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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 愛知県

病院名 愛知県立城山病院

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・ネットワーク化に係る計画は策定していない。 全部適用

2,961 2,879

3,131 2,873

△ 170 6 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 0.0 指定管理者制度

平成20年度 85.5 85.5 民間譲渡

平成21年度 92.4 91.4 診療所化

平成22年度 94.6 100.2 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 88.0

平成20年度 113.3 113.3

平成21年度 102.2 105.9 既に実施済

平成22年度 97.6 91.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 110.2 実施(予定)時期 平成23年度中

平成20年度 84.8 84.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.5 83.4 委員会等名
愛知県県立病院経営改善推
進委員会

平成22年度 89.2 81.8 その他

平成23年度 89.2 公表（予定）※ ○

平成２４年度（病院事業全
体における病院部門）

平成２４年度（病院事業全
体における病院部門）

実施(予定)時期 平成23年度中

平成２４年度 平成２４年度 その他

※財務の状況欄の平成22年度及び平成23年度の数値は、平成24年度の
有

目標数値を元に作成した参考数値である。
実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

http://www.pref.aichi.jp/0000041789.html

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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)

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）

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。

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。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

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

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

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

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。

参
考
数
値

 

参
考
数
値

 

参
考
数
値

 



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 愛知県

病院名 愛知県がんセンター愛知病院

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・ネットワーク化に係る計画は策定していない。 全部適用

5,047 4,831

5,453 5,242

△ 406 △ 411 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 0.0 指定管理者制度

平成20年度 89.3 89.3 民間譲渡

平成21年度 85.2 87.2 診療所化

平成22年度 92.6 92.2 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 90.1

平成20年度 64.4 64.4

平成21年度 68.1 67.9 既に実施済

平成22年度 61.4 63.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 67.1 実施(予定)時期 平成23年度中

平成20年度 75.5 75.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 73.6 71.3 委員会等名
愛知県県立病院経営改善推
進委員会

平成22年度 80.4 72.8 その他

平成23年度 80.4 公表（予定）※ ○

平成２４年度（病院事業全
体における病院部門）

平成２４年度（病院事業全
体における病院部門）

実施(予定)時期 平成23年度中

平成２４年度 平成２４年度 その他

※財務の状況欄の平成22年度及び平成23年度の数値は、平成24年度の
有

目標数値を元に作成した参考数値である。
実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

http://www.pref.aichi.jp/0000041789.html

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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)

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）

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。

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。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

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

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

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

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。

参
考
数
値

 

参
考
数
値

 

参
考
数
値

 



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 愛知県

病院名 愛知県がんセンター中央病院

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）

再編・ネットワーク化に係る計画は策定していない。 全部適用

16,399 14,741

15,824 13,766

575 975 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 0.0 指定管理者制度

平成20年度 101.5 101.5 民間譲渡

平成21年度 101.0 103.9 診療所化

平成22年度 103.6 107.1 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 101.9

平成20年度 46.2 46.2

平成21年度 45.1 44.5 既に実施済

平成22年度 42.8 45.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 47.2 実施(予定)時期 平成23年度中

平成20年度 83.7 83.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.6 84.9 委員会等名
愛知県県立病院経営改善推
進委員会

平成22年度 88.0 84.6 その他

平成23年度 88.0 公表（予定）※ ○

平成２４年度（病院事業全
体における病院部門）

平成２４年度（病院事業全
体における病院部門）

実施(予定)時期 平成23年度中

平成２４年度 平成２４年度 その他

※財務の状況欄の平成22年度及び平成23年度の数値は、平成24年度の
有

目標数値を元に作成した参考数値である。
実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

http://www.pref.aichi.jp/0000041789.html

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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)

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）

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。

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。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

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

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

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

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。

参
考
数
値

 

参
考
数
値

 

参
考
数
値

 



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 愛知県

病院名 あいち小児保健医療総合センター

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）

再編・ネットワーク化に係る計画は策定していない。 全部適用

6,463 5,836

6,308 5,739

155 97 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 0.0 指定管理者制度

平成20年度 99.1 99.1 民間譲渡

平成21年度 102.9 102.3 診療所化

平成22年度 102.5 101.7 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 102.9

平成20年度 63.8 63.8

平成21年度 60.2 59.7 既に実施済

平成22年度 57.9 61.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 59.4 実施(予定)時期 平成23年度中

平成20年度 65.7 65.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 69.0 67.0 委員会等名
愛知県県立病院経営改善推
進委員会

平成22年度 80.0 69.0 その他

平成23年度 80.0 公表（予定）※ ○

平成２４年度（病院事業全
体における病院部門）

平成２４年度（病院事業全
体における病院部門）

実施(予定)時期 平成23年度中

平成２４年度 平成２４年度 その他

※財務の状況欄の平成22年度及び平成23年度の数値は、平成24年度の
有

目標数値を元に作成した参考数値である。
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

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

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。

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）

http://www.pref.aichi.jp/0000041789.html

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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)

参
考
数
値

 

参
考
数
値

 

参
考
数
値

 



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 名古屋市

病院名 東部医療センター東市民病院

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）

実施中 全部適用

24,875 20,375 平成23年5月 平成20年4月

26,890 22,931

△ 2,015 △ 2,556 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 15.7 17.3 指定管理者制度

平成20年度 84.4 84.6 民間譲渡

平成21年度 91.4 87.0 診療所化

平成22年度 94.8 95.7 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 100.1 103.2

平成20年度 68.0 67.8

平成21年度 63.2 63.6 既に実施済 ○

平成22年度 61.2 56.3 今年度実施予定

平成23年度 54.7 53.0 実施(予定)時期 平成23年8月29日

平成20年度 73.0 72.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.7 74.6 委員会等名 名古屋市立病院運営委員会

