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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 滋賀県

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 滋賀県病院事業庁

病院名 成人病センター

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 全部適用

13,432 13,189 平成２１年３月 平成23年度

13,907 13,654

△ 475 △ 465 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 90.5 民間譲渡

平成21年度 95.2 94.8 診療所化

平成22年度 96.6 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 97.9 100.8

平成20年度 49.3 48.7

平成21年度 47.5 49.7 既に実施済 ○

平成22年度 47.7 49.8 今年度実施予定

平成23年度 46.9 45.2 実施(予定)時期 平成23年7月26日

平成20年度 81.5 80.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 85.7 83.9 委員会等名 滋賀県立病院経営協議会

平成22年度 83.0 80.5 その他

平成23年度 85.0 85.3 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3日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

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

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

がん、生活習慣病対策などに対する拠点として、地域医療
機関とのネットワーク化を図り、県内全域を対象とする三次
的な医療を提供する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.pref.shiga.jp/n/byouin/keiei.html

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）

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

経常損益（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

滋賀県

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（%)

医師不足の地域病院の産科やへき地の公立診療所に医師
を派遣し、県内の医療提供体制の確保に努めた。

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（%)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 滋賀県

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 滋賀県病院事業庁

病院名 小児保健医療センター

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 全部適用

2,734 2,729 平成21年3月 平成23年度

2,671 2,591

63 138 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 104.7 108.2 民間譲渡

平成21年度 101.2 104.0 診療所化

平成22年度 102.4 105.3
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 103.2 102.7

平成20年度 60.4 59.6

平成21年度 57.7 59.7 既に実施済 ○

平成22年度 59.8 54.1 今年度実施予定

平成23年度 58.8 51.3 実施(予定)時期 平成23年7月26日

平成20年度 74.0 76.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 71.2 委員会等名 滋賀県立病院経営協議会

平成22年度 75.6 71.9 その他

平成23年度 76.9 75.2 公表（予定）※ ○

平成21年度 達成 実施(予定)時期 平成23年10月3日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

経営形態の見直し（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

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

心身障害児や小児慢性疾患に対する拠点として、地域医療
機関とのネットワーク化を図り、県内全域を対象とする三次
的な医療を提供する。

※　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）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.pref.shiga.jp/n/byouin/keiei.html

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

滋賀県

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（%)

退院後にスムーズに地域生活に移行できるよう、地域の医
療機関や訪問看護ステーションと連携した。

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（%)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 滋賀県

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 滋賀県病院事業庁

病院名 精神医療センター

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 全部適用

1,458 1,411 平成21年3月 平成23年度

1,457 1,362

1 49 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 99.3 101.3 民間譲渡

平成21年度 101.2 103.7 診療所化

平成22年度 100.1 103.6
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 101.4 100.6

平成20年度 102.8 101.0

平成21年度 99.7 100.5 既に実施済 ○

平成22年度 102.8 96.2 今年度実施予定

平成23年度 101.3 100.4 実施(予定)時期 平成23年7月26日

平成20年度 76.1 76.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.0 78.1 委員会等名 滋賀県立病院経営協議会

平成22年度 85.5 76.5 その他

平成23年度 87.0 80.2 公表（予定）※ ○

平成21年度 達成 実施(予定)時期 平成23年10月3日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

滋賀県

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（%)

県の精神科救急医療システムの中核病院の役割を担うた
め、地域の精神科病院と連携して対応した。

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）

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

思春期精神障害、アルコール依存症および処遇困難例に
対する拠点として、地域医療機関とのネットワーク化を図り、
県内全域を対象とする三次的な医療を提供する。

※　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）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.pref.shiga.jp/n/byouin/keiei.html

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

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

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 滋賀県

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 大津市

病院名 大津市民病院

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

11,393 11,870 平成21年３月 平成23年度（予定）

11,663 11,571 平成23年度設置予定

△ 270 299 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 94.4 95.5 民間譲渡

平成21年度 96.1 98.5 診療所化

平成22年度 97.7 102.6
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 100.1 100.1

