

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）

全部適用

603 677 平成21年9月

603 678

0 △ 1 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 100.0 100.0 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.2 診療所化

平成22年度 100.0 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 100.0 100.0

平成20年度 106.3 106.3

平成21年度 96.4 109.9 既に実施済 ○

平成22年度 91.0 114.4 今年度実施予定

平成23年度 87.5 106.1 実施(予定)時期 平成23年8月3日

平成20年度 32.7 32.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 62.5 55.9 委員会等名
県立病院事業経営評価委員
会

平成22年度 67.2 55.5 その他

平成23年度 71.9 71.9 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/

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。

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

　経営改善、診療機能の充実を図りながら県立病院として運
営していく。

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。

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福島県

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 福島県

病院名 南会津病院

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）

全部適用

2,111 2,191 平成21年9月

2,111 2,192

0 △ 1 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 100.2 100.2 民間譲渡

平成21年度 100.1 100.0 診療所化

平成22年度 100.0 100.0 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 100.0 100.0

平成20年度 85.0 85.0

平成21年度 85.9 87.2 既に実施済 ○

平成22年度 76.5 76.3 今年度実施予定

平成23年度 74.3 78.6 実施(予定)時期 平成23年8月3日

平成20年度 37.4 37.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 57.9 50.1 委員会等名
県立病院事業経営評価委員
会

平成22年度 65.4 58.3 その他

平成23年度 68.4 68.4 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成25年度 平成25年度 その他

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

　今後も県立病院として救急医療やへき地医療を安定的に
提供するため会津医療圏の病院等と連携を強化し、医療機
能の充実・強化を図る。

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

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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）

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福島県

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 福島県

病院名 大野病院

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

1,568 1,431 平成21年9月 平成22年4月1日

1,976 2,155

△ 408 △ 724 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 64.2 64.2 民間譲渡 ◎

平成21年度 69.5 75.5 診療所化

平成22年度 79.4 66.4 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

平成20年度 94.7 94.7

平成21年度 87.4 106.8 既に実施済 ○

平成22年度 72.6 94.3 今年度実施予定

平成23年度 実施(予定)時期 平成23年8月3日

平成20年度 39.5 39.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 40.3 27.2 委員会等名
県立病院事業経営評価委員
会

平成22年度 46.0 35.9 その他

平成23年度 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成25年度 平成25年度 その他

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://wwwcms.pref.fukushima.jp/

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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。

　福島県厚生農業協同組合連合会、地元自治体や関係機
関等との協議を重ね、平成２２年３月に統合に係る基本計
画を策定し、また、平成２２年７月には福島県厚生農業協同
組合連合会との間で統合に関する基本協定を締結し、平成
２３年４月の統合が円滑に行われるよう、基本協定に基づき
準備を進めていたが、平成２３年３月１１日の東日本大震災
とそれに続く原子力発電所事故の影響により、現在、延期と
なっている。

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

双葉地域における医療の充実強化を図るため、隣町の双葉
厚生病院と統合する。

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（%)

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福島県

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 いわき市

病院名 総合磐城共立病院

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

18,243 17,576 平成21年3月27日 平成23年度中に方針決定

19,181 17,918 院内

△ 938 △ 342 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 90.2 民間譲渡

平成21年度 93.6 91.6 診療所化

平成22年度 95.1 98.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 96.2 95.5

平成20年度 65.6 66.6

平成21年度 63.9 63.9 既に実施済

平成22年度 67.0 59.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.9 60.9 実施(予定)時期 平成23年11月25日

平成20年度 84.5 69.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 91.2 69.5 委員会等名
いわき市病院事業経営評価
委員会

平成22年度 91.2 75.7 その他

平成23年度 91.2 78.1 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

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。

http://www.city.iwaki.fukushima.jp/byoin/keieikikaku/006096.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

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22年４月１日を期日とし、総合磐城共立病院と常磐病
院の診療機能の統合を図り、統合後の常磐病院について
は、救急医療の機能存続を前提に後継医療機関に引き継
いだ。

