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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 京都府

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 京都府

病院名 京都府立洛南病院

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）

枠組合意(実施中） 一部適用

2,353 2,341 平成25年度 未定(検討中）

2,408 2,531

△ 55 △ 190 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 95.5 95.5 民間譲渡

平成21年度 97.8 97.8 診療所化

平成22年度 97.7 92.5
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 97.9 97.9

平成20年度 124.8 124.8

平成21年度 119.3 119.3 既に実施済 ○

平成22年度 119.6 120.3 今年度実施予定

平成23年度 119.3 119.3 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 80.0 80.0 委員会等の設置（予定）

平成21年度 76.0 76.0 委員会等名
「明日の京都」第三者委員
会事業部会

平成22年度 76.0 79.4 その他

平成23年度 76.0 76.0 公表（予定）※

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期

平成24年度 平成24年度 その他 未定

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（%)

○精神科救急システムの円滑運用
○地域一般医療機関への診療支援
○臨床研修医への実習指導（臨床研修協力病院）
○精神保健福祉ネットワークへの積極参加（Ｈ１８～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

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

洛南病院は、府内で唯一の公立精神科病院であり、京都府
南部圏域における精神科救急医療システムの基幹病院で
あるなど、二次医療圏を超えて重症患者等に対する診断と
治療に取り組んでいます。今後も、京都府精神病院協会加
盟病院や地域の医療機関等との連携強化や必要な機能分
担を行っていくために、引き続き協力体制について検討を進
めます。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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 京都府

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 京都府

病院名 京都府立与謝の海病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

枠組合意(実施中） 一部適用

5,558 5,522 平成25年度 未定(検討中）

5,936 5,827
京都府立与謝の海病院あり
方検討有識者会議

△ 378 △ 305 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 84.9 84.9 民間譲渡

平成21年度 90.9 90.9 診療所化

平成22年度 93.6 94.8
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 94.5 94.5

平成20年度 69.3 69.3

平成21年度 60.9 60.9 既に実施済 ○

平成22年度 59.6 63.9 今年度実施予定

平成23年度 58.0 58.0 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 82.0 82.0 委員会等の設置（予定）

平成21年度 81.6 81.6 委員会等名
「明日の京都」第三者委員
会事業部会

平成22年度 84.8 80.0 その他

平成23年度 87.7 87.7 公表（予定）※

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期

平成24年度 平成24年度 その他 未定

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

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。

与謝の海病院は、医療資源の少ない丹後医療圏に立地し
ており、圏域内の病院、　診療所の数は人口１０万当たりで
全国平均を大きく下回る状況であることから、医師確保をは
じめ、地域医療機関との役割分担、IT活用によるネットワー
ク化や施設整備等により４疾病・５事業をはじめとする地域
完結型の連携構築に向けた医療提供体制を今後も引き続
き推進することとします。

※　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)

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（%)

○かかりつけ登録医制度の整備拡充（Ｈ１７～）
○開放病床の設置、症例検討会の地域協働実施（Ｈ１７～）
○医療機器等病院施設の地域共同利用（Ｈ１７～）
○地域連携室等の設置（Ｈ１７～）
○地域医療支援病院の指定（Ｈ１８～）
○病院連絡協議会等の設置（Ｈ１８～）
○京丹後市医療対策審議会への参画（Ｈ１７～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

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

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 京都府

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 地方独立行政法人京都市立病院機構

病院名 京都市立病院

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）

京都府との協議において，京都・乙訓医療圏においては，
再編・ネットワーク化は必要としないことを確認済み

地方独法

13,676 13,431 平成20年度 平成23年4月1日

13,042 12,883

634 548 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ●

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 100.5 100.3 民間譲渡

平成21年度 101.3 100.8 診療所化

平成22年度 104.9 104.3
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 105.3 103.1