平成20年度 57.7 57.1

平成21年度 59.8 57.7 既に実施済 ○

平成22年度 59.0 55.6 今年度実施予定

平成23年度 59.0 59.0 実施(予定)時期 平成23年6月28日

平成20年度 83.7 83.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.1 85.9 委員会等名
大津市民病院改革プラン推
進委員会

平成22年度 88.5 85.7 その他

平成23年度 89.0 89.0 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 http://www.municipal-hospital.otsu.shiga.jp/imag

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。

平成21年度に大津保健医療圏で運用を開始した脳卒中な
どの地域医療連携パスを活用することで、病病連携、病診
連携の強化、充実を図り、ネットワーク化の推進に努めてい
る。

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

県保健医療計画の枠組みの中で役割分担と連携を図る。

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 滋賀県

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 彦根市

病院名 彦根市立病院

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）

枠組合意 一部適用

9,685 9,253 平成21年2月 時期未定

9,724 8,939
彦根市立病院経営形態検
討委員会

△ 40 314 公営企業法全部適用 ○

健全化法 9.5 1.9 地方独立行政法人 ○

地財法 9.5 3.9 指定管理者制度

平成20年度 91.0 94.1 民間譲渡

平成21年度 99.9 97.7 診療所化

平成22年度 99.6 103.5
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 102.2 103.8

平成20年度 58.4 56.4

平成21年度 55.5 58.9 既に実施済

平成22年度 55.6 54.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.4 55.2 実施(予定)時期 平成23年10月下旬

平成20年度 76.5 74.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.7 68.5 委員会等名
彦根市立病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 80.8 67.6 その他

平成23年度 82.9 72.3 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年10月下旬

平成24年度 平成24年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

圏域内の民間病院及び診療所と病病・病診連携の推進。

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

○定住自立圏協定の締結による連携強化。

○大腿部頸部骨折地域連携パスによる連携強化。

○５大がん地域連携パスによる連携強化。

○脳卒中地域連携パスによる連携強化。

○糖尿病手帳による連携強化。

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.municipal-hp.hikone.shiga.jp/index.php?flg=topics&sflg=392

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)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 滋賀県

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 長浜市

病院名 市立長浜病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

10,743 12,359 平成26年度 平成22年4月1日

10,918 11,383

△ 175 976 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 91.1 93.8 民間譲渡

平成21年度 96.2 102.4 診療所化

平成22年度 98.4 108.6
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.4 105.3

平成20年度 60.4 59.3

平成21年度 58.6 55.9 既に実施済 ○

平成22年度 57.7 54.0 今年度実施予定

平成23年度 55.5 53.2 実施(予定)時期 平成23年7月30日

平成20年度 69.7 68.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 68.8 66.6 委員会等名
長浜市立病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 69.5 67.2 その他

平成23年度 71.0 73.2 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年8月29日

平成23年度 平成26年度 その他

＊プラン改訂版（H24～26）を作成中 有 ○

実施(予定)時期 平成24年4月

無

ＵＲＬ

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

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

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.biwa.ne.jp/~nch/osirase/topics/informa
tion/kaikaku-puran/h23-hyouka/h23-hyouka.html

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。

ネットワーク化について、地域医療再生計画の位置づけで
協議検討を進める。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

地域医療再生計画における協議検討体制により進める。
公立病院改革プラン最終年度

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 滋賀県

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 長浜市

病院名 長浜市立湖北病院

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）

検討中（一部実施中） 全部適用

2,516 2,405 平成26年度 平成22年4月1日

2,551 2,481

△ 35 △ 76 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 96.2 98.2 民間譲渡

平成21年度 96.1 99.3 診療所化

平成22年度 98.6 96.9
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 100.2 97.0

平成20年度 59.6 58.0

平成21年度 59.7 88.7 既に実施済 ○

平成22年度 56.9 67.8 今年度実施予定

平成23年度 55.5 69.0 実施(予定)時期 平成23年7月28日

平成20年度 66.2 64.2 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 66.2 70.4 委員会等名
長浜市立病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 86.0 78.9 その他

