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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 千葉県

病院名 千葉県がんセンター

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）

実施済み 全部適用

11,335 12,711 平成20年4月 平成26年度予定

10,766 11,440

569 1,270 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 103.4 103.6 民間譲渡

平成21年度 103.3 102.9 診療所化

平成22年度 105.3 111.1 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 105.3 107.2

平成20年度 54.8 55.6

平成21年度 54.6 55.2 既に実施済

平成22年度 53.5 51.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 53.7 50.6 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成20年度 80.3 75.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.9 76.6 委員会等名 千葉県立病院運営懇談会

平成22年度 81.1 82.5 その他

平成23年度 81.1 82.7 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 実施(予定)時期 平成23年11月予定

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

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。

千葉県保健医療計画において、「県立病院は、医療圏内で
完結することができない高度専門的な医療について全県及
び複数圏域を対象とした医療機能を担っていく。」とされてい
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

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）

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 千葉県

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 千葉県

病院名 千葉県救急医療センター

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）

実施済み 全部適用

5,117 5,508 平成20年4月 平成26年度予定

4,952 4,960

164 548 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 103.6 105.8 民間譲渡

平成21年度 102.3 105.5 診療所化

平成22年度 103.3 111.1 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 104.3 105.9

平成20年度 80.4 78.8

平成21年度 84.4 83.8 既に実施済

平成22年度 82.8 76.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 82.0 81.7 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成20年度 83.0 84.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.3 79.6 委員会等名 千葉県立病院運営懇談会

平成22年度 83.6 83.9 その他

平成23年度 83.9 83.3 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

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（%)

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

千葉県保健医療計画において、「県立病院は、医療圏内で
完結することができない高度専門的な医療について全県及
び複数圏域を対象とした医療機能を担っていく。」とされてい
る。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 千葉県

病院名 千葉県精神科医療センター

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）

実施済み 全部適用

1,592 1,695 平成20年4月 平成26年度予定

1,378 1,433

214 262 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 114.4 117.2 民間譲渡

平成21年度 115.3 120.2 診療所化

平成22年度 115.5 118.3 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 114.9 109.0

平成20年度 76.7 75.9

平成21年度 77.6 73.8 既に実施済

平成22年度 79.1 76.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 80.0 82.4 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成20年度 95.8 96.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 95.9 96.2 委員会等名 千葉県立病院運営懇談会

平成22年度 95.9 95.8 その他

平成23年度 96.4 95.8 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

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

千葉県保健医療計画において、「県立病院は、医療圏内で
完結することができない高度専門的な医療について全県及
び複数圏域を対象とした医療機能を担っていく。」とされてい
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（%)

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 千葉県

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 千葉県

病院名 千葉県こども病院

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）

実施済み 全部適用

7,151 8,242 平成20年4月 平成26年度予定

7,003 7,424

148 818 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 104.1 104.4 民間譲渡

平成21年度 100.9 107.4 診療所化

平成22年度 102.1 111.0 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 102.3 101.2

平成20年度 72.3 71.4

平成21年度 74.1 66.9 既に実施済

平成22年度 73.0 64.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 74.6 72.3 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成20年度 74.0 71.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 74.9 74.5 委員会等名 千葉県立病院運営懇談会

平成22年度 75.7 75.9 その他

平成23年度 73.3 75.1 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成23年度 平成23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

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（%)

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（%)

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

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

千葉県保健医療計画において、「県立病院は、医療圏内で
完結することができない高度専門的な医療について全県及
び複数圏域を対象とした医療機能を担っていく。」とされてい
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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 千葉県

病院名 千葉県循環器病センター

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）

実施済み 全部適用

7,111 6,624 平成20年4月 平成26年度予定

7,753 7,388

△ 642 △ 764 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 87.8 民間譲渡

平成21年度 90.3 88.5 診療所化

平成22年度 91.7 89.7 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 95.2 92.2

平成20年度 63.8 64.4

平成21年度 60.6 65.4 既に実施済

平成22年度 59.6 64.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 59.5 63.4 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成20年度 78.5 81.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.8 78.5 委員会等名 千葉県立病院運営懇談会

