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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 松代病院

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

830 810 平成23年度 平成27年度

830 797 十日町病院等の医療提供体制に関する協議会

0 13 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 101.7 101.7 民間譲渡

平成21年度 101.2 101.2 診療所化

平成22年度 100.0 101.6 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 100.0 100.0

平成20年度 91.9 91.9

平成21年度 88.8 88.8 既に実施済

平成22年度 88.9 87.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 88.9 91.9 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 78.7 78.7 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 79.6 79.6 委員会等名

平成22年度 82.0 77.2 その他

平成23年度 82.0 90.0 公表（予定）※ 有

20 20 実施(予定)時期 平成２３年１０月

23 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

無

ＵＲＬ

　

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html

十日町病院等の医療提供体制に関する検討会

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

職員給与比率（%)

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

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

現在の医療提供体制下で一層の連携（十日町病院、松代病
院、津南病院）
・地域医療病院としての機能を引き続き担う。
・新十日町病院との一体的な経営について検討する。
・新十日町病院との連携や大学医局等からの医師派遣等を
通じた確保を図る。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 柿崎病院

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）

ｗ 全部適用

948 943 平成21年度 予定無し

948 947

0 △ 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 100.4 100.4 民間譲渡

平成21年度 100.2 102.4 診療所化

平成22年度 100.0 99.5 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 100.0 100.0

平成20年度 81.2 81.2

平成21年度 81.7 81.7 既に実施済

平成22年度 78.0 85.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 78.0 86.4 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 64.5 64.5 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 91.8 91.8 委員会等名

平成22年度 90.1 79.9 その他

平成23年度 90.1 90.1 公表（予定）※ 有

20 20 実施(予定)時期 平成２３年１０月

23 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

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

　地域医師会との協力や県立中央病院をはじめとする周辺
医療機関との病病連携により、地域住民の健康維持・増進
を図る。

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.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.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。

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.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 津川病院

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

1,318 1,230 平成21年度 予定無し

1,318 1,229

0 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 98.5 98.5 民間譲渡

平成21年度 99.7 99.7 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 100.0 100.0

平成20年度 77.8 77.8

平成21年度 84.8 84.8 既に実施済

平成22年度 70.0 85.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 70.0 88.3 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 67.2 67.2 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 66.4 66.4 委員会等名

平成22年度 75.1 64.4 その他

平成23年度 75.1 40.0 公表（予定）※ 有

22 22 実施(予定)時期 平成２３年１０月

23 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

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

　阿賀町の福祉保健医療との連携により、地域住民の健康
維持・増進を図る。

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.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.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。

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.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 妙高病院

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

1,053 1,051 平成21年度 予定無し

1,053 1,031

0 20 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 100.4 100.4 民間譲渡

平成21年度 102.0 102.0 診療所化

平成22年度 100.0 101.9 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 93.1 93.1

平成21年度 89.4 89.8 既に実施済

平成22年度 85.9 89.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 85.9 85.7 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 85.6 85.6 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 84.0 84.0 委員会等名

平成22年度 83.3 79.9 その他

平成23年度 83.3 82.0 公表（予定）※ 有

20 20 実施(予定)時期 平成２３年１０月

23 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

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.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.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）

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。

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

　医療・保健・福祉と連携し、妙高高原・妙高地域における医
療サービスの充実を目指す。

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

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 リウマチセンター

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

1,586 1,792 平成21年度 予定無し

1,586 1,793

0 △ 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 140.0 140.0 民間譲渡

平成21年度 101.2 101.2 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 100.0 100.0

平成20年度 76.6 76.6

平成21年度 69.4 69.4 既に実施済

平成22年度 65.2 68.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.2 62.6 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 88.7 88.7 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 86.5 86.5 委員会等名

平成22年度 90.0 84.3 その他

平成23年度 90.0 86.6 公表（予定）※ 有

20 20 実施(予定)時期 平成２３年１０月

23 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

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

　リウマチ専門病院として、リウマチ学における本県のセン
ター機能を発揮する。

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.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.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。

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.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 坂町病院

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

2,536 2,769 平成21年度 予定無し

2,810 2,874

△ 274 △ 106 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 91.1 91.1 民間譲渡

平成21年度 94.1 94.1 診療所化

平成22年度 90.2 96.3 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 90.5 96.9

平成20年度 68.1 68.1

平成21年度 64.0 64.0 既に実施済

平成22年度 69.1 62.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 69.1 62.3 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 87.4 87.4 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 90.1 90.1 委員会等名

