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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山梨県

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 山梨県

病院名 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）

枠組合意 地方独立行政法人

16,673 18,020 平成22年4月1日 平成22年4月1日

16,570 16,667

103 1,353 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 92.5 94.4 民間譲渡

平成21年度 93.2 96.9 診療所化

平成22年度 100.6 108.1 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 102.9 103.2

平成20年度 51.7 50.2

平成21年度 51.5 47.7 既に実施済 ○

平成22年度 42.3 37.7 今年度実施予定

平成23年度 42.2 40.5 実施(予定)時期 平成23年8月8日

平成20年度 79.3 79.8 委員会等の設置（予定）

平成21年度 80.0 78.1 委員会等名
山梨県立病院機構評価委員
会

平成22年度 80.1 76.2 その他

平成23年度 81.3 75.0 公表（予定）※

平成２２年度
法人全体として平成２２
年度

実施(予定)時期 平成23年8月8日

平成２３年度 平成２６年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

県の基幹病院として求められる政策医療を的確に実施する
とともに高度・特殊・先駆的な医療の推進をはじめ、県民に
信頼される質の高い医療を提供することとし、他の医療機関
との病病連携を推進するとともに、中央病院が有する高度
医療機器の共同利用や公的医療機関への外来診療の応援
協力について仕組み作りを進める。

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

地域病院との連携を深めるため、各病院で地域医療連携業
務に従事する担当者からなる「病院連携会議」を開催した。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

http://www.pref.yamanashi.jp/imuka/hyoukaiinka

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 山梨県

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 山梨県

病院名 県立北病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意 地方独立行政法人

2,422 2,498 平成22年4月1日 平成22年4月1日

2,286 2,300

136 198 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 106.7 107.5 民間譲渡

平成21年度 94.4 102.3 診療所化

平成22年度 105.9 108.6 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 104.2 105.6

平成20年度 84.3 82.9

平成21年度 97.7 90.4 既に実施済 ○

平成22年度 56.2 54.4 今年度実施予定

平成23年度 55.3 55.5 実施(予定)時期 平成23年8月8日

平成20年度 88.0 87.8 委員会等の設置（予定）

平成21年度 89.0 85.2 委員会等名
山梨県立病院機構評価委員
会

平成22年度 88.8 89.5 その他

平成23年度 88.8 88.7 公表（予定）※

平成２２年度
法人全体として平成２２
年度

実施(予定)時期 平成23年8月8日

平成２３年度 平成２６年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

http://www.pref.yamanashi.jp/imuka/hyoukaiinka

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

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

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

県の基幹病院として求められる政策医療を的確に実施する
とともに高度・特殊・先駆的な医療の推進をはじめ、県民に
信頼される質の高い医療を提供することとし、公的医療機関
への外来診療の応援協力について仕組み作りを進める。

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山梨県

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 甲府市

病院名 市立甲府病院

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

8,201 7,293 平成23年度
見直しの必要性を含め検討
中

8,703 7,970
市立甲府病院経営形態検討
委員会

△ 502 △ 677 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 89.1 89.2 民間譲渡 ○

平成21年度 90.1 88.0 診療所化

平成22年度 94.2 91.5 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 99.0 92.0

平成20年度 59.3 59.2

平成21年度 57.9 59.5 既に実施済

平成22年度 55.1 57.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.8 56.5 実施(予定)時期 平成23年12月中

平成20年度 70.5 70.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 74.0 62.5 委員会等名 市立甲府病院経営協議会

平成22年度 78.2 63.0 その他

平成23年度 79.1 64.6 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年12月中

平成24年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年6月16日

無

ＵＲＬ

　

・県地域保健医療推進委員会
・市立甲府病院経営協議会

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

県「公立病院の再編・ネットワーク化構想」に基づき検討・協
議

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 山梨県

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 富士吉田市

病院名 富士吉田市立病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 一部適用

6,086 6,679 平成21年2月3日 当面なし

6,239 6,726

△ 153 △ 47 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 93.4 93.2 民間譲渡

平成21年度 96.2 96.5 診療所化

平成22年度 97.5 99.3 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 98.3 101.3

