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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 茨城県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名

病院名 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

11,842 12,175 平成２１年３月 平成25年3月

11,876 11,893 経営形態検討委員会

△ 34 282 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 － 96.6 民間譲渡 ○

平成21年度 95.0 95.0 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 97.4

平成20年度 － 60.9

平成21年度 61.0 62.7 既に実施済 ○

平成22年度 56.8 51.4 今年度実施予定

平成23年度 54.6 54.6 実施(予定)時期 平成23年8月9日

平成20年度 － 84.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.7 71.7 委員会等名 経営改善検証委員会

平成22年度 73.1 70.0 その他

平成23年度 76.0 74.9 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成２４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 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

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

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。

・県立3病院については，施策医療を担う病院としての役割
を最大限に発揮させるために，県立3病院の将来の一体化
した診療のあり方についての展望を視野に入れつつ，病院
経営の健全化が必要である。

・水戸地域で課題となっている二次救急医療体制について，
救急患者の最終的な受け皿となるコア的機能を持つ病院と
しての役割を担うことを検討しつつ，救急に実績のある病院
を中心として連携を深め，より機能する救急医療体制づくり
に貢献することが必要である。

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

笠間市

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（%)

笠間市立病医院及び笠間市医師会と連携し，笠間市立病
院において夜間・休日診療を実施。

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）

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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（%)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 茨城県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名

病院名 こころの医療センター

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）

枠組合意 全部適用

3,319 3,347 平成２１年３月 平成25年3月

3,293 3,348 経営形態検討委員会

26 △ 1 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ○

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 － 100.2 民間譲渡 ○

平成21年度 94.6 94.6 診療所化

平成22年度 100.8 100.0 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 87.9 83.6

平成20年度 － 104.3

平成21年度 102.6 102.6 既に実施済 ○

平成22年度 101.6 105.3 今年度実施予定

平成23年度 84.6 87.9 実施(予定)時期 平成23年8月9日

平成20年度 － 86.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.0 84.0 委員会等名 経営改善検証委員会

平成22年度 87.4 85.0 その他

平成23年度 85.0 87.2 公表（予定）※ ○

平成２８年度 平成２８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 平成○年○月○日

無 ○

ＵＲＬ

　

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

県保健福祉部や警察，消防，地域病院等と連携し，24時間
365日体制で救急患者の受入れを行っている。

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

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

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

・県立3病院については，施策医療を担う病院としての役割
を最大限に発揮させるために，県立3病院の将来の一体化
した診療のあり方についての展望を視野に入れつつ，病院
経営の健全化が必要である。

・水戸地域で課題となっている二次救急医療体制について，
救急患者の最終的な受け皿となるコア的機能を持つ病院と
しての役割を担うことを検討しつつ，救急に実績のある病院
を中心として連携を深め，より機能する救急医療体制づくり
に貢献することが必要である。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 茨城県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名

病院名 こども病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意 全部適用

4,011 4,222 平成２１年３月 平成18年4月1日（25年3月）

4,047 4,190 経営形態検討委員会

△ 36 32 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 － 106.9 民間譲渡 ○

平成21年度 104.7 104.7 診療所化

平成22年度 99.1 100.8 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 99.6

平成20年度 － 69.2

平成21年度 68.8 68.8 既に実施済 ○

平成22年度 71.3 65.1 今年度実施予定

平成23年度 69.3 67.7 実施(予定)時期 平成23年8月9日

平成20年度 － 83.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.2 84.2 委員会等名 経営改善検証委員会

平成22年度 88.5 91.8 その他

平成23年度 90.0 92.2 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成２４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 平成○年○月○日

無 ○

ＵＲＬ

　

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

・県立3病院については，施策医療を担う病院としての役割
を最大限に発揮させるために，県立3病院の将来の一体化
した診療のあり方についての展望を視野に入れつつ，病院
経営の健全化が必要である。

