
公立病院改革プランの実施状況等（平成23年９月30日現在） 　都道府県名

- 目次 -

団体名 病院名

和歌山県
和歌山県立こころの医療
センター

2

海南市 海南市民病院 3

橋本市 橋本市民病院 4

有田市 有田市立病院 5

新宮市 新宮市立医療センター 6

高野町 高野町立高野山病院 7

すさみ町 国保すさみ病院 8

那智勝浦町 那智勝浦町立温泉病院 9

串本町 国保直営串本病院 10

串本町 国保古座川病院 11

国民健康保険野上厚生病
院組合

国保野上厚生総合病院 12

公立那賀病院経営事務組
合

公立那賀病院 13

御坊市外五ヶ町病院経営
事務組合

国保日高総合病院 14

公立紀南病院組合 社会保険紀南病院 15

和歌山県

ページ　



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 和歌山県

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 和歌山県

病院名 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）

検討中 一部適用

2,041 1,964 平成25年度 平成25年度

2,316 2,222 病院と県当局との協議

△ 275 △ 258 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% 88.6% 民間譲渡

平成21年度 87.7% 88.9% 診療所化

平成22年度 88.1% 88.4%
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 88.1% 88.1%

平成20年度 105.8% 103.2%

平成21年度 108.6% 102.1% 既に実施済 ○

平成22年度 105.6% 99.1% 今年度実施予定

平成23年度 99.6% 89.6% 実施(予定)時期 平成23年9月

平成20年度 81.9% 82.1% 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.8% 80.8% 委員会等名 経営改善委員会

平成22年度 83.4% 83.0% その他

平成23年度 85.0% 84.8% 公表（予定）※ ○

平成24年度以降 平成24年度以降 実施(予定)時期 平成23年9月

平成25年度 平成25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

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

※　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。

身体合併症を伴う精神科疾患を有する患者の受入促進の
ため、他診療科目標榜病院との地域医療連携の強化を図
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)

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050112/
documents/hyouka.pdf

病院と県当局で検討

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

－

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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 和歌山県

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 海南市

病院名 海南市民病院

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）

検討中 全部適用

2,078 2,060 平成２５年度（新病院の開院時期に合わせて） 平成２５年度

2,235 2,339

△ 157 △ 279 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 88.9 89.0 民間譲渡

平成21年度 93.3 88.4 診療所化

平成22年度 93.0 88.1
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 95.5 91.1

平成20年度 65.2 65.2

平成21年度 63.1 66.2 既に実施済

平成22年度 62.6 65.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.6 63.7 実施(予定)時期 平成２４年１月末

平成20年度 64.0 64.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 65.1 62.2 委員会等名
海南市民病院改革プラン評価
委員会（要綱により設置済み）

平成22年度 65.3 62.8 その他

平成23年度 72.7 63.5 公表（予定）※ ○

平成３０年度 平成３５年度 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

○拠点病院間の連携
　　　　一部の診療科では、特定分野の手術を特定の病院
に
　　　集約していくことが検討されており、当院の担当分野に
　　　ついて、和歌山県立医科大学と現在調整中である。
○民間医療機関等との連携強化
　　　　地域連携室を中心として、民間医療機関や福祉施設
　　　等との連携強化に努めている。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://kainan-municipal-hospital.jp/

　市、医師会、保健所及び市民病院の四者により設置され
ている「海南地域保健医療推進協議会」の中で検討するとと
もに、和歌山県立医科大学とも協議を行っていく。

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）

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）

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン 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。

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。

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

職員給与比率（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 和歌山県

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 橋本市

病院名 橋本市民病院

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

6,129 5,967 平成23年度 平成28年度

6,325 6,245 高幹部会議

△ 196 △ 278 公営企業法全部適用 Ｈ16年度実施済

健全化法 △ 1.7 △ 0.9 地方独立行政法人 ○

地財法 3.2 3.0 指定管理者制度

平成20年度 88.2 87.2 民間譲渡

平成21年度 92.6 91.2 診療所化

平成22年度 96.9 95.5
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.1 100.1

平成20年度 53.8 55.2

平成21年度 52.7 52.7 既に実施済

平成22年度 51.9 53.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.8 52.7 実施(予定)時期 平成24年3月中

平成20年度 84.0 83.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.0 78.2 委員会等名 橋本市民病院改革プラン評価委員会

平成22年度 88.5 75.4 その他

平成23年度 88.5 79.7 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン 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。

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）

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）

和医大紀北分院の建て替えに伴い、二次医療圏内の公立
病院とのネットワーク化が可能か検討する。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.hashimoto-hsp.jp

