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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福井県

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 福井県立病院

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）

一部適用

17,124 17,830 未定

18,088 18,224 関係部局によるプロジェクトチーム

△ 964 △ 394 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 △ 23.7 △ 32.0 指定管理者制度

平成20年度 90.9 90.9 民間譲渡

平成21年度 91.0 93.8 診療所化

平成22年度 94.0 97.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 95.0 97.5

平成20年度 59.8 59.8

平成21年度 62.0 59.1 既に実施済 ○

平成22年度 60.0 56.3 今年度実施予定

平成23年度 61.0 58.5 実施(予定)時期 平成23年7月19日

平成20年度 77.4 77.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.0 79.8 委員会等名
福井県立病院経営評価委員
会

平成22年度 85.0 83.7 その他

平成23年度 85.0 83.8 公表（予定）※ ○

平成32年度 平成32年度 実施(予定)時期 平成23年8月19日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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（%)

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

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

※　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。

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）

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

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

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://info.pref.fukui.jp/imu/fph/inthospital/eva
luation/evaluationimg/plan_evaluation_h22_2.pdf

②再編・ネットワーク
化検討の方向性



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福井県

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 県立すこやかシルバー病院

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）

― 指定管理者

885 801 ― 平成18年4月1日

867 793

18 8 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 100.5 100.5 民間譲渡

平成21年度 101.1 99.5 診療所化

平成22年度 102.1 101.1 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 ― ―

平成20年度 0.0 0.0

平成21年度 0.0 0.0 既に実施済

平成22年度 0.0 0.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 ― ― 実施(予定)時期 平成２４年１月予定

平成20年度 84.4 84.4 委員会等の設置（予定）

平成21年度 90.0 74.0 委員会等名
福井県立すこやかシルバー病
院指定管理者外部評価委員会

平成22年度 90.0 78.2 その他

平成23年度 ― ― 公表（予定）※ 無

― ― 実施(予定)時期

平成２２年度 平成２２年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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 福井県

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 敦賀市

病院名 市立敦賀病院

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）

実施中 一部適用

6,188 7,041 平成20年12月 平成26年度

6,592 6,853 未定

△ 404 188 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 94.3 95.7 民間譲渡

平成21年度 94.2 97.3 診療所化

平成22年度 93.9 102.7 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 95.3 99.2

平成20年度 59.1 58.8

平成21年度 56.4 53.8 既に実施済 ○

平成22年度 53.8 47.1 今年度実施予定

平成23年度 52.7 50.2 実施(予定)時期 平成23年5月19日

平成20年度 73.9 74.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.4 82.5 委員会等名
市立敦賀病院中期経営計画
点検・評価委員会

平成22年度 83.7 86.5 その他

平成23年度 83.9 85.8 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成27年度 実施(予定)時期 平成23年5月19日

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

当院は嶺南医療圏、特に二州地区における中核的病院とし
て、急性期医療を担う病院と考えている。よって、地域医療
連携推進の中心的役割を担う必要があると考えている。
よって、地域の医療機関や住民の理解・協力のもと、地域完
結型医療を目指し、地域医療連携を推進強化していく。

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（%)

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

開放型病床利用率の向上･･･平成23年度9月末現在
56.3％。
地域連携クリティカルパスの充実･･･福井県統一急性心筋
梗塞・狭心症連携パス平成23年度9月末現在5件適用。
退院支援の充実･･･在宅医療体制を構築するため、在宅医
療コーディネート事業を実施。
紹介率の増加･･･平成23年度9月末現在25.6％。
逆紹介率の増加･･･平成23年度9月末現在28.5％。

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 福井県

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 坂井市

病院名 坂井市立三国病院

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）

実施中 一部適用

1,844 1,842 平成21年3月9日

2,025 2,068

△ 181 △ 226 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 88.8 91.3 民間譲渡

平成21年度 87.5 89.2 診療所化

平成22年度 91.1 89.0 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 95.6 94.0

平成20年度 54.2 52.5

平成21年度 56.7 54.8 既に実施済 ○

平成22年度 54.1 52.9 今年度実施予定

平成23年度 53.7 54.6 実施(予定)時期 平成23年7月28日

平成20年度 76.0 77.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.9 71.0 委員会等名
坂井市立三国病院改革プラ
ン評価委員会

