
公立病院改革プランの実施状況等（平成23年９月30日現在） 　都道府県名
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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 石川県

病院名 石川県立中央病院

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

改革プラン掲載なし 15,929 平成23年度 済（一部適用の継続）

〃 14,258

〃 1,671 公営企業法全部適用

健全化法 〃 - 地方独立行政法人

地財法 〃 △ 28.8 指定管理者制度

平成20年度 105.1 105.7 民間譲渡

平成21年度 改革プラン掲載なし 108.1 診療所化

平成22年度 〃 111.7 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 104.6 108.3

平成20年度 49.0 49.0

平成21年度 改革プラン掲載なし 47.6 既に実施済

平成22年度 〃 45.7 今年度実施予定 未定（検討中）

平成23年度 53.2 47.1 実施(予定)時期 未定（検討中）

平成20年度 81.4 80.9 委員会等の設置（予定） 未定（検討中）

平成21年度 改革プラン掲載なし 81.1 委員会等名 未定（検討中）

平成22年度 〃 80.3 その他

平成23年度 89.8 80.0 公表（予定）※ 未定（検討中）

既に黒字化 既に黒字化 実施(予定)時期 未定（検討中）

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 未定（検討中）

無

ＵＲＬ

　

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の現況
※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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

公立病院改革プラン最終年度

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

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。

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療連携
体制のあり方を示す「再編ネットワーク構想（仮）」を策定する予定
であり、この構想に基づき、今後対応計画を策定予定。

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）

職員給与比率（%)

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

石川県医療計画推進委員会・県立病院改革プラン推進委員
会（仮）

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 石川県

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 石川県

病院名 石川県立高松病院

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

改革ﾌﾟﾗﾝ掲載なし 3,033 平成２０年度 済（一部適用の継続）

〃 2,897

〃 136 公営企業法全部適用

健全化法 〃 0.0 地方独立行政法人

地財法 〃 0.0 指定管理者制度

平成20年度 104.2 104.6 民間譲渡

平成21年度 改革ﾌﾟﾗﾝ掲載なし 105.9 診療所化

平成22年度 〃 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 105.0 105.0

平成20年度 83.6 83.4

平成21年度 改革ﾌﾟﾗﾝ掲載なし 79.5 既に実施済

平成22年度 〃 81.3 今年度実施予定 未定（検討中）

平成23年度 81.3 81.3 実施(予定)時期 未定（検討中）

平成20年度 90.9 90.5 委員会等の設置（予定） 未定（検討中）

平成21年度 改革ﾌﾟﾗﾝ掲載なし 90.8 委員会等名 未定（検討中）

平成22年度 〃 90.3 その他

平成23年度 91.1 91.1 公表（予定）※ 未定（検討中）

既に黒字化 既に黒字化 実施(予定)時期 未定（検討中）

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 未定（検討中）

無

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

県内市町

職員給与比率（%)

石川県医療計画における精神科医療連携体制をもって、精
神科医療の再編・ネットワーク化構想に位置づける。

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（%)

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

石川県医療計画における精神科医療連携体制に基づき、
基幹病院としての役割を果たしている。

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

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 金沢市

病院名 金沢市立病院

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

5,521 5,227 未定 平成23年度

5,427 5,201 金沢市立病院経営企画室

94 26 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 98.6 100.3 民間譲渡

平成21年度 99.7 96.2 診療所化

平成22年度 101.7 100.5 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 103.5 100.2

平成20年度 57.8 54.6

平成21年度 54.0 56.9 既に実施済

平成22年度 52.9 53.0 今年度実施予定 〇

平成23年度 52.6 56.7 実施(予定)時期 平成24年3月1日

平成20年度 87.0 81.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.0 81.5 委員会等名
金沢市立病院経営改善内部
評価委員会

平成22年度 90.0 84.1 その他

平成23年度 90.0 90.0 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年度

無

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県地域医療計画推進委員会
金沢市立病院経営企画室

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

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
体制のあり方を示す「再編ネットワーク化構想（仮）」を策定
する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を策定
予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 小松市

病院名 国民健康保険小松市民病院

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

6,940 7,226 平成23年度 平成23年度

6,820 6,757 国民健康保険小松市民病院改革プラン
検討委員会

120 469 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 98.8 100.1 民間譲渡

平成21年度 100.3 101.8 診療所化

平成22年度 101.8 106.9 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.0 104.1

平成20年度 52.2 51.7

平成21年度 53.5 51.8 既に実施済

平成22年度 53.0 49.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 53.1 52.3 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 85.3 77.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.9 77.6 委員会等名 国民健康保険小松市民病院改革プラン
検討委員会

