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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 群馬県

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 群馬県

病院名 心臓血管センター

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 全部適用

7,855 7,960 平成２３年度末 平成２３年度末

8,142 8,071 県立病院改革検討委員会

△ 287 △ 110 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 27.4 △ 0.12 地方独立行政法人 ○

地財法 △ 27.4 △ 12.3 指定管理者制度 ○

平成20年度 92.5 92.7 民間譲渡

平成21年度 93.1 93.0 診療所化

平成22年度 96.5 98.6 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 98.9 98.6

平成20年度 41.2 41.8

平成21年度 44.4 42.7 既に実施済 ○

平成22年度 42.9 41.8 今年度実施予定

平成23年度 43.3 40.6 実施(予定)時期 平成23年7月

平成20年度 76.1 72.9 委員会等の設置（予定） 設置済み

平成21年度 71.3 66.1 委員会等名 県立病院改革検討委員会

平成22年度 76.7 71.8 その他

平成23年度 76.5 73.3 公表（予定）※ 公表済み

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年8月

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年度末

無

ＵＲＬ

　

群馬県地域医療連携協議会（委員構成：群馬大学医学部、
群馬県医師会、群馬県病院協会、県、計２０名）

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２１年度に県において策定した「公立病院等の医療連
携を推進するための基本方針」に基づき、専門病院としての
県立病院の役割・機能を果たすための連携を検討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.pref.gunma.jp/02/r0100029.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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 群馬県

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 群馬県

病院名 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 全部適用

7,075 7,554 平成２３年度末 平成２３年度末

7,890 8,165 県立病院改革検討委員会

△ 815 △ 612 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 36.0 △ 0.23 地方独立行政法人 ○

地財法 △ 36.0 △ 22.5 指定管理者制度 ○

平成20年度 84.5 84.8 民間譲渡

平成21年度 87.5 89.0 診療所化

平成22年度 89.7 92.5 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 92.1 89.4

平成20年度 52.1 52.5

平成21年度 53.3 49.2 既に実施済 ○

平成22年度 52.1 47.6 今年度実施予定

平成23年度 51.0 51.4 実施(予定)時期 平成23年7月

平成20年度 78.7 72.5 委員会等の設置（予定） 設置済み

平成21年度 81.3 74.8 委員会等名 県立病院改革検討委員会

平成22年度 82.2 79.6 その他

平成23年度 82.8 78.6 公表（予定）※ 公表済み

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年8月

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年度末

無

ＵＲＬ

　

群馬県地域医療連携協議会（委員構成：群馬大学医学部、
群馬県医師会、群馬県病院協会、県、計２０名）

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２１年度に県において策定した「公立病院等の医療連
携を推進するための基本方針」に基づき、専門病院としての
県立病院の役割・機能を果たすための連携を検討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.pref.gunma.jp/02/r0100029.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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 群馬県

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 群馬県

病院名 精神医療センター

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

2,606 2,580 平成２３年度末 平成２３年度末

2,646 2,711 県立病院改革検討委員会

△ 40 △ 131 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 29.5 △ 0.19 地方独立行政法人 ○

地財法 △ 29.5 △ 19.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 93.1 98.8 民間譲渡

平成21年度 92.2 93.3 診療所化

平成22年度 98.5 95.2 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 99.1

平成20年度 114.4 108.5

平成21年度 105.3 107.6 既に実施済 ○

平成22年度 100.9 104.4 今年度実施予定

平成23年度 98.4 108.0 実施(予定)時期 平成23年7月

平成20年度 69.8 70.4 委員会等の設置（予定） 設置済み

平成21年度 70.6 65.3 委員会等名 県立病院改革検討委員会

平成22年度 69.6 67.7 その他

平成23年度 78.6 72.1 公表（予定）※ 公表済み

平成23年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年8月

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年度末

無

ＵＲＬ

　

群馬県地域医療連携協議会（委員構成：群馬大学医学部、
群馬県医師会、群馬県病院協会、県、計２０名）

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２１年度に県において策定した「公立病院等の医療連
携を推進するための基本方針」に基づき、専門病院としての
県立病院の役割・機能を果たすための連携を検討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.pref.gunma.jp/02/r0100029.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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 群馬県

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 群馬県

病院名 小児医療センター

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 全部適用

4,873 5,263 平成２３年度末 平成２３年度末

4,964 5,050 県立病院改革検討委員会

△ 91 214 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 71.5 △ 0.40 地方独立行政法人 ○

