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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 埼玉県

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 病院局経営管理課

病院名 循環器・呼吸器病センター

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）

再編・ネットワーク化の実施予定なし。 全部適用

11,329 10,410 未定

10,986 10,228 当面、経営管理課内で検討

343 182 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 94.3 94.2 民間譲渡

平成21年度 97.8 99.0 診療所化

平成22年度 103.1 101.8 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 101.7 98.0

平成20年度 48.5 49.0

平成21年度 49.0 49.6 既に実施済 ○

平成22年度 47.1 52.7 今年度実施予定

平成23年度 46.6 42.1 実施(予定)時期 平成23年10月27日

平成20年度 77.1 77.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.8 78.4 委員会等名 埼玉県立病院運営協議会

平成22年度 78.6 81.4 その他

平成23年度 79.4 81.4 公表（予定）※ ○

平成22年 平成22年 実施(予定)時期 平成23年10月31日

平成23年 平成23年 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou

公立病院改革プラン最終年度

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。

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

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 埼玉県

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 病院局経営管理課

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）

再編・ネットワーク化の実施予定なし。 全部適用

12,749 13,660 未定

12,535 13,120 当面、経営管理課内で検討

214 540 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 98.0 99.0 民間譲渡

平成21年度 101.0 102.3 診療所化

平成22年度 101.7 104.1 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 101.9 100.0

平成20年度 53.8 53.5

平成21年度 54.3 51.5 既に実施済 ○

平成22年度 54.3 50.7 今年度実施予定

平成23年度 54.2 45.4 実施(予定)時期 平成23年10月27日

平成20年度 86.9 86.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.5 87.7 委員会等名 埼玉県立病院運営協議会

平成22年度 89.5 89.3 その他

平成23年度 89.5 91.3 公表（予定）※ ○

平成21年 平成21年 実施(予定)時期 平成23年10月31日

平成23年 平成23年 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.pref.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou

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.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 埼玉県

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 病院局経営管理課

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）

再編・ネットワーク化の実施予定なし。 全部適用

10,682 10,922 未定

10,770 10,717 当面、経営管理課内で検討

△ 88 205 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 100.0 100.0 民間譲渡

平成21年度 99.4 100.1 診療所化

平成22年度 99.2 101.9 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 100.2 102.6

平成20年度 67.3 67.7

平成21年度 65.5 65.4 既に実施済 ○

平成22年度 65.4 65.2 今年度実施予定

平成23年度 64.7 49.7 実施(予定)時期 平成23年10月27日

平成20年度 77.5 75.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.9 76.7 委員会等名 埼玉県立病院運営協議会

平成22年度 83.7 77.8 その他

平成23年度 84.6 84.6 公表（予定）※ ○

平成23年 平成23年 実施(予定)時期 平成23年10月31日

平成23年 平成23年 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.pref.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou

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.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 埼玉県

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 病院局経営管理課

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）

再編・ネットワーク化の実施予定なし。 全部適用

2,858 2,739 未定

2,814 2,714 当面、経営管理課内で検討

44 25 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 100.0 100.0 民間譲渡

平成21年度 97.8 99.3 診療所化

平成22年度 101.6 100.9 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 105.8 98.3

平成20年度 132.8 128.6

平成21年度 122.7 129.0 既に実施済 ○

平成22年度 125.0 142.1 今年度実施予定

平成23年度 127.9 67.4 実施(予定)時期 平成23年10月27日

平成20年度 64.9 64.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 64.3 委員会等名 埼玉県立病院運営協議会

平成22年度 71.0 56.4 その他

平成23年度 76.2 64.0 公表（予定）※ ○

平成22年 平成22年 実施(予定)時期 平成23年10月31日

平成23年 平成23年 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.pref.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou

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.saitama.lg.jp/site/keiei-joukyou/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 埼玉県

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 さいたま市

病院名 さいたま市立病院

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

12,483 13,156 平成24年3月（予定） 平成24年3月（予定）

12,473 13,019
さいたま市立病院のあり方検討委
員会を設置し、検討中。

10 137 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 100.7 100.7 民間譲渡

平成21年度 100.1 100.5 診療所化

平成22年度 100.1 101.1
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 52.3 52.3