（圏域内＝県医務課、保健所と連携しつつ検討）
（病院内＝院内 高幹部会議）、管理者、病院長、事務局
長、副院長、看護部長、薬局長



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 和歌山県

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 有田市

病院名 有田市立病院

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

2,609 2,673 平成２５年度

2,604 2,482

5 191 公営企業法全部適用 ●

健全化法 4.3 - 地方独立行政法人

地財法 20.5 8.2 指定管理者制度

平成20年度 100.2 103.3 民間譲渡

平成21年度 100.1 103.1 診療所化

平成22年度 100.2 107.7
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 100.3 100.7

平成20年度 64.3 60.5

平成21年度 60.2 55.8 既に実施済

平成22年度 61.9 53.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 59.9 59.1 実施(予定)時期 平成２３年１１月

平成20年度 60.7 62.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 61.3 61.3 委員会等名
有田市立病院事業健全化
対策検討委員会

平成22年度 81.4 61.6 その他

平成23年度 81.4 80.1 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成２４年１月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

　有田市立病院と済生会有田病院との連携を進めることに
より、両院が有する医療資源を有効活用することができるよ
う、医師の相互派遣や医療機器の共同利用などに取り組ん
でいく。
　有田市立病院と地域医療機関との機能分担を進めるとと
もに、患者さまに切れ目無く必要な医療を円滑に提供できる
体制づくりを行うため、医療情報や高度医療機器の共有化
などについて取り組みを検討する。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.aridahp.arida.wakayama.jp/

県医務課、保健所と連携し検討（名称未定）

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）

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）

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン 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。

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。

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

職員給与比率（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 和歌山県

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 新宮市

病院名 新宮市立医療センター

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）

検討中 一部適用

6,207 6,044 平成26年3月31日 平成26年3月31日

6,215 6,093 経営基盤強化検討委員会

△ 8 △ 49 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 95.3 95.1 民間譲渡

平成21年度 97.5 96.7 診療所化

平成22年度 99.9 99.2
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.3 100.3

平成20年度 49.1 49.8

平成21年度 48.4 50.0 既に実施済

平成22年度 47.6 48.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 47.0 47.7 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成20年度 82.0 81.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.0 81.6 委員会等名 経営基盤強化検討委員会

平成22年度 85.5 80.4 その他

平成23年度 87.0 80.5 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン 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。

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）

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）

・新宮保健所管内の公立病院で診療科同士の救急医療や
急性期・慢性期医療の役割分担を考慮した協力体制を協議
中。
・地域の医療機関と連携し、紹介率の向上を図り、クリティカ
ルパスを拡充し、平均在院日数の短縮化を図っていく。
（平成23年度に地域医療支援病院の承認を得たため、今後
は地域の医療機関との連携が更に強化されていく）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.hsp.shingu.wakayama.jp/

新宮保健医療圏医療体制検討会



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 和歌山県

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 高野町

病院名 高野町立高野山病院

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）

検討中 一部適用

509 514 平成25年3月31日 平成24年4月1日

514 496

△ 5 19 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 90.1 88.4 民間譲渡

平成21年度 98.1 91.0 診療所化 ○

平成22年度 99.0 103.8
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0 101.9

平成20年度 70.4 72.4

平成21年度 68.8 68.3 既に実施済

平成22年度 68.4 72.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 68.0 76.1 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 35.5 37.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 46.0 36.3 委員会等名
高野町立高野山病院経営
検討会

平成22年度 60.0 31.8 その他

平成23年度 75.0 33.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年12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31日

無

ＵＲＬ
http://www.town.koya.wakayama.jp/section/ko
ya_hp/framepage2.htm

病院、町当局、議員、運営委員会、外部見識者（高野町立
高野山病院経営検討会）

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）

・高野山病院と民間医療機関がそれぞれの機能に応じて効
率的に医療を提供できるよう、医療機器の共同利用につい
て検討を進める。
・地域住民に対し、保健や医療、在宅ケアやリハビリテー
ション、介護を含む福祉サービスを円滑に提供出来る体制
づくりを行うことが出来るよう、在宅医療や在宅看護に取り
組むと　共に、民間医療機関や保健福祉施設等との連携を
進めていく。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

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）

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 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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 和歌山県

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 すさみ町

病院名 国保すさみ病院

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

718 739 平成２１年４月 平成25年4月1日

689 739 国保すさみ病院運営委員会

29 0 公営企業法全部適用 ○

健全化法 △ 36.6 △ 35.0 地方独立行政法人

地財法 △ 36.6 △ 35.0 指定管理者制度

平成20年度 94.2 94.2 民間譲渡

平成21年度 96.5 99.7 診療所化

平成22年度 104.2 100.0
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 104.6 100.0