平成20年度 60.6 61.1

平成21年度 58.2 64.4 既に実施済 ○

平成22年度 57.5 61.6 今年度実施予定

平成23年度 57.5 56.1 実施(予定)時期 平成23年8月29日

平成20年度 80.0 79.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.0 81.8 委員会等名 京都市医療施設審議会

平成22年度 88.0 83.8 その他

平成23年度 88.0 87.7 公表（予定）※ ○

19年度（プラン策定前
に黒字化）

19年度から4年連続で
黒字

実施(予定)時期 平成23年9月20日

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

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

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.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000107995.html

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

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。

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（%)

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。

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

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

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 京都府

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 地方独立行政法人京都市立病院機構

病院名 京都市立京北病院

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）

京都府との協議において，京都・乙訓医療圏においては，
再編・ネットワーク化は必要としないことを確認済み

地方独法

960 764 平成20年度 平成23年4月1日

966 855

△6 △91 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 83.3 民間譲渡

平成21年度 94.3 81.4 診療所化

平成22年度 99.4 89.4
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 100.3 98.4

平成20年度 67.7 67.1

平成21年度 67.8 83.8 既に実施済 ○

平成22年度 65.0 86.0 今年度実施予定

平成23年度 64.8 81.3 実施(予定)時期 平成23年8月29日

平成20年度 71.1 71.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.5 70.3 委員会等名 京都市医療施設審議会

平成22年度 87.7 62.2 その他

平成23年度 88.2 72.9 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年9月20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.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000107995.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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 京都府

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 福知山市

病院名 市立福知山市民病院

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）

検討中 全部適用

7,936 8,542 未定 未定

8,257 8,427

△ 321 115 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 92.6 92.6 民間譲渡

平成21年度 95.1 95.1 診療所化

平成22年度 96.1 101.4
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 100.5 100.5

平成20年度 45.7 45.7

平成21年度 45.9 45.9 既に実施済

平成22年度 44.1 44.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 41.2 41.2 実施(予定)時期 平成２３年１１月中旬

平成20年度 77.9 77.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.7 77.7 委員会等名 経営・業務改善委員会

平成22年度 79.6 83.0 その他

平成23年度 84.6 84.6 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成２３年１１月中旬

平成23年度 平成23年度 その他 市議会の決算委員会終了後

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

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

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

中丹医療圏における当院の位置づけを鑑み現時点におい
て再編等の計画はないが、引き続き他の医療機関との連携
の強化を図る。

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）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

ttp://www.fukuchiyama-hosp.jp/

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。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（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。

経常収支黒字化目標年度

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。

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

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）

区　　　分

経常費用（百万円）

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。

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）

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

病床利用率（%)

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

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（%)

公立病院改革プラン最終年度



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 京都府

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 舞鶴市

病院名 市立舞鶴市民病院

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 全部摘要

1,454 平成２５年度 検討中

1,451 検討中

3 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 指定管理者制度

平成20年度 100.2 100.2 民間譲渡

平成21年度 100.2 100.1 診療所化

平成22年度 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 100.3

平成20年度 176.1 176.1

平成21年度 116.9 130.2 既に実施済

平成22年度 129.1 今年度実施予定

平成23年度 141.5 実施(予定)時期 未定

平成20年度 18.8 18.8 委員会等の設置（予定） 未定

平成21年度 34.3 26.6 委員会等名

平成22年度 25.7 その他

平成23年度 28.8 公表（予定）※ 未定

実施(予定)時期

その他

有

実施(予定)時期 未定

無

ＵＲＬ

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

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（%)

経常損益（百万円）

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

職員給与比率（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

「医療機能の選択と集中、分担と連携による医療再生」を目
指し、市内各公的病院が有する特徴的な機能の充実・強化
を図り、互いの連携強化により、救急医療をはじめとする地
域医療の再生を行う。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

京都府をはじめ、市内の公的病院、医師会、市等により連
携による医療再生について協議している。

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）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 京都府

