
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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静岡県立こころの医療セン
ター

4 森町 公立森町病院 24

地方独立行政法人静岡県
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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 県立静岡がんセンター

病院名 県立静岡がんセンター

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）

枠組合意（実施中） 全部適用

24,046 24,529 平成22年3月30日
平成25年度を目標に全床開棟
を実現したうえで検討する。

23,797 23,243

249 1,286 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 100.8 102.1 民間譲渡

平成21年度 101.3 104.4 診療所化

平成22年度 101.0 105.5 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 101.6 102.9

平成20年度 47.5 47.2

平成21年度 50.7 50.6 既に実施済 ○

平成22年度 48.8 49.5 今年度実施予定

平成23年度 47.6 51.0 実施(予定)時期

平成20年度 87.3 87.5 委員会等の設置（予定）

平成21年度 87.4 85.6 委員会等名

平成22年度 87.8 88.3 その他
医療従事者等で構成された幹部会
議で点検・評価を実施

平成23年度 88.3 88.3 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 実施(予定)時期 平成23年9月16日

平成23年度 平成23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

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（%)

http://www.pref.shizuoka.jp/scchr/scckaikakuhtlm.html

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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（%)

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)

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。

公立病院改革プラン最終年度

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

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
化の具体的な内容

・圏域全体の医療体制が維持されるよう役割分担の明確化
と連携強化
・隣接医療圏の医療機関との連携強化

※　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 静岡県

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 地方独立行政法人
静岡県立病院機構

病院名 静岡県立総合病院

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）

実施済 地方独立行政法人

20,627 22,395 平成21年3月 平成21年4月1日

21,221 21,135

△ 594 1,260 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 97.1 98.4 民間譲渡

平成21年度 95.5 101.4 診療所化

平成22年度 97.2 106.0 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 100.4 101.0

平成20年度 52.3 51.2

平成21年度 52.6 49.5 既に実施済 ○

平成22年度 52.1 46.3 今年度実施予定 -

平成23年度 50.9 50.0 実施(予定)時期 平成23年8月8日

平成20年度 88.3 86.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.0 87.9 委員会等名
地方独立行政法人静岡県立
病院機構評価委員会

平成22年度 89.0 93.6 その他 -

平成23年度 90.0 91.4 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21日

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.shizuoka-pho.jp/kiko/joho/keieiH22.html

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

-

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

地方独立行政法人静岡県立病院機構　中期計画
・地域医療への支援
・公的医療機関への医師の派遣協力
・病病連携の推進
（研修医受入、医療機器共同利用等）

経常損益（百万円）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

職員給与比率（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） a 都道府県名 静岡県

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 地方独立行政法人
静岡県立病院機構

病院名 静岡県立こころの医療センター

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 地方独立行政法人

2,612 2,647 平成21年3月 平成21年4月1日

2,594 2,491

18 156 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 100.6 102.6 民間譲渡

平成21年度 99.6 107.8 診療所化

平成22年度 100.7 106.3 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 102.1 109.2

平成20年度 116.5 116.3

平成21年度 115.1 106.0 既に実施済 ○

平成22年度 112.1 108.1 今年度実施予定 -

平成23年度 110.7 97.8 実施(予定)時期 平成23年8月8日

平成20年度 80.0 78.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.0 85.0 委員会等名
地方独立行政法人静岡県立
病院機構評価委員会

平成22年度 86.0 84.2 その他 -

平成23年度 90.0 88.7 公表（予定）※ ○

平成22年度 達成済 実施(予定)時期 平成23年9月21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。

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)

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

職員給与比率（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

地方独立行政法人静岡県立病院機構　中期計画
・地域医療への支援
・病病連携の推進
（研修医受入、医療機器共同利用等）

経常損益（百万円）

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)

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

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.shizuoka-pho.jp/kiko/joho/keieiH22.html

-

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

http://www.shizuoka-pho.jp/kiko/joho/keieiH22.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 地方独立行政法人
静岡県立病院機構

病院名 静岡県立こども病院

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 地方独立行政法人

11,306 11,445 平成21年3月 平成21年4月1日

11,466 10,674

△ 160 771 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 97.8 98.3 民間譲渡

平成21年度 100.9 103.0 診療所化

平成22年度 98.6 107.2 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 99.5 101.7