平成20年度 69.9 69.9

平成21年度 64.0 64.4 既に実施済

平成22年度 68.5 61.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 66.5 63.6 実施(予定)時期 平成23年12月（日未定）

平成20年度 59.4 59.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.2 53.6 委員会等名 国保すさみ病院運営委員会

平成22年度 73.4 55.1 その他

平成23年度 75.1 58.5 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成24年3月（日未定）

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（日未定）

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（%)

H20.4　南和歌山医療センターとのテレビ会議システム
H20.4　同センターからの内科診療応援・宿日直応援、当院
からの手術応援等相互医師派遣体制強化
H21.4　国保すさみ病院と紀南病院、南和歌山医療センター
との連携強化
H21.4　国保すさみ病院と保健・福祉施設等の連携強化

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 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。

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）

http://www.cypress.ne.jp/susamihp/

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

公立紀南病院組合

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 和歌山県

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 那智勝浦町

病院名 那智勝浦町立温泉病院

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

2,062 1,852 　平成25年度 平成23年1月31日

2,055 1,848

7 4 公営企業法全部適用

健全化法 △ 10.1 △ 28.2 地方独立行政法人

地財法 △ 10.1 △ 28.2 指定管理者制度

平成20年度 95.3 97.0 民間譲渡

平成21年度 99.4 100.8 診療所化

平成22年度 100.3 100.2
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 101.0 98.7

平成20年度 59.8 58.9

平成21年度 56.1 56.3 既に実施済

平成22年度 56.4 58.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 56.2 56.7 実施(予定)時期 平成23年12月中

平成20年度 70.6 70.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 76.7 73.2 委員会等名
那智勝浦町立温泉病院改
革プラン評価委員会

平成22年度 76.7 71.1 その他

平成23年度 80.0 65.7 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月末

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年度中

無

ＵＲＬ

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)

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）

http://www14.con.ne.jp/~onsenhsp/

新宮保健医療圏医療体制検討会

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）

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。

二次保健医療圏内で医療提供の方向性を探りながら、医療
機器の共同利用をはじめとしたネットワーク化を進める。

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

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）

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 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。

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 和歌山県

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 串本町

病院名 国保直営串本病院

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

－ 1,626 平成20年度 平成23年11月1日

－ 1,656

－ △ 30 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 92.3 92.1 民間譲渡

平成21年度 104.9 99.8 診療所化

平成22年度 － 98.2
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

平成20年度 52.6 55.8

平成21年度 49.7 53.1 既に実施済

平成22年度 － 52.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 実施(予定)時期 平成23年2月

平成20年度 70.3 64.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.6 76.0 委員会等名 串本町病院事業改革評価委員会

平成22年度 － 78.7 その他

平成23年度 公表（予定）※ ○

平成－年度 平成－年度 実施(予定)時期 平成23年3月

平成21年度 平成22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 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

平成23年11月に国保直営串本病院（106床）と
国保古座川病院（60床）をくしもと町立病院（130床）
に統合。

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

http://www.town.kushimoto.wakayama.jp/

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）

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。

当初は平成22年に統合病院を開院させる予定で
あったが、建築費を平米あたり単価30万円とする
ため、約3億円のコスト縮減案に基づく、設計変更
を行い、平成22年3月着工。平成23年4月に建物
工事が竣工し、11月の開院をめざして準備を進め
ているところである。

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)

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）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 和歌山県

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 串本町

病院名 国保古座川病院

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） 一部適用

－ 607 平成20年度 平成23年11月1日

－ 659

－ △ 52 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 95.0 95.3 民間譲渡

平成21年度 93.9 100.0 診療所化

平成22年度 － 92.1
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

平成20年度 82.7 69.0

平成21年度 88.1 63.3 既に実施済

平成22年度 － 64.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 実施(予定)時期 平成23年2月

平成20年度 31.3 33.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 31.3 27.3 委員会等名 串本町病院事業改革評価委員会

平成22年度 － 26.2 その他

平成23年度 公表（予定）※ ○

平成－年度 平成－年度 実施(予定)時期 平成23年3月

平成21年度 平成22年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ http://www.town.kushimoto.wakayama.jp/

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。

当初は平成22年に統合病院を開院させる予定で
あったが、建築費を平米あたり単価30万円とする
ため、約3億円のコスト縮減案に基づく、設計変更
を行い、平成22年3月着工。平成23年4月に建物
工事が竣工し、11月の開院をめざして準備を進め
ているところである。

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

平成23年11月に国保直営串本病院（106床）と
国保古座川病院（60床）をくしもと町立病院（130床）
に統合。

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 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 和歌山県

