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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 神奈川県

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 神奈川県

病院名 汐見台病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意 指定管理者

4,936 1,041 平成21年3月27日

4,968 1,085

△ 32 △ 44 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 99 民間譲渡

平成21年度 99 99 診療所化

平成22年度 97 96 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 94 94

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20年度 77 77 委員会等の設置（予定）

平成21年度 80 75 委員会等名

平成22年度 80 72 その他

平成23年度 80 80 公表（予定）※

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期

平成23年度 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

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 神奈川県

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 神奈川県

病院名 足柄上病院

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 地方独法

6,296 6,555 平成21年3月27日 平成22年4月1日

6,512 6,606

△ 216 △ 51 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 90 90 民間譲渡

平成21年度 93 93 診療所化

平成22年度 95 99 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 95

平成20年度 76 76

平成21年度 81 75 既に実施済 ○

平成22年度 69 57 今年度実施予定

平成23年度 71 71 実施(予定)時期 平成23年８月

平成20年度 78 78 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 82 72 委員会等名
地方独立行政法人

評価委員会

平成22年度 80 76 その他

平成23年度 81 81 公表（予定）※ 公表

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年８月

平成23年度 平成26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

・紹介、逆紹介の推進
・地域連携クリティカルパスの推進

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。

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)

・紹介件数4,531件、逆紹介件数3,610件

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.pref.kanagawa.jp/cnt/f6146/

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 神奈川県

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 神奈川県

病院名 精神医療ｾﾝﾀｰ芹香病院

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 地方独法

3,639 3,590 平成21年3月27日 平成22年4月1日

3,734 3,639

△ 95 △ 49 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 96 民間譲渡

平成21年度 98 98 診療所化

平成22年度 97 99 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 99

平成20年度 119 119

平成21年度 124 112 既に実施済 ○

平成22年度 103 102 今年度実施予定

平成23年度 101 101 実施(予定)時期 平成23年８月

平成20年度 80 80 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 85 77 委員会等名
地方独立行政法人

評価委員会

平成22年度 83 52 その他

平成23年度 83 83 公表（予定）※ 公表

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年８月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

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

・紹介、逆紹介の推進
・地域連携クリティカルパスの推進

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

・紹介件数335件、逆紹介件数352件

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）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6146/

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。

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)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 神奈川県

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 神奈川県

病院名 精神医療ｾﾝﾀｰせりがや病院

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 地方独法

889 858 平成21年3月27日 平成22年4月1日

900 867

△ 11 1 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 97 民間譲渡

平成21年度 101 101 診療所化

平成22年度 96 100 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 100 100

平成20年度 135 135

平成21年度 146 130 既に実施済 ○

平成22年度 128 143 今年度実施予定

平成23年度 122 122 実施(予定)時期 平成23年８月

平成20年度 71 71 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 80 69 委員会等名
地方独立行政法人

評価委員会

平成22年度 80 66 その他

平成23年度 80 80 公表（予定）※ 公表

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年８月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6146/

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。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

・紹介件数260件、逆紹介件数211件

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

・紹介、逆紹介の推進
・地域連携クリティカルパスの推進

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 神奈川県

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 神奈川県

病院名 がんセンター

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意 地方独法

12,154 13,048 平成21年3月27日 平成22年4月1日

12,080 12,551

74 497 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 98 民間譲渡

平成21年度 100 100 診療所化

平成22年度 101 104 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 102 102

平成20年度 55 55

平成21年度 55 53 既に実施済 ○

平成22年度 52 44 今年度実施予定

平成23年度 53 53 実施(予定)時期 平成23年８月

平成20年度 82 82 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 86 80 委員会等名
地方独立行政法人

評価委員会

平成22年度 85 76 その他

平成23年度 86 86 公表（予定）※ 公表

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年８月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

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

・紹介、逆紹介の推進
・地域連携クリティカルパスの推進

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

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6146/

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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。

・紹介5,195件、逆紹介1,746件

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)

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）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 神奈川県

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 神奈川県

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）

枠組合意 地方独法

6,129 6,752 平成21年3月27日 平成22年4月1日

5,930 6,495

199 257 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 100 100 民間譲渡

平成21年度 101 101 診療所化

平成22年度 101 104 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 104 104

平成20年度 59 59

平成21年度 60 57 既に実施済 ○

平成22年度 57 40 今年度実施予定

平成23年度 57 57 実施(予定)時期 平成23年８月

平成20年度 80 80 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 81 78 委員会等名
地方独立行政法人