平成22年度 85.6 89.5 その他

平成23年度 85.6 91.0 公表（予定）※ 有

26 26 実施(予定)時期 平成２３年１０月

26 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

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）
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-

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。

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

　県立新発田病院の支援病院として、新発田地域の医療機
関との連携を強化し、地域住民のかかりつけ病院として一
次、二次医療を提供する。

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

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 六日町病院

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

3,329 3,492 平成２３年度 平成27年度

3,783 3,723 魚沼地域医療整備協議会等

△ 454 △ 231 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 92.1 92.1 民間譲渡

平成21年度 93.1 93.1 診療所化

平成22年度 88.0 93.8 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 88.3 88.5

平成20年度 69.9 69.9

平成21年度 66.0 66.0 既に実施済

平成22年度 74.0 67.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 74.0 73.0 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 72.7 72.7 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 70.9 70.9 委員会等名

平成22年度 72.0 69.9 その他

平成23年度 72.0 75.0 公表（予定）※ 有

26 26 実施(予定)時期 平成２３年１０月

26 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

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）
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魚沼地域医療整備協議会等

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。

地域の拠点的医療を担う「基幹病院」と、住民に身近な医療
を担う「周辺病院」に再編し機能分担を図る。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

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。

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）

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

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 加茂病院

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

1,607 1,693 平成２３年度 予定無し

2,134 2,074

△ 527 △ 381 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 72.2 72.2 民間譲渡

平成21年度 71.3 71.3 診療所化

平成22年度 75.3 81.6 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 75.4 84.5

平成20年度 94.6 94.6

平成21年度 93.0 93.0 既に実施済

平成22年度 89.3 83.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 89.3 79.3 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 54.0 54.0 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 51.1 51.1 委員会等名

平成22年度 58.1 59.7 その他

平成23年度 58.1 67.0 公表（予定）※ 有

26 26 実施(予定)時期 平成２３年１０月

26 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

無

ＵＲＬ

　

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)

経常損益（百万円）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

職員給与比率（%)

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

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html

救命救急センター及び併設病院等のあり方検討会議

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）

救命救急センターの設置を含めた地域の医療提供体制全
般の検討を進める中で検討

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 十日町病院

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

4,711 4,737 平成23年度 平成27年度

4,509 4,636 十日町病院等の医療提供体制に関する協議会

202 101 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 102.1 102.1 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.0 診療所化

平成22年度 104.5 102.2 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 104.6 96.7

平成20年度 60.4 60.4

平成21年度 62.5 62.5 既に実施済

平成22年度 58.7 60.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 58.7 64.2 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 87.3 87.3 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 84.5 84.5 委員会等名

平成22年度 89.9 87.8 その他

平成23年度 89.9 90.0 公表（予定）※ 有

20 20 実施(予定)時期 平成２３年１０月

23 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

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

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html

十日町病院等の医療提供体制に関する検討会

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。

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。

地域の拠点的医療を担う「基幹病院」と、住民に身近な医療
を担う「周辺病院」に再編し機能分担を図る。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 小出病院

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

5,035 4,955 平成２３年度 平成27年度

4,922 4,841 魚沼地域医療整備協議会等

113 114 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 100.3 100.3 民間譲渡

平成21年度 99.0 99.0 診療所化

平成22年度 102.3 102.4 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 102.5 105.5

平成20年度 71.9 71.9

平成21年度 72.0 72.0 既に実施済

平成22年度 68.8 68.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 68.8 67.0 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 75.0 75.0 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 74.4 74.4 委員会等名

平成22年度 76.7 75.3 その他

平成23年度 76.7 76.0 公表（予定）※ 有

20 20 実施(予定)時期 平成２３年１０月

23 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

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.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html

魚沼地域医療整備協議会等

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。

地域の拠点的医療を担う「基幹病院」と、住民に身近な医療
を担う「周辺病院」に再編し機能分担を図る。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

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。

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）

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

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 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）

実施済 全部適用

12,789 14,054 平成21年度 予定無し

13,134 13,724

△ 345 330 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 95.7 95.7 民間譲渡

平成21年度 96.6 96.6 診療所化

平成22年度 97.4 102.4 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 97.9 105.8

平成20年度 54.5 54.5

平成21年度 53.4 53.4 既に実施済

平成22年度 54.1 49.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.1 46.9 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 86.0 86.0 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 82.3 82.3 委員会等名