平成22年度 85.9 81.0 その他

平成23年度 83.3 87.4 公表（予定）※ ○

平成32年度 平成32年度 実施(予定)時期 平成23年11月（予定）

平成25年度 平成25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.byoin.city.nagoya.jp/keikaku/kaikaku-shintyoku.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

東部医療センター(旧東部医療センター東市民病院より改称)
　　　救急・外来棟の実施設計を開始
　　　二次救急医療の実施(内科：全日、外科系：土曜日、等)
　　　脳血管センター、心臓血管センターにおける救急医療の実施
東部医療センター守山市民病院(101床←165床)
　　　物忘れ外来の実施
　　　緩和ケア医療の実施
西部医療センター
　　　(500床←251床　旧西部医療センター城北病院より移転し改称)
　　　二次救急医療の実施
　　　　  (産婦人科：全日、小児科：土・日・祝日、内科：平日、等）
　　　消化器腫瘍センターの開設
　　　周産期医療センター、小児医療センターの開設
緑市民病院
　　　指定管理者と準備協定を締結し、Ｈ24年4月の円滑な引き継ぎ
　　　に向けて調整中

(西部医療センター城西病院(120床←305床)
　　　　　　　　　　　　　　　　　H22年度末事業を廃止し、民間へ譲渡)

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

機能分化と役割分担を進め、各病院の特長ある医療の充実を図ります

東部医療センター(旧東部医療センター東市民病院より改称)
　　　救急医療の充実
　　　高度専門医療の充実
東部医療センター守山市民病院
　　　高齢者医療の充実
　　　緩和ケア医療の実施
　　　今後のあり方の抜本的な検討
西部医療センター(旧西部医療センター城北病院より移転し改称)
　　　救急医療の充実
　　　悪性新生物医療の充実
　　　小児・周産期医療の充実
緑市民病院
　　　指定管理者制度導入

(西部医療センター城西病院　事業を廃止し、民間へ譲渡)

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（%)

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 愛知県

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 名古屋市

病院名 東部医療センター守山市民病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施中 全部適用

24,875 20,375 平成23年5月
平成26年3月までに

取りまとめ予定

26,890 22,931 名古屋市立病院運営委員会

△ 2,015 △ 2,556 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 15.7 17.3 指定管理者制度 ○

平成20年度 64.9 64.7 民間譲渡 ○

平成21年度 82.4 64.4 診療所化 ○

平成22年度 103.3 65.0 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 70.4 71.3

平成20年度 108.8 108.5

平成21年度 76.4 118.3 既に実施済 ○

平成22年度 75.9 109.8 今年度実施予定

平成23年度 94.7 94.8 実施(予定)時期 平成23年8月29日

平成20年度 46.3 45.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 61.8 46.0 委員会等名 名古屋市立病院運営委員会

平成22年度 63.0 41.9 その他

平成23年度 73.4 68.1 公表（予定）※ ○

平成32年度 平成32年度 実施(予定)時期 平成23年11月（予定）

平成25年度 平成25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.byoin.city.nagoya.jp/keikaku/kaikaku-shintyoku.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

東部医療センター(旧東部医療センター東市民病院より改称)
　　　救急・外来棟の実施設計を開始
　　　二次救急医療の実施(内科：全日、外科系：土曜日、等)
　　　脳血管センター、心臓血管センターにおける救急医療の実施
東部医療センター守山市民病院(101床←165床)
　　　物忘れ外来の実施
　　　緩和ケア医療の実施
西部医療センター
　　　(500床←251床　旧西部医療センター城北病院より移転し改称)
　　　二次救急医療の実施
　　　　  (産婦人科：全日、小児科：土・日・祝日、内科：平日、等）
　　　消化器腫瘍センターの開設
　　　周産期医療センター、小児医療センターの開設
緑市民病院
　　　指定管理者と準備協定を締結し、Ｈ24年4月の円滑な引き継ぎ
　　　に向けて調整中

(西部医療センター城西病院(120床←305床)
　　　　　　　　　　　　　　　　　H22年度末事業を廃止し、民間へ譲渡)

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

機能分化と役割分担を進め、各病院の特長ある医療の充実を図ります

東部医療センター(旧東部医療センター東市民病院より改称)
　　　救急医療の充実
　　　高度専門医療の充実
東部医療センター守山市民病院
　　　高齢者医療の充実
　　　緩和ケア医療の実施
　　　今後のあり方の抜本的な検討
西部医療センター(旧西部医療センター城北病院より移転し改称)
　　　救急医療の充実
　　　悪性新生物医療の充実
　　　小児・周産期医療の充実
緑市民病院
　　　指定管理者制度導入

(西部医療センター城西病院　事業を廃止し、民間へ譲渡)

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（%)

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 愛知県

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 名古屋市

病院名 西部医療センター城北病院

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）

実施中 全部適用

24,875 20,375 平成23年5月 平成20年4月

26,890 22,931

△ 2,015 △ 2,556 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 15.7 17.3 指定管理者制度

平成20年度 90.8 91.1 民間譲渡

平成21年度 91.7 94.3 診療所化

平成22年度 91.6 94.2 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 83.3 84.6

平成20年度 72.8 72.4

平成21年度 71.8 69.1 既に実施済 ○

平成22年度 73.7 70.3 今年度実施予定

平成23年度 60.0 58.9 実施(予定)時期 平成23年8月29日

平成20年度 82.9 81.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.8 77.9 委員会等名 名古屋市立病院運営委員会