平成22年度 83.7 79.9 その他

平成23年度 84.4 82.2 公表（予定）※ ○

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成23年度 平成23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)

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。

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

千葉県保健医療計画において、「県立病院は、医療圏内で
完結することができない高度専門的な医療について全県及
び複数圏域を対象とした医療機能を担っていく。」とされてい
る。

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 千葉県

病院名 千葉県立東金病院

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

1,801 1,638 平成25年度予定 －

2,251 2,013

△ 450 △ 375 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 70.4 72.8 民間譲渡

平成21年度 77.1 80.7 診療所化

平成22年度 80.0 81.4 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 83.5 81.7

平成20年度 97.3 96.6

平成21年度 84.0 83.2 既に実施済

平成22年度 83.0 87.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 80.2 81.3 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成20年度 73.3 70.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.1 68.1 委員会等名 千葉県立病院運営懇談会

平成22年度 88.4 64.6 その他

平成23年度 88.3 58.3 公表（予定）※ ○

- - 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成23年度 平成23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

東金九十九里地域医療センター開設時（平成26年4月予定）
に、同センターの状況を勘案して、医療機能を引き継ぐ予定

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

東金市、九十九里町

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)

東金病院は、東金九十九里地域医療センター開設に合わ
せて閉院予定

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。

②再編・ネットワーク
化検討の方向性



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 千葉県

病院名 千葉県立佐原病院

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

4,008 4,489 平成25年度予定 平成26年度予定

4,297 4,600

△ 289 △ 111 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 89.7 90.5 民間譲渡

平成21年度 89.9 91.4 診療所化

平成22年度 93.3 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 96.2 97.6

平成20年度 73.0 71.6

平成21年度 70.9 72.9 既に実施済

平成22年度 69.9 67.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 68.1 67.2 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成20年度 84.8 84.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.5 85.9 委員会等名 千葉県立病院運営懇談会

平成22年度 85.5 90.9 その他

平成23年度 89.2 79.4 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

千葉県地域医療再生本部

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。

県立佐原病院と国保小見川総合病院の一体化による機能
強化

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）

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）

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）

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 千葉市

病院名 千葉市立青葉病院

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

9,286 9,262 平成○年○月○日 平成23年4月1日

9,271 9,196

15 66 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 － － 民間譲渡

平成21年度 100.2 100.3 診療所化

平成22年度 100.2 100.7 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 100.2 100.2

平成20年度 － －

平成21年度 60.4 58.9 既に実施済 ○

平成22年度 59.3 55.9 今年度実施予定

平成23年度 58.1 57.9 実施(予定)時期 平成23年7月4日

平成20年度 － － 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.6 70.1 委員会等名 千葉市病院運営委員会

平成22年度 78.4 70.9 その他

平成23年度 79.2 81.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年7月29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2月予定

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

地域の医療機関等との連携を強化するため、平成２３年４月
から「地域連携室」を設置した。

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

千葉大学附属病院や地域の医療機関とのネットワーク化に
ついて検討を行いたい。

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.chiba.jp/byoin/kanri/kikaku/byouinuneiiinkai.html

http://www.city.chiba.jp/byoin/kanri/kikaku/byouinuneiiinkai.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 千葉市

病院名 千葉市立海浜病院

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

7,632 7,609 平成○年○月○日 平成23年4月1日

7,622 7,365

10 244 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 － － 民間譲渡

平成21年度 100.1 100.1 診療所化

平成22年度 100.1 103.3 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 100.1 100.2

平成20年度 － －

平成21年度 60.3 60.4 既に実施済 ○

平成22年度 60.3 55.3 今年度実施予定

平成23年度 59.4 57.5 実施(予定)時期 平成23年7月4日

平成20年度 － － 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 72.7 委員会等名 千葉市病院運営委員会

平成22年度 80.5 69.7 その他

平成23年度 81.0 81.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年7月29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2月予定