平成20年度 76.5 78.4

平成21年度 75.7 83.0 既に実施済 ○

平成22年度 78.1 75.2 今年度実施予定 -

平成23年度 76.3 77.1 実施(予定)時期 平成23年8月8日

平成20年度 79.0 77.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.7 74.9 委員会等名
地方独立行政法人静岡県立
病院機構評価委員会

平成22年度 80.7 77.6 その他 -

平成23年度 81.6 80.3 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年9月21日

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

-

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

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)

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.shizuoka-pho.jp/kiko/joho/keieiH22.html

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

地方独立行政法人静岡県立病院機構　中期計画
・地域医療への支援
・公的医療機関への医師の派遣協力
・病病連携の推進
（研修医受入、医療機器共同利用等）

経常損益（百万円）

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

職員給与比率（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)

http://www.shizuoka-pho.jp/kiko/joho/keieiH22.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 静岡市

病院名 静岡市立静岡病院

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

15,187 18,339 平成21年３月 平成25年度

16,275 18,239
静岡市立病院経営形態最適
化検討会

△ 1,088 100 公営企業法全部適用 ◎

健全化法 1.2 0.0 地方独立行政法人

地財法 1.2 0.0 指定管理者制度

平成20年度 99.1 100.0 民間譲渡

平成21年度 98.7 100.0 診療所化

平成22年度 93.3 100.6 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 93.5 93.5

平成20年度 45.7 43.2

平成21年度 46.5 43.4 既に実施済

平成22年度 47.3 41.7 今年度実施予定 〇

平成23年度 48.1 48.1 実施(予定)時期 平成23年度中

平成20年度 90.0 89.8 委員会等の設置（予定） あり

平成21年度 90.0 96.3 委員会等名
静岡市立静岡病院経営懇話
会

平成22年度 90.0 97.9 その他

平成23年度 90.0 90.0 公表（予定）※ あり

平成19年度 平成19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

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

本病院は、静岡市の医療を担う基幹病院として、他の医療
機関との連携を図りつつ、その責務を果たすべく、高度専門
医療の提供をはじめとした地域医療の充実に力を入れてい
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

なし

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 静岡市

病院名 静岡市立清水病院

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

10,400 11,203 平成２１年３月 平成25年度

11,324 11,095
静岡市立病院経営形態最適
化検討会

△ 924 108 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 99.9 民間譲渡

平成21年度 99.3 100.8 診療所化

平成22年度 91.8 101.0 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 91.6 91.6

平成20年度 49.9 49.7

平成21年度 53.3 56.0 既に実施済

平成22年度 54.0 53.5 今年度実施予定 〇

平成23年度 55.1 55.1 実施(予定)時期 平成23年度中

平成20年度 85.7 84.9 委員会等の設置（予定） あり

平成21年度 87.0 78.2 委員会等名
静岡市立清水病院経営懇話
会

平成22年度 88.0 80.6 その他

平成23年度 88.9 88.9 公表（予定）※ あり

平成19年度 平成19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 〇

実施(予定)時期 平成23年度中

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

本病院は、２次医療圏内の主として清水地区の急性期医療
を担う基幹病院として、また、静岡県保健医療計画における
医療連携体制を担う病院としての役割を引き続き果たして
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

なし

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 浜松市

病院名 浜松医療センター

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済
一部適用
指定管理者（利用料金制）

15,925 16,935 平成22年7月30日 平成23年4月1日

15,852 15,776

73 1,159 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 ●（利用料金制）

平成20年度 98.6 98.6 民間譲渡

平成21年度 101.5 101.5 診療所化

平成22年度 100.5 107.3 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 101.2 103.4

平成20年度 58.0 58.0

平成21年度 54.3 54.3 既に実施済 ○

平成22年度 56.2 52.1 今年度実施予定

平成23年度 54.5 54.4 実施(予定)時期 平成23年10月21日

平成20年度 86.0 86.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 85.5 85.5 委員会等名
浜松医療センター評価委員
会