評価委員会

平成22年度 80 80 その他

平成23年度 80 80 公表（予定）※ 公表

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年８月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6146/

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

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

資金不足比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
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。

・紹介件数3,822件、逆紹介3,279件

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

・紹介、逆紹介の推進
・地域連携クリティカルパスの推進

経常損益（百万円）

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

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 神奈川県

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 神奈川県

病院名 こども医療センター

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）

枠組合意 地方独法

14,636 15,509 平成21年3月27日 平成22年4月1日

13,414 14,430

1,222 1,079 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 108 108 民間譲渡

平成21年度 107 107 診療所化

平成22年度 107 107 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 106 106

平成20年度 69 69

平成21年度 70 65 既に実施済 ○

平成22年度 62 46 今年度実施予定

平成23年度 64 64 実施(予定)時期 平成23年８月

平成20年度 85 85 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 86 86 委員会等名
地方独立行政法人

評価委員会

平成22年度 85 83 その他

平成23年度 85 85 公表（予定）※ 公表

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年８月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)
・紹介、逆紹介の推進
・地域連携クリティカルパスの推進

経常損益（百万円）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

職員給与比率（%)

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

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

・紹介件数7,325件、逆紹介4,061件

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6146/

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 神奈川県

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 横浜市

病院名 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

16,412 17,442 平成23年度 平成24年度以降

16,429 16,641 横浜市立病院経営委員会

△ 17 801 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 98.7 99.6 民間譲渡 ○

平成21年度 98.9 102.5 診療所化

平成22年度 99.9 104.8 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 100.4 102.1

平成20年度 59.4 57.5

平成21年度 56.7 56.7 既に実施済 既に実施済

平成22年度 55.9 54.7 今年度実施予定

平成23年度 55.5 58.1 実施(予定)時期 平成23年8月24日

平成20年度 90.2 90.4 委員会等の設置（予定） 設置

平成21年度 91.3 86.2 委員会等名 横浜市立病院経営委員会

平成22年度 91.3 88.8 その他

平成23年度 91.3 91.3 公表（予定）※ 公表

平成23年度 平成21年度達成済 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成23年度 平成23年度 その他

有 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

地域医療機関との地域連携推進

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.city.yokohama.jp/me/byouin/chuki.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.yokohama.jp/me/byouin/chuki.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 神奈川県

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 横浜市

病院名 脳血管医療センター

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

6,122 5,842 平成23年度 平成24年度以降

7,144 6,782 横浜市立病院経営委員会

△ 1,022 △ 940 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 82.1 81.6 民間譲渡 ○

平成21年度 82.4 82.9 診療所化

平成22年度 85.7 86.1 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 88.6 90.2

平成20年度 101.4 104.6

平成21年度 96.5 98.0 既に実施済 既に実施済

平成22年度 89.9 93.9 今年度実施予定

平成23年度 84.2 84.0 実施(予定)時期 平成23年8月24日

平成20年度 78.0 78.1 委員会等の設置（予定） 設置

平成21年度 80.0 71.9 委員会等名 横浜市立病院経営委員会

平成22年度 86.0 67.5 その他

平成23年度 92.0 92.0 公表（予定）※ 公表

資金収支均衡平成23年度 資金収支均衡平成23年度 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成23年度 平成23年度 その他

有 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

地域医療機関との地域連携推進

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.city.yokohama.jp/me/byouin/chuki.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.yokohama.jp/me/byouin/chuki.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 神奈川県

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 横浜市

病院名 みなと赤十字病院

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

1,561 1,743 平成23年度 平成17年度実施済

3,012 3,075

△ 1,451 △ 1,332 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 90.5 90.0 民間譲渡

平成21年度 51.8 52.1 診療所化

平成22年度 51.8 56.7 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 51.6 53.7

平成20年度 - -

平成21年度 - - 既に実施済 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24日

平成20年度 78.9 79.2 委員会等の設置（予定） 設置

平成21年度 80.8 87.5 委員会等名 横浜市立病院委員会

平成22年度 80.8 87.6 その他

平成23年度 80.8 85.2 公表（予定）※ 公表

- - 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成23年度 平成23年度 その他

有 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

地域医療機関との地域連携推進

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.city.yokohama.jp/me/byouin/chuki.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.yokohama.jp/me/byouin/chuki.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 神奈川県