平成22年度 88.8 77.1 その他

平成23年度 66.9 63.0 公表（予定）※ ○

平成32年度 平成32年度 実施(予定)時期 平成23年11月（予定）

平成25年度 平成25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.byoin.city.nagoya.jp/keikaku/kaikaku-shintyoku.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

東部医療センター(旧東部医療センター東市民病院より改称)
　　　救急・外来棟の実施設計を開始
　　　二次救急医療の実施(内科：全日、外科系：土曜日、等)
　　　脳血管センター、心臓血管センターにおける救急医療の実施
東部医療センター守山市民病院(101床←165床)
　　　物忘れ外来の実施
　　　緩和ケア医療の実施
西部医療センター
　　　(500床←251床　旧西部医療センター城北病院より移転し改称)
　　　二次救急医療の実施
　　　　  (産婦人科：全日、小児科：土・日・祝日、内科：平日、等）
　　　消化器腫瘍センターの開設
　　　周産期医療センター、小児医療センターの開設
緑市民病院
　　　指定管理者と準備協定を締結し、Ｈ24年4月の円滑な引き継ぎ
　　　に向けて調整中

(西部医療センター城西病院(120床←305床)
　　　　　　　　　　　　　　　　　H22年度末事業を廃止し、民間へ譲渡)

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

機能分化と役割分担を進め、各病院の特長ある医療の充実を図ります

東部医療センター(旧東部医療センター東市民病院より改称)
　　　救急医療の充実
　　　高度専門医療の充実
東部医療センター守山市民病院
　　　高齢者医療の充実
　　　緩和ケア医療の実施
　　　今後のあり方の抜本的な検討
西部医療センター(旧西部医療センター城北病院より移転し改称)
　　　救急医療の充実
　　　悪性新生物医療の充実
　　　小児・周産期医療の充実
緑市民病院
　　　指定管理者制度導入

(西部医療センター城西病院　事業を廃止し、民間へ譲渡)

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（%)

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 愛知県

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 名古屋市

病院名 緑市民病院

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

24,875 20,375 平成23年5月 平成24年4月

26,890 22,931

△ 2,015 △ 2,556 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 15.7 17.3 指定管理者制度 ◎

平成20年度 78.5 78.4 民間譲渡

平成21年度 86.7 84.2 診療所化

平成22年度 91.3 78.1 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 89.5 68.6

平成20年度 80.9 81.0

平成21年度 73.6 76.1 既に実施済 ○

平成22年度 66.8 85.3 今年度実施予定

平成23年度 69.7 96.1 実施(予定)時期 平成23年8月29日

平成20年度 59.9 59.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.0 62.4 委員会等名 名古屋市立病院運営委員会

平成22年度 70.0 44.7 その他

平成23年度 54.7 27.7 公表（予定）※ ○

平成32年度 平成32年度 実施(予定)時期 平成23年11月（予定）

平成25年度 平成25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.byoin.city.nagoya.jp/keikaku/kaikaku-shintyoku.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

東部医療センター(旧東部医療センター東市民病院より改称)
　　　救急・外来棟の実施設計を開始
　　　二次救急医療の実施(内科：全日、外科系：土曜日、等)
　　　脳血管センター、心臓血管センターにおける救急医療の実施
東部医療センター守山市民病院(101床←165床)
　　　物忘れ外来の実施
　　　緩和ケア医療の実施
西部医療センター
　　　(500床←251床　旧西部医療センター城北病院より移転し改称)
　　　二次救急医療の実施
　　　　  (産婦人科：全日、小児科：土・日・祝日、内科：平日、等）
　　　消化器腫瘍センターの開設
　　　周産期医療センター、小児医療センターの開設
緑市民病院
　　　指定管理者と準備協定を締結し、Ｈ24年4月の円滑な引き継ぎ
　　　に向けて調整中

(西部医療センター城西病院(120床←305床)
　　　　　　　　　　　　　　　　　H22年度末事業を廃止し、民間へ譲渡)

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

機能分化と役割分担を進め、各病院の特長ある医療の充実を図ります

東部医療センター(旧東部医療センター東市民病院より改称)
　　　救急医療の充実
　　　高度専門医療の充実
東部医療センター守山市民病院
　　　高齢者医療の充実
　　　緩和ケア医療の実施
　　　今後のあり方の抜本的な検討
西部医療センター(旧西部医療センター城北病院より移転し改称)
　　　救急医療の充実
　　　悪性新生物医療の充実
　　　小児・周産期医療の充実
緑市民病院
　　　指定管理者制度導入

(西部医療センター城西病院　事業を廃止し、民間へ譲渡)

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（%)

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 愛知県

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 豊橋市

病院名 豊橋市民病院

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）

実施済 一部適用

23,358 22,921
(1) (2) 平成22年6月17日
(3)　　 平成23年1月1日

平成25年度

23,950 22,889 内部で検討

△ 592 32 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 - - 指定管理者制度 ○

平成20年度 96.5 96.3 民間譲渡

平成21年度 96.2 97.4 診療所化

平成22年度 97.5 100.1 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 98.3 98.3

平成20年度 52.0 52.1

平成21年度 52.0 51.2 既に実施済 ○

平成22年度 50.7 49.7 今年度実施予定

平成23年度 49.8 49.8 実施(予定)時期 平成23年8月17日

平成20年度 91.2 86.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 91.2 86.6 委員会等名
豊橋市民病院改革プラン策
定会議

平成22年度 91.2 86.5 その他

平成23年度 88.9 88.9 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年9月5日

平成25年度 平成25年度 その他 議会へ送付

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.municipal-
hospital.toyohashi.aichi.jp/topics/2011/20110905-000567.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