平成22年度 87.0 86.8 その他

平成23年度 87.0 86.1 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年11月以降

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

　平成17年3月に策定された『静岡県保健医療計画』が、平
成22年3月に改訂され、再編・ネットワーク化及び連携体制
の構築の方向性が示された。それを受け、市として今後の
方向性を以下のとおり決定した。
　当市が開設している３病院は、地域の中核病院、リハビリ
医療専門病院、へき地医療を担う病院という極めて強い特
色を持っており、それぞれの病院の役割が明確であるが、
『静岡県保健医療計画』で示されたとおり、それぞれの地域
における公立病院としての責任を果たしつつ、地域医療の
充実に力を入れていく。
　また、当医療圏内の公的病院間においては、救急医療に
おける協力体制等、病院間のネットワークが整っているが、
さらなる連携強化を図り、現状の医療提供体制を安定的に
維持・継続していく。

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

湖西市

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 浜松市

病院名 浜松市リハビリテーション病院

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
指定管理者（代行制）

1,728 1,876 平成22年7月30日 平成24年4月以降

1,727 1,858 市及び指定管理者

1 18 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 ○（利用料金制）

平成20年度 99.8 99.8 民間譲渡

平成21年度 100.9 100.9 診療所化

平成22年度 100.1 101.0 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 100.2 100.2

平成20年度 103.9 103.9

平成21年度 79.4 79.4 既に実施済 ○

平成22年度 80.4 76.2 今年度実施予定

平成23年度 74.2 79.3 実施(予定)時期 平成23年10月21日

平成20年度 33.5 33.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 56.9 56.9 委員会等名
浜松医療センター評価委員
会

平成22年度 70.7 78.5 その他

平成23年度 83.3 86.1 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年11月以降

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

　平成17年3月に策定された『静岡県保健医療計画』が、平
成22年3月に改訂され、再編・ネットワーク化及び連携体制
の構築の方向性が示された。それを受け、市として今後の
方向性を以下のとおり決定した。
　当市が開設している３病院は、地域の中核病院、リハビリ
医療専門病院、へき地医療を担う病院という極めて強い特
色を持っており、それぞれの病院の役割が明確であるが、
『静岡県保健医療計画』で示されたとおり、それぞれの地域
における公立病院としての責任を果たしつつ、地域医療の
充実に力を入れていく。
　また、当医療圏内の公的病院間においては、救急医療に
おける協力体制等、病院間のネットワークが整っているが、
さらなる連携強化を図り、現状の医療提供体制を安定的に
維持・継続していく。

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

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 静岡県

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 浜松市

病院名 浜松市国民健康保険佐久間病院

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

1,310 1,295 平成22年7月30日 平成24年度以降随時検討

1,296 1,262 市

14 33 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 102.9 102.9 民間譲渡 ○

平成21年度 104.7 104.7 診療所化 ○

平成22年度 101.1 102.6 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 100.5 100.2

平成20年度 52.7 52.7

平成21年度 57.6 57.6 既に実施済 ○

平成22年度 59.5 55.9 今年度実施予定

平成23年度 61.3 60.9 実施(予定)時期 毎月開催

平成20年度 91.7 91.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 94.4 94.4 委員会等名 院内運営委員会

平成22年度 93.3 91.3 その他

平成23年度 91.3 94.2 公表（予定）※

達成済 達成済 実施(予定)時期

平成23年度 平成23年度 その他 市の行政経営計画のなかで報告

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１２月以降

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

　平成17年3月に策定された『静岡県保健医療計画』が、平
成22年3月に改訂され、再編・ネットワーク化及び連携体制
の構築の方向性が示された。それを受け、市として今後の
方向性を以下のとおり決定した。
　当市が開設している３病院は、地域の中核病院、リハビリ
医療専門病院、へき地医療を担う病院という極めて強い特
色を持っており、それぞれの病院の役割が明確であるが、
『静岡県保健医療計画』で示されたとおり、それぞれの地域
における公立病院としての責任を果たしつつ、地域医療の
充実に力を入れていく。
　また、当医療圏内の公的病院間においては、救急医療に
おける協力体制等、病院間のネットワークが整っているが、
さらなる連携強化を図り、現状の医療提供体制を安定的に
維持・継続していく。