平成22年度 81.7 79.1 その他

平成23年度 82.5 76.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月31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

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県地域医療計画推進委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
連携体制のあり方をしめす「再編ネットワーク構想（仮）」を
策定する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を
策定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 輪島市

病院名 市立輪島病院

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

3,065 3,458 平成24年度 平成25年度

3,179 3,383 企画調整部会

▲ 114 75 公営企業法全部適用 ○

健全化法 1.5 - 地方独立行政法人

地財法 1.5 - 指定管理者制度

平成20年度 95.2 97.5 民間譲渡

平成21年度 95.2 94.9 診療所化

平成22年度 96.4 102.2 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 95.7 98.2

平成20年度 50.3 49.2

平成21年度 51.0 54.6 既に実施済

平成22年度 50.8 50.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.2 50.6 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 81.4 80.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.3 82.9 委員会等名

平成22年度 81.3 84.2 その他 輪島市監査委員会

平成23年度 81.3 79.7 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～2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

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県地域医療計画推進委員会
能登北部地域医療協議会

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

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
連携体制のあり方を示す「再編ネットワーク化構想（仮）」を
策定する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を
策定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 珠洲市

病院名 珠洲市総合病院

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

3,857 4,037 平成23年度 平成23年度に方向性決定を目標

3,892 4,056 病院運営委員会

▲ 35 ▲ 19 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 94.2 94.2 民間譲渡

平成21年度 98.5 94.8 診療所化

平成22年度 99.1 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 100.0 101.0

平成20年度 45.4 45.4

平成21年度 41.2 45.6 既に実施済 ○

平成22年度 41.6 44.8 今年度実施予定

平成23年度 41.9 43.4 実施(予定)時期 平成23年8月26日

平成20年度 71.4 71.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.5 73.8 委員会等名 珠洲市総合病院運営協議会

平成22年度 80.5 73.2 その他

平成23年度 80.5 76.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県地域医療計画推進委員会
能登北部地域医療協議会

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

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
連携体制のあり方を示す「再編ネットワーク化構想（仮）」を
策定する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を
策定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 加賀市

病院名 加賀市民病院

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

4,325 4,272 平成23年度 平成28年度

4,460 4,496
加賀市医療提供体制調査検
討委員会

▲ 135 ▲ 224 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 90.5 民間譲渡 ○

平成21年度 94.0 92.9 診療所化

平成22年度 97.0 95.0 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.2 100.3

平成20年度 60.4 63.0

平成21年度 60.9 59.9 既に実施済 ○

平成22年度 59.1 63.3 今年度実施予定

平成23年度 54.2 59.7 実施(予定)時期 平成23年9月29日

平成20年度 72.6 74.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 79.6 73.0 委員会等名 加賀市地域医療審議会

平成22年度 82.3 77.1 その他

平成23年度 85.0 78.8 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

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県地域医療計画推進委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
連携体制のあり方を示す「再編ネットワーク化構想（仮）」を
策定する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を
策定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 加賀市

病院名 山中温泉医療センター

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 指定管理者

2,138 2,209 平成23年度 平成28年度

2,119 2,152
加賀市医療提供体制調査検
討委員会

19 57 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 102.0 96.2 民間譲渡 ○

平成21年度 101.0 96.1 診療所化

平成22年度 100.9 102.6 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 100.9 100.9

平成20年度 65.3 68.6

平成21年度 67.7 68.9 既に実施済 ○

平成22年度 68.1 71.7 今年度実施予定

平成23年度 67.0 67.0 実施(予定)時期 平成23年9月29日

平成20年度 67.3 70.2 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 69.8 71.0 委員会等名 加賀市地域医療審議会

平成22年度 70.4 70.3 その他

平成23年度 70.9 70.9 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

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県地域医療計画推進委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
連携体制のあり方を示す「再編ネットワーク化構想（仮）」を
策定する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を
策定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 能美市

病院名 国民健康保険能美市立病院

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

1,951 2,133 平成25年度 平成25年度

1,951 1,948 能美市立病院運営委員会

0 185 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 100.0 100.0 民間譲渡

平成21年度 100.0 108.3 診療所化

平成22年度 100.0 109.5 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 69.9 66.9