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 国民健康保険野上厚生病院組合

病院名 国保野上厚生総合病院

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

2,948 3,010 平成24年3月31日 平成24年3月31日

2,983 3,137 職場代表者会議で検討中

△ 35 △ 127 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 95.6 92.7 民間譲渡

平成21年度 99.9 97.5 診療所化

平成22年度 98.8 95.9
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 100.1 96.1

平成20年度 60.1 62.7

平成21年度 59.3 58.4 既に実施済

平成22年度 58.5 59.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 57.1 57.2 実施(予定)時期 平成23年12月27日

平成20年度 68.3 68.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 68.3 69.6 委員会等名
国保野上厚生総合病院運
営審議会

平成22年度 69.0 71.3 その他

平成23年度 70.0 71.7 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成23年度 平成24年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月31日

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 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.nokami-hospital.jp

当病院・構成市町担当課・開業医と検討

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。

パックス及び画像参照システムの導入により、へき地診療
所・周辺開業医への医用画像の配信（23年10月より稼働）を
行う。

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 和歌山県

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 公立那賀病院経営事務組合

病院名 公立那賀病院

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）

検討中 一部適用

5,908 6,193 平成23年度 当面は現状維持

6,099 6,190

△ 191 3 公営企業法全部適用 〇

健全化法 地方独立行政法人

地財法 △ 16.1 △ 19.9 指定管理者制度

平成20年度 94.7 95.3 民間譲渡

平成21年度 95.2 96.3 診療所化

平成22年度 96.9 100.0
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 100.1 101.0

平成20年度 51.0 48.5

平成21年度 52.6 48.0 既に実施済 〇

平成22年度 52.2 47.1 今年度実施予定

平成23年度 51.6 48.3 実施(予定)時期 平成23年7月

平成20年度 86.8 87.1 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 89.1 85.8 委員会等名

平成22年度 89.8 85.9 その他 監査委員

平成23年度 90.8 85.9 公表（予定）※ 〇

平成23年度 平成22年度に黒字化 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 〇

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 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.nagahp.jp

地域医療ネットワーク

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。

平成22年度にはMRIの購入を行ったので、高度医療機器の
地域医療機関との共同利用をより一層促進し連携を強める
ため、平成２３年度より地域紹介患者の受け入れ枠を増加
や、また地域医療機関の訪問活動の開始など地域医療支
援病院の認定を目指し積極的に活動している

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)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 和歌山県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 御坊市外五ヶ町病院経営事務組合

病院名 国保日高総合病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

実施済 一部適用

5,634 5,683 平成20年度 平成25年度

5,553 5,652

81 31 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 97.0 97.0 民間譲渡

平成21年度 102.1 102.1 診療所化

平成22年度 101.5 100.5
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.1 96.0

平成20年度 58.6 58.6

平成21年度 56.3 56.3 既に実施済

平成22年度 56.6 56.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 57.2 62.5 実施(予定)時期 平成24年3月予定

平成20年度 80.9 80.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.6 82.6 委員会等名
国保日高総合病院経営改
革プラン評価委員会

平成22年度 83.5 80.1 その他

平成23年度 83.5 68.2 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月予定

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

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

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)

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.hidakagh.gobo.wakayama.jp

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

日高医師会、和歌山県（御坊保健所）
国立病院機構和歌山病院、北裏病院、北出病院

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

国保日高総合病院において、日高医師会の協力のもと、土
曜日午後当該医師会員（開業医）による小児救急診療の実
施及び日曜・祝祭日の救急診療の実施。また、病診連携及
び病病連携を図り、地域全体で救急医療体制の構築に取り
組んでいる。そのことにより勤務医の負担軽減にも繋がって
いる。救急医療の充実も図れている。

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 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 和歌山県

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 公立紀南病院組合

病院名 社会保険紀南病院

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

11,076 10,960 平成25年度 平成24年度

11,362 11,165

△ 286 △ 205 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 93.2 民間譲渡

平成21年度 94.7 94.2 診療所化

平成22年度 97.5 98.2
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 100.3 100.0

平成20年度 59.8 60.0

平成21年度 59.4 59.3 既に実施済

平成22年度 60.2 58.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.1 59.0 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 87.4 87.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.5 82.8 委員会等名 紀南病院経営幹部会

平成22年度 89.5 76.2 その他 公立紀南病院組合議会

平成23年度 89.5 74.6 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年12月28日

平成25年度 平成25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 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（%)

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。

・地域連携パスを構築し地域完結型の医療提供を進めてい
る。
・南和歌山医療センターとの医師派遣等による協力体制

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)

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.kinan-hp.tanabe.wakayama.jp/

南和歌山医療センター、国保すさみ病院、県立こころの医
療センターの各病院と検討

②再編・ネットワーク
化検討の方向性
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