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

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 静岡県

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 沼津市

病院名 沼津市立病院

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

9,640 9,654 平成21年3月26日 平成25年度

10,237 10,190

△ 597 △ 536 公営企業法全部適用

健全化法 4.0 4.1 地方独立行政法人

地財法 4.0 4.1 指定管理者制度

平成20年度 97.0 97.0 民間譲渡

平成21年度 94.9 94.9 診療所化

平成22年度 94.2 94.7 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 97.5 97.3

平成20年度 50.9 50.9

平成21年度 50.9 50.9 既に実施済

平成22年度 53.4 53.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.9 52.2 実施(予定)時期 平成23年11月4日

平成20年度 67.8 67.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 66.8 66.8 委員会等名
沼津市立病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 62.9 62.3 その他

平成23年度 69.3 64.1 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 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 平成23年11月9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

平成20年7月8日に、地域医療支援病院に認定されたことか
ら、従前以上に地域の医療機関との連携を強化していく。

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

「沼津市立病院改革プラン」において、「当医療権の再編に
当たっては、各地域の診療体制の弱体化に繋がる懸念があ
る」と結論付けていることから、地域医療の更なる機能分
担・連携強化を推進した。

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://www2.odn.ne.jp/numazu-hospital/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 富士宮市

病院名 富士宮市立病院

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

8,501 8,745 平成25年度 平成２４年３月

8,462 8,612 病院運営協議会

39 133 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 99.8 103.8 民間譲渡

平成21年度 100.1 101.2 診療所化

平成22年度 100.5 101.5 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 100.8 100.0

平成20年度 48.7 47.5

平成21年度 49.0 51.0 既に実施済

平成22年度 49.0 50.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 48.9 50.1 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 86.0 86.9 委員会等の設置（予定） なし

平成21年度 86.0 79.6 委員会等名

平成22年度 86.0 80.7 その他
病院管理課内で点検し、市
民へ公表

平成23年度 86.0 79.8 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成20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

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

関係市行政部局、病院部局、地元医師会等関係機関で検
討（検討過程で必要に応じて協議機関を設置）平成21年度
から病院内に地域医療連携室を設置公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

地域医療連携室を中心に医療連携を推進し,平成23年9月
29日付けで地域医療支援病院の承認を受けた。

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.fujinomiya.shizuoka.jp



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 伊東市

病院名 市立伊東市民病院

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

3,905 3,952 平成２３年１２月 平成18年4月1日

3,867 3,898

38 54 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 100.4 100.5 民間譲渡

平成21年度 100.8 100.6 診療所化

平成22年度 101.0 101.4 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 100.8 113.1

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年度中

平成20年度 78.1 78.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.4 79.3 委員会等名
市立伊東市民病院
管理運営協議会

平成22年度 81.3 80.7 その他

平成23年度 82.6 82.8 公表（予定）※ 市ホームページ

平成20年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成24年4月1日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 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

伊東市新病院建設諮問会議
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

　医療圏域における唯一の公立病院、市内唯一の急性期病
院として、また、隣接する医療圏からの利用も多く、地域の
中核的な役割を果たしている。市民の医療ニーズの動向を
見極めるとともに、医療圏域内の他医療機関との連携を進
めることで、より専門的な医療を担えるよう、備える医療機
器や設置する診療科など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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 島田市

病院名 市立島田市民病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施中 全部適用

11,201 12,595 平成22年3月31日 平成23年4月1日

11,579 12,047

△ 378 548 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 92.9 93.9 民間譲渡

平成21年度 95.4 99.2 診療所化

平成22年度 96.7 104.6 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 98.9 98.9

平成20年度 59.3 59.6

平成21年度 56.2 56.2 既に実施済

平成22年度 55.7 53.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.2 55.2 実施(予定)時期 平成23年11月2日

平成20年度 83.6 83.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.4 93.8 委員会等名 民生教育病院常任委員会

平成22年度 86.4 92.7 その他

平成23年度 86.4 91.1 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年11月2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