平成20年度 55.1 55.1

平成21年度 55.8 54.2 既に実施済

平成22年度 54.8 51.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.4 52.4 実施(予定)時期 平成23年度内

平成20年度 78.7 79.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.7 79.5 委員会等名
富士吉田市の地域医療行政に
おける富士吉田市立病院のあり
方等検討委員会

平成22年度 82.5 82.7 その他 行政改革推進委員会

平成23年度 83.3 85.5 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年度内

平成24年度 平成24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

山梨県「公立病院等の再編・ネットワーク化構想」策定。
富士北麓地域においては、医療機能が低下している東部地
域の補完機能を高める必要性があり、富士吉田市立病院と
山梨赤十字病院の2病院が連携し、相互補完を行いながら
急性期医療を担っていく。

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（%)

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 山梨県

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 都留市

病院名 都留市立病院

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

2,872 2,906 平成25年3月31日 なし

2,821 2,895

51 11 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 100.4 98.2 民間譲渡

平成21年度 101.6 100.6 診療所化

平成22年度 101.8 100.4
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 102.0 102.0

平成20年度 51.4 49.1

平成21年度 49.8 49.0 既に実施済

平成22年度 49.9 48.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 50.0 50.0 実施(予定)時期 平成24年1月

平成20年度 70.0 68.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.2 69.7 委員会等名 都留市立病院運営委員会

平成22年度 75.2 65.8 その他

平成23年度 75.2 70.0 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成24年2月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

富士東部地域保健医療推進委員会
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

周辺病院等との再編ネットワーク化にあたっては、医師確保
にあたり、各病院の医師派遣元の大学の協力が不可欠では
あるが、それ以上に基幹病院・サテライト病院の位置付けや
特定機能の分担などにおいて、各地域住民の理解を得るこ
とが重要であることから地域保健推進委員会での議論の行
方を注視し、当院が東部地域における基幹病院として、中心
的な役割を担えるよう努力する。

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 山梨県

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 山梨市

病院名 山梨市立牧丘病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済み 指定管理者

5 4 平成21年2月3日 平成22年度（平成27年度）

5 4 山梨市公の施設指定管理者選定委員会

0 0 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 100.1 100.1 民間譲渡

平成21年度 100.1 100.0 診療所化

平成22年度 100.3 100.0
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 137.6 100.0

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 0.0 0.0 実施(予定)時期 平成2３年9月

平成20年度 79.0 76.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 78.9 委員会等名 牧丘病院運営協議会

平成22年度 80.0 74.3 その他

平成23年度 80.0 80.0 公表（予定）※ ○

- - 実施(予定)時期 平成２３年1１月上旬

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/gover/vision/health/makioka_hospital.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

本市が指定管理者としている財団法人山梨厚生会は、市内
では、山梨厚生病院、隣接市である甲州市では塩山市民病
院、甲州市立勝沼病院（指定管理者）を運営しており、既に
ネットワーク化が図られている。

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

甲州市

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）時
期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/gover/vision/health/makioka_hospital.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山梨県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 大月市

病院名 大月市立中央病院

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

2,304 2,483 平成２４年度 平成２４年度

2,399 2,510
大月市立中央病院運営委員
会

△ 95 △ 27 公営企業法全部適用 ○

健全化法 ― ― 地方独立行政法人 ○

地財法 ― ― 指定管理者制度 ○

平成20年度 93.5 95.6 民間譲渡 ○

平成21年度 95.5 94.2 診療所化

平成22年度 96.1 98.9
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 100.4 100.4

平成20年度 62.0 60.6

平成21年度 50.5 56.6 既に実施済 ○

平成22年度 50.0 52.6 今年度実施予定

平成23年度 47.6 47.6 実施(予定)時期 平成23年9月6日

平成20年度 28.1 34.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 47.3 37.1 委員会等名
大月市立中央病院運営委員
会