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.iwaki.fukushima.jp/byoin/keieikikaku/006096.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福島県

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 南相馬市

病院名 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

3,540 3,623 平成25年3月31日 平成25年3月31日

3,513 3,627
南相馬市立病院改革プラン
策定委員会

27 △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 99.8 民間譲渡 ○

平成21年度 100.3 97.1 診療所化

平成22年度 100.8 99.9 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.1 48.0

平成20年度 50.3 50.3

平成21年度 51.0 50.7 既に実施済

平成22年度 50.7 49.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.1 160.0 実施(予定)時期 平成23年12月中旬

平成20年度 82.2 79.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.6 75.9 委員会等名
南相馬市立病院改革プラン
策定委員会

平成22年度 83.9 76.3 その他

平成23年度 83.9 22.0 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２５年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月下旬

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（予定）

無

ＵＲＬ

　

南相馬市立病院改革プラン策定委員会
南相馬市地域医療在り方検討委員会

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

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故に
より、小高病院については警戒区域にあることから、平成２
３年度の病院経営は困難な状況にある。総合病院について
は緊急時避難準備区域（９月３０日解除）にあったことから、
避難に伴い医師及び医療スタッフの減により従来の医療機
能回復までに時間を要する。また、南相馬市内の医療機関
についても、避難等に伴い医師及び医療スタッフの減により
従来の医療提供が困難となっていることから、南相馬市地
域医療在り方検討委員会において市内の病院の機能分担
について検討を進めている。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.city.minamisoma.lg.jp/kenkou/iryouk 　　

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.minamisoma.lg.jp/kenkou/iryoukaikaku/kenkoiryoukaikaku_2.jsp　　


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福島県

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 南相馬市

病院名 小高病院

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

649 688 平成25年3月31日 平成25年3月31日

750 711
南相馬市立病院改革プラン
策定委員会

△１０１ △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 81.7 86.8 民間譲渡 ○

平成21年度 85.9 99.5 診療所化

平成22年度 86.5 96.8 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 82.5 3.2

平成20年度 89.8 88.6

平成21年度 86.0 75.8 既に実施済

平成22年度 88.1 84.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 81.1 34,555.0 実施(予定)時期 平成23年12月中旬

平成20年度 69.6 63.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.7 68.9 委員会等名
南相馬市立病院改革プラン
策定委員会

平成22年度 70.7 65.5 その他

平成23年度 70.7 0.0 公表（予定）※ ○

平成２６年度 平成２６年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月下旬

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（予定）

無

ＵＲＬ

　

南相馬市立病院改革プラン策定委員会
南相馬市地域医療在り方検討委員会

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

東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故に
より、小高病院については警戒区域にあることから、平成２
３年度の病院経営は困難な状況にある。総合病院について
は緊急時避難準備区域（９月３０日解除）にあったことから、
避難に伴い医師及び医療スタッフの減により従来の医療機
能回復までに時間を要する。また、南相馬市内の医療機関
についても、避難等に伴い医師及び医療スタッフの減により
従来の医療提供が困難となっていることから、南相馬市地
域医療在り方検討委員会において市内の病院の機能分担
について検討を進めている。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.city.minamisoma.lg.jp/kenkou/iryouk 　

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.minamisoma.lg.jp/kenkou/iryoukaikaku/kenkoiryoukaikaku_2.jsp　


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福島県

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 伊達市

病院名 伊達市立梁川病院

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）

枠組合意（実施中） 一部適用

427 416 平成２２年９月３日 平成23年10月1日

427 403

0 13 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 101.8 103.2 民間譲渡 ◎

平成21年度 100.1 106.1 診療所化

平成22年度 100.0 103.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.6 101.6

平成20年度 62.9 61.9

平成21年度 64.8 62.8 既に実施済

平成22年度 65.4 65.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 63.3 63.3 実施(予定)時期 平成23年11月30日

平成20年度 93.2 93.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 95.0 92.6 委員会等名

平成22年度 95.0 88.4 その他 行政評価推進本部会議

平成23年度 95.0 95.0 公表（予定）※ ○

平成２３年度 達成済 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

　