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

地域の医療機関等との連携を強化するため、平成２３年４月
から「地域連携室」を設置した。

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

千葉大学附属病院や地域の医療機関とのネットワーク化に
ついて検討を行いたい。

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.chiba.jp/byoin/kanri/kikaku/byouinuneiiinkai.html

http://www.city.chiba.jp/byoin/kanri/kikaku/byouinuneiiinkai.html


（調査表１ 病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 銚子市

病院名 銚子市立病院

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 指定管理者

925 未定 平成22年5月1日

919

6 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 民間譲渡

平成21年度 診療所化

平成22年度 91.5 88.8 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 91.8 100.0

平成20年度

平成21年度 既に実施済

平成22年度 58.6 69.6 今年度実施予定

平成23年度 67.8 63.8 実施(予定)時期 実施予定無し

平成20年度 委員会等の設置（予定）

平成21年度 委員会等名 ○○委員会

平成22年度 95.0 1.9 その他

平成23年度 90.0 90.0 公表（予定）※

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成○年○月○日

平成26年度 平成26年度 その他

有

実施(予定)時期 平成○年○月○日

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

香取・海匝医療圏地域医療再生計画に基づき、香取海匝
地域保健医療協議会(拡大協議会）で検討中。

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。

ア 圏域内の医療機関の役割分担を明確にする。
イ 医師の派遣と各医療機関の機能強化を進める。
ウ 圏域内の各医療機関の具体的な連携・ネットワークシ

ステムを構築する。

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
（予定含む）

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。

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

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。

経常費用（百万円）

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

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 市川市

病院名 市川市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

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

1,732 1,644 平成26年3月31日 平成26年3月31日

1,731 1,643 当院及び本庁関係部局

1 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 100.1 100.1 民間譲渡 ○

平成21年度 100.1 100.0 診療所化

平成22年度 100.0 100.1 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 100.0 100.1

平成20年度 71.5 71.5

平成21年度 76.5 75.0 既に実施済 ○

平成22年度 78.6 77.1 今年度実施予定

平成23年度 76.4 77.6 実施(予定)時期 平成23年3月31日

平成20年度 94.6 94.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 94.0 94.0 委員会等名
市川市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院改
革ﾌﾟﾗﾝ点検・評価懇話会

平成22年度 94.0 91.7 その他

平成23年度 95.0 95.0 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 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

　

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

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

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）

http://www.city.ichikawa.lg.jp

当院及び本庁関係部局での検討組織を予定

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。

本市における公立病院は本院のみであるため、回復期リハ
ビリの基本原則である急性期医療機関と維持期施設、医療
機関及び在宅分野との連携を強化していく。

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://www.city.ichikawa.lg.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 船橋市

病院名 船橋市立医療センター

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）

実施済 全部適用

12,680 13,395 平成22年3月26日 平成21年4月1日

12,626 12,897

54 498 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 100.7 102.2 民間譲渡

平成21年度 100.4 101.9 診療所化

平成22年度 100.4 103.9 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 100.4 100.4

平成20年度 51.6 51.6

平成21年度 52.5 50.3 既に実施済 ○

平成22年度 51.3 47.9 今年度実施予定

平成23年度 51.7 49.9 実施(予定)時期 平成23年7月7日

平成20年度 89.0 87.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度
一般病床：88.0

緩和ケア病床：75.0
一般病床：88.4

緩和ケア病床：36.9
委員会等名

船橋市立医療センター運営
委員会

平成22年度
一般病床：89.0

緩和ケア病床：75.0
一般病床：86.4

緩和ケア病床：49.1
その他

平成23年度
一般病床：89.5

緩和ケア病床：75.0
一般病床：88.5

緩和ケア病床：60.1
公表（予定）※ ○

策定時から黒字 策定時から黒字 実施(予定)時期
平成23年7月7日（当日審議
公開）平成23年8月24日（議
事録をＨＰで公開）

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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。

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.mmc.funabashi.chiba.jp/about/post
-3.html

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

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

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。

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

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。

経常費用（百万円）

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

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

http://www.mmc.funabashi.chiba.jp/about/post-3.html
http://www.mmc.funabashi.chiba.jp/about/post-3.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 松戸市