静岡県地域医療再生計画に基づき、志太榛原医療圏にお
ける病病、病診間等の医療連携に取り組んでいる。（志太榛
原救急医療センターの診療体制の充実等）

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

島田市、藤枝市、焼津市、牧之原市、吉田町、川根本町

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

志太榛原救急医療センターの土日深夜帯の診療開始、多
職種合同地域連携研修会の開催（準備中）

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.municipal-hospital.shimada.shizuoka.jp/

http://www.municipal-hospital.shimada.shizuoka.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 富士市

病院名 中央病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

12,647 12,996 平成25年度 平成23～24年度

12,399 12,602
平成20年度から病院事務部
局内に病院経営課を設置。

248 394 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 98.9 98.3 民間譲渡

平成21年度 101.5 98.6 診療所化

平成22年度 102.0 103.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 103.1 100.2

平成20年度 53.8 54.6

平成21年度 52.6 58.4 既に実施済 ○

平成22年度 50.7 56.6 今年度実施予定

平成23年度 50.0 53.4 実施(予定)時期 平成23年6月

平成20年度 80.6 79.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 85.5 77.6 委員会等名 富士市立中央病院あり方懇話会

平成22年度 85.9 78.2 その他

平成23年度 86.8 85.5 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年度末予定

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年6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

平成20年度から病院事務部局内に病院経営課を設置。
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

共立蒲原総合病院との関係は、県、関係市町、地域住民、
地元医師会等関係機関と協議し、それぞれの役割を確認し
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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 磐田市

病院名 磐田市立総合病院

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

12,908 12,634 平成26年3月31日 平成26年3月31日

13,987 12,922
経営会議
管理者会議

△ 1,079 △ 288 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 88.6 88.6 民間譲渡

平成21年度 91.2 90.1 診療所化

平成22年度 94.4 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 96.2 95.0

平成20年度 50.5 50.5

平成21年度 49.0 55.2 既に実施済

平成22年度 46.9 50.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 46.0 52.5 実施(予定)時期 平成２４年１月

平成20年度 83.4 83.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 84.1 委員会等名
磐田市立総合病院運営懇話
会

平成22年度 90.0 87.6 その他

平成23年度 92.0 89.0 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成24年4月1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

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

経営会議
管理者会議

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

再編･ネットワーク化の方向については、中東遠2次医療圏
における病病連携を基本に、当面、公立森町病院との医療
連携及び協力に関する協定に基づく連携強化と浜松医科大
学の支援･協力による医師派遣を中心に、県の医療計画と
の整合性を図る中で、その方向について評価･検討を行い
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.hospital.iwata.shizuoka.jp

http://www.hospital.iwata.shizuoka.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 焼津市

病院名 焼津市立総合病院

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

10,573 11,476 未定 平成23年4月1日

11,191 10,578

△ 618 898 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 89.6 89.6 民間譲渡

平成21年度 92.2 97.6 診療所化

平成22年度 97.8 108.5 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 68.0 68.0

平成21年度 71.5 65.5 既に実施済

平成22年度 68.3 58.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.8 55.8 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 75.4 75.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.4 70.1 委員会等名 病院経営支援連絡調整会議

平成22年度 79.2 83.6 その他

平成23年度 90.0 90.0 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

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

市町において、再編・ネットワーク化が必要と判断した場合、
地域医療協議会等を活用して検討することとなっている。

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

　圏域内の公立病院間においては、互いに、必要な医師が
揃っている専門診療科の診療を受け持つことにより、医療機
関の相互補完体制を図っている。
　再編・ネットワーク化については、２次医療圏における広域
的な調整が必要となることから、当分の間は現状の相互補
完体制を維持しつつ、今後関係機関と協議していきたいと考
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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 掛川市

病院名 掛川市立総合病院

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）

枠組合意（実施中） 一部適用

9,074 7,510 平成２４年度 平成２４年度

9,738 8,265

△ 664 △ 755 公営企業法全部適用 ◎

健全化法 13.0 10.6 地方独立行政法人

地財法 13.0 10.6 指定管理者制度

平成20年度 90.3 91.3 民間譲渡

平成21年度 91.7 94.4 診療所化

平成22年度 93.2 90.9 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 96.0 90.1

平成20年度 53.9 53.6

平成21年度 52.6 53.4 既に実施済 ○

平成22年度 52.5 58.3 今年度実施予定

平成23年度 52.6 62.2 実施(予定)時期 平成23年4月27日

平成20年度 82.4 81.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.3 78.5 委員会等名 　