地財法 △ 71.5 △ 40.3 指定管理者制度 ○

平成20年度 96.6 100.5 民間譲渡

平成21年度 97.9 104.9 診療所化

平成22年度 98.2 104.2 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 100.2 99.5

平成20年度 91.4 89.1

平成21年度 90.3 78.1 既に実施済 ○

平成22年度 88.3 79.4 今年度実施予定

平成23年度 87.5 85.8 実施(予定)時期 平成23年7月

平成20年度 70.9 69.9 委員会等の設置（予定） 設置済み

平成21年度 73.3 72.7 委員会等名 県立病院改革検討委員会

平成22年度 75.5 75.0 その他

平成23年度 75.5 78.0 公表（予定）※ 公表済み

平成23年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年8月

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年度末

無

ＵＲＬ

　

群馬県地域医療連携協議会（委員構成：群馬大学医学部、
群馬県医師会、群馬県病院協会、県、計２０名）

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２１年度に県において策定した「公立病院等の医療連
携を推進するための基本方針」に基づき、専門病院としての
県立病院の役割・機能を果たすための連携を検討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.pref.gunma.jp/02/r0100029.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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 群馬県

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 伊勢崎市

病院名 伊勢崎市民病院

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 一部摘要

12,079 13,267 平成23年度 平成23年度

12,700 12,927 市民病院経営検討審議会

△621 340 公営企業法全部適用 ○

健全化法 △0.04 地方独立行政法人 ○

地財法 △31.0 △42.1 指定管理者制度 ○

平成20年度 93.8 94.7 民間譲渡

平成21年度 94.8 98.1 診療所化

平成22年度 95.1 102.6 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 96.2 101.7

平成20年度 56.3 55.9

平成21年度 57.1 53.5 既に実施済 ○

平成22年度 57.6 52.5 今年度実施予定

平成23年度 56.5 53.0 実施(予定)時期 平成23年7月

平成20年度 81.6 80.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.6 81.1 委員会等名 市民病院経営検討審議会

平成22年度 81.6 81.6 その他

平成23年度 81.6 81.6 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25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

　

http://www.hospital.isesaki.gunma.jp/

市民病院経営検討審議会

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。

群馬県の医療計画との整合を図る必要があることから、平
成25年度までに県の指導を仰ぎながら必要な措置を取る。

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://www.hospital.isesaki.gunma.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 群馬県

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 渋川市

病院名 渋川総合病院

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

1,783 1,474 平成24年3月 平成24年3月

1,956 1,668
渋川総合病院改革プラン点
検・評価委員会

△ 173 △ 194 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 80.8 81.2 民間譲渡

平成21年度 93.2 83.1 診療所化

平成22年度 91.2 83.7 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 94.6 91.1

平成20年度 91.8 73.5

平成21年度 80.2 76.6 既に実施済

平成22年度 79.7 70.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 73.6 80.1 実施(予定)時期 平成23年11月1日

平成20年度 29.2 27.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 37.7 25.7 委員会等名
渋川総合病院改革プラン点
検・評価委員会

平成22年度 49.4 29.6 その他

平成23年度 54.5 39.0 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成24年1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

　

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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（%)

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。

職員給与比率（%)

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
（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

※　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.city.shibukawa.gunma.jp/sougoubyo
uin/index.html

渋川市病院再編統合本部を設置し、協議を進めている。

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）

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）

　独立行政法人国立病院機構西群馬病院の移転に伴い、
当院との統合を予定している。

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

http://www.city.shibukawa.gunma.jp/sougoubyouin/index.html
http://www.city.shibukawa.gunma.jp/sougoubyouin/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 群馬県

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 藤岡市

病院名 藤岡市国民健康保険鬼石病院

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

1,109 1,085 平成25年度 平成26年3月31日

1,109 1,111 病院及び市担当部

0 △ 26 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 96.5 99.0 民間譲渡

平成21年度 100.0 96.7 診療所化

平成22年度 100.0 97.6 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 95.5

平成20年度 64.6 63.3

平成21年度 66.4 67.3 既に実施済

平成22年度 64.7 66.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 67.8 66.6 実施(予定)時期 平成24年2月頃

平成20年度 95.4 95.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 96.0 94.7 委員会等名
公立藤岡総合病院改革プラン・藤岡市
国民健康保険鬼石病院改革プラン評価
委員会

