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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 富山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名

病院名 富山県立中央病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

19,817 20,763 平成25年度 未定

19,512 20,390

305 373 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 96.0 96.9 民間譲渡

平成21年度 101.0 101.4 診療所化

平成22年度 102.0 101.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102以上 102以上

平成20年度 54.0 53.2

平成21年度 51.0 50.5 既に実施済 毎年度実施

平成22年度 50.0 48.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 50以下 実施(予定)時期 平成23年10月～12月

平成20年度 86.0 86.5 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 90.0 85.1 委員会等名 中期経営計画推進委員会

平成22年度 90.0 83.0 その他

平成23年度 90程度 90程度 公表（予定）※ 公表済

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期
毎年度の委員会において、
確認・検討後（3月頃）

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

経常費用（百万円）

公立病院改革プラン最終年度

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

区　　　分

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

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

未定

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）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.tch.pref.toyama.jp/keikaku/index.htm

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
①再編・ネットワーク
化の検討体制

富山県医療審議会（全県的な検討体制）

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

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

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

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 富山県

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 富山市

病院名 富山市立富山市民病院

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

11,335 11,708 平成24年3月31日 平成23年4月1日

11,324 11,284

11 424 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 92.0 92.0 民間譲渡

平成21年度 97.3 95.3 診療所化

平成22年度 100.4 103.8 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 102.1 100.3

平成20年度 64.6 64.6

平成21年度 62.9 64.5 既に実施済

平成22年度 60.6 58.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 59.7 60.7 実施(予定)時期 平成23年11月29日

平成20年度 69.9 69.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.2 76.9 委員会等名 経営改善委員会

平成22年度 83.4 78.2 その他

平成23年度 83.4 95.6 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年12月31日

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年4月1日

無

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

診療科の体制・編成について、経営改善委員会で検討。
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

診療科の再編成については、３年間の達成目標と実績の管
理を行い達成度や医療需要などを見極めた上で診療科の
必要性について評価する。

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.tch.toyama.toyama.jp/byouin_info/keiei/keieikaizen.html

http://www.tch.toyama.toyama.jp/byouin_info/keiei/keieikaizen.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 富山県

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 高岡市

病院名 高岡市民病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

9,149 9,285 平成26年3月末 平成24年3月末

9,483 9,378
高岡市民病院経営懇話会
高岡市行財政改革市民懇話会
高岡市民病院経営企画推進委員会

△ 334 △ 93 公営企業法全部適用 ○

健全化法 △ 7.1 △ 12.5 地方独立行政法人 ○

地財法 △ 7.1 △ 12.5 指定管理者制度

平成20年度 95.0 95.4 民間譲渡

平成21年度 96.5 95.0 診療所化

平成22年度 96.3 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 97.2 97.2

平成20年度 51.2 50.6

平成21年度 49.1 51.6 既に実施済

平成22年度 48.7 48.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 48.3 48.3 実施(予定)時期 平成23年10月～11月

平成20年度 81.0 80.8 委員会等の設置 ○

平成21年度 82.0 78.0 委員会等名
高岡市民病院経営懇話会
高岡市行財政改革市民懇話会
高岡市民病院経営企画推進委員会

平成22年度 82.0 80.1 その他

平成23年度 82.0 82.0 公表（予定）※ ○

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年12月中旬

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期 平成○年○月○日

無

ＵＲＬ

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

高岡市民病院経営懇話会、高岡市民病院経営企画推進委
員会等

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　再編・ネットワーク化について、本院が位置する高岡医療
圏は、救急医療に係る病院群輪番制による救急医療体制
が維持されており、大きな見直しは当面考えていない。
　一方、富山県は全体の取組みとして「富山型医療ネット
ワーク」の構築を掲げている。この大きな柱は、医師確保に
努めながら、公立病院、公的病院、民間医療機関等との機
能連携の推進である。本院は地域医療を守る高岡医療圏
の中核的基幹病院としてこの取組みに積極的に参画してい
く。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.city.takaoka.toyama.jp/hospital/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 富山県

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 氷見市

病院名 金沢医科大学氷見市民病院

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 指定管理者制度

464 445 未定
平成39年度（指定管理期間
満了年度）

681 744

△ 217 △ 299 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 391.2 333.0 指定管理者制度 ●

平成20年度 57.5 56.6 民間譲渡

平成21年度 68.1 66.5 診療所化

平成22年度 68.1 59.8 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 57.6 69.7

平成20年度 24.3 87.4

平成21年度 19.0 57.3 既に実施済

平成22年度 19.1 2.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 19.1 2.9 実施(予定)時期 平成23年11月14日

平成20年度 44.3 43.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 57.6 41.6 委員会等名 管理運営委員会