平成22年度 83.3 61.0 その他 病院経営戦略会議

平成23年度 83.3 61.6 公表（予定）※ ○

平成25年度以降 平成25年度以降 実施(予定)時期 平成24年1月10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

「掛川市・袋井市新病院基本構想」では、新病院の将来像と
して６つの基本理念を掲げ、質の高い医療の提供や救急医
療体制の充実など市民が安心できる病院を目指すことを明
記している。急性期医療を中心とし、循環器系疾患（脳血管
疾患、心疾患）に対応する機能強化をはじめ、小児医療や
周産期医療、救急医療等が充実した病床数５００床程度の
新たな病院を開設する。

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

袋井市（袋井市民病院）

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

平成19年12月掛川市・袋井市新病院建設協議会　設立
平成21年 4月 掛川市・袋井市新病院建設準備会　設立
平成21年7月　掛川市・袋井市新病院建設事務組合　設立
平成22年度　　建築実施設計完了
　　　　　　　　 　建設用地の造成工事着手
　　　　　　　　　 運営計画や機器整備計画の検討開始
平成23年度　　建設工事着工

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.kakegawa-hsp.jp/

http://www.kakegawa-hsp.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 藤枝市

病院名 藤枝市立総合病院

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）

実施済 一部適用

12,761 13,002 平成22年3月31日 平成24年4月1日

13,819 13,425

△ 1,058 △ 423 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 89.4 89.4 民間譲渡

平成21年度 90.1 91.1 診療所化

平成22年度 92.3 96.8 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 95.6 95.6

平成20年度 60.4 60.4

平成21年度 59.1 59.0 既に実施済

平成22年度 58.1 56.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 57.9 57.9 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 65.4 65.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.6 71.1 委員会等名
市議会病院運営に関する特
別委員会

平成22年度 74.9 77.5 その他

平成23年度 77.9 77.9 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成25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

　

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

地域がん診療連携拠点病院としての機能強化と、地域の急
性期病院への特化を目的に、地域医療連携室の設置、療
養病棟（６０床）の廃止、5大がんの地域連携クリニカルパス
の充実等を実施し、近隣の公的病院を含む民間病院、診療
所等との機能分担、連携強化を行っている

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（%)

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。

http://www.hospital.fujieda.shizuoka.jp/

http://www.hospital.fujieda.shizuoka.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 袋井市

病院名 袋井市民病院

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）

枠組合意（実施中） 一部適用

5,605 5,860 平成２４年度 平成２４年度

5,677 5,546

△ 72 314 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 95.2 民間譲渡

平成21年度 95.1 98.7 診療所化

平成22年度 98.7 105.7 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 100.9 101.4

平成20年度 68.0 64.8

平成21年度 69.3 64.8 既に実施済

平成22年度 67.4 63.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.5 63.8 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 44.3 44.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 45.0 38.9 委員会等名 袋井市行政改革推進委員会

平成22年度 45.8 40.5 その他

平成23年度 70.0 35.3 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

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

「掛川市・袋井市新病院基本構想」では、新病院の将来像と
して６つの基本理念を掲げ、志津の高い医療の提供や救急
医療体制の充実など市民が安心できる病院を目指すことを
明記している。急性期医療を中心とし、循環器系疾患（脳血
管疾患、心疾患）に対応する機能強化をはじめ、小児医療
や周産期医療、救急医療等が充実した病床数５００床程度
の新たな病院を開設する。

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

掛川市（掛川市立総合病院）

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

平成19年12月掛川市・袋井市新病院建設協議会　設立
平成21年 4月 掛川市・袋井市新病院建設準備会　設立
平成21年7月　掛川市・袋井市新病院建設事務組合　設立
平成22年度　　建築実施設計完了
　　　　　　　　 　建設用地の造成工事着手
　　　　　　　　　 運営計画や機器整備計画の検討開始
平成23年度　　建設工事着工