平成22年度 89.5 84.8 その他

平成23年度 89.5 85.0 公表（予定）※ 有

26 22 実施(予定)時期 平成２３年１０月

26 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

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.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.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）

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。

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

　上越圏域の基幹病院として、地域の医療施設、介護施設
や自治体と連携し、地域住民の保健・医療・福祉の増進を図
る。

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

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 吉田病院

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）

検討中 全部適用

3,846 3,908 平成２３年度 予定無し

4,576 4,330

△ 730 △ 422 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 82.7 82.7 民間譲渡

平成21年度 84.7 84.7 診療所化

平成22年度 84.0 90.3 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 83.9 87.4

平成20年度 85.2 85.2

平成21年度 82.2 82.2 既に実施済

平成22年度 83.5 76.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 83.5 79.0 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 59.7 59.7 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 56.2 56.2 委員会等名

平成22年度 62.9 56.5 その他

平成23年度 62.9 56.0 公表（予定）※ 有

26 26 実施(予定)時期 平成２３年１０月

26 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

無

ＵＲＬ

　

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)

経常損益（百万円）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

職員給与比率（%)

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

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html

救命救急センター及び併設病院等のあり方検討会議

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）

救命救急センターの設置を含めた地域の医療提供体制全
般の検討を進める中で検討

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 がんセンター新潟病院

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

12,753 13,640 平成21年度 予定無し

12,296 12,736

457 904 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 103.4 103.4 民間譲渡

平成21年度 105.3 105.3 診療所化

平成22年度 103.7 107.1 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 104.5 108.3

平成20年度 54.1 54.1

平成21年度 51.1 51.1 既に実施済

平成22年度 51.7 49.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.7 48.4 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 87.9 87.9 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 85.7 85.7 委員会等名

平成22年度 90.7 82.2 その他

平成23年度 90.7 87.0 公表（予定）※ 有

20 20 実施(予定)時期 平成２３年１０月

23 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

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.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.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）

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。

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

　都道府県がん診療連携拠点病院として、本県がん診療に
おける基幹病院としての役割を担う。

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

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 新発田病院

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）

実施済 全部適用

12,786 13,940 平成21年度 予定無し

13,443 14,216

△ 657 △ 276 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 94.1 94.1 民間譲渡

平成21年度 94.1 94.1 診療所化

平成22年度 95.1 98.1 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 96.4 97.9

平成20年度 58.5 58.5

平成21年度 56.3 56.3 既に実施済

平成22年度 57.9 52.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 57.9 52.3 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 94.1 94.1 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 93.1 93.1 委員会等名

平成22年度 95.0 95.8 その他

平成23年度 95.0 95.0 公表（予定）※ 有

26 26 実施(予定)時期 平成２３年１０月

26 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

無

ＵＲＬ

　

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)
　県北の広域基幹病院として、地域の医療機関との機能分
担を明確にし、連携を図りながら地域完結型医療を目指す。

経常損益（百万円）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

職員給与比率（%)

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

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.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）

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

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 精神医療センター

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 全部適用

3,752 3,573 平成21年度 予定無し

3,752 3,675

0 △ 101 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 99.6 99.6 民間譲渡

平成21年度 99.7 99.7 診療所化

平成22年度 100.0 97.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 123.9 123.9

平成21年度 119.9 119.9 既に実施済

平成22年度 117.4 118.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 117.4 124.1 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 84.5 84.5 委員会等の設置（予定） 無

平成21年度 83.8 83.8 委員会等名

平成22年度 87.5 82.8 その他

平成23年度 87.5 85.0 公表（予定）※ 有

22 24 実施(予定)時期 平成２３年１０月

23 23 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

無

ＵＲＬ

　

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)

　新潟県の精神医療の基幹病院として機能整備を進める。

経常損益（百万円）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

職員給与比率（%)

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

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.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）

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

http://www.pref.niigata.lg.jp/byoingyomu/1254258146019.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県

病院名 魚沼基幹病院

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

該当無し(未開設） 該当無し(未開設） 平成21年度（平成27年度完成予定） 平成27年度

該当無し(未開設） 該当無し(未開設）

該当無し(未開設） 該当無し(未開設） 公営企業法全部適用

健全化法 該当無し(未開設） 該当無し(未開設） 地方独立行政法人

地財法 該当無し(未開設） 該当無し(未開設） 指定管理者制度 ◎

平成20年度 事業会計未設置 事業会計未設置 民間譲渡

平成21年度 該当無し(未開設） 該当無し(未開設） 診療所化

平成22年度 該当無し(未開設） 該当無し(未開設） 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 該当無し(未開設） 該当無し(未開設）