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.date.fukushima.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１０月１日
　後継医療機関の選定機関として、伊達市立梁川病院等移
譲先選定委員会を立ち上げ。

平成２３年１月１７日
　後継医療機関を決定。

平成２３年８月２９日
　譲渡時期を平成２３年１０月１日とすることで協定締結し
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

　伊達市立梁川病院は市立病院としての機能を平成２３年
度末までに廃止する。
　廃止する病院は伊達市内に医療施設を有する民間等へ
移譲することとし、地域医療の確保に配慮する。

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（%)

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 福島県

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 猪苗代町

病院名 猪苗代病院

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 指定管理者制度

48 53 平成24年3月31日 平成19年4月1日

54 52

△ 6 1 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 61.3 64.8 民間譲渡

平成21年度 51.5 69.8 診療所化

平成22年度 87.6 102.0 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 101.6 92.1

平成20年度 5.1 8.2

平成21年度 3.3 1.1 既に実施済

平成22年度 0.0 0.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 0.0 0.0 実施(予定)時期 平成24年1月

平成20年度 27.4 28.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 33.8 47.0 委員会等名 猪苗代病院事業運営委員会

平成22年度 41.5 64.6 その他

平成23年度 49.2 69.2 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23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

猪苗代病院事業運営委員会
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

県立病院改革の方針に基づき、平成19年4月に指定管理者
制度を導入し、町立病院として開院した。当面は現在の形
態を維持する予定。

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。

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 福島県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 三春町

病院名 町立三春病院

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

6 2 平成２１年３月 平成19年4月1日

95 91

△ 89 △ 89 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 92.4 民間譲渡

平成21年度 101.4 102.2 診療所化

平成22年度 102.1 105.4 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.4 102.4

平成20年度 75.3 73.2

平成21年度 60.6 69.3 既に実施済 ○

平成22年度 60.2 67.8 今年度実施予定

平成23年度 59.9 59.9 実施(予定)時期 平成23年9月1日

平成20年度 58.1 61.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 67.4 72.2 委員会等名 三春病院事業運営協議会

平成22年度 70.9 82.3 その他

平成23年度 74.4 74.4 公表（予定）※ ○

平成２１年度 達成済 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期 平成○年○月○日

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.town.miharu.fukushima.jp/04chosei/

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

　県立病院改革の方針に基づき。平成１９年４月に指定管
理者制度を導入し、町立病院として開院した。
　当面は現在の形態を維持する。

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（%)

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 福島県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 公立藤田病院組合

病院名 公立藤田総合病院

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

5,122 5,624 平成26年3月31日 平成24年4月1日

5,544 5,669 経営改善検討委員会

△ 422 △ 45 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 88.1 90.6 民間譲渡

平成21年度 91.2 96.1 診療所化

平成22年度 92.4 99.2 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 93.8 99.3

平成20年度 56.5 56.7

平成21年度 55.6 52.9 既に実施済

平成22年度 55.1 51.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.0 53.1 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成20年度 73.6 75.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 73.7 79.7 委員会等名 経営改善検討委員会

平成22年度 73.9 88.3 その他

平成23年度 74.0 89.3 公表（予定）※ ○

平成30年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月31日

無

ＵＲＬ

　

経営改善検討委員会
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

構成市町との調整が必要である。

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。

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


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福島県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 公立岩瀬病院企業団

病院名 公立岩瀬病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

3,699 4,056 平成24年3月31日 平成21年4月1日

3,741 3,985

△ 42 71 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 87.4 87.7 民間譲渡

平成21年度 94.6 97.1 診療所化

平成22年度 98.9 101.8 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 98.6 100.0

平成20年度 71.0 70.4

平成21年度 64.6 61.5 既に実施済

平成22年度 61.9 59.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.3 55.1 実施(予定)時期 平成23年10月24日

平成20年度 80.0 72.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.0 80.9 委員会等名
公立岩瀬病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 82.7 85.1 その他