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.fukuroi-hospital.jp/k_plan.pdf

http://www.fukuroi-hospital.jp/k_plan.pdf


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 湖西市

病院名 市立湖西病院

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

3,674 3,261 平成24年度以降

3,748 3,288

△ 64 △ 27 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 97.1 民間譲渡

平成21年度 96.3 102.6 診療所化

平成22年度 98.3 99.2 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 100.3 86.7

平成20年度 63.1 62.8

平成21年度 59.8 57.7 既に実施済 ○

平成22年度 56.4 60.1 今年度実施予定

平成23年度 53.2 63.8 実施(予定)時期 平成23年11月9日

平成20年度 44.1 43.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 58.0 45.3 委員会等名
市立湖西病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 64.0 44.2 その他

平成23年度 70.0 48.0 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

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年度内

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

市立湖西病院改革プラン評価委員会
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

現在、病病連携及び病診連携を行っており、紹介率や収益
が増えている状況となっているので、今後も亜急性病床の
活用を図っていくためにも更なる連携を図る。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

※現在リニューアル中　12月には再掲予定



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 御前崎市

病院名 市立御前崎総合病院

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

4,071 4,101 平成24年3月31日 平成24年3月31日

4,055 4,105
市立御前崎総合病院のあり
方等検討会

16 △ 4 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 100.3 100.0 民間譲渡

平成21年度 100.1 100.2 診療所化

平成22年度 100.4 99.8 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 73.8 75.7

平成21年度 79.9 74.4 既に実施済

平成22年度 70.3 65.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 66.8 66.8 実施(予定)時期 平成23年11月29日

平成20年度 59.2 58.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 73.6 66.3 委員会等名
市立御前崎総合病院のあり
方等検討会

平成22年度 73.6 73.7 その他

平成23年度 73.6 77.8 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成24年1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

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

市立御前崎総合病院のあり方等検討会
（委員）市議会、医師会、各種団体代表、消防署長、事業所
代表　　（アドバイザー）関連大学病院長、教授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

　医師の充足状況、近隣病院の動向などを調査検討し、関
係機関と検討・協議を行い平成23年度末までに方向性をと
りまとめる。

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://omaezaki-hospital.jp/

http://omaezaki-hospital.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 菊川市

病院名 菊川市立総合病院

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

4,887 4,870 平成２４年度末（平成２５年３月） 時期は不明。現在、検討中

5,053 5,135
菊川市立総合病院事業評価
委員会

△ 166 △ 265 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 89.3 89.9 民間譲渡

平成21年度 94.0 89.1 診療所化

平成22年度 96.7 94.8 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 100.0 95.9

平成20年度 61.7 62.1

平成21年度 62.8 69.3 既に実施済

平成22年度 61.6 66.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.4 66.5 実施(予定)時期 平成23年10月31日

平成20年度 70.8 70.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 73.9 66.2 委員会等名
菊川市立総合病院事業評価
委員会

平成22年度 78.8 74.1 その他

平成23年度 81.3 80.8 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成２８年度 実施(予定)時期 平成23年12月28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

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

再編の予定なし。ネットワーク化に関しては、連携可能な業
務や人事交流など可能なものから推進中

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

掛川市・袋井市における市立病院の合併を考慮し、２次医
療圏内で地域連携を進めていきます。
御前崎病院、榛原総合病院、当院で病病連携の推進協議
を行っていくことを了承した。

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.kikugawa-hosp.jp/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 森町

病院名 公立森町病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 一部適用

2,590 2,603 平成21年1月18日

2,632 2,647

△ 42 △ 44 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 93.4 95.0 民間譲渡

平成21年度 95.4 96.6 診療所化

平成22年度 98.4 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 100.1 100.1

平成20年度 65.7 64.8

平成21年度 67.2 67.5 既に実施済 ○

平成22年度 68.8 68.9 今年度実施予定

平成23年度 69.1 69.1 実施(予定)時期 平成23年3月26日

平成20年度 70.0 70.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.8 80.2 委員会等名 経営改革プラン評価委員会

平成22年度 91.8 88.7 その他

平成23年度 91.8 91.8 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年5月17日

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23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

平成20年1月21日付け磐田市立総合病院と「中東遠（二次
医療圏）における機能分担とより緊密かつ組織的な連携及
び協力体制を構築することにより、地域医療の向上に努め、
住民福祉の増進に寄与することを目的とする」協定を締結
し、磐田市立総合病院との連携強化を進めるとともに、中東
遠地域内の病院、診療所及び介護施設等との地域連携ネッ
トワークを充実させていく。