平成22年度 57.9 44.0 その他

平成23年度 86.0 70.0 公表（予定）※ ○

－ － 実施(予定)時期 平成２４年１月

平成２４年度 平成２４年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

・市及び金沢医科大学間で検討（金沢医科大学氷見市民病
院管理運営委員会）

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

・指定管理者が経営する金沢医科大学病院とにおいて、実
質的な経営主体の統合によるメリットを最大限に活かす。
・県と公立病院が中心となって進める高岡医療圏の再編・
ネットワーク化に係る計画策定に際しては、「新富山県医療
計画」を踏まえながら、地域に根ざした高度医療の充実を図
ります。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　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.himi.toyama.jp/

http://www.city.himi.toyama.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 富山県

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 黒部市

病院名 黒部市民病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

10,083 9,719 平成26年3月31日 平成26年3月31日

9,994 9,635 病院運営協議会

89 82 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 100.0 100.5 民間譲渡

平成21年度 100.0 99.4 診療所化

平成22年度 100.9 100.9 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 101.1 101.2

平成20年度 51.5 45.7

平成21年度 50.6 47.3 既に実施済

平成22年度 50.7 47.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 50.9 47.1 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 93.4 94.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 93.4 90.8 委員会等名 病院運営協議会

平成22年度 93.4 93.7 その他

平成23年度 93.4 95.0 公表（予定）※ ○

平成○年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期 平成○年○月○日

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

病院運営協議会
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

実際の検討にあたっては、病院間だけでなく各自治体間、
県等との協議が必要になる為、実現までには不透明な部分
が多い。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.med.kurobe.toyama.jp

http://www.med.kurobe.toyama.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 富山県

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 砺波市

病院名 市立砺波総合病院

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 一部適用

11,294 11,454 平成26年3月31日 平成26年3月31日

11,351 10,892
（仮称)経営形態検討委員会
※経営効率化計画未達成の
場合組織

△ 57 562 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 90.9 92.3 民間譲渡

平成21年度 97.6 100.1 診療所化

平成22年度 99.5 105.2 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 100.1 102.8

平成20年度 58.0 51.0

平成21年度 56.5 50.0 既に実施済

平成22年度 56.5 47.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 56.5 49.9 実施(予定)時期 平成23年11月28日

平成20年度 82.9 82.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.8 79.9 委員会等名
市立砺波総合病院改革プラ
ン検討委員会

平成22年度 87.0 83.8 その他

平成23年度 87.4 80.1 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年12月末日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

砺波医療圏地域医療検討会
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

砺波医療圏における救急医療体制の整備並びに医療情報
の共有化に関し現在協議中

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.city.tonami.toyama.jp./tgh/index.htm

http://www.city.tonami.toyama.jp./tgh/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 富山県

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 南砺市

病院名 南砺市民病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

3,017 2,955 平成２５年１０月１日 平成２５年４月

3,103 3,007 南砺市立病院改革プラン検討委員会

△ 86 △ 52 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 98.2 98.2 民間譲渡 ○

平成21年度 95.1 97.4 診療所化 ○

平成22年度 97.2 98.3 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 100.2 100.2

平成20年度 65.2 65.2

平成21年度 67.5 68.0 既に実施済

平成22年度 66.2 70.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 64.3 69.0 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 73.6 73.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 76.0 委員会等名
南砺市立病院改革プラン検
討委員会

平成22年度 77.8 77.7 その他

平成23年度 83.3 83.3 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成２４年１月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

市内病院については、南砺市立病院改革プラン検討委員
会、医療圏については砺波医療圏地域医療検討会で検討。

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

南砺市立２病院については、両病院のそれぞれの特徴であ
る「回復期リハビリ病床」、「療養病棟」を活かした運営を図
るとともに、医師数の少ない中央病院においては外来診療
科目、入院患者数の絞り込みを図る。さらに、目標年度に向
け、両病院において非常勤医師によリ診療継統をしている
診療科目で、患者数の少ない診療科(心療内科等)について
は、いずれかの病院に集約を検討、実施していく。医療圏に
おける再編・ネットワーク化については、「砺波医療圏地域
医療検討会」で検討。

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://iryokyoku.city.nanto.toyama.jp/www/index

http://iryokyoku.city.nanto.toyama.jp/www/index.jsp


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 富山県

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 南砺市

病院名 公立南砺中央病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

2,668 2,539 平成２５年１０月１日 平成２５年４月

2,965 2,801 南砺市立病院改革プラン検討委員会

△ 297 △ 262 公営企業法全部適用 ○

健全化法 地方独立行政法人 ○

地財法 指定管理者制度 ○

平成20年度 84.0 84.0 民間譲渡 ○

平成21年度 86.4 84.8 診療所化 ○

平成22年度 90.0 90.6 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 92.3 90.6

平成20年度 60.3 60.3

平成21年度 59.4 58.9 既に実施済

平成22年度 57.8 58.8 今年度実施予定

平成23年度 56.4 58.8 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 57.3 57.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 58.0 57.1 委員会等名
南砺市立病院改革プラン検
討委員会

