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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 東京都

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名

病院名 都立病院（８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（実施中） 一部適用

150,933 142,705 平成20年度 平成24年度以降

149,088 140,613

192 2,092 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 12.9 36.3 指定管理者制度

平成20年度 101.3 101.3 民間譲渡

平成21年度 97.4 101.8 診療所化

平成22年度 101.2 101.5 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 100.7 100.7

平成20年度 64.8 64.8

平成21年度 65.7 63.3 既に実施済 ○

平成22年度 63.5 61.9 今年度実施予定

平成23年度 60.9 60.9 実施(予定)時期 平成24年２月

平成20年度 84.8 84.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.2 79.4 委員会等名 都立病院経営委員会

平成22年度 87.7 80.0 その他

平成23年度 91.0 91.0 公表（予定）※ ○

平成22年度 達成済 実施(予定)時期

平成24年度 平成24年度 その他 平成24年２月

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)

平成22年3月
　・多摩総合医療センター及び小児総合医療センター開設
平成23年9月
　・がん・感染症医療センター全面供用開始
平成24年5月
　・精神医療センター本館運営開始

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。

http://www.byouin.metro.tokyo.jp/

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

広尾病院、墨東病院・・・救急･災害医療センター
大塚病院・・・母子・リウマチ医療センター
駒込病院・・・がん・感染症医療センター（平成23年９月に再
編済）
府中病院・・・多摩総合医療センター（平成22年３月に再編
済）
清瀬小児病院、八王子小児病院、梅ケ丘病院・・・小児総合
医療センター（平成２２年３月に再編済）
神経病院・・・脳・神経難病医療センター
松沢病院・・・精神医療センター（整備中）

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。

http://www.byouin.metro.tokyo.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 東京都

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 青梅市

病院名 青梅市立総合病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

15,914 16,693 平成２３年度までにスケジュールや方向性について協議 継続

15,749 16,128

165 565 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 101.7 102.0 民間譲渡

平成21年度 100.7 101.9 診療所化

平成22年度 101.0 103.5 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 101.8 102.1

平成20年度 44.8 44.6

平成21年度 46.0 44.9 既に実施済 実施済

平成22年度 46.6 42.8 今年度実施予定

平成23年度 46.0 43.4 実施(予定)時期 平成23年8月31日

平成20年度 83.3 81.2 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 83.3 82.3 委員会等名
青梅市立総合病院運営委員
会

平成22年度 83.3 81.9 その他

平成23年度 83.3 80.2 公表（予定）※ 公表

継続 継続 実施(予定)時期 平成23年10月17日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 無

ＵＲＬ

　

西多摩地域広域行政圏協議会「生活部会・保健医療分科
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

西多摩地域における公立病院の連携と役割分担に関する
調査結果をうけ、今後どのように検討していくかを検討

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.mghp.ome.tokyo.jp/hospital_toukei.ht

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.mghp.ome.tokyo.jp/hospital_toukei.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 東京都

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 町田市

病院名 町田市民病院

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

11,716 12,312 平成23年度 平成21年4月1日

12,570 12,503

△ 854 △ 191 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 87.9 90.4 民間譲渡

平成21年度 91.9 92.9 診療所化

平成22年度 93.2 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 95.2 98.3

平成20年度 54.6 59.9

平成21年度 50.8 58.7 既に実施済 ○

平成22年度 50.5 56.1 今年度実施予定

平成23年度 49.9 57.0 実施(予定)時期 平成23年7月6日

平成20年度 80.0 80.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 85.0 80.7 委員会等名
町田市病院事業運営評価委
員会

平成22年度 86.0 83.9 その他

平成23年度 87.0 86.0 公表（予定）※ ○

平成28年度 平成28年度 実施(予定)時期 平成22年7月12日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

町田市民病院経営会議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域の二次救急医療機関として地域医療連携を拡充する

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。

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 東京都

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 日野市

病院名 日野市立病院

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

7,494 7,089 平成２４年度 平成２４年３月

7,455 7,419

39 △ 330 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 92.4 88.4 民間譲渡

平成21年度 98.4 92.8 診療所化

平成22年度 100.5 95.6 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 101.3 97.2

平成20年度 42.9 48.6

平成21年度 40.6 45.5 既に実施済 　

平成22年度 39.7 43.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 39.8 44.3 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 71.3 63.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.5 74.9 委員会等名
日野市行政評価システム市
民評価委員会

平成22年度 84.0 78.8 その他

平成23年度 85.9 80.0 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成24年度 平成24年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２４年度

無

ＵＲＬ

　

　病院総務課にて検討。
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

　平成２３年度の経営状況に基づき平成２４年３月に経営形
態の方針を決定する予定のため、それと併せて再編・ネット
ワークについても方向性を検討する予定。

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。

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 東京都

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 稲城市

病院名 稲城市立病院

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

6,322 6,472 平成25年度 平成25年度

6,322 6,478
稲城市立病院公立病院改革
会議にて検討

0 △ 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 99.9 99.1 民間譲渡

平成21年度 100.9 98.8 診療所化

平成22年度 100.0 99.9 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 100.0 100.1

平成20年度 61.6 62.5

平成21年度 59.7 63.2 既に実施済

平成22年度 59.9 63.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 59.9 62.0 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 82.0 81.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.9 85.3 委員会等名
稲城市立病院公立病院改革
会議

平成22年度 87.0 83.8 その他

平成23年度 87.0 87.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成23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

無 ○

ＵＲＬ

　