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

磐田市立総合病院

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。

http://hospital.town.morimachi.shizuoka.jp/outli
ne/mrplan/index.html

http://hospital.town.morimachi.shizuoka.jp/outline/mrplan/index.html
http://hospital.town.morimachi.shizuoka.jp/outline/mrplan/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 共立蒲原総合病院組合

病院名 共立蒲原総合病院

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）

実施済 一部適用

5,391 5,329 未定

5,425 5,064

△ 34 265 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 108.5 108.8 民間譲渡

平成21年度 99.1 105.4 診療所化

平成22年度 99.4 105.2 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 100.0 100.0

平成20年度 62.9 61.4

平成21年度 62.6 65.3 既に実施済

平成22年度 62.7 63.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 62.6 62.6 実施(予定)時期

平成20年度 60.2 59.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 74.1 60.5 委員会等名
共立蒲原総合病院改革プラ
ン進捗評価委員会

平成22年度 64.7 75.5 その他
「中期経営計画」の進行状
況を公表する

平成23年度 65.6 65.6 公表（予定）※ ○

平成 23 年度 平成 23 年度 実施(予定)時期 H24.6頃

平成 23 年度 平成 23 年度 その他
「中期経営計画」の進行状
況を公表する

有 「中期経営計画」を策定

実施(予定)時期 平成23年9月7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

平成22年10月に一般病棟の一部を療養病棟に転用し、構
成市の総合病院及び近隣の介護老人施設より、医療が必
要な慢性期患者を受け入れている。

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（%)

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

慢性期患者の受け入れは順調に推移しており、病床利用率
も90％を超える状況が続いている。

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.kanbarahp.com/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 静岡県

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 榛原総合病院組合

病院名 榛原総合病院

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 指定管理者

- 1,225
平成２２年度で一定の方向性決定予定であったが、検討を
継続中。

平成22年3月1日

- 1,884

- △ 659 公営企業法全部適用

健全化法 - 0 地方独立行政法人

地財法 - 225 指定管理者制度 ●

平成20年度 89 92 民間譲渡

平成21年度 76 87 診療所化

平成22年度 - 65 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 - 75

平成20年度 64 63

平成21年度 69 76 既に実施済

平成22年度 - 28 今年度実施予定 ○

平成23年度 - 25 実施(予定)時期 平成２４年３月

平成20年度 59 69 委員会等の設置（予定）

平成21年度 64 59 委員会等名

平成22年度 - 75 その他 榛原総合病院組合議会

平成23年度 - 80 公表（予定）※ ○

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

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

①５病院情報交換会（御前崎、菊川、森町、掛川及び当院
の事務職経営担当者）、②志太榛原地区四病院事務担当
者研修会（島田、藤枝、焼津及び当院の事務職経営担当者
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

①５病院情報交換会では、委託費等の比較、各病院での経
営改善の取組み等の情報共有を実施。隔月１回開催中。
②志太榛原地区四病院事務担当者研修会は、平成２０年度
まで開催、平成２１年度は休止、２２年度９月から再開。

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 静岡県

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 共立湊病院組合

病院名 共立湊病院

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

2,208 1,828 未定

2,267 1,903

△ 59 △ 75 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度 ●

平成20年度 97.5 97.0 民間譲渡

平成21年度 97.5 98.2 診療所化

平成22年度 97.4 96.1 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 101.7 91.0

平成20年度 － 0.8

平成21年度 － 0.8 既に実施済

平成22年度 － 1.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 － 1.8 実施(予定)時期 平成23年度中

平成20年度 74.9 71.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 74.0 67.5 委員会等名 検討中

平成22年度 73.0 54.7 その他

平成23年度 85.0 45.3 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成25年度以降 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 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

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

未定
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

・賀茂医療圏では、圏域内にある公立病院は共立湊病院の
みであり、再編・ネットワーク化も限られている。
・診療所との病診連携は予定しているが、新病院を現在建
設中であるため今後新病院の体制を含め検討していく。

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。
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