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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 病院事業庁

病院名 三重県立総合医療センター

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）

「枠組合意（実施中）」 全部適用

9,304 10,330 平成２１年度 平成24年4月1日

9,800 9,981

△ 496 349 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 95.3 95.4 民間譲渡

平成21年度 94.8 96.2 診療所化

平成22年度 94.9 103.5 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 95.9 96.8 四日市市

平成20年度 56.2 56.0

平成21年度 58.3 56.4 既に実施済 ○

平成22年度 58.7 53.7 今年度実施予定

平成23年度 58.6 56.7 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 67.3 66.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 68.1 63.0 委員会等名

平成22年度 69.8 66.1 その他 経営会議で進捗状況をチェック

平成23年度 71.0 69.3 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成27年度 平成27年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月予定

無

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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）

市立四日市病院との適切な役割分担を行いながら、高度救
命救急医療をさらに充実していくことが望まれる。

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（%)

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24年度に予定している地方独立行政法人化実施後、
再編・ネットワーク化の枠組みを踏まえた適切な役割分担等
を検討・実施していく予定である。

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.pref.mie.jp/KENBYO/oshirase.asp

http://www.pref.mie.jp/KENBYO/oshirase.asp


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 病院事業庁

病院名 三重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）

「枠組合意（実施中）」 全部適用

3,229 3,422 平成２１年度 予定なし

3,166 3,133

63 289 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 102.0 101.9 民間譲渡

平成21年度 101.9 109.0 診療所化

平成22年度 102.0 109.2 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 102.7 102.8 -

平成20年度 87.6 88.4

平成21年度 89.0 80.6 既に実施済 ○

平成22年度 89.0 81.7 今年度実施予定

平成23年度 89.0 83.6 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 82.3 82.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.8 83.9 委員会等名

平成22年度 83.8 83.5 その他 経営会議で進捗状況をチェック

平成23年度 83.8 82.8 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月予定

無

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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）

精神医療分野における高度専門的な病院として、精神科救
急、急性期医療等の充実が求められている。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

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.pref.mie.jp/KENBYO/oshirase.asp

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

こころの医療ｾﾝﾀｰは精神単科の病院であり、精神医療分
野における高度専門的な病院として、当面は現体制での運
営継続を行っていく。

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）

http://www.pref.mie.jp/KENBYO/oshirase.asp


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 病院事業庁

病院名 三重県立一志病院

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

803 849 平成２１年度 未定

843 804

△ 40 45 公営企業法全部適用 ●

健全化法 24.8 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 88.6 91.3 民間譲渡 ◎

平成21年度 94.5 98.7 診療所化

平成22年度 95.3 105.6 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 96.2 99.1 -

平成20年度 95.1 93.4

平成21年度 92.8 92.7 既に実施済 ○

平成22年度 92.4 84.4 今年度実施予定

平成23年度 91.7 86.8 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 34.2 34.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 35.6 35.2 委員会等名

平成22年度 35.7 38.7 その他 経営会議で進捗状況をチェック

平成23年度 35.8 37.8 公表（予定）※ ○

平成32年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成32年度 平成32年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月予定

無

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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）

病院としての機能及び初期救急提供体制の維持が求めら
れる。

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（%)

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

直ちに民間移譲の手続きを行うことが困難であることから、
当面の間は県立県営での運営を行うこととされている状況
であり、再編・ネットワーク化の枠組み及び平成22年12月に
病院事業庁において策定した中期経営計画（平成22年度～
平成24年度）の方針に従い、取組を進めていく予定である。

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.pref.mie.jp/KENBYO/oshirase.asp

http://www.pref.mie.jp/KENBYO/oshirase.asp


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 病院事業庁

病院名 三重県立志摩病院

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

3,788 3,509 平成２１年度 平成24年4月1日

5,094 4,612

△ 1,306 △ 1,103 公営企業法全部適用 ●

健全化法 85.1 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 82.1 88.2 民間譲渡

平成21年度 73.8 84.4 診療所化

平成22年度 74.4 76.1 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 77.9 71.0 志摩市