平成20年度 事業会計未設置 事業会計未設置

平成21年度 該当無し(支出なし） 該当無し(支出なし） 既に実施済

平成22年度 該当無し(支出なし） 該当無し(支出なし） 今年度実施予定
なし（未開設のため、必要に
応じて実施）

平成23年度 該当無し(支出なし） 該当無し(支出なし） 実施(予定)時期

平成20年度 事業会計未設置 事業会計未設置 委員会等の設置（予定）

平成21年度 該当無し(未開設） 該当無し(未開設） 委員会等名

平成22年度 該当無し(未開設） 該当無し(未開設） その他
必要に応じて外部委員が在
籍する委員会を活用する

平成23年度 該当無し(未開設） 該当無し(未開設） 公表（予定）※

H27開設予定 H27開設予定 実施(予定)時期

平成25年度 平成25年度 その他 本年度実施予定無し

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

魚沼圏域の公立病院を再編・ネットワーク化を行い、それぞ
れ病院の役割分担を明確化することにより、地域に不足す
る高度医療を確保する。魚沼圏域内の県立小出病院(383
床）、県立六日町病院(199床）、南魚沼市立ゆきぐに大和病
院(199床）を再編し、高度医療を担う県立魚沼基幹病院
（454床）を新設する。再編対象となる病院は、それぞれ地域
医療を担う市立の拠点病院〔新小出病院（134床）、新六日
町病院（120床）、新ゆきぐに大和病院（40床）〕とする。

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

H21.5　自治体、医療関係者、住民代表が「魚沼基幹病院
（仮称）と再編後の医療体制について【地元案】」をとりまとめ
H22.6　新潟県が「魚沼基幹病院（仮称）基本計画（素案）」を
公表
H22.6　魚沼市が「新病院整備構想－魚沼市保健医療福祉
ゾーン整備構想」を発表
H23.5 魚沼市が「魚沼市新病院整備基本計画」を公表。
H23.5 新潟県が「魚沼基幹病院（仮称）整備基本計画」を公
表

H23.9末時点の状況
　新潟県立魚沼基幹病院(仮称）：実施設計実施中
　その他の再編対象病院：小出病院は基本設計実施中。
　六日町病院、ゆきぐに大和病院は計画検討中。

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

　新潟県、新潟県魚沼市、新潟県南魚沼市

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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 新潟県

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 新潟市

病院名 新潟市民病院

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 全部適用

18,568 20,614 平成23年3月31日 平成20年4月1日

19,730 19,898

△ 1,162 716 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 97.9 93.6 民間譲渡

平成21年度 92.9 96.7 診療所化

平成22年度 94.1 103.6 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 94.7 96.5

平成20年度 51.0 54.2

平成21年度 54.8 52.5 既に実施済

平成22年度 54.7 49.5 今年度実施予定 〇

平成23年度 54.7 55.4 実施(予定)時期 平成23年11月7日

平成20年度 93.0 93.0 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 94.5 90.3 委員会等名 新潟市病院事業運営審議会

平成22年度 94.5 93.9 その他

平成23年度 94.5 93.5 公表（予定）※ 〇

平成25年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年12月1日

平成24年度 平成24度 その他

有 〇

実施(予定)時期 平成23年11月7日

無

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.hosp.niigata.niigata.jp/contents/abou

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

地域の基幹病院として，高度・先進・専門医療を提供する。
併せて２次輪番病院や，急患センターとの役割分担を明確
にし，重症救急患者受け入れへのシフトを進める。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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.hosp.niigata.niigata.jp/contents/about/cnttes/jigyou_gaiyou.htm


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 見附市

病院名 見附市立病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意 全部適用

1,703 1,799 平成22年3月 平成２２年４月１

1,740 1,863

△ 37 △ 64 公営企業法全部適用 ●

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 95.5 95.5 民間譲渡

平成21年度 97.0 99.8 診療所化

平成22年度 97.9 96.6 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 98.5 98.5

平成20年度 54.4 54.4

平成21年度 53.0 51.5 既に実施済 ○

平成22年度 52.6 56.7 今年度実施予定

平成23年度 52.4 52.4 実施(予定)時期 平成23年8月8日

平成20年度 78.5 78.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 79.8 83.1 委員会等名 病院運営審議会