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 川崎市

病院名 川崎病院

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）

予定無し 全部適用

18,372 20,033 平成24年3月

18,098 18,276

273 1,757 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 100.1 民間譲渡

平成21年度 100.9 104.5 診療所化

平成22年度 101.5 109.6
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 102.3 109.6

平成20年度 53.2

平成21年度 54.0 51.1 既に実施済 ○

平成22年度 52.5 49.0 今年度実施予定

平成23年度 52.0 49.0 実施(予定)時期 平成23年10月20日

平成20年度 85.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.1 86.1 委員会等名 川崎市立病院運営委員会

平成22年度 87.6 86.3 その他

平成23年度 88.1 87.6 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

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

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)

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.kawasaki.jp/83byoin/somu/ind
ex.html

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度の
収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 神奈川県

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 川崎市

病院名 井田病院

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）

予定無し 全部適用

7,324 7,484 平成24年3月

7,661 7,362

△ 337 122 公営企業法全部適用

健全化法 56.9% 地方独立行政法人

地財法 56.9% 指定管理者制度

平成20年度 96.4% 民間譲渡

平成21年度 93.0 91.7% 診療所化

平成22年度 95.6 101.7%
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 96.9 101.7%

平成20年度 73.8%

平成21年度 72.1 72.6% 既に実施済 ○

平成22年度 70.9 66.0% 今年度実施予定

平成23年度 71.0 66.0% 実施(予定)時期 平成23年10月20日

平成20年度 77.9% 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.9 78.8% 委員会等名 川崎市立病院運営委員会

平成22年度 78.9 78.0% その他

平成23年度 78.9 78.9% 公表（予定）※ ○

平成32年度 平成32年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

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

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。

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。

http://www.city.kawasaki.jp/83byoin/somu/ind
ex.html

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 神奈川県

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 川崎市

病院名 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）

予定なし 指定管理者

9,348 10,032 平成24年3月

10,449 11,171

△ 1,101 △ 1,139 公営企業法全部適用

健全化法 14.9% 地方独立行政法人

地財法 14.9% 指定管理者制度

平成20年度 87.9% 民間譲渡

平成21年度 88.7 88.8% 診療所化

平成22年度 89.5 89.8%
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 92.4 92.4%

平成20年度 51.9%

平成21年度 42.0 47.6% 既に実施済 ○

平成22年度 42.0 48.4% 今年度実施予定

平成23年度 42.0 42.0% 実施(予定)時期 平成23年9月1日

平成20年度 81.1% 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.0 80.0% 委員会等名 川崎市立病院運営委員会

平成22年度 83.7 78.6% その他

平成23年度 84.7 84.7% 公表（予定）※ ○

平成34年度 平成34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

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。

http://www.city.kawasaki.jp/83byoin/somu/ind
ex.html

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（%)

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

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 神奈川県

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 横須賀市

病院名 横須賀市立市民病院

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）

実施済 指定管理者

1,278 1,293 平成22年4月1日 平成22年4月1日

1,903 1,170

△ 625 123 公営企業法全部適用

健全化法 37.9 16.1 地方独立行政法人

地財法 922.4 716.8 指定管理者制度 ●

平成20年度 92.7 92.7 民間譲渡

平成21年度 93.7 89.7 診療所化

平成22年度 67.2 110.5 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 73.6 61.7

平成20年度 58.8 58.8

平成21年度 72.8 59.6 既に実施済 ○

平成22年度 10.3 7.7 今年度実施予定

平成23年度 6.6 5.7 実施(予定)時期 平成23年9月30日

平成20年度 69.5 69.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 55.6 53.4 委員会等名 市立病院運営委員会

平成22年度 50.9 41.3 その他

平成23年度 53.1 41.3 公表（予定）※ ○

平成28年度 平成28年度 実施(予定)時期 平成23年12月28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

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

１ 指定管理者制度へ移行する。
２ 既に指定管理者制度を導入しているうわまち病院と経営
主体を同一とする。
３ 市立２病院の医療スタッフの交流、それぞれの病院が提
携する医療の機能分化を検討していく。

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

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 神奈川県

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 横須賀市

病院名 横須賀市立うわまち病院

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 指定管理者

654 633 平成22年4月1日

652 551

2 82 公営企業法全部適用

健全化法 △ 30.3 △ 27.1 地方独立行政法人

地財法 △ 732.1 △ 788.9 指定管理者制度 ●

平成20年度 121.4 121.4 民間譲渡

平成21年度 100.0 117.1 診療所化

平成22年度 100.3 114.9 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 101.5 101.1