平成23年度 86.0 80.0 公表（予定）※ 公表済

平成23年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年8月29日

平成23年度 平成26年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年4月1日

無

ＵＲＬ

ネットワーク化について地域医療再生計画の位置づけで協
議・検討を進める

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)

・病病連携の推進について実施済
・医療ネットワーク推進懇談会は開催されていないが、滋賀
県が主体で地域医療再生計画策定に伴う湖東湖北関係者
を集めて協議会が開催された。

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

http://www.ikbk.jp/

地域医療再生計画における協議・検討体制により進める

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

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

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

1.病病連携の推進
（1）機能分担の強化
　①救急医療について役割分担
　②高度医療についての役割分担
（2）市立長浜病院からの医師派遣（内科、整形外科、婦人
科等）
（3）長浜赤十字病院からの医師派遣（麻酔科）
2.医療ネットワーク推進懇談会（仮称）の開催

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 滋賀県

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 近江八幡市

病院名 近江八幡市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）

実施中 全部適用

9,375 10,881 平成22年11月1日 平成２１年３月

9,933 10,582

△ 558 299 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 88.5 90.6 民間譲渡

平成21年度 92.6 97.8 診療所化

平成22年度 94.4 102.8
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 96.0 97.4

平成20年度 51.3 50.5

平成21年度 50.6 48.6 既に実施済

平成22年度 50.1 47.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 50.3 51.0 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成20年度 74.4 76.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 76.9 81.9 委員会等名 改革プラン評価委員会

平成22年度 78.6 84.5 その他

平成23年度 81.1 81.1 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成22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

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)

近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町

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。

急性期病院や回復期病院などの機能分担に沿った施設整
備・医療機器の整備について、各病院が事業計画を推進中
である。

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

滋賀県地域医療再生計画（東近江医療圏）に基づき、医療
供給体制の再生、構築を行う
○救急搬送・救急医療体制の整備
○周産期医療体制の整備
○医師、看護師確保対策
○医療提供施設の整備
○医療連携体制の整備

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 滋賀県

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 守山市

病院名 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 一部適用

3,115 2,941 平成25年4月1日（予定） 平成25年4月1日

3,175 3,173 守山市民病院改革プラン評価委員会

△ 60 △ 232 公営企業法全部適用 ○

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 93.5 93.5 民間譲渡

平成21年度 96.4 96.4 診療所化

平成22年度 98.3 92.7
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 100.0

平成20年度 64.2 64.2

平成21年度 60.3 60.6 既に実施済 ○

平成22年度 58.3 66.9 今年度実施予定

平成23年度 58.0 59.1 実施(予定)時期 平成23年2月25日

平成20年度 63.8 63.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 68.2 69.3 委員会等名
守山市民病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 73.4 73.6 その他

平成23年度 75.0 74.8 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年11月30日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

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

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

病院間の地域連携パスの作成等、地域医療における連携
体制を構築

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

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）

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

経常損益（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

滋賀県

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（%)

地域医療機関等との地域連携パスおよび透析治療に係る
連携体制を構築中

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（%)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 滋賀県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 甲賀市

病院名 信楽中央病院

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）

実施中 　　　一部適用

832 1,113 平成２３年３月 平成２４年

868 1,185 信楽中央病院経営評価委員会

△ 36 △ 72 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 94.3 民間譲渡

平成21年度 97.9 94.0 診療所化

平成22年度 95.9 93.9
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 97.2 95.3

平成20年度 62.8 62.5

平成21年度 59.9 61.7 既に実施済

平成22年度 62.2 68.0 今年度実施予定 評価委員会を実施し評価する

平成23年度 61.5 64.5 実施(予定)時期
平成23年11月1日
平成24年2月

平成20年度 64.5 66.1 委員会等の設置（予定） 平成２３年８月

平成21年度 70.0 63.0 委員会等名 信楽中央病院経営評価委員会

平成22年度 73.0 49.1 その他

平成23年度 74.0 64.0 公表（予定）※ ホームページによる

平成２４年度 平成２４年度 実施(予定)時期 平成25年3月31日

平成２４年度 平成２４年度 その他

有 有

実施(予定)時期 平成24年6月30日

無

ＵＲＬ

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（%)

