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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 島根県

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 島根県

病院名 島根県立中央病院

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 全部適用

16,622 18,243 平成21年3月19日 平１９年４月１日

17,603 17,860

△ 981 383 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 39.1 △ 49.2 地方独立行政法人

地財法 △ 39.1 △ 49.2 指定管理者制度

平成20年度 94.6 97.2 民間譲渡

平成21年度 94.5 98.0 診療所化

平成22年度 94.5 102.1
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 94.3 95.6

平成20年度 43.2 41.7

平成21年度 45.4 43.5 既に実施済

平成22年度 46.5 42.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 45.2 46.4 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 89.1 87.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.4 85.9 委員会等名 県立病院運営会議

平成22年度 89.4 88.1 その他

平成23年度 89.4 89.4 公表（予定）※ ○

平成28年度 平成28年度 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成24年度 平成24年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２４年度中

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)

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

県の基幹的病院として、救命救急センターや県内唯一の総
合周産期母子医療センターを担い、他の病院では対応困難
な重篤な症例の積極的な受入れなどを行っており、引き続
き県内医療機関との病病連携、病診連携をより推進する。
また、平成２３年６月にはドクターヘリが導入され、中央病院
はドクターヘリの基地病院として、運航体制の確立と維持を
図る。

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 島根県

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 島根県

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）

実施中 全部適用

2,406 2,340 平成21年3月19日 平成19年4月1日

2,592 2,606

△ 186 △ 266 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 88.7 91.0 民間譲渡

平成21年度 87.8 89.9 診療所化

平成22年度 92.8 89.8
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 90.0 87.6

平成20年度 75.6 86.4

平成21年度 81.5 89.4 既に実施済

平成22年度 73.8 91.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 77.9 91.9 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成20年度 89.0 86.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.4 84.8 委員会等名 県立病院運営会議

平成22年度 91.4 86.0 その他

平成23年度 91.4 82.5 公表（予定）※ ○

平成28年度 平成28年度 実施(予定)時期 平成２３年１０月

平成24年度 平成24年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２４年度中

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

県の精神医療の基幹的病院として他の病院では対応困難
な重篤な症例の積極的な受入れなどを行っており、県内精
神科医療機関との病診連携をより一層推進する。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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）

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 島根県

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 松江市

病院名 松江市立病院

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）

実施済み 全部適用

9,870 9,589 平成２１年３月取りまとめ済み
平成２４年度

（平成２１年度に検証済み）

10,377 10,319

△ 507 △ 730 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 10.6 △ 9.4 地方独立行政法人

地財法 △ 10.6 △ 9.4 指定管理者制度

平成20年度 89.2 89.2 民間譲渡

平成21年度 89.9 90.4 診療所化

平成22年度 95.1 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 98.4 98.4

平成20年度 55.7 55.7

平成21年度 57.5 57.2 既に実施済

平成22年度 54.3 57.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.3 54.3 実施(予定)時期 平成２３年１１月予定

平成20年度 83.0 83.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 79.8 委員会等名 経営戦略会議

平成22年度 85.1 81.7 その他

平成23年度 85.1 85.1 公表（予定）※ ○（予定）

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成２３年１２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

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

救急等４疾病５事業を担っており、地域がん診療連携拠点
病院、災害拠点病院、また圏域唯一の緩和ケア病棟を有す
るなど地域の中核病院として、松江市のみならず隣接する
雲南圏域からの救急患者等の受け入れも行っている。今後
もその機能維持を図っていく。

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。

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)

医師不足等により近隣病院が診療の休止や縮小を余儀なく
される状況の中、県が定めた「公立病院改革ガイドラインに
かかる再編・ネットワーク化に対する基本的考え方」に基づ
く中核病院としての機能維持を 優先に行った。