平成21年度 53.5 53.1 既に実施済

平成22年度 53.9 50.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.3 50.1 実施(予定)時期 平成24年3月（予定）

平成20年度 80.4 80.4 委員会等の設置（予定）

平成21年度 81.5 80.3 委員会等名
さいたま市立病院のあり方
検討委員会

平成22年度 81.5 82.4 その他

平成23年度 81.5 81.0 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 実施(予定)時期 平成24年3月（予定）

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（予定）

無

ＵＲＬ

　

当面、各医師会の代表医師及び院内の医師等で構成され
た医療連携委員会で検討する。

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

今後改定される埼玉県の医療計画の動向に注視している。

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 埼玉県

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 川口市

病院名 川口市立医療センター

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）

実施予定なし 全部適用

13,985 14,171 「再編・ネットワーク化の予定なし」と決定済み 「全部適用」継続を決定済み

13,963 14,148

22 22 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 95.6 96.0 民間譲渡

平成21年度 98.0 93.7 診療所化

平成22年度 100.2 100.2
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 100.9 100.9

平成20年度 50.2 49.9

平成21年度 51.5 52.4 既に実施済 ○

平成22年度 50.0 50.5 今年度実施予定

平成23年度 49.3 49.3 実施(予定)時期 平成23年8月30日

平成20年度 83.3 83.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.1 82.1 委員会等名 国民健康保険運営協議会

平成22年度 85.0 82.2 その他

平成23年度 85.8 85.8 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22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

　

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://kawaguchi-mmc.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

プラン策定時に当該プラン計画期間（平成２３年度）までは
「再編・ネットワーク化の予定なし」と決定済み

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 埼玉県

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 秩父市

病院名 秩父市立病院

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）

実施中 一部適用

2,445 2,749 平成２６年３月３１日 平成２６年３月３１日

2,444 2,581 経営形態検討委員会

1 168 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 96.4 96.3 民間譲渡

平成21年度 98.5 98.9 診療所化

平成22年度 100.1 106.5 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 102.9 102.9

平成20年度 52.6 49.9

平成21年度 51.6 49.1 既に実施済

平成22年度 50.5 47.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 48.9 48.9 実施(予定)時期
平成２３年１１月～平成２４
年３月

平成20年度 63.0 57.8 委員会等の設置（予定）

平成21年度 65.0 57.2 委員会等名 市立病院運営委員会

平成22年度 70.0 64.2 その他

平成23年度 75.0 75.0 公表（予定）※ ○

平成２２年度 平成２２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

　

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

１．秩父市立病院と小鹿野中央病院とのスタッフ派遣
　・平成１９年４月　医師派遣について覚書締結
　・平成２１年５月　医師以外の職員派遣について覚書締結
２．定住自立圏構想に基づく救急医療体制維持
　・秩父市立病院に大滝国保診療所医師の派遣
　・秩父郡市医師会から秩父市立病院を含む二次救急輪番
制病院への医師派遣
　・秩父郡市薬剤師会の協力による調剤薬局の休日開設
３．大滝国保診療所の組織統合（平成２２年４月～）
４．ちちぶ医療協議会設立（平成２３年９月）
　・秩父郡市内の医療関係者で構成。４つの分科会（医師・
医療関係者教育プログラム作成、救急医療、予防医療、リ
ハビリテーション）による協議開始。

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

国保町立小鹿野中央病院とはスタッフ派遣や病床機能の分
担などで連携を図り、互いに不足する機能の維持に努め
る。
大滝国保診療所とは、診療所の維持に努め、スタッフ派遣
や材料の共同購入など、相互に有効なものは連携を進める
とともに、経営統合のメリット・デメリットの検討をしていく。

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

定住自立圏形成協定締結（平成２１年９月）
秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町

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 埼玉県

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 所沢市

病院名 所沢市市民医療センター

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 一部適用

1,759 1,579 平成25年度 平成25年度

1,790 1,603
所沢市市民医療センター運
営委員会

△ 31 △ 24 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 100.4 100.4 民間譲渡 ○

平成21年度 94.4 98.9 診療所化 ○

平成22年度 98.3 98.5 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 100.9 100.9