平成20年度 80.0 73.0

平成21年度 91.6 78.2 既に実施済 ○

平成22年度 91.0 89.9 今年度実施予定

平成23年度 86.0 95.4 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 70.6 71.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 63.6 60.0 委員会等名

平成22年度 63.6 57.3 その他 経営会議で進捗状況をチェック

平成23年度 67.6 56.6 公表（予定）※ ○

平成35年度 平成35年度 実施(予定)時期 平成23年11月予定

平成35年度 平成35年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月予定

無

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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）

救急医療提供体制の維持が困難な状況に直面していること
から、周辺公立病院及び山田赤十字病院とのさらなる連携
が必要。

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（%)

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24年度に予定している指定管理者制度の導入後、再
編・ネットワーク化の枠組みを踏まえた適切な役割分担等を
検討・実施していく予定である。

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.pref.mie.jp/KENBYO/oshirase.asp

http://www.pref.mie.jp/KENBYO/oshirase.asp


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

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 四日市市

病院名 市立四日市病院

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

16,686 16,447 平成25年3月1日 平成24年3月1日

16,447 16,227
四日市市と市立四日市病院
の関係部門による検討会議

239 220 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 97.8 96.6 民間譲渡

平成21年度 100.9 99.6 診療所化

平成22年度 101.5 101.4 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 100.8 100.3

平成20年度 47.8 49.4

平成21年度 47.0 47.1 既に実施済

平成22年度 47.0 46.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 47.0 48.6 実施(予定)時期 平成24年3月1日

平成20年度 80.8 80.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.1 79.5 委員会等名
市立四日市病院経営評価委
員会

平成22年度 87.1 78.7 その他

平成23年度 87.1 81.9 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２２年度 実施(予定)時期 平成24年3月1日

平成２４年度 平成２４年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

四日市市と市立四日市病院の関係部門による検討会議
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

三重県立総合医療センター等との関係について、救急医
療、小児・周産期医療、災害医療、感染症医療等の機能が
重複する領域については、地域医療全体の観点から個別に
その役割分担を検討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/hospital/

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/hospital/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

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 伊勢市

病院名 市立伊勢総合病院

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

6,421 5,628 平成25年度 平成25年度

6,297 5,790 第三者委員会

124 △ 162 公営企業法全部適用 ●

健全化法 7.1 15.0 地方独立行政法人

地財法 9.3 20.5 指定管理者制度

平成20年度 89.2 90.9 民間譲渡

平成21年度 100.9 96.2 診療所化

平成22年度 102.0 97.2 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 102.7 98.4

平成20年度 69.6 68.7

平成21年度 59.5 64.7 既に実施済

平成22年度 59.2 67.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 59.3 69.6 実施(予定)時期 平成23年11月15日

平成20年度 54.2 55.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.3 71.4 委員会等名
市立伊勢総合病院第三者委
員会

平成22年度 87.3 65.4 その他

平成23年度 87.3 62.7 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年度

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

山田赤十字病院と救急体制等について協議中
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

当地域の実情に合わせた医療体制の提供を目指す

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

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 松阪市

病院名 松阪市民病院

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

6,217 7,504 平成22年2月 平成24年3月

6,182 7,301 松阪市民病院改革委員会

35 203 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 95.0 97.9 民間譲渡

平成21年度 99.6 100.1 診療所化

平成22年度 100.6 102.8 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 101.1 102.1

平成20年度 54.5 53.9

平成21年度 52.5 47.9 既に実施済

平成22年度 50.9 47.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 50.6 49.2 実施(予定)時期 平成24年1月

平成20年度 74.0 74.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.1 77.2 委員会等名 松阪市民病院幹部会議

平成22年度 89.9 75.9 その他

平成23年度 89.9 77.4 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成21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

　

