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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 栃木県

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 栃木県

病院名 栃木県立岡本台病院

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

2,213 2,098 平成24年度（予定） 平成24年度（予定）

2,217 2,170
病院事業経営改善推進委員
会

△ 4 △ 72 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ○

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 98.8 99.9 民間譲渡

平成21年度 98.9 97.9 診療所化

平成22年度 99.8 96.7 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.6 100.6

平成20年度 92.5 91.6

平成21年度 92.3 90.5 既に実施済 ○

平成22年度 90.8 88.9 今年度実施予定

平成23年度 89.5 89.5 実施(予定)時期 平成23年7月15日

平成20年度 77.1 77.3 委員会等の設置（予定） 平成21年9月9日

平成21年度 77.6 77.8 委員会等名
栃木県立病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 78.0 74.1 その他

平成23年度 78.5 78.5 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

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

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。

①検討・協議の方向性
　精神患者の社会復帰を促進させるためには、患者家族等
の理解や地域での病院・診療所及び社会復帰施設並びに
人的資源を活用したサポート体制を充実強化する必要があ
るため、地域における関係機関等とのネットワークを構築す
る。
　
・H22　・地域連携ネットワーク構築に向けた一部試行事業
　　　　　 の実施
・H23　・地域連携ネットワーク構想の策定及び地域の関係
　　　　　 機関等との連携による入院患者の地域移行に向け
             たモデル事業の試行

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

栃木県立岡本台病院経営改革プラン検討委員会

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/welfare/iryou/kenritsu/kaikakuplan-hyouka.html

公立病院改革プラン最終年度

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/welfare/iryou/kenritsu/documents/h22jissekihyoukasyo.pdf


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 栃木県

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 栃木県

病院名 栃木県立がんセンター

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

9,264 9,081 平成24年度（予定） 平成24年度（予定）

9,612 9,172
病院事業経営改善推進委員
会

△ 348 △ 91 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 91.2 90.6 民間譲渡

平成21年度 94.3 94.6 診療所化

平成22年度 96.4 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 97.3 97.3

平成20年度 58.7 59.4

平成21年度 55.4 55.9 既に実施済 ○

平成22年度 53.7 51.2 今年度実施予定

平成23年度 52.6 52.6 実施(予定)時期 平成23年7月15日

平成20年度 65.3 65.1 委員会等の設置（予定） 平成21年9月9日

平成21年度 71.5 67.5 委員会等名
栃木県立病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 73.1 71.4 その他

平成23年度 74.2 74.2 公表（予定）※ ○

平成32年度 平成32年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

栃木県立がんセンター改革プラン検討委員会
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

　都道府県がん診療連携拠点病院として、県内がん医療水
準の向上に向けてリーダーシップを発揮することが求められ
ていることから、国立がんセンターや県内の地域がん診療
連携拠点病院、一般病院等とのネットワーク化を図り、地域
連携クリティカルパスの導入やがん医療専門スタッフの育
成、県民に対するがん医療情報の発信等に積極的に取り組
む。
・H22　・５大がんに係る県版地域連携クリティカルパスモデ
　　　　　 ルの検討
　　　　 ・がん医療に携わる医療スタッフに対する緩和ケア
　　　　　研修会の実施
・H23　・県版地域連携クリティカルパスの一部運用
　　　　 ・放射線療法に従事する医療スタッフに対する研修
　　　　　 会の実施

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.pref.tochigi.lg.jp/e02/welfare/iryou/kenritsu/kaikakuplan-hyouka.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

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.pref.tochigi.lg.jp/e02/welfare/iryou/kenritsu/documents/h22jissekihyoukasyo.pdf


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 栃木県

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 栃木県

病院名 とちぎリハビリテーションセンター

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 一部適用

1,662 1,522 平成24年度（予定） 平成24年度（予定）

1,892 1,711
病院事業経営改善推進委員
会

△ 230 △ 190 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 85.2 86.8 民間譲渡

平成21年度 87.3 89.2 診療所化

平成22年度 87.8 88.9 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 89.8 89.8

平成20年度 110.3 105.8

平成21年度 114.9 102.7 既に実施済 ○

平成22年度 114.0 92.0 今年度実施予定

平成23年度 112.6 112.6 実施(予定)時期 平成23年7月15日

平成20年度 84.4 85.7 委員会等の設置（予定） 平成21年9月9日

平成21年度 85.1 81.0 委員会等名
栃木県立病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 85.7 85.8 その他