平成21年度 71.9 62.5 既に実施済

平成22年度 66.5 59.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 66.0 66.8 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 73.1 75.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 74.2 83.2 委員会等名 能美市立病院運営委員会

平成22年度 84.8 84.2 その他

平成23年度 85.3 81.7 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年12月

平成23年度 平成23度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　 　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県医療計画推進委員会
能美市立病院運営委員会

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

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
連携体制のあり方を示す「再編ネットワーク化構想（仮）」を
策定する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を
策定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 津幡町

病院名 河北中央病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

1,008 978 平成25年度 平成24年度

1,007 978 河北中央病院運営検討委員会

1 0 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 89.9 89.9 民間譲渡

平成21年度 96.2 96.2 診療所化

平成22年度 100.1 100.0 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 100.0 100.0

平成20年度 66.5 66.5

平成21年度 62.9 62.9 既に実施済

平成22年度 60.4 64.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.4 60.9 実施(予定)時期 平成24年2月10日

平成20年度 72.5 72.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.1 70.1 委員会等名 河北中央病院運営審議会

平成22年度 75.6 69.5 その他

平成23年度 77.5 75.6 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成24年3月12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

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県地域医療計画推進委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
連携体制のあり方を示す「再編ネットワーク化構想（仮）」を
策定する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を
策定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 志賀町

病院名 町立富来病院

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

1,103 1,058 平成24年度 平成24年度

1,190 1,151 町立富来病院改革検討委員会

▲ 87 ▲ 93 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 85.1 85.1 民間譲渡

平成21年度 88.7 88.8 診療所化

平成22年度 92.7 91.9 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 60.9 60.9

平成21年度 60.5 60.8 既に実施済

平成22年度 58.4 59.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 58.0 59.2 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 76.9 76.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.3 81.2 委員会等名 町立富来病院改革検討委員会

平成22年度 81.6 82.4 その他

平成23年度 81.6 85.7 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県地域医療計画推進委員会
町立富来病院改革検討委員会

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　県は、平成23年度中に医療計画に基づき、圏域ごとの医
療連携体制のあり方を示す「再編ネットワーク化構想（仮）」
を策定する予定であり、この構想に基づき今後、対応計画を
策定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 宝達志水町

病院名 国民健康保険志雄病院

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

1,158 1,147 平成23年度 平成23年度

1,155 1,064
宝達志水町議会病院運営特
別委員会

3 83 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 100.3 103.4 民間譲渡

平成21年度 100.2 103.1 診療所化

平成22年度 100.3 107.8 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 100.5 100.5

平成20年度 54.2 54.0

平成21年度 55.1 59.8 既に実施済

平成22年度 55.1 58.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.1 58.5 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 84.2 84.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.0 83.4 委員会等名
宝達志水町議会病院運営特
別委員会

平成22年度 84.0 86.7 その他

平成23年度 84.0 85.0 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年12月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県地域医療計画推進委員会
宝達志水町議会病院運営特別委員会

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
連携体制のあり方を示す「再編ネットワーク化構想（仮）」を
策定する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を
策定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 穴水町

病院名 公立穴水総合病院

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

2,388 2,634 平成23年度 平成24年度

2,351 2,425 穴水町病院事業審議会

37 209 公営企業法全部適用

健全化法 13.6 - 地方独立行政法人

地財法 14.0 35.3 指定管理者制度 ○

平成20年度 93.8 92.0 民間譲渡

平成21年度 99.7 105.9 診療所化

平成22年度 101.6 108.6 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 104.1 112.3

平成20年度 61.0 62.6

平成21年度 58.1 60.9 既に実施済

平成22年度 55.3 65.8 今年度実施予定 〇

平成23年度 53.4 64.6 実施(予定)時期 平成23年10月6日

平成20年度 54.2 52.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 91.6 81.6 委員会等名 穴水町病院事業審議会

平成22年度 90.9 77.0 その他

平成23年度 89.4 85.0 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22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 平成24年2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

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県医療計画推進委員会
能登北部地域医療協議会

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

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
連携体制のあり方を示す「再編ネットワーク化構想（仮）」を
策定する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を
策定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 能登町