病院名 国保松戸市立病院

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 公営企業法全部適用

13,762 14,047 平成25年度 平成25年度

13,878 14,040 体制含め検討中

△ 116 7 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 97.7 98.9 民間譲渡 ○

平成21年度 98.9 100.5 診療所化

平成22年度 99.2 100.1 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 99.6 99.6

平成20年度 66.8 64.3

平成21年度 65.4 62.6 既に実施済 ○

平成22年度 65.6 61.0 今年度実施予定

平成23年度 65.8 65.8 実施(予定)時期 10/12、11/9、11/30

平成20年度 85.4 85.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.7 80.7 委員会等名
松戸市病院事業経営改革評
価委員会

平成22年度 87.2 82.1 その他

平成23年度 87.7 87.7 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 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

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）

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

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。

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

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（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

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。

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。

東葛北部保健医療圏の再編・ネットワ－ク化に係る計画・構
想案を策定するためには、千葉県の関与・参画が必要とな
ります。よって千葉県と市等を含めた体制で検討を行うこと
を想定しております。

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.city.matsudo.chiba.jp/mch/hosp-
net/management.html

http://www.city.matsudo.chiba.jp/mch/hosp-net/management.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/mch/hosp-net/management.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 松戸市

病院名 松戸市立福祉医療センター
東松戸病院

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 公営企業法全部適用

2,120 2,287 平成25年度 平成25年度

2,183 2,446 体制含め検討中

△ 63 △ 159 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 93.9 96.1 民間譲渡 ○

平成21年度 93.8 91.8 診療所化

平成22年度 97.1 93.5 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 100.1 100.1

平成20年度 78.8 77.5

平成21年度 73.9 83.4 既に実施済 ○

平成22年度 69.6 81.5 今年度実施予定

平成23年度 65.9 65.9 実施(予定)時期 10/12、11/9、11/30

平成20年度 76.2 80.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.8 90.0 委員会等名
松戸市病院事業経営改革評
価委員会

平成22年度 79.2 89.2 その他

平成23年度 80.2 80.2 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月予定

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

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（%)

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（%)

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）

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.matsudo.chiba.jp/mch/hosp-
net/management.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）

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

東葛北部保健医療圏の再編・ネットワ－ク化に係る計画・構
想案を策定するためには、千葉県の関与・参画が必要とな
ります。よって千葉県と市等を含めた体制で検討を行うこと
を想定しております。

http://www.city.matsudo.chiba.jp/mch/hosp-net/management.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/mch/hosp-net/management.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 旭市

病院名 総合病院国保旭中央病院

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）

検討中 全部適用

31,050 33,228 平成25年度 平成26年3月

31,761 31,605 検討中

△ 711 1,623 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 100.7 101.3 民間譲渡

平成21年度 100.2 101.5 診療所化

平成22年度 97.8 105.1 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 97.2 101.0

平成20年度 46.7 47.0

平成21年度 47.3 47.3 既に実施済

平成22年度 48.0 46.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 46.5 45.7 実施(予定)時期 未定

平成20年度 94.0 95.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.1 93.9 委員会等名 総合病院旭中央病院改革プラン評価委員会

平成22年度 90.1 94.7 その他

平成23年度 95.2 92.4 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 未定

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

香取海匝地域保健医療協議会（千葉県主催）において検討
している。

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

当院は、連携ｼｽﾃﾑ構築に係る4疾病（「がん」「急性心筋梗
塞」「脳卒中」「糖尿病」）4事業（「救急医療」「災害時におけ
る医療」「周産期医療」「小児医療」）のすべてにおいて拠点
機能を有していることから診療体制・施設の充実と共に地
域、関係機関との連携強化が求められている。県主導のも
と香取海匝医療圏地域医療再生計画が進められ、目標とし
て自治体病院の明確な役割分担と機能連携、地域医療提
供体制の構築が掲げられた。当院としては、再生計画の中
で拠点病院としての役割を果たせるよう継続して施設及び
医療体制の充実を図る。

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.hospital.asahi.chiba.jp/about/reform/index.htm

http://www.hospital.asahi.chiba.jp/about/reform/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 柏市