平成23年度 86.4 86.4 公表（予定）※ ○

平成３１年度 平成３１年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

とちぎリハビリテーションセンター病院部門改革プラン検討委員会

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

　一連の脳卒中における治療において、より効果的なリハビ
リテーション医療を提供できるよう、地域連携クリティカルパ
スを活用し、急性期医療機関・回復期医療機関・かかりつけ
医との連携体制の構築に取り組む。
①－１脳卒中に係る地域連携クリティカルパスの活用によ
　 る医療連携の推進
・H22  ・クリティカルパス運用対象医療機関（急性期医療
   　　　　機関）の拡大
・H23　・当センターからかかりつけ医までのクリティカルパ
   　　　　ス運用に向けた研究会の開催
①－２脳卒中以外の疾患における医療連携の推進
・H22　・介護支援専門員等への情報提供のあり方について
　　　　　の検討
  　　　 ・関係機関との連携に係るモデル事業の検討
・H23　・地域連携担当部門の強化
  　　　 ・関係機関との連携に係るモデル事業の実施

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.pref.tochigi.lg.jp/e02/welfare/iryou/kenritsu/kaikakuplan-hyouka.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

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.pref.tochigi.lg.jp/e02/welfare/iryou/kenritsu/documents/h22jissekihyoukasyo.pdf


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 栃木県

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 佐野市

病院名 佐野市民病院

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 指定管理者制度

780 752 平成26年3月31日 平成２８年度

778 749

2 3 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度 ●

平成20年度 100.5 100.8 民間譲渡

平成21年度 100.4 100.5 診療所化

平成22年度 100.3 100.5 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 100.3 100.3

平成20年度 92.6 92.5

平成21年度 - - 既に実施済

平成22年度 - - 今年度実施予定 佐野市民病院連絡調整会議

平成23年度 - - 実施(予定)時期 平成23年10月19日

平成20年度 29.9 33.1 委員会等の設置（予定）

平成21年度 57.7 32.7 委員会等名 佐野市民病院連絡調整会議

平成22年度 51.2 51.0 その他

平成23年度 59.7 59.7 公表（予定）※

- - 実施(予定)時期 平成23年11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

　

佐野市民病院連絡調整会議
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

・計画的な医師及び看護師の確保、地域ニーズを踏まえた
診療科目の検討。
・へき地拠点病院としての機能充実を図るため、データ連携
システムを導入し国保診療所との連携を実施。
・へき地診療所等との連携による開放型病床の開設、病病
連携・病診連携の推進。

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.sano.lg.jp/index.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

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.sano.lg.jp/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 栃木県

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 小山市

病院名 小山市民病院

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

5,475 5,543 平成25年3月31日 平成25年4月1日

5,516 5,533 新小山市民病院建設懇話会他

△ 41 10 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ○

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 101.8 103.2 民間譲渡

平成21年度 96.8 99.4 診療所化

平成22年度 99.3 100.2 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 101.6 89.6

平成20年度 53.7 52.6

平成21年度 50.6 51.5 既に実施済

平成22年度 49.3 52.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 48.2 56.0 実施(予定)時期 平成23年度中

平成20年度 74.5 74.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 75.2 委員会等名 小山市民病院運営委員会

平成22年度 82.5 72.9 その他

平成23年度 85.0 64.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成25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
小山市民病院運営委員会等で説
明予定

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

新小山市民病院建設懇話会・庁内の新小山市民病院建設
委員会・院内の新小山市民病院建設院内検討委員会・及び
小山市民病院運営委員会において検討予定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

新小山市民病院建設の基本計画策定の中で、病病連携・病
診連携・地域医療ネットワーク医療機能等のあり方につい
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。

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 栃木県

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 南那須地区広域行政事務組合

病院名 那須南病院

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

2,403 2,276 平成25年2月28日 平成25年2月28日

2,400 2,347 那須南病院運営委員会

3 △ 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 97.7 94.3 民間譲渡

平成21年度 99.4 99.7 診療所化

平成22年度 100.1 97.0 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 101.0 100.1

平成20年度 56.5 59.4

平成21年度 55.6 55.4 既に実施済 ○

平成22年度 54.6 58.1 今年度実施予定

平成23年度 53.8 54.6 実施(予定)時期 平成23年7月25日

平成20年度 85.3 84.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.7 87.4 委員会等名 那須南病院運営委員会

平成22年度 90.0 78.1 その他

平成23年度 91.3 90.0 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年11月15日

平成24年度 平成24年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

南那須地区医療対策協議会
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

　南那須地域の医療情報の共有又は医療提供の連携体制
の構築

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.minaminasukouiki.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.minaminasukouiki.jp/
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