平成22年度 96.0 95.6 その他

平成23年度 96.0 96.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成24年3月頃

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

公立藤岡総合病院を基幹病院とし、当院はその後方支援病
院として位置づけられる。公立藤岡総合病院は一部事務組
合、当院は市立病院という立場であり公立藤岡総合病院の
構成市町村における合併等の問題もあることから再編・ネッ
トワーク化については、これら市町村合併等の経過を見な
がら今後藤岡総合病院と検討していく予定である。

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)

※　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://www7.ocn.ne.jp/~onishihp/

当院および公立藤岡総合病院

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

経常損益（百万円）

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）

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）

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

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。

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。

職員給与比率（%)

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
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

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

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://www7.ocn.ne.jp/~onishihp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 群馬県

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 安中市

病院名 公立碓氷病院

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

2,455 2,212 平成23年度末 平成24年度末

2,694 2,401 市・病院で検討

△ 239 △ 189 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 93.9 94.2 民間譲渡

平成21年度 84.8 85.0 診療所化

平成22年度 91.1 92.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 94.1 93.5

平成20年度 63.2 60.2

平成21年度 70.4 69.7 既に実施済

平成22年度 63.2 62.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.0 62.3 実施(予定)時期 平成23年度末

平成20年度 77.4 74.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 63.3 51.7 委員会等名
改革プラン評価委員会（仮
称）

平成22年度 68.3 57.2 その他

平成23年度 73.9 68.5 公表（予定）※ ○

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年度末

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)

※　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.usuihospital.com/　

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

第6次群馬県保健医療計画において、二次保健医療圏の枠
組を全面的に改定し、4疾病6事業（脳卒中、急性心筋梗
塞、がん、糖尿病、周産期医療、小児医療）について見直し
を行い二・五次医療圏の西部圏域にまとめられた。

経常損益（百万円）

二次保健医療圏の高崎・安中保健医療圏（高崎市・安中
市）、藤岡保健医療圏（藤岡市・神流町・上野村）と富岡保健
医療圏（富岡市・甘楽町・下仁田町・南牧村）

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）

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）

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

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。

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。

職員給与比率（%)

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
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

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

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 群馬県

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 桐生地域医療組合

病院名 桐生厚生総合病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

9,854 9,603 未定 平成23年度

9,938 9,545 構成団体・病院で検討

△ 84 58 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 93.8 94.0 民間譲渡

平成21年度 97.3 100.4 診療所化

平成22年度 99.2 100.6 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.1 99.3

平成20年度 54.4 54.6

平成21年度 52.7 51.9 既に実施済

平成22年度 51.9 51.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.7 51.2 実施(予定)時期 平成23年11月21日

平成20年度 70.9 71.2 委員会等の設置（予定）

平成21年度 74.8 69.0 委員会等名
桐生厚生総合病院改革プラ
ン検討委員会

平成22年度 74.8 68.2 その他

平成23年度 75.8 70.8 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

　

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

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）

職員給与比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

経常費用（百万円）

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

病床利用率（%)

公立病院の地域的な機能重複がそれほど大きな問題となっ
ていない状況を踏まえ、再編・統合ではなく、他の医療機関
との連携・ネットワークを検討する。

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）

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.kosei-hospital.kiryu.gunma.jp/

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

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

①再編・ネットワーク
化の検討体制

群馬県地域医療連携協議会

※　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.kosei-hospital.kiryu.gunma.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 群馬県

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 多野藤岡医療事務市町村組合

病院名 公立藤岡総合病院／
公立藤岡総合病院附属外来センター

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

9,051 9,303 未定 未定

9,471 9,333 病院内で検討中

△ 420 △ 30 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 95.1 98.1 民間譲渡

平成21年度 93.5 97.3 診療所化

平成22年度 95.6 99.7 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 97.6 97.7

平成20年度 53.8 52.4

平成21年度 56.3 53.4 既に実施済

平成22年度 54.6 52.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 53.5 53.5 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 86.3 85.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.2 85.2 委員会等名
公立藤岡総合病院改革プラン・藤岡市
国民健康保険鬼石病院改革プラン評価
委員会

平成22年度 87.9 84.8 その他

平成23年度 89.0 87.9 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25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

　

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

病院内及び藤岡市との検討会

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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）

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

経営形態の見直し（予定）時期

病床利用率（%)