　・圏域内における患者の症状に適合した地域連携クリニカ
ルパスを活用し、病院間における連携の拡大を図る。
　・圏域内の民間病院の協力を含めて機能連携を強化す
る。
　・水口医療センターに併設される介護老人保健施設や民
間の介護施設等との連携の上に、急性期を過ぎた患者の
入院医療から在宅医療や、介護や福祉をミックスした総合
サービスの提供による支援体制の機能強化を図る。

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。

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。

・近隣病院からの医師派遣を願い、前年に引き続き診療体
制の充実が図れた。
・平成２４年度開設予定の介護老人保健施設との連携を図
るため協議を行なっている。
・がん連携クリニカルパスについては、現在２病院と連携を
行っている。

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

※　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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 滋賀県

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 高島市

病院名 公立高島総合病院

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） 全部適用

3,924 4,591 平成21年3月 平成23年4月1日

3,907 4,187

17 404 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 98.2 .96.7 民間譲渡

平成21年度 98.9 105.4 診療所化

平成22年度 100.4 109.6
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 100.3 109.6

平成20年度 67.6 66.7

平成21年度 66.4 51.7 既に実施済 －

平成22年度 65.3 49.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.2 49.5 実施(予定)時期 平成23年10月6日

平成20年度 77.7 80.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 83.4 委員会等名
高島市地域医療整備検討
委員会

平成22年度 82.0 86.9 その他 －

平成23年度 83.0 86.9 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年10月

平成23年度 平成23年度 その他 －

有 －

実施(予定)時期 －

無 ○

ＵＲＬ

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

－

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

糖尿病・心疾患・大腿骨頚部骨折に係る地域連携クリニカ
ルパスについて構築済み。
また、ガン患者の地域連携クリニカルパスについても関係
機関との体制整備済み。

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

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

－

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

－
公立病院改革プラン最終年度

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

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

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

地域連携パスの拡大等により圏域内の病病連携・病診連携
をさらに推進・強化する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http;//www10.ocn.ne.jp/~takashima/index.html

②再編・ネットワーク
化検討の方向性



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 滋賀県

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 東近江市

病院名 東近江市立蒲生病院

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）

枠組合意（実施中） 全部適用

1,308 1,314 平成２５年４月 平成２１年３月

1,346 1,380

△ 38 △ 66 公営企業法全部適用 ●

健全化法 9.1 36.1 地方独立行政法人

地財法 9.1 36.1 指定管理者制度

平成20年度 85.3 85.0 民間譲渡

平成21年度 95.5 87.5 診療所化

平成22年度 97.2 95.3
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 98.1 106.2

平成20年度 90.8 91.9

平成21年度 77.8 93.6 既に実施済

平成22年度 75.2 105.3 今年度実施予定 有

平成23年度 74.7 93.1 実施(予定)時期 未定

平成20年度 42.9 43.9 委員会等の設置（予定） 有

平成21年度 46.0 35.6 委員会等名 未定

平成22年度 49.0 33.7 その他 内部評価組織

平成23年度 49.5 32.5 公表（予定）※ 有

平成２６年度 平成２６年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成２６年度 平成２６年度 その他 議会等に報告

有 有

実施(予定)時期 平成２４年３月

無

ＵＲＬ

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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。

病床利用率（%)

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。

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

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

寄附講座開設により、国立滋賀病院の医師数が平成２２年
４月に比べ１５人増加した。
平成２５年４月の中核病院開院を目指して、国立滋賀病院
等との間で建設等の会議を週１回の頻度で実施。