病院名 公立宇出津総合病院

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

2,307 2,250 平成23年度 -

2,293 2,269 -

14 ▲ 19 公営企業法全部適用

健全化法 11.8 - 地方独立行政法人

地財法 11.8 - 指定管理者制度

平成20年度 93.3 94.5 民間譲渡

平成21年度 99.9 94.9 診療所化

平成22年度 100.6 99.1 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 98.9

平成20年度 56.9 56.3

平成21年度 53.7 56.7 既に実施済

平成22年度 52.4 52.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.3 54.6 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 53.5 54.2 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 91.6 77.8 委員会等名 改革プラン評価委員会

平成22年度 91.6 80.3 その他

平成23年度 91.6 81.6 公表（予定）※ 〇

平成22年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県地域医療計画推進委員会
能登北部地域医療協議会

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

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
連携体制のあり方を示す「再編ネットワーク化構想（仮）」を
策定する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を
策定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 羽咋郡市広域圏事務組合

病院名 公立羽咋病院

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

2,914 3,224 未定 平成23年4月1日

2,909 3,196

5 28 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 100.2 100.2 民間譲渡

平成21年度 100.2 100.2 診療所化

平成22年度 100.2 100.9 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 100.2 100.2

平成20年度 54.3 54.8

平成21年度 55.1 53.9 既に実施済

平成22年度 55.6 58.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.9 54.9 実施(予定)時期 平成23年11月17日

平成20年度 72.8 74.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.8 75.7 委員会等名
公立羽咋病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 74.9 76.3 その他

平成23年度 74.9 74.9 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年12月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県地域医療計画推進委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
連携体制のあり方を示す 「再編ネットワーク化構想（仮）」を
策定する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を
策定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 白山石川医療企業団

病院名 公立松任石川中央病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

7,862 7,986 未定 平成23年度

7,668 7,818
白山石川医療企業団開設者
協議会、調整会議

194 168 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - － 地方独立行政法人 ○

地財法 - － 指定管理者制度

平成20年度 100.8 101.7 民間譲渡

平成21年度 101.5 100.5 診療所化

平成22年度 102.5 102.1 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 102.8 101.7

平成20年度 48.7 42.6

平成21年度 46.6 44.5 既に実施済 ○

平成22年度 46.1 43.2 今年度実施予定

平成23年度 45.7 43.7 実施(予定)時期 平成23年8月3日

平成20年度 92.5 91.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 93.8 90.6 委員会等名
公立松任石川中央病院モニ
ター会議

平成22年度 93.8 95.3 その他

平成23年度 93.8 93.8 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 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 平成24年3月

無

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県地域医療計画推進委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
連携体制のあり方を示す「再編ネットワーク化構想（仮）」を
策定する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を
策定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 白山石川医療企業団

病院名 公立つるぎ病院

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

2,391 2,436 未定 平成23年度

2,354 2,422
白山石川医療企業団開設者
協議会、調整会議

37 14 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 103.2 104.4 民間譲渡

平成21年度 103.2 104.9 診療所化

平成22年度 101.6 100.6 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 101.2 102.2

平成20年度 51.9 48.9

平成21年度 51.0 51.5 既に実施済

平成22年度 51.5 53.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.4 50.7 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 84.2 83.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.9 83.1 委員会等名 公立つるぎ病院モニター会議

平成22年度 84.2 84.2 その他

平成23年度 85.5 89.5 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成24年3月

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月

無

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県地域医療計画推進委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
連携体制のあり方を示す「再編ネットワーク化構想（仮）」を
策定する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を
策定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 石川県

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 七尾鹿島広域圏事務組合

病院名 公立能登総合病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

8,131 8,629 平成23年度 平成23年度

8,129 8,488
公立能登総合病院監理会議
病院協議会、組合運営理事会

2 141 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 100.1 100.1 民間譲渡

平成21年度 100.1 100.4 診療所化

平成22年度 100.0 101.7
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 100.1 100.2

平成20年度 53.4 54.0

平成21年度 55.7 55.5 既に実施済

平成22年度 54.8 55.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.5 58.5 実施(予定)時期 平成23年11月10日

平成20年度 82.4 83.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.2 84.2 委員会等名 病院協議会

平成22年度 84.2 89.0 その他

平成23年度 84.2 88.1 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成20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

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）時
期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経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（%)

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

石川県地域医療計画推進委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

県は平成23年度中に、医療計画に基づき、圏域ごとの医療
連携体制のあり方を示す「再編ネットワーク化構想（仮）」を
策定する予定であり、この構想に基づき、今後対応計画を策
定予定。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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