(1) 豊橋市民病院・蒲郡市民病院医療連携協議会を設置

　　　現在、蒲郡市民病院へ小児科医師1名を月2回派遣

(2) 豊橋市民病院・渥美病院医療連携協議会を設置

　　　平成21年7月15日から平成22年8月31日まで、
　　渥美病院へ小児科医師1名を派遣

(3) 豊橋市民病院・新城市民病院医療連携協議会を設置

　　　平成23年1月1日から平成23年3月31日まで、
　　新城市民病院へ整形外科医師1名を週1回派遣

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

(1) 蒲郡市

(3) 新城市

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 岡崎市

病院名 岡崎市民病院

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）

一部適用

18,110 18,009 平成20年度

17,832 17,340

278 669 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 93.8 95.6 民間譲渡

平成21年度 93.6 100.0 診療所化

平成22年度 101.6 103.9 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 102.9 101.9

平成20年度 50.2 48.7

平成21年度 51.5 47.9 既に実施済 ○

平成22年度 48.1 47.3 今年度実施予定

平成23年度 49.5 50.1 実施(予定)時期 平成23年6月

平成20年度 97.9 98.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 98.3 98.9 委員会等名 岡崎市民病院経営会議（外部委員
を含む既存の経営会議で運用）

平成22年度 98.3 98.3 その他

平成23年度 98.7 94.7 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成27年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成27年度 平成27年度 その他

有

実施(予定)時期 平成２３年３月（済）

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.okazakihospital.jp/activity/message.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

本院が属する医療圏は、県の再編・ネットワーク化の構想に
おいて、「365日24時間対応が可能な医療機関が複数以上
存在しており、現状において、救急医療については特段問
題のない地域と考えられる」と位置づけられており、さらに現
状の地域医療の提供体制や本院における収支見込を検証
した結果、本院においては、地域の他病院や診療所との連
携を現状どおり行うことで、地域医療体制は確保できるとの
結論を得た。

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.okazakihospital.jp/activity/message.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 一宮市

病院名 一宮市立市民病院

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）

①県立循環器呼吸器病センターとの統合：「実施済」
②稲沢市民病院との連携：「枠組合意（実施中）」

全部適用

15,520 17,395 ①平成22年10月1日　　②平成21年5月20日 平成19年7月1日

15,842 17,072

△ 322 323 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 93.2 96.0 民間譲渡

平成21年度 87.3 91.6 診療所化

平成22年度 98.0 101.9 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 100.4 100.2

平成20年度 55.4 52.2

平成21年度 54.9 53.7 既に実施済 ○

平成22年度 48.2 43.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 47.1 43.5 実施(予定)時期
第1回：平成23年8月26日
第2回：平成24年2月（予定）

平成20年度 88.0 88.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.6 84.1 委員会等名
一宮市病院事業改革プラン
評価委員会

平成22年度 95.0 90.4 その他

平成23年度 95.0 95.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期
第1回：平成23年11月（予
定）
第2回：平成24年4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

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。

https://www.municipal-
hospital.ichinomiya.aichi.jp/keiei/second/information.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

①平成22年9月30日に県立循環器呼吸器病センターは閉
院。
最終的には、医師18名、看護師67名、医療技師9名（計94
名）を市民病院が受け入れ、平成22年10月から「結核18床」
「感染症6床」を稼働。
②小児科医師の派遣を開始。（平成21年6月）
内科系を中心とした医療連携を協議。（平成21年10月、平
成22年3月）
稲沢市民病院の新市民病院基本構想策定にかかる医療連
携について調整。（平成22年6月）

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

①県立循環器呼吸器病センターの医療機能（結核・感染症
を含む）を引き継ぎ完了。

②稲沢市民病院へ小児科医師を週１回半日派遣する。内科
系（特に消化器内科、循環器内科）を中心とした医療連携に
ついて、稲沢市民病院と協議する。

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

①愛知県（県立循環器呼吸器病センター）
②稲沢市（稲沢市民病院）

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

https://www.municipal-hospital.ichinomiya.aichi.jp/keiei/second/information.html
https://www.municipal-hospital.ichinomiya.aichi.jp/keiei/second/information.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 一宮市

病院名 木曽川市民病院

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）

①県立循環器呼吸器病センターとの統合：「実施済」
②稲沢市民病院との連携：「枠組合意（実施中）」

全部適用

2,323 2,372 ①平成22年10月1日　　②平成21年5月20日 平成19年7月1日

2,415 2,264

△ 92 108 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 87.2 91.7 民間譲渡

平成21年度 85.8 97.2 診療所化

平成22年度 96.2 104.8 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 100.3 102.3

平成20年度 57.8 58.1

平成21年度 59.7 59.1 既に実施済 ○

平成22年度 51.8 51.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 49.3 52.0 実施(予定)時期
第1回：平成23年8月26日
第2回：平成24年2月（予定）

平成20年度 82.0 79.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.6 84.6 委員会等名
一宮市病院事業改革プラン
評価委員会

平成22年度 88.5 90.9 その他

平成23年度 90.0 91.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期
第1回：平成23年11月（予
定）
第2回：平成24年4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

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。

https://www.municipal-
hospital.ichinomiya.aichi.jp/keiei/second/information.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

①平成22年9月30日に県立循環器呼吸器病センターは閉
院。
最終的には、医師18名、看護師67名、医療技師9名（計94
名）を市民病院が受け入れ、平成22年10月から「結核18床」
「感染症6床」を稼働。
②小児科医師の派遣を開始。（平成21年6月）
内科系を中心とした医療連携を協議。（平成21年10月、平
成22年3月）
稲沢市民病院の新市民病院基本構想策定にかかる医療連
携について調整。（平成22年6月）