平成20年度 13.5 13.5

平成21年度 10.4 8.9 既に実施済 ○

平成22年度 11.8 9.9 今年度実施予定

平成23年度 9.7 8.4 実施(予定)時期 平成23年9月30日

平成20年度 一般89.7　療養90.4 一般89.7　療養90.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 一般93.0　療養87.1 一般76.8　療養88.4 委員会等名 市立病院運営委員会

平成22年度 一般93.0　療養90.6 一般79.6　療養90.0 その他

平成23年度 一般93.0　療養90.6 一般79.6　療養90.0 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 実施(予定)時期 平成23年12月28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

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

１ 市立２病院相互の医療機能の補完による連携を開始予
定。
２ 市立２病院の医療スタッフの交流、それぞれの病院が提
携する医療の機能分化を検討していく。

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

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 神奈川県

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 平塚市

病院名 平塚市民病院

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

10,491 11,144 平成24年3月31日 平成22年4月1日

10,313 10,567

178 577 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 100.3 100.0 民間譲渡

平成21年度 102.0 100.1 診療所化

平成22年度 101.7 105.4 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 101.3 101.3

平成20年度 56.6 58.8

平成21年度 56.2 58.4 既に実施済 ○

平成22年度 56.3 55.2 今年度実施予定 　

平成23年度 56.2 56.2 実施(予定)時期 平成23年10月6日

平成20年度 90.0 70.9 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 91.0 73.3 委員会等名 平塚市病院運営審議会

平成22年度 92.0 91.0 その他

平成23年度 93.0 93.0 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成24年1月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

県関係市連絡会議地域検討会議
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

　近隣の公立病院とは、現状での再編・ネットワーク化はし
ないが、今後も情報交換を続けるという形となっている。
　その他再編・ネットワークの可能性については、周辺医療
機関の配置等を考慮し、検討中。

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.hiratsuka-city-hospital.jp/torikumi/kaikaku.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.hiratsuka-city-hospital.jp/torikumi/kaikaku.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 神奈川県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 藤沢市

病院名 藤沢市民病院

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）

予定なし 一部適用

15,254 16,934 平成26年3月31日

15,081 15,811
市民病院改革プラン評価委
員会

173 1,123 公営企業法全部適用 ○

健全化法 △ 21.9 △ 33.6 地方独立行政法人 ○

地財法 △ 21.9 △ 33.6 指定管理者制度 ○

平成20年度 99.4 103.0 民間譲渡

平成21年度 100.6 105.5 診療所化

平成22年度 101.2 107.1 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 102.0 100.7

平成20年度 50.3 49.0

平成21年度 51.5 52.5 既に実施済

平成22年度 50.6 51.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 49.6 53.9 実施(予定)時期 平成23年10月31日

平成20年度 89.3 90.4 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 92.0 93.4 委員会等名
市民病院改革プラン評価委
員会

平成22年度 92.0 91.8 その他

平成23年度 92.0 92.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年11月

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。

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hospital/

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.fujisawa.kanagawa.jp/hospital/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 神奈川県

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 小田原市

病院名 小田原市立病院

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

10,098 11,793 平成24年3月31日 平成24年3月31日

10,179 10,989 小田原市立病院運営審議会

△ 81 804 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 96.1 99.5 民間譲渡

平成21年度 97.7 100.8 診療所化

平成22年度 99.2 107.3 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 100.4 100.6

平成20年度 56.4 54.5

平成21年度 56.2 51.9 既に実施済

平成22年度 55.9 46.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.6 46.7 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 77.0 78.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.8 82.7 委員会等名 小田原市立病院運営審議会

平成22年度 79.8 88.0 その他

平成23年度 80.8 88.0 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31日

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

県関係市連絡会議、地域検討会議

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

周辺医療機関の配置状況等も踏まえて現在検討中。

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.city.odawara.kanagawa.jp/hospital/

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.odawara.kanagawa.jp/hospital/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 神奈川県

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 茅ヶ崎市

病院名 茅ヶ崎市立病院

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

9,633 9,316 平成２２年３月

9,721 9,235

△ 88 81 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 93.2 94.6 民間譲渡

平成21年度 96.3 99.9 診療所化

平成22年度 99.1 100.9 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 101.7 97.6