平成22年度 80.8 88.2 その他

平成23年度 81.8 81.8 公表（予定）※ ホームページ

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成２３年８月２９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://www2.city.mitsuke.niigata.jp/hospital/info

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

地域医療連携室が中心となり、他病院との機能分担・連携
を推進している。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

見附市立病院が属する中越医療圏において、一般病院で
ある公立病院は当該病院1病院である。「都道府県医療計
画等における今後の方向性」のとおり、公立・公的病院のそ
れぞれの役割を明確化し、機能分担・連携を推進していく。

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

http://www2.city.mitsuke.niigata.jp/hospital/information/2011kaizensintyoku.pdf


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 上越市

病院名 上越地域医療センター病院

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 指定管理者制度

1,879 2,023 - 　

1,862 1,962 　

17 61 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 92.3 93.6 民間譲渡

平成21年度 100.8 77.8 診療所化

平成22年度 100.9 103.1 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 100.3 100.1

平成20年度 65.2 65.5

平成21年度 61.7 64.8 既に実施済 ●

平成22年度 62.6 64.6 今年度実施予定

平成23年度 63.3 65.7 実施(予定)時期 平成23年9月14日

平成20年度 77.8 77.5 委員会等の設置（予定）

平成21年度 78.4 75.9 委員会等名 　

平成22年度 78.9 75.2 その他 市厚生常任委員会へ報告

平成23年度 79.4 78.9 公表（予定）※ ●

平成21年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年9月14日

平成25年度 平成25年度 その他 　

有 ●

実施(予定)時期 平成23年10月1日

無

ＵＲＬ

　

-
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

-

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

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20年1月　　県立中央病院との間で「大腿骨頸部骨折
地域連携パス」を開始

平成20年11月　　県立中央病院との間で「脳卒中地域連携
パス」を開始

平成21年3月　　厚生連上越総合病院との間で「脳卒中地
域連携パス」を開始

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

市内に点在する公立・公的病院の機能分担・連携を推進す
るとともに、市診療所をサテライトとした病診連携の検討及
び医療機能の充実を図る。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

-

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 阿賀野市

病院名 水原郷病院

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

1,858 1,832 未定 平成22年10月1日

2,243 2,212

△ 385 △ 380 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 26.4 20.4 指定管理者制度 ●

平成20年度 91.9 91.9 民間譲渡

平成21年度 87.2 87.2 診療所化

平成22年度 82.8 82.8 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 63.6 63.6

平成20年度 63.1 63.1

平成21年度 68.5 68.5 既に実施済 ○

平成22年度 67.0 67.3 今年度実施予定

平成23年度 - - 実施(予定)時期 平成23年8月22日

平成20年度 60.4 60.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 60.5 60.5 委員会等名
阿賀野市水原郷病院経営改
革審議会

平成22年度 61.0 61.0 その他

平成23年度 63.9 63.9 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年10月5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

　

阿賀野市新病院建設検討協議会（新発田保健所・五泉市・
阿賀町・新潟大学・県立津川病院・地元医師会・市内民間病
院・指定管理者・阿賀野市で構成）公立病院改革プラン最終年度

※　経常収支黒字化目標年度については、H23年度において、経常損益△194百万円に対
し、減価償却費も194百万円となっており、減価償却前収支が赤字にならないことを目標にし