二次救急輪番体制の維持及び充実ならびに連携強化

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
化検討の方向性

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

上記評価の客観
性の確保の状況
（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）

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）

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

職員給与比率（%)

三病院連絡会議の開催。救急輪番の提案および問題点等
の提起。今後も年2回程度開催し、救急輪番体制の充実を
図っていく。

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

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

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

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

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 三重県

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 桑名市

病院名 桑名市民病院

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 地方独法

3,375 3,406 平成21年9月18日 平成21年10月1日

3,369 3,527

6 △ 121 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 96.6 96.8 民間譲渡

平成21年度 96.8
（移行前）96.6
（移行後）96.4

診療所化

平成22年度 100.2 96.6 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 100.1 100.1

平成20年度 67.4 70.1

平成21年度 66.7
（移行前）72.3
（移行後）58.4

既に実施済 ○

平成22年度 61.1 62.4 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7月19日

平成20年度 59.6 58.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 58.5
（移行前）51.4
（移行後）59.3

委員会等名
地方独立行政法人桑名市民
病院評価委員会

平成22年度 59.4 56.1 その他

平成23年度 60.1 60.1 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年7月19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4月1日

無

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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（%)

　民間病院（旧平田循環器病院）と再編統合し、本院（234
床）と分院（79床）として経営しており、循環器専門である分
院との機能分担、連携強化を図っている。

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（%)

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.city.kuwana.lg.jp/

http://www.city.kuwana.lg.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

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 名張市

病院名 名張市立病院

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

4,327 4,146 未定 未定

4,615 4,463

△ 288 △ 317 公営企業法全部適用

健全化法 5.9 - 地方独立行政法人

地財法 19.5 16.2 指定管理者制度

平成20年度 84.5 81.0 民間譲渡

平成21年度 93.8 86.9 診療所化

平成22年度 93.8 92.9 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 96.8 92.3

平成20年度 63.0 65.2

平成21年度 53.7 61.0 既に実施済 実施済

平成22年度 53.3 64.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.2 62.5 実施(予定)時期 平成23年10月26日

平成20年度 67.3 64.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.5 65.2 委員会等名 名張市立病院改革検討委員会

平成22年度 86.8 66.1 その他

平成23年度 92.5 68.0 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

伊賀地域医療体制整備計画検討委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

・地域医療再生計画に基づき、機能分担・経営統合・拠点病
院整備の段階的な集約について協議を進めてきたが、必要
な医師増員が困難となった。
　このため、地域医療再生計画を見直し、機能分担について
はそれぞれの病院が特色を生かした診療機能に重点化し、
経営統合・拠点病院整備を将来の目標として、伊賀市と検
討を重ねていくこととする。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

http://www.nabari-city-hospital.jp/

http://www.nabari-city-hospital.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

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 尾鷲市

病院名 尾鷲総合病院

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

4,074 4,099 平成24年度 平成24年度中

4,551 4,355 院内での検討委員会

△ 477 △ 256 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 89.2 91.9 民間譲渡

平成21年度 88.7 91.7 診療所化

平成22年度 89.5 94.1 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 90.6 92.7

平成20年度 57.8 56.5

平成21年度 58.4 56.9 既に実施済

平成22年度 57.6 55.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 56.8 57.2 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 83.5 82.9 委員会等の設置（予定） ○(予定)

平成21年度 83.9 79.3 委員会等名 名称未定

平成22年度 84.2 86.2 その他

平成23年度 84.4 87.1 公表（予定）※ ○(予定)

平成27年度 平成27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

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

院内での検討委員会及び市の関係部局による検討会議
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

医療機関相互の連携を深め、機能分化や集約化を行うこと
で、地位金も中で効率的な医療提供体制を確保する

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

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 亀山市

病院名 亀山市立医療センター

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）

実施済み 一部適用

1,648 1,495 平成20年11月 未定

1,648 1,553

0 ▲ 58 公営企業法全部適用 ○

健全化法 ― ― 地方独立行政法人 ○

地財法 ― ― 指定管理者制度 ○

平成20年度 100.0 100.1 民間譲渡 ○

平成21年度 100.0 95.4 診療所化 ○

平成22年度 100.0 96.3 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 100.0 100.0