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 綾部市

病院名 綾部市立病院

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）

中丹医療圏は、構成する３市がほぼ地域完結型医療を展開していること
から、計画時点においては、市域を超えた再編までの検討には至ってお
らず、綾部市においては当院が唯一の公的医療機関であるため、再編・
ネットワーク化の予定はないとしており、現在のところ変更はない。

指定管理者

5,787 5,956 平成２３年度中 平成２７年度まで

5,761 5,725

26 231 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 100.1 102.1 民間譲渡

平成21年度 100.5 103.8 診療所化

平成22年度 100.5 104.1
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 101.2 100.2

平成20年度 0.3 0.3

平成21年度 0.3 0.3 既に実施済 ○

平成22年度 0.3 0.3 今年度実施予定

平成23年度 0.3 0.3 実施(予定)時期 平成23年5月31日

平成20年度 89.3 90.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.8 90.8 委員会等名
財団法人綾部市医療公社
理事会・評議員会

平成22年度 90.3 88.9 その他

平成23年度 90.8 89.4 公表（予定）※ ○

- - 実施(予定)時期 平成２３年１１月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期 平成　年　月　日

無 ○

ＵＲＬ

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

財団法人綾部市医療公社理事会・評議員会

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.ayabe.kyoto.jp/

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

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。

　　医療圏を構成する３市がほぼ地域完結型医療を展開し
ており、一部の診療を除き、それぞれの市で二次医療まで
の地域医療が確保されいる。
　　綾部市においては、小さな病院が他に２病院あるものの
当院が唯一の公立病院であり、市内各診療所と連携をとり
地域医療を支えているところである。
　　現在のところ市内の病院の再編、また市域を超えた再編
までの検討には至っていない。

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（%)

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。

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

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

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 京都府

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 亀岡市

病院名 亀岡市立病院

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 全部適用

1,957 2,214 平成23年度～平成25年度
経営改善が困難な場合
平成23年度～平成25年度

2,004 2,182

△ 47 32 公営企業法全部適用 ●

健全化法 ー ー 地方独立行政法人

地財法 ー ー 指定管理者制度

平成20年度 94.8 95.9 民間譲渡

平成21年度 95.1 96.4 診療所化

平成22年度 97.7 101.5
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.4 102.1

平成20年度 60.9 58.7

平成21年度 62.3 60.7 既に実施済

平成22年度 61.3 56.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.0 59.4 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 75.9 76.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 76.9 74.1 委員会等名 亀岡市立病院運営委員会

平成22年度 79.9 78.9 その他

平成23年度 81.9 81.9 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

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

病床利用率（%)

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

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（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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。

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

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）

区　　　分

経常費用（百万円）

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。

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）

経営形態の見直し（予定）時期

プラン期間中は、現行体制を堅持し、公立病院として病病連
携・病診連携の強化を図りながら圏域での住み分けを進め
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）

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.kameoka.kyoto.jp/hospital/

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。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（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。

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

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

①再編・ネットワーク
化の検討体制

亀岡市立病院運営委員会



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 京都府

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 京丹後市

病院名 市立弥栄病院

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 一部適用

3,358 3,388 平成２５年度 平成２３年度

3,323 3,238

35 150 公営企業法全部適用 ○

健全化法 9.3 △ 3.5 地方独立行政法人 ○

地財法 25.7 12.9 指定管理者制度 ○

平成20年度 94.2 98.5 民間譲渡

平成21年度 98.6 101.9 診療所化

平成22年度 101.1 104.6
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.1 101.2

平成20年度 62.2 59.1

平成21年度 59.0 58.0 既に実施済

平成22年度 56.3 55.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.7 54.2 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 58.9 66.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 79.2 委員会等名
京丹後市立病院改革プラン
評価委員会

平成22年度 81.5 83.9 その他

平成23年度 83.0 83.0 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 平成○年○月○日

無 ○

ＵＲＬ

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

病床利用率（%)

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

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（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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。