て数値を設定した。

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

建設予定の新病院について、以下の連携を前提とする。
① ２市１町（五泉市・阿賀野市・阿賀町）における病・病連携
新病院は二次医療を中心とし、２市１町圏域内にある一次医療と二次医療のすみ分けを明確にした上で、各病院の特色を生かした
機能分担と緊密な連携により、当圏域で完結できる診療機能はできるだけ完結させるという地域完結型の医療体制を確立する。
② 高次医療機関との連携
　　　　　　新病院は、県立新発田病院や新潟市民病院等の三次医療機関と連携し、後方支援病院 として、急性期を脱した後の回復
期の患者を受け入れ、在宅までの橋渡し機能を持つものとする。
③ 地域医療機関（医院・診療所等）との連携
新病院は、市内の医療機関との密接な連携を保ち、一次・二次医療の役割分担を明確にした上で、積極的な紹介患者の受入、検査
受託及び高度医療機器の共同利用体制を構築するとともに、病床の開放及び有効活用を進める。
④ 指定管理者との連携
新病院は、今後も指定管理者による運営を継続し、指定管理者の持つ経営ノウハウ及び指定管理者に属する病院ネットワークによ
る連携のメリットを最大限に発揮することで、経営基盤を安定化させ、かつ、サービス水準を向上させる。
⑤ 地域保健医療福祉施設との連携
病院と併設している介護老人保健施設との機能的な連携や施設外の介護施設との連携を更に密接にし、地域における継続的な医
療・介護の提供体制の強化を目指す。
⑥ 行政との連携
新病院は、公設民営病院として、二次救急医療を中心とした政策的医療の実施に努めるとともに、阿賀野市の進める「阿賀野スタイ
ル健康福祉プロジェクト 」における健康推進事業・福祉事業との連携を図り、市民が住み慣れた地域において生涯にわたって自立し
た生活を営める社会の構築に寄与するとともに、あらゆる世代が本市で生き生きと輝いて暮らすことのできる「幸福祉のまちづくり」
への貢献を目指す。
一方、行政は、新病院が公立病院として将来にわたって安定的・継続的に市民に必要な医療を提供できるように、施設の設置、設
備・医療機器等の整備を行う。

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。

http://www.city.agano.niigata.jp/gyokaku_plan/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.city.agano.niigata.jp/gyokaku_plan/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 新潟県　佐渡市

病院名 佐渡市立　両津病院

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

1,677 1,735 平成24年度 平成24年度

1,711 1,684 佐渡市立病院運営委員会

△ 34 51 公営企業法全部適用 ●

健全化法 19.7 0.0 地方独立行政法人 ○

地財法 32.4 0.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 90.6 89.0 民間譲渡 ○

平成21年度 98.3 98.3 診療所化

平成22年度 98.0 103.0 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 103.4 108.6

平成20年度 52.0 50.5

平成21年度 47.8 48.0 既に実施済

平成22年度 48.3 48.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 45.6 45.6 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 63.2 57.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 96.0 69.6 委員会等名 佐渡市立病院運営委員会

平成22年度 96.0 76.4 その他

平成23年度 96.0 96.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

佐渡市立病院運営委員会、医療機関、行政機関及び民間
の有識者等による協議会を設置し、検討体制を整える予定
である。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

地域医療再生計画の対象医療圏であり、市立病院を含め
て、佐渡医療圏の医療機関が適切な役割分担の下で互い
に連携して医療が提供できるようにする。

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 新潟県

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 新潟県　佐渡市

病院名 佐渡市立　相川病院

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

639 611 平成24年度 平成24年度

638 639 佐渡市立病院運営委員会

1 △ 28 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 106.7 103.7 民間譲渡 ○

平成21年度 92.2 91.7 診療所化

平成22年度 100.1 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 101.3 105.9

平成20年度 66.7 66.4

平成21年度 62.5 68.6 既に実施済

平成22年度 55.4 59.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 50.1 50.1 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 77.9 78.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.6 65.8 委員会等名 佐渡市立病院運営委員会

平成22年度 90.0 84.1 その他

平成23年度 89.8 89.8 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25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

佐渡市立病院運営委員会、医療機関、行政機関及び民間
の有識者等による協議会を設置し、検討体制を整える予定
である。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

地域医療再生計画の対象医療圏であり、市立病院を含め
て、佐渡医療圏の医療機関が適切な役割分担の下で互い
に連携して医療が提供できるようにする。

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 新潟県

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 魚沼市

病院名 堀之内病院

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
魚沼市新病院整備基本計画

一部適用

934 840 平成２３年５月 未定

934 880

0 △ 40 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 98.5 98.5 民間譲渡

平成21年度 100.0 97.5 診療所化

平成22年度 100.0 95.5 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 98.0

平成20年度 74.2 74.2

平成21年度 76.1 73.6 既に実施済

平成22年度 71.5 72.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 71.6 72.6 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 78.5 78.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.4 78.4 委員会等名 堀之内病院運営審議会

平成22年度 91.7 80.4 その他

平成23年度 91.9 80.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成26年度 実施(予定)時期