病院名 柏市立柏病院

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）

当市の市立病院は１箇所であり，市内の再編・ネットワーク
化の計画はない。

一部適用
指定管理者（H18～H21まで
は代行制，H22～利用料金
制）

454 464 平成21年3月31日
平成18年4月1日より指定管
理者制度導入済

454 450

0 14 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 100.0 100.2 診療所化

平成22年度 100.0 103.3 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 100.0 100.0

平成20年度 - -

平成21年度 - - 既に実施済 ●

平成22年度 - - 今年度実施予定

平成23年度 - - 実施(予定)時期 平成23年8月11日

平成20年度 71.8 71.4 委員会等の設置（予定）

平成21年度 72.0 70.0 委員会等名

平成22年度 72.0 75.0 その他 保健福祉総務課医療公社担当

平成23年度 72.0 72.0 公表（予定）※ ●

平成18年度 平成18年度 実施(予定)時期 平成23年8月19日

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。

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/060100/p0



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 鴨川市

病院名 鴨川市立国保病院

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

752 672 平成26年3月31日 平成26年3月31日

742 666 病院運営協議会、経営会議

10 6 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 101.2 105.1 民間譲渡 ○

平成21年度 100.0 102.2 診療所化

平成22年度 101.3 100.9 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 101.0 100.0

平成20年度 56.4 54.1

平成21年度 55.5 55.6 既に実施済 ○

平成22年度 55.2 56.4 今年度実施予定

平成23年度 54.9 56.1 実施(予定)時期 平成23年8月1日

平成20年度 64.6 60.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 65.0 56.3 委員会等名 病院運営協議会

平成22年度 70.0 59.2 その他

平成23年度 70.0 61.3 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成19年度 実施(予定)時期 平成23年11月1日

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

鴨川市立国保病院運営協議会、経営会議等の現有組織に
より行う。

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

当院のみでは対応不可能な問題のため、千葉県等広域的
見地からの調整が必要であり、千葉県あるいは安房医療圏
での話し合いには積極的に参加する。

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。

ｗｗｗ．ｃｉｔｙ.ｋａｍｏｇａｗａ.ｌｇ.ｊｐ/ＪＰ/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 南房総市

病院名 南房総市立富山国保病院

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

561 564 平成２６年３月予定 平成２６年３月

551 522 体制も含めて検討中

10 42 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 93.2 97.2 民間譲渡

平成21年度 97.7 98.3 診療所化

平成22年度 101.8 108.0 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 105.5 105.6

平成20年度 78.3 67.9

平成21年度 76.1 66.6 既に実施済

平成22年度 72.6 63.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 70.3 70.3 実施(予定)時期 平成２３年３月予定

平成20年度 75.1 76.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.7 77.4 委員会等名 未定

平成22年度 83.0 77.3 その他

平成23年度 85.1 80.0 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成２３年３月予定

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

　

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

県・関係市町・民間病院等
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

安房保健医療圏内には３つの公立病院がありますが、現在
のところ市町を超えた連携体制等の協議は進んでいませ
ん。しかしながら安房保健医療圏内において安房健康福祉
センターが中心となり民間公立病院等圏域全体における地
域連携体制の構築に向けた検討が県、関係市町、民間病
院等とともに進められています。

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 千葉県

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 匝瑳市

病院名 国保匝瑳市民病院

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

2,712 2,638 平成26年3月31日 平成24年3月31日

2,705 2,642
国保匝瑳市民病院改革プラン
評価及びあり方検討委員会

5 △ 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 100.8 100.8 民間譲渡

平成21年度 98.8 98.0 診療所化

平成22年度 99.2 99.8 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 100.0 100.0

平成20年度 60.8 60.8

平成21年度 61.0 61.3 既に実施済

平成22年度 60.0 60.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 59.4 59.4 実施(予定)時期
平成23年10月～平成24年3
月

平成20年度 58.6 58.6 委員会等の設置（予定） 平成23年8月

平成21年度 55.5 54.7 委員会等名
国保匝瑳市民病院改革プラン
評価及びあり方検討委員会

平成22年度 65.0 60.6 その他

平成23年度 66.0 66.0 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 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