平成22年度 50.6 44.5 その他

平成23年度 85.7 46.6 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

平成２３年度 平成２５年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２４年３月

無

ＵＲＬ

　

富士・東部地域保健医療推進委員会
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

この地域における医療機能の低下を招かないよう、病床利
用率の低い病院にあっては、利用実態や今後の見込みを踏
まえて病床数の見直しを行うなど、経営改善に努め、病院と
しての存続を図る。また、中長期的には東部地域３公立病
院の統合の可能性を含め、３病院間の連携体制のあり方に
ついて検討を進める。

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.otsuki.yamanashi.jp/health/hoke

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.otsuki.yamanashi.jp/health/hoken/byouin_kaikakupuran.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山梨県

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 韮崎市

病院名 韮崎市立病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

2,253 2,307 平成25年3月31日 平成25年3月31日

2,241 2,254 韮崎市立病院運営協議会

12 53 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 100 100.4 民間譲渡

平成21年度 100 101.5 診療所化

平成22年度 100.5 102.3 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 100 100.0

平成20年度 54.7 54.6

平成21年度 56.0 56.5 既に実施済

平成22年度 56.9 55.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 57.3 57.3 実施(予定)時期 平成23年12月1日

平成20年度 75.6 75.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.1 75.1 委員会等名 韮崎市立病院運営協議会

平成22年度 89.4 84.8 その他

平成23年度 78.3 78.3 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成23年12月1日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

韮崎市立病院運営協議会にて協議
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成21年度～平成23年度までの経営部門に係る実績を踏
まえ、平成24年度から実質的な検討に入る予定。

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。

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 山梨県

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 北杜市

病院名 北杜市立塩川病院

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）

再編を行なう構想はない 一部適用

1,671 1,686 当面なし

1,650 1,607

21 79 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 93.9 95.7 民間譲渡

平成21年度 100.4 104.5 診療所化

平成22年度 101.3 104.9
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 101.6 101.6

平成20年度 49.5 49.7

平成21年度 49.3 47.9 既に実施済 ○

平成22年度 50.1 50.2 今年度実施予定

平成23年度 50.8 50.8 実施(予定)時期 平成23年7月29日

平成20年度 91.7 92.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 93.8 93.9 委員会等名
北杜市立病院改革プラン策
定会議の委員会

平成22年度 93.8 94.6 その他

平成23年度 93.8 93.8 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成23年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年11月28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.city.hokuto.yamanashi.jp/komoku/ku

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

0

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.hokuto.yamanashi.jp/komoku/kurashi/kenko_iryo/shisetsu/1001.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山梨県

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 北杜市

病院名 北杜市立甲陽病院

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）

再編を行なう構想はない 一部適用

1,739 1,401 当面なし

1,748 1,456

△ 9 △ 55 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 99.3 100.0 民間譲渡

平成21年度 98.1 97.7 診療所化

平成22年度 99.5 96.2
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 83.2

平成20年度 53.9 53.2

平成21年度 57.7 57.3 既に実施済 ○

平成22年度 56.4 62.2 今年度実施予定

平成23年度 55.9 55.9 実施(予定)時期 平成23年7月29日

平成20年度 75.0 78.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.1 70.8 委員会等名
北杜市立病院改革プラン策
定会議の委員会

平成22年度 84.8 62.9 その他

平成23年度 86.5 86.5 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年9月12日

平成23年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年11月28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.city.hokuto.yamanashi.jp/komoku/ku

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.hokuto.yamanashi.jp/komoku/kurashi/kenko_iryo/shisetsu/1001.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名  山梨県

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  上野原市

病院名  上野原市立病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 指定管理者制度

387 364 平成25年度末 平成20年10月1日

387 362

0 △ 2 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 74.2 74.2 民間譲渡

平成21年度 100.0 101.6 診療所化

平成22年度 100.0 100.4 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 100.0 100.0