平成22年度 79.8 73.8 その他
外部委員として、議会、地域
医師会、住民代表

平成23年度 79.8 79.8 公表（予定）※ ○

平成28年度 平成28年度 実施(予定)時期 平成23年9月22日

平成28年度 平成28年度 その他 ホームページにより公表

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

　坂井市の医療における当院の位置づけは、救急救命セン
ター・高度先進医療を有する県立病院をはじめ福井大学病
院、済生会病院などの大手の病院と開業医を繋ぐ中間を担
う医療機関と考えます。
　このようなことから、現状の診療体制と病床数を維持する
必要があると考えます。この体制確保のため、これらの急性
期病院と地域の開業医との連携を強化していきます。

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

進行中
　平成２３年４月より医療ソーシャルワーカー２名を新たに配
置し、看護師１名とによる地域連携室を設置、県立病院、大
学病院、地域の開業医等との連携を進めている。

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。

http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/byouin/

http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/byouin/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福井県

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 越前町

病院名 越前町国民健康保険織田病院

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）

枠組合意 一部適用

1,010 1,086 平成23年3月31日 平成24年4月1日

1,001 1,036

9 50 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 105.0 108.3 民間譲渡

平成21年度 100.0 102.3 診療所化

平成22年度 100.9 104.8 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.2 100.0

平成20年度 56.9 56.5

平成21年度 59.9 59.2 （１）研修会の相互乗り入れ 既に実施済 ○

平成22年度 59.9 56.7
  両病院で行っている医療・看護セミナー、症例研究会等の
相互乗り入れを実施

今年度実施予定

平成23年度 59.0 58.1 （２）当直医の情報交換を事務局間で実施 実施(予定)時期 平成23年11月1日

平成20年度 80.5 80.9 （３）両病院間の地域医療連携室間の連携強化 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.6 86.1 委員会等名
越前町国民健康保険織田病

院改革プラン評価委員会

平成22年度 83.6 89.7 その他

平成23年度 85.5 87.0 公表（予定）※ 公表

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年11月下旬日

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

丹南二次医療圏内の公立病院（公立丹南病院と越前町国
民健康保険織田病院）が連携することにより、医療資源の
有効活用が図られ、地域医療の充実を目指す。
（１）両病院が行っている研修会等の相互乗り入れ
（２）当直医の情報交換を行い、手薄な時間外・救急体制を
補完する。
（３）両病院の地域医療連携室を通じた連携強化
（４）公立丹南病院再整備事業における連携

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

公立丹南病院組合

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）

（４）公立丹南病院再整備事業で充実する人工透析、化学
療法室、通所リハビリの患者に関し、患者紹介による両病院
の連携強化。（新病院開院後）

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。

www.ota-hosp.jp/

http://www.ota-hosp.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福井県

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 若狭町

病院名 若狭町国民健康保険上中病院

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

770 715 平成２３年１２月末日 平成２３年１２月末日以降

769 714 若狭町医療体制検討委員会

1 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 100.1 100.4 民間譲渡

平成21年度 100.1 100.2 診療所化 ○

平成22年度 100.2 100.1 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 100.4 100.0

平成20年度 64.1 65.3

平成21年度 66.2 71.3 既に実施済

平成22年度 66.9 71.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 68.1 75.0 実施(予定)時期 平成２３年１２月末日

平成20年度 72.0 71.2 委員会等の設置（予定） 予定

平成21年度 72.0 65.8 委員会等名

平成22年度 72.0 65.1 その他

平成23年度 83.0 59.0 公表（予定）※ 予定

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

若狭町医療体制検討委員会にて
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

地域内の各医療機関ごとに役割分化することと、医療資源
の共有化を目的とした連携を検討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福井県

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 公立小浜病院組合

病院名 杉田玄白記念公立小浜病院

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）

実施中 一部適用

6,439 6,641 平成２１年３月 Ｈ23中に検討

7,211 7,162 病院組合事業運営会議

△ 772 △ 521 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 85.7 85.7 民間譲渡

平成21年度 95.1 96.8 診療所化

平成22年度 89.3 92.7 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 89.6 93.3

平成20年度 59.3 59.0

平成21年度 57.5 58.3 既に実施済 ○

平成22年度 55.8 54.0 今年度実施予定

平成23年度 54.5 54.0 実施(予定)時期 平成23年7月29日

平成20年度 71.1 70.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.8 71.8 委員会等名
杉田玄白記念公立小浜病院
評価委員会