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

一宮市立市民病院の後方支援（補完）病院として、再編・
ネットワーク化に参加している。

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

①愛知県（県立循環器呼吸器病センター）
②稲沢市（稲沢市民病院）

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

https://www.municipal-hospital.ichinomiya.aichi.jp/keiei/second/information.html
https://www.municipal-hospital.ichinomiya.aichi.jp/keiei/second/information.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 半田市

病院名 半田市立半田病院

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）

実施済 一部適用

11,279 11,161 平成23年7月4日

11,232 10,736

47 425 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 99.1 100.1 民間譲渡

平成21年度 100.8 102.5 診療所化

平成22年度 100.4 104.0 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 101.1 100.3

平成20年度 50.4 49.6

平成21年度 50.1 50.9 既に実施済 ○

平成22年度 52.6 52.1 今年度実施予定

平成23年度 51.9 53.5 実施(予定)時期 平成23年6月1日

平成20年度 90.0 87.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 84.3 委員会等名 半田病院経営評価委員会

平成22年度 86.0 86.6 その他

平成23年度 88.0 88.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年6月27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6月1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.handa-city-
hospital.jp/sakuteikaigi/kaikaku-plan.htm

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22年7月21日に第1回半田市・常滑市医療連携等協議
会を開催し、協定を締結した。主目的について、以降4回作
業部会を開催し、具体的方策をとりまとめた。平成23年7月4
日に第2回協議会を開催し、具体的方策について今後も連
携を強化し、取り組んでいくこと及び知多半島医療圏の急性
期医療の中核的病院である市立半田病院及び東海・知多
新病院との医療連携により、急性期は過ぎたものの、引き
続き治療を必要とする患者を受け入れるため、常滑市民病
院に連携支援病床を整備することを確認した。

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

１.救急医療や両病院相互の円滑な紹介などの医療体制の
課題に関すること。
２.医師・看護師の確保及び育成に関すること。
３.病院経営の効率化のための方策に関すること。
４．将来にわたる地域医療の安定確保のための情報交換に
関すること。

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

常滑市（常滑市民病院）

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.handa-city-hospital.jp/sakuteikaigi/kaikaku-plan.htm
http://www.handa-city-hospital.jp/sakuteikaigi/kaikaku-plan.htm


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 春日井市

病院名 春日井市民病院

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）

検討中 一部適用

13,442 13,617 平成26年3月31日

13,737 13,190

△ 295 427 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 92.4 民間譲渡

平成21年度 96.4 98.7 診療所化

平成22年度 97.8 103.2 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 96.7 108.1

平成20年度 47.1 48.4

平成21年度 47.5 48.2 既に実施済 ○

平成22年度 46.0 45.7 今年度実施予定

平成23年度 46.2 46.2 実施(予定)時期 平成23年8月31日

平成20年度 85.1 85.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.0 89.2 委員会等名
春日井市民病院事業評価委
員会

平成22年度 89.5 90.6 その他

平成23年度 90.0 90.0 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年10月27日

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年4月1日

無

ＵＲＬ

春日井市民病院経営改善企画委員会
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

民間病院、診療所等との機能分担、連携強化を行い、平成
24年度に地域医療支援病院の指定を受けるために医療連
携室の強化を図る。

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。

http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/jimu/zaimu
/h23jigyo_hyoka_gijiroku.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

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.hospital.kasugai.aichi.jp/jimu/zaimu/h23jigyo_hyoka_gijiroku.html
http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/jimu/zaimu/h23jigyo_hyoka_gijiroku.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 豊川市

病院名 豊川市民病院

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 全部適用

10,267 10,496 平成22年8月18日 平成21年4月1日

10,171 10,099

96 397 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 100.4 100.5 民間譲渡

平成21年度 100.8 101.2 診療所化

平成22年度 100.9 103.9 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 102.1 102.1

平成20年度 52.1 52.3

平成21年度 52.2 51.4 既に実施済

平成22年度 52.1 50.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.0 52.0 実施(予定)時期 平成23年11月14日

平成20年度 100.0 100.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 100.0 97.5 委員会等名
豊川市民病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 100.0 99.9 その他

平成23年度 100.0 100.0 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年12月下旬

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.toyokawa-ch-aichi.jp/14/14_01.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

豊川市と新城市とで、医療圏を超えた地域医療の確保を目
的として平成21年度に設置した「豊川市、新城市の地域医
療連携のための協議会」を平成22年8月に開催し、相互の
病床規模を含む連携に関する確認書を取り交わした。

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

豊川市民病院と新城市民病院との救急医療をはじめとする
医療連携（救急搬送患者（急性期）の収容及び治療、急性
期を過ぎ亜急性期治療となった者の転院紹介）と相互の病
床規模の協議

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

新城市

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.toyokawa-ch-aichi.jp/14/14_01.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 津島市

病院名 津島市民病院

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）

実施済 一部適用

7,535 7,590 平成20年度

8,399 8,432

△ 864 △ 842 公営企業法全部適用

健全化法 12.4 9.8 地方独立行政法人

地財法 12.4 9.8 指定管理者制度

平成20年度 79.8 82.5 民間譲渡

平成21年度 87.2 84.7 診療所化

平成22年度 89.7 90.0 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 95.4 95.4

平成20年度 62.2 57.9

平成21年度 55.2 55.5 既に実施済 ○

平成22年度 55.3 53.5 今年度実施予定

平成23年度 52.3 52.3 実施(予定)時期 平成23年7月11日

平成20年度 68.0 69.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 72.0 委員会等名
津島市民病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 82.0 77.3 その他

平成23年度 88.0 88.0 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年10月12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11月22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.tsushimacity-hp.jp/byouin-actionplan-
hyoukaiinkai.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