・水戸地域で課題となっている二次救急医療体制について，
救急患者の最終的な受け皿となるコア的機能を持つ病院と
しての役割を担うことを検討しつつ，救急に実績のある病院
を中心として連携を深め，より機能する救急医療体制づくり
に貢献することが必要である。

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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（%)

開業医の協力を得て，深夜帯（11:00～3:00)の初期救急を実
施

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（%)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 茨城県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 北茨城市

病院名 北茨城市立総合病院

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 一部適用

2,237 2,151 未定 平成２５年度中

2,712 2,662 検討中

△ 475 △ 511 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 24.9 26.4 指定管理者制度 ○

平成20年度 90.0 90.0 民間譲渡

平成21年度 86.3 86.3 診療所化

平成22年度 82.5 80.8 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 97.8 70.0

平成20年度 56.1 46.1

平成21年度 58.9 58.9 既に実施済

平成22年度 69.0 71.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 57.6 91.4 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 48.1 48.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 39.5 39.5 委員会等名 改革プラン評価委員会

平成22年度 41.7 39.9 その他

平成23年度 53.3 24.9 公表（予定）※ ○

平成２８年度 平成２８年度 実施(予定)時期 平成２４年３月

平成２８年度 平成２８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

日立保健医療圏における医療提供体制あり方検討会議
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

医療圏内の他の中核的病院との間で、それぞれの病院の
診療科及び医師の状況を鑑みて、機能分担を明確にし、
ネットワーク化する方向である。

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.city-kitaibaraki.jp/

http://www.city-kitaibaraki.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 茨城県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 笠間市

病院名 笠間市立病院

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 一部適用

505 503 平成22年3月31日 予定なし

482 501

23 2 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 97.5 98.5 民間譲渡

平成21年度 95.8 96.7 診療所化

平成22年度 104.9 100.4 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 107.8 100.8

平成20年度 63.8 59.1

平成21年度 58.5 58.2 既に実施済 ○

平成22年度 52.4 60.8 今年度実施予定

平成23年度 50.8 56.6 実施(予定)時期 平成23年2月24日

平成20年度 49.7 44.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 60.0 48.7 委員会等名 笠間市国民健康保険運営協議会

平成22年度 72.0 52.0 その他

平成23年度 80.0 55.3 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年5月25日

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月

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3月に県の「公立病院の再編・ネットワーク化構想」に位置付け
られた笠間市立病院と県立中央病院との連携という課題と，県立中央病
院の救急体制が初期患者の増加により危機的状況にあるという問題につ
いて協議するため，県病院局病院事業管理者，県立中央病院長，水戸保
健所長，笠間市医師会長，笠間市立病院長，笠間市副市長の構成により
「笠間市地域医療整備対策協議会」を設置し，協議を行なった。

延6回にわたる協議の成果として，県立中央病院の急性期患者が回復
期・亜急性期となり退院した後の入院受入を笠間市立病院が積極的に行
なっていくことによる連携強化と，笠間市立病院において市医師会の医
師，県立中央病院の勤務医師，県薬剤師会笠間支部の薬剤師等が連
携・協力することにより平日夜間・日曜初期救急診療を実施することと
なった。

結論として，医療機関として現状の配置のまま地域医療連携体制を強化
するという方向性とした。

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

茨城県

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

平成22年度初頭から平日夜間日曜初期救急診療を開始した。
平成22年度に県立中央病院及び地域がんセンターの地域におけ
る病病連携・病診連携を目的とした「医療連携協力医制度」発足
に伴い，笠間市立病院も登録を行い連携を強化した。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.city.kasama.lg.jp/cms/data/doc/131

http://www.city.kasama.lg.jp/cms/data/doc/1315208579_doc_13_7.pdf


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 茨城県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 つくば市

病院名 つくば市立病院

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）

550 476

538 499

12 △ 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 104.0 100.9 民間譲渡

平成21年度 100.0 96.9 診療所化

平成22年度 102.2 102.2 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 102.2 -

平成20年度 76.4 80.3

平成21年度 74.8 86.6 既に実施済

平成22年度 71.2 71.2 今年度実施予定

平成23年度 71.2 - 実施(予定)時期

平成20年度 54.9 55.3 委員会等の設置（予定）

平成21年度 56.2 47.3 委員会等名

平成22年度 60.0 60.6 その他

平成23年度 60.0 - 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 茨城県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 筑西市