平成20年度 72.7 72.7

平成21年度 71.1 69.6 既に実施済 ○

平成22年度 71.8 69.4 今年度実施予定

平成23年度 70.1 70.1 実施(予定)時期 平成23年8月23日、31日

平成20年度 53.0 53.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 65.7 47.6 委員会等名
所沢市市民医療センター運
営委員会

平成22年度 67.5 52.2 その他

平成23年度 73.4 73.4 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年9月26日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

所沢市市民医療センター運営委員会
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

市単独ではできないため、県の指導及び埼玉県保健医療
計画等の考え方の下、医療機能の連携と役割分担を推進
する。その一環として、所沢市医師会・所沢市薬剤師会・防
衛医科大学校、西埼玉中央病院などと連携して小児初期救
急医療体制を確立する。
　また、内科でもかかりつけ医療機関や病院、地域包括支
援センターなどとの地域連携・病診連携を整備確立し、地域
完結型の医療提供体制をすすめる。

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.tokorozawa.saitama.jp/iryo/inde

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.tokorozawa.saitama.jp/iryo/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 埼玉県

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 東松山市

病院名 東松山市立市民病院

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

3,209 3,309 検討中 検討中

3,258 3,437 検討中

△ 49 △ 128 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 92.9 96.2 民間譲渡 ○

平成21年度 91.7 94.9 診療所化 ○

平成22年度 98.5 96.3 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 100.5 96.4

平成20年度 55.0 52.5

平成21年度 48.5 46.6 既に実施済

平成22年度 43.8 46.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 39.8 42.9 実施(予定)時期 平成23年11月2日

平成20年度 47.1 47.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 74.6 75.9 委員会等名
東松山市立市民病院改革プ
ラン評価委員会

平成22年度 78.9 78.6 その他

平成23年度 78.9 83.3 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30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23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.city.higashimatsuyama.lg.jp/conveni/administ/byouin.htm

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.higashimatsuyama.lg.jp/conveni/administ/byouin.htm


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 埼玉県

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 春日部市

病院名 春日部市立病院

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

5,995 6,722 平成21年2月13日 平成20年10月1日

6,103 6,455

△ 108 267 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 93.0 95.8 民間譲渡

平成21年度 97.3 98.4 診療所化

平成22年度 98.2 104.1 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 100.5 96.9

平成20年度 64.4 63.6

平成21年度 58.2 58.1 既に実施済

平成22年度 56.9 52.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.3 53.8 実施(予定)時期 平成23年12月以降を予定

平成20年度 55.1 55.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 62.3 59.1 委員会等名 春日部市立病院改革プラン等検討委員
会、春日部市立病院運営委員会

平成22年度 66.3 66.4 その他

平成23年度 70.0 70.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成24年1月以降を予定

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期
委員会の会議結果により変
更の有無を決定

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

地域がん診療連携拠点病院として、地域の医療機関への
診療支援や病診連携、病病連携を行う。

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 埼玉県

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 草加市

病院名 草加市立病院

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 全部適用

8,199 8,660 平成25年度 平成22年度

8,759 8,754

△ 560 △ 94 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 85.7 87.7 民間譲渡

平成21年度 91.5 95.8 診療所化

平成22年度 93.6 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 95.0 96.6

平成20年度 60.5 59.5

平成21年度 59.6 55.0 既に実施済

平成22年度 59.0 53.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 58.3 56.5 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 72.2 72.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.0 78.8 委員会等名 草加市立病院運営審議会

平成22年度 83.0 80.6 その他

平成23年度 85.0 84.0 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成30年度 実施(予定)時期 平成23年12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31日

無

ＵＲＬ

　

草加市立病院改革プラン策定委員会
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

　平成24年度までに県が策定する医療計画の動向により、
関係機関と調整を図りながら具体的な内容を検討していく。

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 埼玉県

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 越谷市

病院名 越谷市立病院

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）

枠組合意 一部適用

9,700 9,927 平成20年4月1日 平成25年3月31日

9,650 9,703 経営形態検討会

50 224 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 94.3 94.5 民間譲渡

平成21年度 100.5 99.1 診療所化

平成22年度 100.5 102.3 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 100.5 100.3