稲城市立病院公立病院改革会議にて検討
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

　再編・ネットワーク化については、経営効率化の３ヶ年度
の進捗状況、情勢の変化により見直しが図られることとなっ
た場合、対象期間を平成25年度まで延長し検討する。

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.inagi.tokyo.jp/index.html

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.hospital.inagi.tokyo.jp/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 東京都

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 奥多摩町

病院名 国民健康保険　奥多摩病院

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

491 508 平成２４年３月 平成２５年３月

477 487 今後設置予定

14 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 100.4 100.2 民間譲渡

平成21年度 102.8 102.7 診療所化

平成22年度 102.3 104.2 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 102.4 100.1

平成20年度 88.0 94.5

平成21年度 86.9 93.3 既に実施済

平成22年度 87.3 85.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 86.8 85.4 実施(予定)時期 平成２４年１月

平成20年度 45.9 48.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 46.9 46.2 委員会等名
奥多摩病院改革プラン評価
委員会

平成22年度 47.1 58.1 その他

平成23年度 48.8 60.5 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

無 ○

ＵＲＬ

　

西多摩地域広域行政圏協議会「生活部会・保健医療分科
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

西多摩地区における公立病院の連携と役割について調査
検討を行っている

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 東京都

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 八丈町

病院名 国民健康保険町立八丈病院

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）

全部適用

1,542 1,501

1,538 1,497

4 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 98.4 99.9 民間譲渡

平成21年度 98.2 100.0 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 100.4 100.1

平成20年度 37.9 36.4

平成21年度 38.0 38.2 既に実施済

平成22年度 37.8 36.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 37.0 36.1 実施(予定)時期 平成24年2月23日

平成20年度 75.0 68.1 委員会等の設置（予定）

平成21年度 75.6 48.1 委員会等名 町立八丈病院運営協議会

平成22年度 76.1 53.7 その他

平成23年度 76.5 54.2 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31日

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://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/byoin
/byoin-top.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.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/byoin/byoin-top.htm
http://www.town.hachijo.tokyo.jp/kakuka/byoin/byoin-top.htm


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 東京都

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 阿伎留病院組合

病院名 公立阿伎留医療センター

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

6,005 5,513 平成24年度 平成24年度

7,015 6,551

△ 1,010 △ 1,038 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 78.5 79.5 民間譲渡

平成21年度 85.3 81.7 診療所化

平成22年度 85.6 84.2 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 86.6 86.6

平成20年度 61.4 58.7

平成21年度 54.5 57.8 既に実施済 〇

平成22年度 54.8 56.0 今年度実施予定

平成23年度 54.3 54.3 実施(予定)時期 平成23年５月

平成20年度 63.4 61.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 79.3 64.6 委員会等名 改革プラン評価委員会

平成22年度 80.0 65.0 その他

平成23年度 80.7 80.7 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成27年度 実施(予定)時期 平成24年2月（予定）

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 〇

ＵＲＬ

　

西多摩地域広域行政圏協議会「生活部会・保健医療分科
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

西多摩地域における公立病院の連携と役割分担について
調査を行う。

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。

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 東京都

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 昭和病院組合

病院名 公立昭和病院

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

16,396 15,913 平成25年3月31日 平成24年3月31日

16,372 15,660 公立昭和病院改革プラン検討委員
会

24 253 公営企業法全部適用 〇

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 95.9 民間譲渡 ○

平成21年度 100.2 99.2 診療所化

平成22年度 100.1 101.6 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 100.1 101.6

平成20年度 57.5 59.1

平成21年度 51.9 55.9 既に実施済

平成22年度 52.1 53.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.7 52.7 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 87.3 87.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 94.0 86.3 委員会等名 公立昭和病院改革プラン検討委員
会

平成22年度 93.1 85.8 その他

平成23年度 93.2 87.9 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２２年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成２４年度 平成２４年度 その他

有 〇

実施(予定)時期 平成２３年２月

無

ＵＲＬ

　

公立昭和病院改革プラン検討委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　東京都保健医療計画に基づき、高度専門医療の充実、救
急体制の整備及び４疾病５事業などの政策医療に積極的に
取り組むとともに、医療機能を充分に発揮できるよう、地域
の医療機関との連携を推進する。なお、地域において既に
連携ネットワークを有している高度な医療機能を有した病院
とは相互に補完するような形で病院間の連携を進めていく。
　当地域においては、二次救急医療機関間の当直医師の
専門科に関する連絡ネットワークや脳卒中ネットワークなど
の地域医療連携ネットワークが既に機能しているが、今後も
各医療分野におけるネットワークづくりを推進する。

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.kouritu-showa.jp/hospital/index.html

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 東京都

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 福生病院組合

病院名 公立福生病院

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

7,393 6,476 平成25年度 平成25年度

8,351 7,597

△ 958 △ 1,121 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 80.6 83.4 民間譲渡

平成21年度 84.9 82.2 診療所化

平成22年度 88.5 85.2 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 95.0 86.2

平成20年度 78.2 74.5

平成21年度 62.1 66.3 既に実施済

平成22年度 60.5 63.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.9 62.7 実施(予定)時期 平成23年10月24日

平成20年度 61.5 65.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.5 69.5 委員会等名
公立福生病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 79.4 75.2 その他

平成23年度 84.4 79.3 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

西多摩地域広域行政圏協議会生活部会保健医療分科会
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年度に調査をまとめ、今年度、内容を検討し結論を
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。

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
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