平成20年度 69.2 64.6

平成21年度 51.9 57.9 既に実施済

平成22年度 51.9 57.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.9 55.7 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 67.0 71.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 81.1 委員会等名
亀山市立医療センター方向
性検討委員会

平成22年度 90.0 87.6 その他

平成23年度 90.0 100.0 公表（予定）※ ○

達成済み 平成23年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成25年度 平成23年度 その他
上記の時期は議会への公表
日、HP等へは準備でき次第
公表予定

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

地域連携クリティカルパス等を活用し、近隣市の高度・急性
期総合病院や回復期リハビリテーション施設、市内の開業
医、介護保険施設等との連携と機能分担を強化・推進して
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（%)

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.city.kameyama.mie.jp/iryo/index.htm

http://www.city.kameyama.mie.jp/iryo/index.html


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 志摩市

病院名 国民健康保険志摩市民病院

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

1,528 1,629 平成20年4月1日 平成30年度

1,633 1,643
志摩市立国民健康保険病院
運営協議会

△ 105 △ 14 公営企業法全部適用

健全化法 18.4 0.0 地方独立行政法人

地財法 18.4 0.0 指定管理者制度 ●

平成20年度 84.4 87.7 民間譲渡

平成21年度 84.9 98.2 診療所化

平成22年度 93.6 99.1 老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 94.5 100.2

平成20年度 102.9 92.3

平成21年度 88.0 87.5 既に実施済 ○

平成22年度 75.7 78.6 今年度実施予定

平成23年度 75.0 84.5 実施(予定)時期 平成23年9月

平成20年度 75.1 77.7 委員会等の設置（予定）

平成21年度 80.0 81.1 委員会等名
志摩市立国民健康保険病院
運営協議会

平成22年度 90.0 90.3 その他

平成23年度 92.0 81.3 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年9月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

志摩市立前島病院と志摩市立大王病院を統合し、平成20年
4月1日から志摩市民病院となり、志摩市立前島病院は、志
摩市立前島診療所として再生し、指定管理者へ運営委託し
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（%)

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.city.shima.mie.jp/

http://www.city.shima.mie.jp/


（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

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 伊賀市

病院名 伊賀市立上野総合市民病院

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 公営企業法財務適用

3,314 2,468 未定 未定

3,657 3,289

△ 343 △ 821 公営企業法全部適用

健全化法 5.3 地方独立行政法人

地財法 19.4 指定管理者制度

平成20年度 87.9 87.6 民間譲渡

平成21年度 87.8 90.8 診療所化

平成22年度 90.6 75.0 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 93.6 86.5

平成20年度 66.7 64.7

平成21年度 63.8 59.7 既に実施済

平成22年度 60.6 86.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 58.7 65.8 実施(予定)時期 平成23年度中

平成20年度 49.4 49.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 50.9 41.9 委員会等名
伊賀市立上野総合市民病院
経営健全化委員会

平成22年度 52.3 25.4 その他

平成23年度 53.7 28.5 公表（予定）※ ○

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 未定

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

伊賀地域医療体制整備計画検討委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　地域医療再生計画を見直し、機能分担についてはそれぞ
れの病院が特色を生かした診療機能に重点化し、将来的に
二次救急医療を一元的に担う拠点病院を整備することを視
野に入れながら、病院間の連携強化と経営基盤の強化を図
り、公立２病院の経営統合について名張市と検討を重ねて
いくこととする。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 大台町

病院名 大台町国保健康保険報徳病院

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）

無し 一部適用

483 471 無し 無し

475 483

8 △ 12 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 92.8 92.8 民間譲渡

平成21年度 100.1 112.5 診療所化

平成22年度 101.7 97.5 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 102.5 101.0