○厚生連海南病院との連携
　・月1回、研修医指導強化のため海南病院より津島市民
　　病院へ医師派遣（H21年5月より）
　・月1回、海南病院より津島市民病院へ診療のため医師
　　派遣（H21年5月より）
○あま市民病院（旧公立尾陽病院）との連携
　・紹介患者に関する協力体制の継続
○地域の医療機関との連携
　・津島市・海部医師会の「定点方式による平日夜間１次
　　救急外来」への開設支援（H21年10月開設）
　・津島海部薬剤師会と協議会を開催（月1回程度）
○厚生連海南病院、あま市民病院、津島市民病院、津島市
　　で、「海部地域の医療と健康を推進する協議会」を設立
○海部地域の医療と健康を推進する協議会が主催し、地域
　　の医師会、歯科医師会、薬剤師会の後援による「地域
　　医療と健康生活を守るためのシンポジウム」を4回開催

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

再編を行わず、現状により連携を進める。

○厚生連海南病院との連携
　・両病院で連携のための総合的な検討体制を確立し、具
　　体的な内容を検討・実施する
○あま市民病院（旧公立尾陽病院）との連携
　・外科の紹介患者に関する協力体制の維持
○地域の医療機関との連携
　・津島市・海部医師会の「定点方式による平日夜間１次
　　救急外来」への協力
　・１次医療機関（医師会・歯科医師会）と連携し、海部医
　　療圏内の１次及び２次地域医療を確保
　・海部津島薬剤師会と薬薬連携を図り、処方薬及び薬物
　　療法の情報の共有化を推進する。

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

あま市

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.tsushimacity-hp.jp/byouin-actionplan-hyoukaiinkai.html
http://www.tsushimacity-hp.jp/byouin-actionplan-hyoukaiinkai.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 碧南市

病院名 碧南市民病院

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）

一部適用

6,798 7,511 平成２３年度

7,424 7,678

△ 626 △ 167 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 90.7 89.9 診療所化

平成22年度 91.6 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 91.8 98.2

平成20年度 56.9 56.7

平成21年度 60.3 61.0 既に実施済 ○

平成22年度 59.1 52.3 今年度実施予定

平成23年度 60.5 52.8 実施(予定)時期 平成23年7月12日

平成20年度 72.0 72.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 76.0 77.0 委員会等名
幹部会議及び碧南市民病院
運営審議会

平成22年度 79.0 80.4 その他

平成23年度 80.0 79.0 公表（予定）※ ○

平成２６年度 平成２６年度 実施(予定)時期 平成２３年８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

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.hekinan.aichi.jp/HOSPITAL/kai
kaku/sincyoku_suchi2010.htm

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

当院が属する「西三河南部西医療圏」は碧南市、刈谷市、
安城市、西尾市、知立市、高浜市の６市で構成されている。
３次医療を担う救命救急センターは刈谷豊田総合病院、安
城更生病院が基幹病院となり、２次医療は当院、八千代病
院、西尾市民病院、西尾病院が役割を果たし、それぞれの
医療機関の機能分担が明確化され連携を行うことで医療圏
が円滑に機能している。そのため、統廃合等の再編やネット
ワーク化について、当院が単独で協議・検討することは、医
療圏の崩壊にもつながりかねない。今後は、愛知県衣浦東
部保健所が作成した西三河南部西医療圏の保健医療計画
に基づき当院としての役割を担い、協議・検討する必要性が
生じた段階で保健所を中心として再編・ネットワーク化につ
いて医療圏で話し合いを行う。そのため、再編・ネットワーク
化については当面必要ないと考えている。

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
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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 西尾市

病院名 西尾市民病院

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

8,405 8,587 平成23年度（予定） 平成23年度中（予定）

9,041 9,096 内部で検討

△ 636 △ 509 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 92.2 民間譲渡

平成21年度 92.5 88.9 診療所化

平成22年度 93.0 94.4 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 94.2 94.2

平成20年度 63.7 62.3

平成21年度 63.3 62.8 既に実施済

平成22年度 63.0 60.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 62.2 62.2 実施(予定)時期 平成23年度中（予定）

平成20年度 85.5 82.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 85.0 73.7 委員会等名
西尾市民病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 86.2 77.2 その他

平成23年度 87.5 87.5 公表（予定）※ ○（予定）

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年度中（予定）

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

将来計画推進委員会
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

安城更生病院・碧南市民病院等との役割分担・連携

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 愛知県

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 蒲郡市

病院名 蒲郡市民病院

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）

実施済 一部適用

7,539 7,148 平成22年6月17日

7,718 7,619

△ 179 △ 471 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 94.4 民間譲渡

平成21年度 93.2 95.2 診療所化

平成22年度 97.7 93.8 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 100.3 95.1

平成20年度 73.4 70.9

平成21年度 63.1 57.6 既に実施済

平成22年度 57.8 54.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.5 54.0 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 66.0 63.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 71.6 委員会等名
蒲郡市病院改革プラン評価
委員会

平成22年度 78.0 73.4 その他

平成23年度 81.0 75.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成26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

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

豊橋市民病院・蒲郡市民病院医療連携協議会を設置し、豊
橋市民病院から蒲郡市民病院へ小児科医師を月２回派遣

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

豊橋市

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 常滑市

病院名 常滑市民病院

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）

実施済 一部適用

4,754 4,862 平成23年7月4日 平成25年4月1日

4,592 4,660 内部で検討

162 202 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 24.8 25.2 指定管理者制度

平成20年度 89.5 90.2 民間譲渡

平成21年度 99.2 98.3 診療所化

平成22年度 103.5 104.3 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 100.8 99.5