平成23年度 80.0 87.1 公表（予定）※ ○

平成２５年度 達成済み 実施(予定)時期 平成23年11月25日

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

須賀川市地域医療協議会
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

須賀川市地域医療協議会において、地域完結型医療を実
現するための再編・ネットワークについて、検討が行われて
いることから、その検討結果を受け、具体的な再編・ネット
ワーク方法について公表する。

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.iwase-hp.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.iwase-hp.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福島県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 公立小野町地方綜合病院企業団

病院名 公立小野町地方綜合病院

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）

検討中 全部適用

1,378 1,296 平成23年度末 平成22年4月1日

1,332 1,325

46 △ 29 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 102.0 104.6 民間譲渡

平成21年度 104.0 101.9 診療所化

平成22年度 103.5 97.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 105.5 100.0

平成20年度 56.2 55.4

平成21年度 53.2 56.5 既に実施済 ○

平成22年度 53.2 59.6 今年度実施予定

平成23年度 52.1 57.3 実施(予定)時期 平成23年8月30日

平成20年度 48.8 49.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.4 69.1 委員会等名
公立小野町地方綜合病院
改革プラン評価委員会

平成22年度 86.0 73.3 その他

平成23年度 86.0 87.4 公表（予定）※ ○

100％以上維持 100％以上維持 実施(予定)時期 平成23年12月中

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

公立小野町地方綜合病院経営改革会議
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

　現在においても、一次・二次医療圏内の医療機関、福島
県立医大などの県内の医療機関とは患者紹介、常勤・非
常勤医師の派遣、各種研修等を通じ連携、協力を図ってい
るが、現在の経営状況、医師確保対策・医療機能確保の
状況からすれば、今後も地域全体で必要な医療サービス
が提供されるよう、再編・ネットワーク化の協議の場として
設置した「福島県地域医療対策協議会」での検討を要請し
ていくとともに、当院としても再編・ネットワーク化について
の検討を積極的に行い、平成23年度末を目途に結論を取
りまとめていくこととする。

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.ono-hp.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.ono-hp.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福島県

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 相馬方部衛生組合

病院名 公立相馬総合病院

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 一部適用

3,701 3,671 平成21年3月13日 平成21年3月13日

3,593 3,707

108 △ 36 公営企業法全部適用

健全化法 8.4 14.7 地方独立行政法人

地財法 8.2 14.3 指定管理者制度

平成20年度 98.9 99.7 民間譲渡

平成21年度 100.8 97.9 診療所化

平成22年度 103.0 99.0 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 100.2 100.2

平成20年度 59.3 60.0

平成21年度 60.0 62.2 既に実施済 ○

平成22年度 57.8 61.3 今年度実施予定

平成23年度 61.0 61.0 実施(予定)時期 平成23年10月5日

平成20年度 69.9 68.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.6 68.4 委員会等名
公立相馬総合病院改革プラ
ン評価委員会

平成22年度 72.2 68.4 その他

平成23年度 72.6 72.6 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年12月15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。

http://www.bb.soma.or.jp/~psghjim1/SOMAHP1.

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

平成20年3月に策定された「第五次福島県医療計画」におい
て、南相馬市立総合病院は「地域リハビリテーション広域支
援センター」・「脳卒中回復期病院」等に、公立相馬総合病
院は、「周産期医療協力施設」・「急性心筋梗塞急性期・回
復期病院」等に指定されております。 また改革プラン策定時
の相馬地方においては、救急医療等において循環器系の
疾患や小児科（ＮＩＣＵがあるのは相双地区で当院のみ）で
は公立相馬総合病院、脳卒中等の疾患等については南相
馬市立総合病院が主に担当する等、実質的なネットワーク
化がすすんでいることから、新たな再編・ネットワーク化は求
めないこととしました。そして３月１１日の東日本大震災さら
に原発事故の発生により、南相馬市以南の医療機関は壊
滅的な状況にあり、再編ネットワーク化について検討するよ
うな状況にありません。

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.bb.soma.or.jp/~psghjim1/SOMAHP1.htm
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