・香取海匝地域保健医療協議会
・東総地域医療連携協議会

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

　香取海匝地域医療再生計画では旭中央病院を拠点病院
と位置づけ、地域連携病院に医師を派遣するために地域医
療支援センターが設置された。
　また、地域連携病院にはそれぞれの機能を活かした役割
分担が定められ、相互の連携強化の方向性が示された。

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 千葉県

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 山武市

病院名 さんむ医療センター

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）

　－ 地方独立行政法人

4,159 4,699 平成22年4月1日

4,212 4,150

△ 53 549 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 89.2 91.8 民間譲渡

平成21年度 95.2 95.0 診療所化

平成22年度 98.7 113.2 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 99.6 105.6

平成20年度 85.7 74.1

平成21年度 73.4 98.0 既に実施済 平成23年6月15日

平成22年度 68.6 66.7 今年度実施予定

平成23年度 68.5 63.3 実施(予定)時期

平成20年度 49.1 50.2 委員会等の設置（予定）

平成21年度 52.2 52.2 委員会等名 理事会

平成22年度 54.2 50.6 その他

平成23年度 54.2 54.2 公表（予定）※

平成23年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年8月17日

平成23年度 平成23年度 その他 ＊決算状況の報告

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。

http://www.sanmu-mc.jp/

http://www.sanmu-mc.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 多古町

病院名 国保多古中央病院

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）

検討中 一部適用

1,831 1,873 平成26年3月31日 平成26年3月31日

1,871 1,778 体制を含めて検討中

△ 40 95 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 83.5 83.5 民間譲渡

平成21年度 93.3 100.5 診療所化

平成22年度 97.9 105.3 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 103.6 104.7

平成20年度 81.1 81.1

平成21年度 76.0 69.0 既に実施済 ○

平成22年度 72.5 66.4 今年度実施予定

平成23年度 67.3 66.6 実施(予定)時期 平成23年9月1日

平成20年度 56.1 56.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 63.9 67.6 委員会等名
多古町国民健康保険運営協
議会

平成22年度 69.9 74.3 その他

平成23年度 74.3 75.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年10月11日

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

千葉県地域医療再生プログラムにおいて香取海匝保健医
療圏内で検討

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

香取海匝地域医療再生計画の中で、各病院の役割機能分
担、地域医療連携パスの普及、ITネットの整備等を図る。

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.town.tako.chiba.jp/topics/1736-1.ht

http://www.town.tako.chiba.jp/topics/1736-1.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 東庄町

病院名 国保東庄病院

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

925 980 平成26年3月31日 平成26年4月1日

935 964 病院内部において

△ 10 16 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 96.0 97.0 民間譲渡

平成21年度 96.0 98.0 診療所化

平成22年度 99.0 102.0 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 103.0 104.0

平成20年度 48.0 47.0

平成21年度 49.0 47.0 既に実施済 ○

平成22年度 48.0 46.0 今年度実施予定

平成23年度 47.0 47.0 実施(予定)時期 平成23年8月9日

平成20年度 65.0 62.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 73.0 68.0 委員会等名 国民健康保険運営協議会

平成22年度 80.0 71.0 その他

平成23年度 82.0 72.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年8月10日

平成23年度 平成23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

病院事務局で検討
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

千葉県地域医療再生計画に基づき、香取・海匝地域医療圏
域で旭中央病院を核とした、地域で完結できる医療をめざ
し、関係する各公立病院間の役割分担や連携を協議中。

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.tohnosho.chiba.jp/hospital/

http://www.town.tohnosho.chiba.jp/hospital/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 大網白里町

病院名 国保大網病院

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

1,952 1,960 平成25年3月31日 平成２５年度以降

1,935 1,988 内部検討

17 △ 28 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 89.1 民間譲渡

平成21年度 99.0 92.8 診療所化

平成22年度 101.0 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 102.0 102.0

平成20年度 49.9 60.6

平成21年度 52.5 58.5 既に実施済

平成22年度 52.0 54.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.0 52.0 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 85.0 80.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.0 78.0 委員会等名 改革プラン評価委員会