平成20年度 70.9 70.7

平成21年度 62.4 68.8 既に実施済 ○

平成22年度 58.2 64.7 今年度実施予定

平成23年度 56.7 64.4 実施(予定)時期 平成23年9月7日

平成20年度 59.9 56.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 65.0 54.4 委員会等名
常滑市民病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 78.0 60.5 その他

平成23年度 78.0 64.0 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年10月26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。

http://www.tac-net.ne.jp/~toko-hp/kaikakuplan.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

平成22年7月21日に第1回半田市・常滑市医療連携等協議
会を開催し、協定を締結した。主目的について、以降4回作
業部会を開催し、具体的方策をとりまとめた。平成23年7月4
日に第2回協議会を開催し、具体的方策について今後も連
携を強化し、取り組んでいくことを確認した。また、市立半田
病院及び東海・知多新病院との医療連携により、急性期は
過ぎたものの、引き続き治療を必要とする患者を受け入れ
るため連携支援病床の整備を進めていく。

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

１．救急医療や両病院相互の円滑な紹介などの医療体制
の課題に関すること。
２．医師、看護師の確保及び育成に関すること。
３．病院経営の効率化のための方策に関すること。
４．将来にわたる地域医療の安定確保のための情報交換に
関すること。

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

半田市（半田市立半田病院）

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.tac-net.ne.jp/~toko-hp/kaikakuplan.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 小牧市

病院名 小牧市民病院

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）

一部適用

17,539 19,132 平成20年度 平成24年4月1日

17,514 17,881

25 1,251 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 98.1 101.3 民間譲渡

平成21年度 98.7 104.5 診療所化

平成22年度 100.1 107.0 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 100.7 100.7

平成20年度 42.7 41.5

平成21年度 45.8 42.6 既に実施済

平成22年度 45.7 41.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 46.3 46.3 実施(予定)時期 平成23年11月14日

平成20年度 97.7 96.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 97.8 94.4 委員会等名
小牧市民病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 98.0 93.9 その他

平成23年度 98.1 94.9 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成20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

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.komakihp.gr.jp/about/komakihp-
plan.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

当院が属する尾張北部医療圏は、愛知県における再編・
ネットワーク化の構想において「365日24時間対応が可能な
医療機関が複数以上存在しており、現状において、救急医
療は特段の問題のない地域と考えられる」と位置づけられ
ています。尾張北部医療圏の当院と同規模病院は、春日井
市民病院、江南厚生病院で、現状の地域医療の提供体制
は確保されていると判断しており、地域の他病院や診療所と
は病診連携も機能しています。また、当院は、第３次救急医
療病院に指定されており、医療圏を越えた中核病院としても
機能しています。よって、再編・統合等の措置は必要がない
という結論に達した。

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.komakihp.gr.jp/about/komakihp-plan.html
http://www.komakihp.gr.jp/about/komakihp-plan.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 稲沢市

病院名 稲沢市民病院

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） 全部適用

4,504 4,358 平成21年5月20日 平成22年4月1日

4,686 4,760

△ 182 △ 402 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 80.3 85.3 民間譲渡

平成21年度 90.9 90.2 診療所化

平成22年度 96.1 91.6 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 100.6 92.4

平成20年度 89.7 85.5

平成21年度 76.5 77.4 既に実施済

平成22年度 70.7 82.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 66.7 73.3 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 43.3 44.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.0 41.3 委員会等名
稲沢市民病院改革評価委員
会

平成22年度 75.0 39.2 その他

平成23年度 80.0 44.3 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成３３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24年4月

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

H21.4　地域医療連携室を設置
H21.6　一宮市立市民病院から小児科医師の派遣
         （H21・22／2人・各週1回、H23／1人週1回）
H21.10とH22.3　内科系（特に消化器内科、循環器内科）を
中心とした医療連携について、一宮市立市民病院と協議
H22.6　新市民病院基本構想策定にかかる医療連携につい
て、一宮市立市民病院と調整（院長）

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２１年５月２０日　一宮市立市民病院と医療連携等に関
する協定書を締結
平成２１年６月１５日　一宮市立市民病院と医療連携等に関
する覚書を締結

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

一宮市立市民病院

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 愛知県

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 新城市

病院名 新城市民病院

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）

①実施済
②枠組合意

一部適用

3,769 3,656
①平成２３年１月
②平成２２年８月

4,030 3,818

△ 261 △ 162 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 86.9 86.3 民間譲渡

平成21年度 88.3 91.9 診療所化

平成22年度 93.5 95.8 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 97.1 97.1

平成20年度 65.8 63.8

平成21年度 66.9 61.5 既に実施済 ○

平成22年度 65.0 56.4 今年度実施予定

平成23年度 62.3 62.3 実施(予定)時期 平成23年8月26日

平成20年度 47.1 44.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.0 42.6 委員会等名
新城市民病院中期計画検討
委員会

平成22年度 70.0 42.6 その他

平成23年度 70.6 70.6 公表（予定）※ ○

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月31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。

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

②新城市と豊川市で、医療圏を越えた地域医療の確保を目
的として平成２１年度に設置した地域医療連携のための協
議会を平成２２年８月に開催し、相互の病床規模を含む連
携に関する確認書を取り交わした。

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

①豊橋市民病院・新城市民病院医療連携協議会を設置し、
平成23年1月1日から平成23年3月31日まで、整形外科医師
1名について週1回派遣を受ける

②新城市民病院と豊川市民病院の救急医療をはじめとする
医療連携（急性期患者の紹介、亜急性期・回復期患者の受
入）と相互の病床規模の協議

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

①豊橋市
②豊川市

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 みよし市

病院名 みよし市民病院

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）

全部適用

2,534 2,603 平成２０年度 平成１９年度

2,670 2,716

△ 136 △ 113 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 93.6 94.2 民間譲渡

平成21年度 95.3 97.0 診療所化

平成22年度 94.9 95.8 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 96.0 96.4

平成20年度 53.9 52.8

平成21年度 52.4 50.2 既に実施済

平成22年度 52.1 50.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.0 50.7 実施(予定)時期 平成23年11月16日