平成20年度 87.2 79.8

平成21年度 85.1 91.5 既に実施済

平成22年度 83.8 104.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 84.2 95.0 実施(予定)時期 平成２３年度中

平成20年度 88.0 88.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 77.7 委員会等名
報徳病院改革プラン評価委員
会

平成22年度 90.0 76.5 その他

平成23年度 90.0 80.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成２３年度中

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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 三重県

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 玉城町

病院名 玉城町国民健康保険玉城病院

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

629 643 平成２４年度中 平成２３年度中

629 617 玉城町病院運営検討委員会

0 26 公営企業法全部適用 ○

健全化法 ― ― 地方独立行政法人

地財法 ― ― 指定管理者制度

平成20年度 102.6 104.2 民間譲渡

平成21年度 100.1 104.3 診療所化

平成22年度 100.0 104.2 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 61.8 60.4

平成21年度 66.8 61.2 既に実施済

平成22年度 66.8 60.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 66.9 66.9 実施(予定)時期 平成２３年度中

平成20年度 97.8 98.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 94.0 98.9 委員会等名 玉城町病院運営検討委員会

平成22年度 94.0 95.8 その他

平成23年度 94.0 94.0 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成２３年度中

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

玉城町病院運営検討委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

検討・協議の方向性：当院は、住民の身近な医療施設とし
て、１．５次医療を担うとともに、慢性期入院患者の受入等を
含め、地域の唯一の病院として機能を発揮し、在宅医療に
も対応していく。
   地域連携パスは、山田赤十字病院と大腿骨頸部骨折を実
施している。
　 今後も、病病連携、地域内診療所、介護施設等との協力・
連携を強化し、地域病院としての役割を検討していく。

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。

 www.town.tamaki.mie.jp



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

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 南伊勢町

病院名 町立南伊勢病院

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

881 821 平成24年3月31日 平成26年3月31日

891 833
南伊勢町の地域医療を考え
るプロジェクト

△ 10 △ 12 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 96.7 98.9 民間譲渡

平成21年度 97.8 96.3 診療所化 ○

平成22年度 98.9 98.6 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 100.0 93.8

平成20年度 83.0 69.6

平成21年度 77.5 64.0 既に実施済

平成22年度 76.9 64.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 75.6 64.0 実施(予定)時期 平成２３年度中

平成20年度 68.4 66.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.4 64.8 委員会等名
南伊勢町の地域医療を考え
るプロジェクト

平成22年度 80.0 67.1 その他

平成23年度 80.0 65.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成25年度 実施(予定)時期 ２３年度中

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

町､町立南伊勢病院、厚生連南島メディカルセンター。
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

厚生連南島メディカルセンターの公設民営化にともない、救
急診療の区分けについて検討中。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 三重県

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 紀南病院組合

病院名 紀南病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

4,349 4,411 平成26年3月 平成26年3月

4,417 4,335 紀南病院改革プラン評価委員会

△ 68 76 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 93.6 民間譲渡

平成21年度 95.4 97.8 診療所化

平成22年度 98.5 101.8 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 100.2 102.5

平成20年度 66.6 66.7

平成21年度 66.0 64.4 既に実施済 ○

平成22年度 64.2 62.3 今年度実施予定

平成23年度 63.1 62.4 実施(予定)時期 平成23年2月

平成20年度 72.0 71.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 73.1 69.1 委員会等名 紀南病院改革プラン評価委員会

平成22年度 76.4 74.9 その他

平成23年度 79.9 70.5 公表（予定）※ ○

平成23年度 達成済 実施(予定)時期 平成23年4月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

紀南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

当地域唯一の中核病院であり、近隣に競合する病院の無い
地域であるため、特定の症例について三重大学医学部付属
病院、尾鷲総合病院、和歌山県新宮市立医療センターとの
連携を維持していく。今後の動向により更なる連携拡大につ
いて検討。

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.kinan-hp-mie.jp

http://www.kinan-hp-mie.jp/
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