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

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）

区　　　分

経常費用（百万円）

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。

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）

経営形態の見直し（予定）時期

京丹後市立病院連携機構において両病院の特色をいかす
ため医療の連携、運営状況、施設整備等の情報交換を行
い諸課題の解決に向け現在も引き続き調整中

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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.kyotango.kyoto.jp/kurashi/iryo/iryo/plan/index.html

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。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（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。

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

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

①再編・ネットワーク
化の検討体制

丹後地域保健医療協議会



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 京都府

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 京丹後市

病院名 市立久美浜病院

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 一部適用

2,198 2,401 平成２５年度 平成２３年度

2,209 2,351

△ 11 50 公営企業法全部適用 ○

健全化法 2.6 △ 7.4 地方独立行政法人 ○

地財法 14.6 3.7 指定管理者制度 ○

平成20年度 94.8 97.8 民間譲渡

平成21年度 96.3 102.0 診療所化

平成22年度 99.5 102.1
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 101.2 100.4

平成20年度 62.8 62.0

平成21年度 62.2 59.9 既に実施済

平成22年度 61.7 63.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.5 60.2 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 86.5 88.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.0 89.0 委員会等名
京丹後市立病院改革プラン
評価委員会

平成22年度 88.2 87.9 その他

平成23年度 90.0 90.0 公表（予定）※ ○

平成２３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 平成○年○月○日

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。

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

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

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）

病床利用率（%)

京丹後市立病院連携機構において両病院の特色をいかす
ため医療の連携、運営状況、施設整備等の情報交換を行
い諸課題の解決に向け現在も引き続き調整中

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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.kyotango.kyoto.jp/kurashi/iryo/iryo/plan/index.html

①再編・ネットワーク
化の検討体制

丹後地域保健医療協議会

※　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。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支比率（%)

職員給与比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

経常費用（百万円）

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

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

財務の状況



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 京都府

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 精華町

病院名 精華町国民健康保険病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 指定管理者制度

－ 689 平成22年3月26日（指定管理者継続を決定） 平成３２年度

－ 724

－ △ 35 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 88.2 84.2 民間譲渡

平成21年度 98.7 93.9 診療所化

平成22年度 100.5 95.2
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 90.0 97.3

平成20年度 77.9 78.3

平成21年度 68.0 70.0 既に実施済 ○

平成22年度 68.2 71.7 今年度実施予定

平成23年度 70.0 70.0 実施(予定)時期 平成２３年７月

平成20年度 69.3 69.3 委員会等の設置（予定）

平成21年度 85.0 83.6 委員会等名

平成22年度 90.0 91.8 その他 監査委員による決算審査

平成23年度 90.0 92.0 公表（予定）※

平成２６年度 平成２６年度 実施(予定)時期

その他 決算審査意見書の配布（議会）

有

実施(予定)時期

無 ●

ＵＲＬ

経常費用（百万円）

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

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

財務の状況

経常収支比率（%)

職員給与比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

経常損益（百万円）

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）

病床利用率（%)

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）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

上記点検・評価内
容の情報開示の
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。

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

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

　指定管理者制度による病院運営を継続しながら、病床数
や患者層を考慮し、当該医療圏内における急性期病院と相
互に補完しあう役割を引き続き担っていく。

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 京都府

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 京丹波町

病院名 国保京丹波町病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

一部実施済
（町立医療機関の病床集約、老健転換、一体的運営）

一部適用

796 801 平成26年3月31日以降

824 804

△ 28 △ 3 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 93.0 93.9 民間譲渡

平成21年度 95.3 99.5 診療所化

平成22年度 96.6 99.6
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 98.3 100.0

平成20年度 60.9 59.6

平成21年度 58.8 54.7 既に実施済

平成22年度 58.2 54.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 57.8 54.5 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 72.0 72.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 73.0 76.7 委員会等名

平成22年度 74.0 74.0 その他 京丹波町医療等審議会

平成23年度 75.0 75.0 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成25年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