平成23年度 平成26年度 その他 平成24年3月

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

魚沼市では、平成２７年６月の頃の開院を目指し魚沼市新
病院（仮称）を整備し、その機能を初期医療、入院機能（一
般病床、療養病床）、初期救急医療、へき地医療、在宅医療
（訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ）とするとともに、市立
医療機関との連携強化と応援体制の確立をとしている。
堀之内病院の機能は、初期医療、入院機能（療養病床）と
し、一般病床を廃止するとともに訪問機能については、魚沼
市新病院への統合を図る。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 南魚沼市

病院名 ゆきぐに大和病院

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 全部適用

3,531 3,439 平成24年3月31日 平成22年4月1日

3,531 3,614

0 △ 175 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.4 9.3 地方独立行政法人

地財法 0.4 9.5 指定管理者制度

平成20年度 97.6 97.6 民間譲渡

平成21年度 98.7 94.7 診療所化

平成22年度 100.0 95.2 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 105.5 100.0

平成20年度 57.5 57.5

平成21年度 58.2 57.1 既に実施済 ○

平成22年度 56.3 55.9 今年度実施予定

平成23年度 52.0 54.3 実施(予定)時期 平成23年9月1日

平成20年度 81.9 81.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 82.3 委員会等名
病院事業運営委員会
市議会

平成22年度 82.5 84.9 その他

平成23年度 84.5 84.5 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年10月1日

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年9月1日

無

ＵＲＬ

　

・市立病院群あり方検討委員会
・病院事業運営委員会

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

市立病院群の再編

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.yukigunihp.jp

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

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.yukigunihp.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 新潟県

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 湯沢町

病院名 町立湯沢病院

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

110 110 平成25年度 平成２７年度

158 168 病院運営審議会の活用

△ 48 △ 58 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度 ●

平成20年度 67.2 67.2 民間譲渡

平成21年度 62.4 63.1 診療所化

平成22年度 69.6 65.4 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 100.0 66.6

平成20年度 78.6 78.6

平成21年度 73.0 77.3 既に実施済

平成22年度 72.0 76.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 70.0 70.0 実施(予定)時期 平成２３年度

平成20年度 63.3 63.3 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 68.1 57.7 委員会等名 病院運営審議会

平成22年度 69.0 69.6 その他

平成23年度 70.0 74.2 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成２３年度

平成25年度 平成25年度 その他

有 有

実施(予定)時期 平成２３年度

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

地域の拠点的医療を担う「基幹病院」と住民に身近な医療
を担う「周辺病院」に再編し、機能分担を図る。

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。

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 新潟県

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 津南町

病院名 町立津南病院

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 一部適用

1,901 1,928 検討委員会設置予定(平成２７年) 平成２４年２月

1,932 1,913 検討委員会設置予定

△ 31 15 公営企業法全部適用

健全化法 12.3 3.4 地方独立行政法人

地財法 12.3 3.5 指定管理者制度

平成20年度 97.3 98.0 民間譲渡

平成21年度 97.7 101.0 診療所化

平成22年度 98.4 100.8 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 99.8 100.0

平成20年度 66.0 66.0

平成21年度 65.6 65.1 既に実施済 平成23年7月8日

平成22年度 64.9 66.5 今年度実施予定

平成23年度 63.4 66.9 実施(予定)時期

平成20年度 75.7 76.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 76.5 81.0 委員会等名 町立津南病院運営審議会

平成22年度 76.5 76.6 その他

平成23年度 80.0 76.0 公表（予定）※ ○

平成２５年度 平成２５年度 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

十日町病院等の医療提供体制に関する協議会
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

十日町病院の方向性が見えないため未検討

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。

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 新潟県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 さくら福祉保健事務組合

病院名 南部郷厚生病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 指定管理者

1,018 1,045 平成25年度 見直し予定なし

1,016 929

2 116 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 100.2 100.2 民間譲渡

平成21年度 100.2 100.2 診療所化

平成22年度 100.2 112.5 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 7.7 7.7

平成21年度 7.9 7.2 既に実施済

平成22年度 7.9 6.7 今年度実施予定 平成24年2月

平成23年度 7.9 7.9 実施(予定)時期

平成20年度 83.4 83.4 委員会等の設置（予定）

平成21年度 77.0 80.4 委員会等名 南部郷厚生病院運営協議会

平成22年度 77.2 78.3 その他

平成23年度 77.3 77.3 公表（予定）※

平成22年度 達成済み 実施(予定)時期 平成24年3月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

当組合及び指定管理者の代表者で検討を行っていく。
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

現在、市内の民間２病院とはネットワークが図られている。
今後は、圏域内での計画に合わせながら検討して行く。

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
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