病院名 筑西市民病院

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

- 1,934 未定 未定

- 1,911 検討中

- 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 100.0 101.2 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.9 診療所化

平成22年度 - 101.2 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 - 96.7

平成20年度 88.4 72.5

平成21年度 86.2 66.4 既に実施済 平成23年6月27日

平成22年度 - 64.4 今年度実施予定

平成23年度 - 155.4 実施(予定)時期

平成20年度 24.9 23.2 委員会等の設置（予定）

平成21年度 24.9 24.8 委員会等名 筑西市民病院運営審議会

平成22年度 - 29.0 その他

平成23年度 - 17.9 公表（予定）※

- - 実施(予定)時期 平成24年1月4日

- - その他

有 ○

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

筑西・桜川地域における医療提供体制のあり方検討委員会
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

「地域医療再生臨時特例交付金」を活用し、県西総合病院と
機能を統合して新中核病院を建設、筑西市民病院について
は、無床診療所として運営する。

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.chikusei-cityhp.jp/

http://www.chikusei-cityhp.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 茨城県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 小美玉市

病院名 小美玉市医療センター

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）

検討中 指定管理者

293 280 未定 平成20年4月1日

292 266

1 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 94.2 102.0 民間譲渡

平成21年度 100.1 103.2 診療所化

平成22年度 103.1 105.3 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 103.0 103.4

平成20年度 106.7 5,365.2

平成21年度 81.7 1,019.5 既に実施済 ○

平成22年度 65.7 663.8 今年度実施予定

平成23年度 62.8 585.8 実施(予定)時期 平成23年10月25日

平成20年度 30.0 43.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 50.0 48.6 委員会等名 病院事業運営評価委員会

平成22年度 70.0 45.2 その他

平成23年度 70.0 50.0 公表（予定）※ 未定

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成○年○月○日

平成24年度 平成24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

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 東海村

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 東海村

病院名 村立東海病院

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

1,432 1,459 未定 平成18年度

1,401 1,432

31 27 公営企業法全部適用

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 － － 指定管理者制度 ●

平成20年度 103.1 103.1 民間譲渡

平成21年度 101.3 101.3 診療所化

平成22年度 102.2 101.9 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 102.3 102.3

平成20年度 0.4 0.4

平成21年度 0.4 0.4 既に実施済

平成22年度 0.5 0.5 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11月

平成20年度 667.6 67.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 69.1 69.1 委員会等名
村立東海病院管理運営協議
会

平成22年度 75.0 76.7 その他

平成23年度 79.8 80.0 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成23年度中

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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

再編・ネットワーク化に関する協議会（仮称）
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

未定

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.vill.tokai.ibaraki.jp/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 茨城県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 県西総合病院組合

病院名 県西総合病院

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

3,411 3,132 未定 未定

3,448 3,242 検討中

△ 37 △ 110 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 89.8 91.7 民間譲渡

平成21年度 95.6 96.0 診療所化

平成22年度 98.9 96.6 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 100.6 100.2

平成20年度 82.9 81.7

平成21年度 76.1 77.0 既に実施済

平成22年度 74.5 79.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 69.6 73.6 実施(予定)時期 平成23年12月15日

平成20年度 42.9 42.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 42.2 45.5 委員会等名
県西総合病院経営改善検討
委員会

平成22年度 45.2 45.2 その他

平成23年度 53.5 46.8 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31日

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

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

筑西・桜川地域における医療提供体制のあり方検討委員会
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

「地域医療再生臨時特例交付金」を活用し、筑西市民病院
と機能を統合して新中核病院を建設、現病院については、
規模を縮小したサテライト病院として運営する。

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.kensei-hospital.or.jp/
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