平成20年度 61.5 61.5

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 0.0 0.0 実施(予定)時期 平成23年12月上旬

平成20年度 34.3 35.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 36.0 35.6 委員会等名
上野原市立病院
管理運営協議会

平成22年度 42.0 33.0 その他 上野原市病院委員会

平成23年度 48.0 38.0 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２１年度 実施(予定)時期 平成24年1月上旬

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

富士・東部地域保健医療推進委員会
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

この地域における医療機能の低下を招かない
よう、病床利用率の低い病院にあっては、利用
実態や今後の見込みを踏まえて病床数の見直
しを行うなど、経営改善に努め、病院としての
存続を図る。また、中長期的には病院の統合
の可能性も含め、医療圏内の公立３病院間の
連携体制のあり方について、引き続き検討を
進める。

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 山梨県

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 甲州市

病院名 甲州市立勝沼病院

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

20 21 平成21年2月3日 平成２４年３月

20 20

0 1 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 100.0 101.0 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.3 診療所化

平成22年度 100.0 101.2
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 - -

平成21年度 - - 既に実施済 ○

平成22年度 - - 今年度実施予定

平成23年度 - - 実施(予定)時期 平成23年8月18日

平成20年度 68.0 60.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.0 68.4 委員会等名
甲州市公共施設活用検討委員
会

平成22年度 72.5 71.1 その他

平成23年度 75.0 72.0 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成23年12月1日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

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

平成１９年４月から、財団法人山梨厚生会を指定管理者
 に指定し、指定管理者制度を導入することにより、この問題
 に先鞭をつけ、山梨厚生会は傘下の３病院との連携を図る
 なか、既にネットワーク化が構築されている。

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 山梨県

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 市川三郷町

病院名 市川三郷町立病院

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

1,684 1,605 平成２５年度 平成２５年度

1,704 1,613
再編ﾈｯﾄﾜｰｸ化の進展を見据えた
中で検討組織を立ち上げる予定

△ 20 △ 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 95.4 96.1 民間譲渡

平成21年度 97.3 97.4 診療所化

平成22年度 98.8 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 100.4 100.4

平成20年度 53.1 51.7

平成21年度 53.0 50.7 既に実施済

平成22年度 52.7 52.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.1 51.1 実施(予定)時期 平成23年11月（予定）

平成20年度 58.0 58.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 64.0 52.2 委員会等名 市川三郷町立病院運営委員会

平成22年度 64.0 55.0 その他

平成23年度 64.0 64.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年11月（予定）

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

地域医療体制調査検討委員会
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

上記検討委員会（町長、病院長、医師会長などで構成）にお
いて、峡南北部医療圏内の病院経営統合に向けて協議中。

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。

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 山梨県

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
身延町早川町国民健康保険病
院一部事務組合

病院名 飯富病院

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 一部事務組合

1,652 1,711 平成２３年度中 平成25年

1,625 1,686
院内管理会議及び病院経営
改革評価委員会

27 25 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 95.6 民間譲渡

平成21年度 101.1 103.6 診療所化

平成22年度 101.7 101.5
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 101.9 104.3

平成20年度 57.7 60.5

平成21年度 57.9 55.8 既に実施済 ○

平成22年度 56.8 56.0 今年度実施予定

平成23年度 56.6 58.0 実施(予定)時期 平成２３年９月

平成20年度 93.0 87.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 93.0 95.1 委員会等名 病院経営改革評価委員会

平成22年度 93.0 92.2 その他

平成23年度 93.0 96.0 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成２１年度 実施(予定)時期 平成２３年度中

平成23年度 平成２３年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年11月

無

ＵＲＬ

　

峡南地域医療連携協議会

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

患者数の減少や高齢化のさらなる進展が見込まれているな
か、経営基盤を確立し、さらに充実した慢性期医療・在宅医
療を提供していくため、また、医療機関としての魅力を高め
医師の安定的確保が図られるよう、将来的な経営主体の統
合の可能性を含め、連携のあり方について検討を行う。

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。

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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