平成22年度 87.0 80.1 その他

平成23年度 87.0 87.0 公表（予定）※ ○

平成22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

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

病院内部での検討
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

（仮称）東金・九十九里医療センターが、平成２６年４月に開
院予定であることから、同センター及び周辺病院の動向を
見据えたなかで、再編、ネットワーク化を探っていく。
また、県がんセンターとの医療連携を深めていく。

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。

oamihp@town.oamishirasato.chiba.jp

mailto:oamihp@town.oamishirasato.chiba.jp


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 横芝光町

病院名 東陽病院

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

1,203 1,181 平成２４年度 平成24年9月1日

1,126 1,162 東陽病院運営検討委員会

77 19 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 105.4 105.4 民間譲渡

平成21年度 110.4 107.2 診療所化

平成22年度 106.8 101.6 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 105.7 100.0

平成20年度 78.4 78.4

平成21年度 75.2 80.3 既に実施済 ○

平成22年度 65.1 93.6 今年度実施予定

平成23年度 64.6 98.8 実施(予定)時期
平成23年8月8日（1回目）
平成23年12月5日（2回目）

平成20年度 71.3 71.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 73.0 67.2 委員会等名 東陽病院運営検討委員会

平成22年度 76.0 60.0 その他

平成23年度 77.0 65.2 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

　

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

東陽病院運営検討委員会
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

県の医療計画を踏まえ、患者の動向及び地域性を考慮しな
がら、他の公立病院とのネットワーク化を検討する。

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 鋸南町

病院名 鋸南町国民健康保険鋸南病院

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 指定管理者

22.8 23.8 平成２５年３月まで 平成20年　４月

68.2 67.9

△ 45.4 △ 44.1 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 1,075.2 945.6 指定管理者制度 ●

平成20年度 60.8 61.6 民間譲渡

平成21年度 34.0 36.5 診療所化

平成22年度 33.5 35.1 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 32.3 32.3

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 無し

平成23年度 0.0 0.0 実施(予定)時期

平成20年度 42.3 41.8 委員会等の設置（予定）

平成21年度 42.3 34.6 委員会等名

平成22年度 42.3 35.3 その他

平成23年度 42.3 42.3 公表（予定）※

平成２５年度 平成２５年度 実施(予定)時期

平成２４年度 平成２４年度 その他

有

実施(予定)時期

無 無し

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

指定管理者制度の導入により、平成２５年３月までの間は、
指定管理者に運営を委ねているので、協定期間終了年度
の９月に町と指定管理者との間で検討・協議を行う。

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 千葉県

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 香取市東庄町病院組合

病院名 国保小見川総合病院

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 公営企業法財務摘要

2,948 3,132 平成26年3月31日 平成26年3月31日

3,041 3,123 検討中

△ 93 9 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 94.4 97.8 民間譲渡

平成21年度 100.2 112.5 診療所化

平成22年度 96.9 100.3 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 100.1 100.1

平成20年度 61.0 59.2

平成21年度 58.1 50.2 既に実施済 ○

平成22年度 54.5 51.5 今年度実施予定

平成23年度 49.7 51.2 実施(予定)時期 平成23年7月4日

平成20年度 60.0 60.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 60.6 65.2 委員会等名 小見川総合病院運営委員会

平成22年度 64.7 62.4 その他

平成23年度 70.6 64.5 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年7月26日

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

県立佐原病院と当院の再編・ネットワーク化
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

関係市町及び県と協議し、平成２５年度を目標に講じるべき
措置について方向性を導き出す

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 千葉県

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 国保国吉病院組合

病院名 いすみ医療センター

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

2,919.9 2,721.9 平成24年3月31日 平成24年3月31日

3,239.0 2,998.7
いすみ医療センター病院改
革検討委員会

△ 319.1 △ 276.8 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 98.4 97.2 民間譲渡