平成20年度 81.7 84.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.8 92.1 委員会等名 みよし市民病院運営協議会

平成22年度 90.3 90.6 その他

平成23年度 91.3 90.0 公表（予定）※ ○

平成２６年度 平成２６年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月

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

本病院の属する医療圏は、県の再編・ネットワーク化構想
(地域医療連携のあり方について)で「３６５日２４時間対応が
可能な医療機関が複数以上存在しており、現状において救
急医療については特段問題のない地域と考えられる」と位
置づけられており、この構想を受け、さらに地域医療の提供
体制や連携体制等を検証した結果、現状の体制の中で地
域の連携体制の充実に努めていくと結論を得た。

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 愛知県

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 あま市

病院名 あま市民病院

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）

①実施済（津島市民病院）
②検討中（名古屋第一赤十字病院）

一部適用

2,276 1,831
①平成20年度
②平成25年度

平成25年度

2,436 2,016 内部で検討

△160 △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 91.2 92.4 民間譲渡

平成21年度 92.8 97.3 診療所化

平成22年度 93.4 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 95.2 95.2

平成20年度 95.0 91.8

平成21年度 87.2 83.1 既に実施済

平成22年度 86.1 84.8 今年度実施予定 ◯

平成23年度 82.1 82.1 実施(予定)時期 平成２４年３月末（予定）

平成20年度 35.2 32.0 委員会等の設置（予定） ◯

平成21年度 39.2 32.5 委員会等名
あま市民病院改革プラン点
検評価等会議

平成22年度 39.7 27.6 その他

平成23年度 40.7 40.7 公表（予定）※ ◯

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成２４年３月末（予定）

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月末（予定）

無

ＵＲＬ

○名古屋赤十字病院
・「海部東部における地域医療確保のための検討会」を設置
し医療連携の具体的な強化策、将来的な地域医療の提供
体制を検討する公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

○名古屋赤十字病院
「海部東部における地域医療確保のための検討会」を設置
し下記事項について進めている。
・名古屋第一赤十字病院の後方支援病床（亜急性期病床・
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟）50床を平成25年度末までに整備
する。
・一般救急患者の受入病院となり、高度救命救急患者の処
置は、名古屋第一赤十字病院に搬送する。
・名古屋第一赤十字病院から医師の派遣を受けて外来診療
部門の充実を図っている。

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

○津島市民病院
・紹介患者の受入連携を進めている。

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

○津島市民病院
・紹介患者の連携

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

津島市

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛知県

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 東栄町

病院名 東栄町国民健康保険東栄病院

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

104 107 平成２３年度 平成１９年４月

45 45

59 62 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 213.4 207.1 民間譲渡

平成21年度 228.7 214.1 診療所化

平成22年度 231.1 235.3 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 230.7 230.7

平成20年度 1035.9 901.3

平成21年度 792.0 771.3 既に実施済

平成22年度 795.2 987.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 798.6 798.6 実施(予定)時期 平成２４年１月

平成20年度 82.5 82.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.6 84.0 委員会等名 東栄病院改革プラン評価委員会

平成22年度 82.6 77.2 その他

平成23年度 82.6 82.6 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 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

社会医療法人財団せせらぎ会および
東栄町役場 福祉課

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

当面は、再編・ネットワークを行う予定はないが、救急
搬送の約半分が東三河南部医療圏へ搬送されてお
り、南部医療圏に大きく存在していることから、新城市
民病院や豊橋市民病院との連携を検討していく。

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。

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 愛知県

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 公立陶生病院組合

病院名 公立陶生病院

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

18,043 18,980 平成21年3月25日

17,642 17,632

401 1,348 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 98.4 民間譲渡

平成21年度 100.5 102.5 診療所化

平成22年度 102.3 107.6 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 103.8 102.3

平成20年度 49.1 49.5

平成21年度 49.0 47.2 既に実施済

平成22年度 47.9 43.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 48.0 44.8 実施(予定)時期 平成24年1月

平成20年度 84.8 78.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.6 80.1 委員会等名
公立陶生病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 91.6 86.0 その他

平成23年度 91.6 88.6 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

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.tosei.or.jp/koukai/koukai.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

  当院の属する医療圏は、県の再編・ネットワーク化構想
（地域医療連携のあり方について）において「365日、24時間
対応が可能な医療機関が複数以上存在しており、現状にお
いて救急医療については特段問題のない地域と考えられ
る」と位置づけられており、この構想を受け、更に地域医療
の提供や連携体制等を検証した結果、現状の体制で地域
医療体制は確保できるとの結論を得ることに至った。

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.tosei.or.jp/koukai/koukai.html

	☆プラン目次（愛知県）
	Sheet1

	【愛知県】調査表
	P2愛知県立城山病院
	P3愛知県がんＣ
	P4愛知県がんＣ中央病院
	P5あいち小児保健
	P6名古屋市東
	P7名古屋市守山
	P8名古屋市城北
	P9名古屋市緑
	P10豊橋市
	P11岡崎市
	P12一宮市立市民
	P13一宮市立木曽川
	P14半田市立
	P15春日井市民
	P16豊川市民
	P17津島市民
	P18碧南市
	P19西尾市民
	P20蒲郡市民
	P21常滑市民
	P22小牧市民
	P23稲沢市民
	P24新城市民
	P25みよし市民
	P26あま市民
	P27東栄町
	P28陶生病院