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

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

http://www.fujioka-hosp.or.jp

公立病院改革プラン最終年度

・分離している病院と外来センターの再統合について

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）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

経常費用（百万円）

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。

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

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。

http://www.fujioka-hosp.or.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 群馬県

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 邑楽館林医療事務組合

病院名 館林厚生病院

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

6,868 6,613 平成24年3月31日 平成26年3月31日

7,038 6,565 行政･地域医師会との協議

△ 170 48 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 94.5 93.6 民間譲渡

平成21年度 94.0 94.9 診療所化

平成22年度 96.6 100.7 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 100.0 100.0

平成20年度 62.5 61.8

平成21年度 60.3 59.4 既に実施済 改革プラン評価委員会

平成22年度 58.3 61.2 今年度実施予定

平成23年度 55.8 54.3 実施(予定)時期 平成23年10月17日

平成20年度 73.8 72.9 委員会等の設置（予定）

平成21年度 78.0 78.6 委員会等名 改革プラン評価委員会

平成22年度 82.2 79.0 その他

平成23年度 84.5 84.5 公表（予定）※ ホームページ

平成23年度 平成23年度 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 平成23年10月17日

無

ＵＲＬ

　

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

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

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（%)

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。

職員給与比率（%)

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

経常損益（百万円）

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）

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）

   太田･館林保健医療圏における公立病院は「県立がんセ
ンター病院」と｢館林厚生病院｣の2病院のみであり、他に富
士重工の健康保険組合が運営する民間病院ながら公的な
役割を担う｢総合太田病院｣があるが、県立がんセンター病
院は地域の中核総合病院ではなく県立のみならず北関東に
おけるがんの高度･専門医療を担う病院である。当院は館
林邑楽地域唯一の急性期病院として二次医療及び休日･夜
間等の救急医療を担っている。この現況から同一保健医療
圏内での再編統合は困難に思える。
　 館林邑楽地区の特殊性（北が渡良瀬川を挟み栃木県、南
が利根川を挟み埼玉県、東が茨城県と接しており、いずれ
の地区も隣接医療圏より近く、生活圏となっているところもあ
る）に鑑み、他県市とのネットワークの可能性も検討対象とし
ている。

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)

※　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.tatebayashikoseibyoin.jp/

現在のところ具体的な検討体制はないが、23年度までは経
営効率化を最優先に取組んでいる状況であるため、その結
果を検証した後、ネットワーク化の具体的体制を検討した
い。

http://www.tatebayashikoseibyoin.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 群馬県

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 富岡地域医療事務組合

病院名 公立富岡総合病院

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

8,932 8,797 平成24年3月31日 平成24年3月31日

8,889 8,681 院内検討会

43 116 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 98.9 99.6 民間譲渡

平成21年度 100.5 100.8 診療所化

平成22年度 100.3 101.3 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 100.1 100.1

平成20年度 55.7 53.2

平成21年度 55.1 52.8 既に実施済

平成22年度 55.9 54.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.8 55.8 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 78.5 74.6 委員会等の設置（予定）

平成21年度 83.5 75.5 委員会等名
富岡地域医療事務組合改革
プラン評価委員会

平成22年度 83.5 74.5 その他

平成23年度 83.5 78.9 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 平成24年3月

無

ＵＲＬ

　

http://www7.wind.ne.jp/tomihp/

群馬県地域医療連携協議会　公立病院ネットワーク化等検
討部会

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）

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）

公立病院の地域的な重複はそれほど大きな問題となってい
ない状況を踏まえ、再編・統合ではなく、他の医療機関との
連携・ネットワーク化を検討する。

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
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

※　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

経常損益（百万円）

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。

職員給与比率（%)

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
化の検討体制

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

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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 群馬県

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 富岡地域医療事務組合

病院名 公立七日市病院

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

1,636 1,599 平成24年3月31日 平成24年3月31日

1,633 1,641 院内検討会

3 △ 43 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 95.7 99.6 民間譲渡

平成21年度 100.2 100.3 診療所化

平成22年度 100.1 97.4 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 100.3 100.2

平成20年度 73.2 67.7

平成21年度 70.3 69.2 既に実施済

平成22年度 70.5 73.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 70.6 73.3 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 94.0 94.2 委員会等の設置（予定）

平成21年度 96.7 93.6 委員会等名
富岡地域医療事務組合改革
プラン評価委員会

平成22年度 96.9 92.8 その他

平成23年度 97.1 94.3 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月

無

ＵＲＬ

　