平成21年度 81.7 96.1 診療所化

平成22年度 90.1 90.8 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 93.5 93.5

平成20年度 75.5 76.3

平成21年度 78.0 67.5 既に実施済

平成22年度 65.3 69.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.8 60.8 実施(予定)時期 平成24年3月5日

平成20年度 70.1 69.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 55.6 71.3 委員会等名
いすみ医療センター病院改
革検討委員会

平成22年度 79.4 61.0 その他

平成23年度 89.8 61.0 公表（予定）※ ○

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成24年4月2日

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

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

二次医療圏において4疾病5事業における役割を明確にしそ
の連携強化を図る

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.kuniyoshi-hp.jp

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


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 君津中央病院企業団

病院名 君津中央病院

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）

検討中 全部適用

15,839 17,097 (予定時期)平成24年3月 (予定時期)平成24年3月

15,811 16,530 体制も含め検討中

28 567 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 97.8% 98.5% 民間譲渡

平成21年度 100.2% 101.6% 診療所化

平成22年度 100.2% 103.4% 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 100.2% 100.2%

平成20年度 60.8% 60.8%

平成21年度 60.5% 58.3% 既に実施済 ○

平成22年度 60.9% 58.3% 今年度実施予定

平成23年度 60.8% 60.8% 実施(予定)時期 平成23年10月5日

平成20年度 86.8% 85.8% 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.3% 84.2% 委員会等名 経営改革委員会

平成22年度 89.3% 84.6% その他

平成23年度 89.3% 89.3% 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年11月中旬

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

(協議機関等の名称)経営改革委員会
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.hospital.kisarazu.chiba.jp/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 君津中央病院企業団

病院名 君津中央病院大佐和分院

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

695 667 (予定時期)平成24年3月 (予定時期)平成24年3月

694 624 体制も含め検討中

1 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 98.0% 96.7% 民間譲渡

平成21年度 100.2% 106.8% 診療所化

平成22年度 100.1% 106.9% 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% 100.1%

平成20年度 66.7% 68.8%

平成21年度 69.4% 67.2% 既に実施済 ○

平成22年度 70.3% 69.5% 今年度実施予定

平成23年度 70.8% 70.8% 実施(予定)時期 平成23年10月5日

平成20年度 83.8% 84.8% 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.9% 91.5% 委員会等名 経営改革委員会

平成22年度 88.9% 91.3% その他

平成23年度 88.9% 88.9% 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年11月中旬

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

(協議機関等の名称)経営改革委員会
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

当医療圏内には､再編ネットワーク化の対象となる公立病院
又は公的病院は、当院の本院しかなく、大規模な民間病院
もない。このため、当院の果たすべき機能を見直し、必要な
場合は他の医療機関との機能再編等の可能性について検
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.hospital.kisarazu.chiba.jp



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 千葉県

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 長生郡市広域市町村圏組合

病院名 公立長生病院

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 全部適用

3,723 3,575 検討中

3,588 3,423

135 152 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 95.2 95.2 民間譲渡

平成21年度 98.6 96.2 診療所化

平成22年度 103.8 104.4 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 105.2 103.7

平成20年度 61.9 61.9

平成21年度 63.8 66.3 既に実施済

平成22年度 61.3 65.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.5 61.7 実施(予定)時期 平成23年11月または1月

平成20年度 67.3 67.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.4 68.0 委員会等名 公立長生病院運営委員会

平成22年度 86.7 78.2 その他

平成23年度 86.7 83.9 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年度中

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

県の主導により協議・検討
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

地域医療連携活動、広報活動を積極的に行う。当院で対応
しない高度且つ専門的医療については、県保健医療計画に
基づき、県立循環器病センターや亀田総合病院、千葉市の
医療機関等と緊密な連携を行い、広域において地域医療を
完結していく。患者情報の共有や地域医療における連携方
法など具体的な連携システムの構築を進めていく。具体的
には平成21年度9月より、県の主導で地域関係医療機関と
二次医療機関における当院の機能、役割等について協議・
検討を始めているところである。尚、都道府県医療計画等に
おいては、山武地域の（東金市・九十九里町）において医療
センター計画が進められている。

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.chouseihp.jp

http://www.chouseihp.jp/
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