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）

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

滋賀県の地域医療再生計画に基づき、滋賀医科大学に資
金を寄附し、国立病院機構滋賀病院内に滋賀医科大学の
寄附講座を開設する。また東近江市病院等整備計画にお
いて国立病院機構滋賀病院、東近江市立能登川病院、東
近江市立蒲生病院の３病院を再編し、国立滋賀病院を３２０
床に増床し、（仮称）東近江総合医療センターとして中核病
院を整備。救急医療体制や地域で不足する小児科、整形外
科、産婦人科等の医療体制を充実する。また寄附講座の開
設で中核病院が医師の教育研究活動拠点となり持続的な
医師確保が可能となる。

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

国立病院機構・滋賀医科大学・滋賀県・東近江市

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 滋賀県

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 東近江市

病院名 東近江市立能登川病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意（実施中） 全部適用

1,695 1,689 平成２５年４月 平成２１年３月

1,765 1,636

△ 70 53 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 90.9 91.0 民間譲渡

平成21年度 92.9 95.6 診療所化

平成22年度 96.0 103.3
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 98.3 105.5

平成20年度 62.5 62.2

平成21年度 63.7 59.8 既に実施済

平成22年度 61.3 64.2 今年度実施予定 有

平成23年度 59.6 61.1 実施(予定)時期 未定

平成20年度 55.0 53.9 委員会等の設置（予定） 有

平成21年度 58.0 51.2 委員会等名 未定

平成22年度 61.0 36.2 その他 内部評価組織

平成23年度 64.0 36.0 公表（予定）※ 有

平成２６年度 平成２２年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成２６年度 平成２６年度 その他 議会等に報告

有 有

実施(予定)時期 平成２４年３月

無

ＵＲＬ

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)

国立病院機構・滋賀医科大学・滋賀県・東近江市

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。

寄附講座開設により、国立滋賀病院の医師数が平成２２年
４月に比べ１５人増加した。
平成２５年４月の中核病院開院を目指して、国立滋賀病院
等との間で建設等の会議を週１回の頻度で実施。

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

滋賀県の地域医療再生計画に基づき、滋賀医科大学に資
金を寄附し、国立病院機構滋賀病院内に滋賀医科大学の
寄附講座を開設する。また東近江市病院等整備計画にお
いて国立病院機構滋賀病院、東近江市立能登川病院、東
近江市立蒲生病院の３病院を再編し、国立滋賀病院を３２０
床に増床し、（仮称）東近江総合医療センターとして中核病
院を整備。救急医療体制や地域で不足する小児科、整形外
科、産婦人科等の医療体制を充実する。また寄附講座の開
設で中核病院が医師の教育研究活動拠点となり持続的な
医師確保が可能となる。

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 滋賀県

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 公立甲賀病院組合

病院名 公立甲賀病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施中 一部適用

8,664 9,267 平成21年3月 平成24年度

8,813 8,835 平成24年4月設置予定

△ 149 432 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 96.6 96.7 民間譲渡

平成21年度 98.0 98.9 診療所化

平成22年度 98.3 104.9
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.2 100.3

平成20年度 47.3 48.0

平成21年度 48.1 47.9 既に実施済 ○

平成22年度 48.0 46.5 今年度実施予定

平成23年度 46.6 53.0 実施(予定)時期 平成23年3月28日

平成20年度 74.4 72.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 79.9 73.1 委員会等名 経営改革プラン評価委員会

平成22年度 79.9 76.1 その他

平成23年度 80.0 83.7 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年10月11日

平成23年度 平成23年度 その他 ホームページ

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

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

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

甲賀保健所・甲賀湖南医師会が中心となって、地域連携パ
スの構築を進めていただいていますので、当院も積極的に
参加し圏域内でのネットワークの構築に取り組むことについ
ての結論を得ました。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.kohka-hp.or.jp

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）

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

経常損益（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

甲賀保健所

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（%)

がん診療連携ネットワーク協議会の開催や研究会を実施。
胃がん4件、大腸がん5件を運用中。
「脳卒中シームレス医療研究会」を定期的に地域の医療機
関医師等と開催し、対象患者のクリニカルパスを平成23年
度中に開始予定。

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（%)

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
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