平成22年度 60.2 57.7 その他

平成23年度 62.5 57.7 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成２４年１月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

市内病院については、南砺市立病院改革プラン検討委員
会、医療圏については砺波医療圏地域医療検討会で検討。

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

南砺市立２病院については、両病院のそれぞれの特徴であ
る「回復期リハビリ病床」、「療養病棟」を活かした運営を図
るとともに、医師数の少ない中央病院においては外来診療
科目、入院患者数の絞り込みを図る。さらに、目標年度に向
け、両病院において非常勤医師によリ診療継統をしている
診療科目で、患者数の少ない診療科(心療内科等)について
は、いずれかの病院に集約を検討、実施していく。医療圏に
おける再編・ネットワーク化については、「砺波医療圏地域
医療検討会」で検討。

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://iryokyoku.city.nanto.toyama.jp/www/index

http://iryokyoku.city.nanto.toyama.jp/www/index.jsp


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 富山県

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 射水市

病院名 射水市民病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

3,613 3,812 平成25年3月31日 平成24年10月1日

3,847 3,861 病院運営協議会

△ 234 △ 49 公営企業法全部適用 ○

健全化法 △ 2.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 △ 2.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 89.8 89.6 民間譲渡

平成21年度 93.9 93.8 診療所化

平成22年度 93.9 98.7 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 97.8 98.7

平成20年度 58.7 53.0

平成21年度 58.1 51.9 既に実施済

平成22年度 55.3 48.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.6 48.5 実施(予定)時期 平成23年12月15日

平成20年度 83.0 78.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.9 75.8 委員会等名 病院運営協議会

平成22年度 88.9 75.3 その他

平成23年度 89.9 75.3 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年12月15日

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期 平成○年○月○日

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

病院運営協議会
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

　病院運営協議会で本プランの評価・成果を報告しながら検
討体制を考える。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.city.imizu.toyama.jp/hospital/

http://www.city.imizu.toyama.jp/hospital/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 富山県

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 上市町

病院名 かみいち総合病院

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 一部適用

3,364 3,423 平成28年3月31日 平成28年3月31日

3,582 3,539
（仮称）経営形態、再編ネット
ワークあり方検討チーム

△ 218 △ 116 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 90.5 民間譲渡

平成21年度 93.3 93.3 診療所化

平成22年度 93.9 96.7 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 95.1 95.1

平成20年度 60.3 60.3

平成21年度 61.2 61.2 既に実施済 ○

平成22年度 61.5 59.8 今年度実施予定

平成23年度 61.1 61.1 実施(予定)時期 平成23年8月10日

平成20年度 76.7 76.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.0 77.0 委員会等名
かみいち総合病院改革プラ
ン評価委員会

平成22年度 76.5 77.0 その他

平成23年度 78.2 78.2 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成27年度 実施(予定)時期 平成23年10月1日

平成27年度 平成27年度 その他

有

実施(予定)時期 平成○年○月○日

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

（仮称）経営形態、再編ネットワーク化あり方検討チーム
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

未定

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

Http://WWW.kamiichi-hosp.jp/index.php?tid/100

http://www.kamiichi-hosp.jp/index.php?tid/100190


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 富山県

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 朝日町

病院名 あさひ総合病院

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 一部適用

2,851 2,553 平成26年3月31日 平成26年3月31日

3,195 2,905 経営改善の状況により検討

△ 344 △ 352 公営企業法全部適用 ○

健全化法 △ 16.7 △ 20.4 地方独立行政法人

地財法 △ 16.7 △ 20.4 指定管理者制度

平成20年度 90.3 88.9 民間譲渡

平成21年度 87.3 87.7 診療所化

平成22年度 89.2 87.9 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 90.9 89.8

平成20年度 43.3 44.8

平成21年度 45.3 47.3 既に実施済

平成22年度 45.0 48.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 44.7 47.7 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 58.3 56.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 60.3 52.3 委員会等名 院内経営会議

平成22年度 62.8 50.8 その他

平成23年度 65.3 54.0 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年12月

無

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

院内で経営改善に取り組むことが最優先であり、県や関係
機関、他病院の動向をみて判断する。

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域住民の安全・安心に関わる重要な問題であり、一病院
の状況や希望だけでは判断・検討することはできないため、
県や関係機関の動向をみて判断する。

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://hos.town.asahi.toyama.jp/

http://hos.town.asahi.toyama.jp/
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