平成20年度 57.8 58.0

平成21年度 57.0 54.7 既に実施済 ○

平成22年度 54.5 53.9 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7月11日

平成20年度 85.0 84.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.0以上 81.9 委員会等名 茅ヶ崎市立病院運営協議会

平成22年度 90.0以上 80.4 その他

平成23年度 91.5以上 78.3 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成２３年８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://hosp.city.chigasaki.kanagawa.jp/introduct

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

平成２２年４月より、横浜市立大学医学部付属病院及び横
浜市立大学附属市民総合医療センターより１名ずつ研修医
を受け入れた。

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

初期臨床研修プログラム協力病院

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

横浜市

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://hosp.city.chigasaki.kanagawa.jp/introduction/006787.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 神奈川県

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 三浦市

病院名 三浦市立病院

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

2,579 2,212 平成22年度 平成22年4月1日

2,665 2,216

△ 86 △ 4 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 14.8 △ 18.7 地方独立行政法人

地財法 8.1 18.5 指定管理者制度

平成20年度 80.6 78.7 民間譲渡

平成21年度 91.5 86.4 診療所化

平成22年度 96.8 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 102.4 105.5

平成20年度 60.8 65.0

平成21年度 58.0 61.4 既に実施済 ○

平成22年度 54.9 44.2 今年度実施予定

平成23年度 52.7 45.7 実施(予定)時期 平成23年9月14日

平成20年度 73.2 66.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.9 72.4 委員会等名 都市厚生常任委員協議会

平成22年度 88.2 78.2 その他

平成23年度 92.0 84.9 公表（予定）※ 「予定」

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年12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

　

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.washin.co.jp/miurahospital/con12_1.h

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

･ネットワーク化については、新しい試みを模索中

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

・再編はなし
・横浜市立大学臨床研修協力施設
・医師の確保における連携
　近隣病院の脳外科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・皮膚科医師
の派遣を受け、当院で外来を新たに開設。H20.10「脳外科
外来」
H21.10「泌尿器外来」H23.7「皮膚科外来」を開設。【横須賀
共済病院】
・検体検査
　市内開業医との連携により、検体検査を受託し連携を図っ
ている。（H20.9～）【市内(一部市外を含む)医療機関】
・機器の貸し出し
　休止した産科により、使用しなくなった機器を貸し出し【うわ
まち病院】

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

県関係市連絡会議及び地域検討会議

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.washin.co.jp/miurahospital/con12_1.htm


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 神奈川県

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 厚木市

病院名 厚木市立病院

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

7,263 6,975 平成24年3月31日 平成24年度

7,270 7,129

△ 7 △ 154 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 93.5 91.6 民間譲渡

平成21年度 97.8 93.4 診療所化

平成22年度 99.9 97.8 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 101.3 100.1

平成20年度 67.3 68.9

平成21年度 60.2 63.2 既に実施済

平成22年度 53.0 62.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.0 60.5 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 66.0 65.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 74.4 65.7 委員会等名 厚木市立病院運営審議会

平成22年度 75.5 67.7 その他

平成23年度 80.0 73.3 公表（予定）※ 予定

平成23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 平成23年12月

無

ＵＲＬ

　

県関係市連絡会議及び地域検討会議
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

　地域医療提供体制確保の観点から、公立病院間、同一医
療圏地域内病院間等におけるネットワーク化を中心とする
連携について検討を行っていく。

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 神奈川県

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 大和市

病院名 大和市立病院

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

9,712 8,833 平成27年3月31日 平成26年3月31日

9,886 8,831 市立病院・市関係部局

△ 174 2 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 89.4 90.3 民間譲渡

平成21年度 96.1 96.0 診療所化

平成22年度 98.2 100.0 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 100.4 99.5

平成20年度 56.3 55.5

平成21年度 55.5 56.4 既に実施済 ○

平成22年度 53.1 54.9 今年度実施予定

平成23年度 52.2 54.7 実施(予定)時期 平成23年7月13日

平成20年度 77.3 76.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.1 74.4 委員会等名 大和市立病院運営審議会

平成22年度 90.1 75.5 その他

平成23年度 93.0 81.9 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

無 ○

ＵＲＬ

　

県関係市連絡会議
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

県関係市連絡会議等により、県・関係市と協議等を進め、地
域における検討の必要性について結論を得る。

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.yamatocity-mh.jp/index.php

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.yamatocity-mh.jp/index.php
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