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21年度に町立医療施設の中での役割分担を明確に
することを目的に一般病床を京丹波町病院に集約、和知診
療所の病床については、介護療養型老人保健施設へと転
換した。
　平成22年度については、これをうけ、更なる経営基盤安定
と診療体制の確保を目的に、町立医療施設全ての一体的
運営について協議を行い、平成23年4月から町立医療施設
全てを地方公営企業法に基づく病院事業として運営を開始
した。

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

①再編・ネットワーク
化の検討体制

上記分は実施済み

経営形態の見直し（予定）時期

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）

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.town.kyotamba.kyoto.jp/index.php

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。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（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。

経常収支黒字化目標年度

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。

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

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）

区　　　分

経常費用（百万円）

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。

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）

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

病床利用率（%)

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

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（%)

公立病院改革プラン最終年度



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 京都府

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 国民健康保険南丹病院組合

病院名 公立南丹病院

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

9,029 9,053 平成２３年１２月
見直しは無し　平成２２年９
月決定

8,846 8,671

183 382 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 95.7 95.7 民間譲渡

平成21年度 98.4 101.6 診療所化

平成22年度 102.1 104.4
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.7 102.9

平成20年度 50.7 50.7

平成21年度 50.4 48.2 既に実施済

平成22年度 50.0 48.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 50.5 49.7 実施(予定)時期 平成２３年１１月

平成20年度 72.0 72.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 73.9 75.0 委員会等名 運営委員会

平成22年度 74.4 73.9 その他

平成23年度 75.4 75.6 公表（予定）※ ○

平成２２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 平成　　年　月　日

無 ○

ＵＲＬ

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

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.nantanhosp.or.jp/

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

地域の医療機関と機能分担・連携や在宅医療の支援機能
の充実及び地域の保健、福祉行政との連携を行う。
・在宅緩和ケアネットワークシステムの構築
・在宅緩和ケアにかかる従事者の質の向上
・がんサロン患者会の支援
・京都府地域リハビリﾃｰション支援センターとしての役割

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。

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（%)

上記①のとおり推進中

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。

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

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

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 京都府

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 国民健康保険山城病院組合

病院名 公立山城病院

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）

実施中（ネットワーク化） 一部適用

6,413 5,820 平成24年3月31日 平成24年度以降

6,427 5,772

△14 48 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 93.3 93.3 民間譲渡

平成21年度 93.9 93.9 診療所化

平成22年度 99.8 100.8
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 101.1 100.0

平成20年度 52.2 46.8

平成21年度 53.0 47.4 既に実施済 ○

平成22年度 52.0 44.5 今年度実施予定

平成23年度 51.8 52.0 実施(予定)時期 平成23年６月

平成20年度 71.8 69.5 委員会等の設置（予定）

平成21年度 69.2 67.1 委員会等名 組合議会

平成22年度 91.8 69.7 その他

平成23年度 90.5 73.2 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年11月22日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

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

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（%)

・連携診療システムによる医療機関同士の機能分担と相互
連携をより一層図るため、地域連携パス（特に脳卒中、がん
疾患等）の積極的な取り組みを行なっている。
※該当施設基準取得状況
地域連携診療計画管理料（脳卒中に係る地域連携パス）
がん治療連携計画策定料（５大がんに係る地域連携パス）

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。

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

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

無

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

・地域の特性や医療機関の整備状況等や、また診療所等と
の連携、役割分担等を踏まえ、地域で質的・量的に不足す
る医療分野の実施。
・地域の医療機関相互の役割分担や機能連携による効率
的な医療提供体制の構築に資するため、急性期・高度医療
に特化し、地域の他の医療機関や医師会との一層の連携
強化の取り組み。
・連携診療システムによる医療機関同士の機能分担として、
病院間の機能分担と相互連携や患者情報の共有化、地域
連携パス（特に脳卒中、がん疾患等）の推進。

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。

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

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

公立病院改革プラン最終年度
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