平成22年度 82.2 77.6 その他

平成23年度 85.6 81.3 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

平成27年度 平成27年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 未定

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

（ネットワーク化について）
公立小浜病院組合内医療機関として、レイクヒルズ美方病
院とは、医事の支援、職員の人事交流、患者紹介、逆紹介
を行っている。また、上中病院を含む地域の医療機関とも連
携を図り、患者紹介・逆紹介を行うとともに、ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ
-ＣＴ検査を受託している。今後も地域の医療機関との連携
を強化していきたい。

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22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

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。

www.obamahp-wakasa.jp/hospital/

http://www.obamahp-wakasa.jp/hospital/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福井県

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 公立小浜病院組合

病院名 レイクヒルズ美方病院

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）

実施中 一部適用

1,026 982 平成２１年３月 H23中に検討

1,170 1,123 病院事業運営会議

△ 144 △ 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 90.9 91.4 民間譲渡

平成21年度 84.6 83.2 診療所化

平成22年度 87.7 87.5 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 92.9 91.0

平成20年度 74.1 73.3

平成21年度 71.2 70.2 既に実施済 ○

平成22年度 69.9 67.9 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7月30日

平成20年度 78.0 76.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.0 77.1 委員会等名
レイクヒルズ美方病院評価
委員会

平成22年度 82.0 83.9 その他

平成23年度 83.0 89.0 公表（予定）※ ○

平成28年度 平成28年度 実施(予定)時期 平成23年11月上旬

平成28年度 平成28年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年1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

①組合内の病院として、杉田玄白記念公立小浜病院と医師
応援派遣、職員人事交流、患者紹介・逆紹介を行っている。
今後とも病院組合全体の人員配置、相互支援体制を図って
いく。
②敦賀市も含めて近隣病院、医院等との連携をさらに強化
し、患者紹介・逆紹介の巾を広げていく。
③MRI・CT検査の受託や共同利用を地域に呼びかけてい
く。
④電子カルテ化も見据えた情報システムの構築を行い、密
接なネットワーク化を図っていく。

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（%)

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

　
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。

www.obamahp-wakasa.jp/reiku/index.htm

http://www.obamahp-wakasa.jp/reiku/index.htm


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福井県

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 公立丹南病院組合

病院名 公立丹南病院

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）

　枠組合意 指定管理者

3,547 3,744 平成23年3月31日 平成22年2月17日

3,557 3,716

△ 10 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 99.6 99.8 民間譲渡

平成21年度 99.7 100.6 診療所化

平成22年度 99.7 100.7 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 101.8 101.8

平成20年度 - -

平成21年度 - - （１）研修会の相互乗り入れ 既に実施済 ○

平成22年度 - -
  両病院で行っている医療・看護セミナー、症例研究会等の
相互乗り入れを実施

今年度実施予定

平成23年度 - - （２）当直医の情報交換を事務局間で実施 実施(予定）時期 平成23年7月14日

平成20年度 72.0 72.1 （３）両病院間の地域医療連携室間の連携強化 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.0 67.2 委員会等名
公立丹南病院改革プ
ラン評価委員会

平成22年度 72.0 64.1 その他

平成23年度 72.0 72.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年9月6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8月17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

丹南二次医療圏内の公立病院（公立丹南病院と越前町国
民健康保険織田病院）が連携することにより、医療資源の
有効活用が図られ、地域医療の充実を目指す。
（１）両病院が行っている研修会等の相互乗り入れ
（２）当直医の情報交換を行い、手薄な時間外・救急体制を
補完する。
（３）両病院の地域医療連携室を通じた連携強化
（４）公立丹南病院再整備事業における連携

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

越前町

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）

（４）公立丹南病院再整備事業で充実する人工透析、化学
療法室、通所リハビリの患者に関し、患者紹介による両病
院の連携強化。（新病院開院後）

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。

鯖江市ＨＰ：www.city.sabae.fukui.jp
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