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

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

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（%)

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。

職員給与比率（%)

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

経常損益（百万円）

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）

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）

公立病院の地域的な重複はそれほど大きな問題となってい
ない状況を踏まえ、再編・統合ではなく、他の医療機関との
連携・ネットワーク化を検討する。

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)

※　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://www8.wind.ne.jp/nhp/

群馬県地域医療連携協議会　公立病院ネットワーク化等検
討部会



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 群馬県

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 下仁田南牧医療事務組合

病院名 下仁田厚生病院

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

1,681 1,717 平成２２年度末 平成２３年度末

1,702 1,659 経営形態検討委員会

△ 21 58 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 95.9 96.5 民間譲渡

平成21年度 95.6 100.7 診療所化

平成22年度 98.7 103.5 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 100.1 100.6

平成20年度 69.9 70.6

平成21年度 70.5 68.5 既に実施済 ○

平成22年度 68.5 65.3 今年度実施予定

平成23年度 66.7 66.0 実施(予定)時期 平成２３年９月３０日

平成20年度 91.0 89.3 委員会等の設置（予定）

平成21年度 91.4 90.4 委員会等名
下仁田厚生病院改革プラン
評価委員会

平成22年度 93.0 91.1 その他

平成23年度 95.0 91.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成２３年１１月中

平成23年度 平成23年度 その他 議会報告

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)

※　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://www15.wind.ne.jp/~s-hospital/data/index

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

当地域の公立３病院において、公立富岡総合病院は高次
急性期に特化、公立七日市病院は回復期リハビリテーショ
ン及び慢性期、下仁田厚生病院は一般急性期及び慢性期
を担う役割を一層明確にすると共に連携の強化を図ってき
た。３病院のネットワーク体制は概ね確立されており、うまく
機能していると思われる。医療機能の重複が少ない為、再
編の必要性は現時点では考えられない。

経常損益（百万円）

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）

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）

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

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。

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。

職員給与比率（%)

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
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

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

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://www15.wind.ne.jp/~s-hospital/data/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 群馬県

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 吾妻広域町村圏振興整備組合

病院名 中之条病院

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、指定管理者

966 947 平成22年2月12日 平成18年9月1日

963 944

3 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 100.3 100.3 民間譲渡

平成21年度 100.3 100.3 診療所化

平成22年度 100.3 100.3 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 100.3 100.2

平成20年度 0.0 0.0

平成21年度 0.0 0.0 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23年8月30日

平成20年度 96.4 96.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 96.4 95.2 委員会等名

平成22年度 96.4 93.2 その他 理事会

平成23年度 96.4 94.6 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 実施(予定)時期 平成２３年９月

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 なし

ＵＲＬ

　

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

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

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（%)

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。

職員給与比率（%)

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

二次医療圏である吾妻医療圏には精神科は当院のみであ
ることから、再編でなく連携･ネットワーク化に力点を置いた
病院とし、これまでと同様に民間病院と連携し患者紹介を積
極的に推進する病院として地域精神医療の充実に努める方
向である。

経常損益（百万円）

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）

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
（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)

※　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.aga-kouiki.jo/

http://www.aga-kouiki.jo/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 群馬県

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 西吾妻福祉病院組合

病院名 西吾妻福祉病院

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
指定管理者利用料金制

1,553 1,545 平成25年3月31日 平成18年4月1日

1,513 1,538

40 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 101.2 99.9 民間譲渡

平成21年度 101.8 102.3 診療所化

平成22年度 102.6 100.5 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 103.3 101.0

平成20年度 65.2 66.7

平成21年度 64.9 68.1 既に実施済

平成22年度 64.2 69.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 63.6 68.0 実施(予定)時期 平成２４年３月

平成20年度 71.0 77.0 委員会等の設置（予定）

平成21年度 81.3 72.9 委員会等名

平成22年度 82.0 72.3 その他 病院管理運営協議会で点検・評価

平成23年度 83.0 73.0 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 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

　

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

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）

職員給与比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

経常費用（百万円）

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

病床利用率（%)

公立病院の地域的な機能重複が大きな問題となっていない
状況を踏まえ、再編成、統合ではなく、他の医療機関との連
携・ネットワーク化の方向で検討する。

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）

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

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

①再編・ネットワーク
化の検討体制

群馬県地域医療連携協議会

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