平成20年度 62.1 62.1

平成21年度 60.6 59.8 既に実施済 ○

平成22年度 60.6 58.7 今年度実施予定

平成23年度 60.6 59.5 実施(予定)時期 平成23年9月30日

平成20年度 71.2 70.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 74.6 70.5 委員会等名 市立病院運営審議会

平成22年度 74.6 69.7 その他

平成23年度 74.6 71.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年11月30日

平成23年度 平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.mhp.koshigaya.saitama.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

・医療連携担当を配置し、地域の医療機関との連携を強化
・脳卒中地域連携パスを導入し、脳卒中ネットワークを構築

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

・医療連携担当を配置し、地域の医療機関との連携を強化
・脳卒中地域連携パスを導入し、脳卒中診療ネットワークを
構築

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.mhp.koshigaya.saitama.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 埼玉県

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 蕨市

病院名 蕨市立病院

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）

実施済み 一部適用

3,062 2,896 平成２１年度 平成21年度（現状通り）

3,122 2,805

△ 60 91 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 86.1 89.1 民間譲渡

平成21年度 94.9 101.0 診療所化

平成22年度 98.0 103.3 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 98.8 99.2

平成20年度 65.7 63.1

平成21年度 57.8 54.5 既に実施済 ○

平成22年度 55.4 52.7 今年度実施予定

平成23年度 54.9 56.4 実施(予定)時期 平成23年7月21日

平成20年度 55.4 54.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 79.2 65.9 委員会等名
蕨市立病院経営改革プラン
外部評価委員会

平成22年度 85.4 71.6 その他

平成23年度 90.8 68.8 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年8月24日

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期 未定

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.warabi.saitama.jp/hp/page00000

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

診療科の再編については現状を維持する。

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）

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

診療科の再編については現状を維持する。

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

http://www.city.warabi.saitama.jp/hp/page000006700/hpg000006698.htm


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 埼玉県

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 志木市

病院名 志木市立市民病院

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

2,210 2,262 平成25年3月31日 平成20年4月1日

2,196 2,069

14 193 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 94.3 95.2 民間譲渡

平成21年度 95.3 90.4 診療所化

平成22年度 96.3 109.3 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 100.0 100.0

平成20年度 52.5 53.4

平成21年度 52.0 56.1 既に実施済 ○

平成22年度 51.0 60.5 今年度実施予定

平成23年度 50.0 50.0 実施(予定)時期 平成23年7月14日

平成20年度 70.0 70.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 65.3 委員会等名
志木市立市民病院運営審議
会

平成22年度 80.0 58.2 その他

平成23年度 80.0 80.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年6月1日

平成24年度 平成24年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

検討中
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

民間病院との連携が必要であり未定

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.city.shiki.lg.jp/57,29392,303,1168.htm

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 埼玉県

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 小鹿野町

病院名 国保町立小鹿野町立病院

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

1,208 1,253 平成２１年９月 平成２６年３月末日

1,302 1,283 院内管理委員会

△ 94 △ 31 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 82.5 86.5 民間譲渡

平成21年度 91.6 95.0 診療所化

平成22年度 92.8 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 95.1 97.2

平成20年度 80.1 66.3

平成21年度 70.6 61.8 既に実施済

平成22年度 68.7 61.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 67.2 64.1 実施(予定)時期 平成２３年１１月末日

平成20年度 74.9 76.4 委員会等の設置（予定）

平成21年度 86.1 83.3 委員会等名 院内管理委員会

平成22年度 87.4 84.9 その他

平成23年度 88.6 84.5 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月末日

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。

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　秩父市立病院とのスタッフの交互派遣
・平成19年4月　医師派遣についての覚書締結
・平成21年5月　医師以外の職員いついて覚書締結
２　定住自立圏構想に基づく救急医療体制維持
・秩父郡市医師会での、一次救急への参加（２次救急病院
の負担軽減）
・秩父郡市薬剤師会の協力による調剤薬局の休日開設

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

秩父市立病院と、スタッフ派遣や病床機能の分担を図るな
どの連携を図り、互いに不足する機能の維持に努める。

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

定住自立圏形成協定　協定締結（平成21年9月）

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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