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。

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 島根県

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 出雲市

病院名 出雲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）

実施済み 一部適用

2,350 2,312 平成２１年３月取りまとめ済み 平成24年4月1日

2,678 2,653
出雲市立総合医療センター
経営評価委員会

△ 328 △ 341 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 84.1 83.7 民間譲渡

平成21年度 87.2 84.7 診療所化

平成22年度 87.7 87.1
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 88.4 88.4

平成20年度 57.7 59.3

平成21年度 58.2 59.5 既に実施済 ○

平成22年度 58.6 59.3 今年度実施予定

平成23年度 52.9 54.7 実施(予定)時期 平成23年　8月

平成20年度 71.7 71.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.4 69.5 委員会等名
出雲市立総合医療センター
経営評価委員会

平成22年度 80.8 67.4 その他

平成23年度 84.8 77.9 公表（予定）※ ○

平成29年度 平成29年度 実施(予定)時期 平成23年　9月

平成29年度 平成29年度 その他

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。

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.izumo.shimane.jp/www/contents/1136507
260132/index.html

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。

島根県（中央病院）、国（島根大学医学部附属病院）　

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

島根県保健医療計画（出雲圏域版）との整合を図り、４疾病
のうち【脳卒中対策】においては、圏域で不足する回復期リ
ハビリテーションの機能を担うため、同病棟の設置を行う。
また、【がん対策】については、がん診断における 新の医
療機器であるＰＥＴ－ＣＴを導入し、島根大学付属病院、県
立中央病院との共同利用を行い連携強化を行う予定であ
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）【脳卒中対策】における回復期リハビリテーション機能につ

いては、平成２０年度において療養病床、介護老人保健施
設を廃止し、回復期リハビリテーション病棟（３２床）への転
換を行った。その後リハビリスタッフの増員を行いつつ同病
床を３８床へ拡大し、機能の充実を進めつつある。
【がん対策】におけるＰＥＴ－ＣＴについては、平成２３年１月
より稼動している。

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
（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）

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

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。

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

職員給与比率（%)

公立病院改革プラン 終年度



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 島根県

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 大田市

病院名 大田市立病院

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）

実施済み 一部適用

4,290 2,894 平成２１年３月取りまとめ済み
２１年度から協議・検討を行い２３年度
に体制整備、２４年度に導入の方向で
検討する。

4,611 3,813

△321 △919 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 85.8 87.0 民間譲渡

平成21年度 89.4 83.7 診療所化

平成22年度 93.0 75.9
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 96.4 78.6

平成20年度 55.4 54.6

平成21年度 53.9 60.2 既に実施済

平成22年度 52.4 70.4 今年度実施予定 ○（予定）

平成23年度 49.1 74.2 実施(予定)時期 平成２４年２月予定

平成20年度 61.9 61.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 66.7 59.1 委員会等名
大田市立病院改革プラン評価
委員会

平成22年度 74.9 44.0 その他

平成23年度 80.5 44.5 公表（予定）※ ○（予定）

平成25年度
平成25年度（プランの見直し
を踏まえ検討）

実施(予定)時期 平成２４年２月予定

平成25年度
平成25年度（プランの見直し
を踏まえ検討）

その他

有 ○（予定）

実施(予定)時期 平成２４年２月予定

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)

江津市、美郷町、川本町、邑南町

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。

従来、事務部内に医療相談係を設置していたが、２３年８月
に専従看護師１名を追加配置し、診療支援部内に地域医療
連携室として組織の再編を実施した。これにより、医療・福
祉・介護などにおいて地域の医療機関等との連携強化を図
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

島根県保健医療計画における３疾病（がん、脳卒中、糖尿
病）、５事業への対応医療機関としての役割を果たすととも
に、一般急性期医療の提供を中心として地域の医療・介護・
福祉機関との連携強化を図る。特に、済生会江津総合病院
との医療圏域を越えた連携ネットワークを構築する。

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 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 島根県

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 安来市

病院名 安来市立病院

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）

実施済み 全部適用

3,088 2,896 平成２０年１１月１４日取りまとめ済み 平成25年8月1日

3,087 2,956

1 △ 60 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 97.9 民間譲渡

平成21年度 98.5 96.0 診療所化

平成22年度 100.0 98.0
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.7 101.1

平成20年度 56.3 56.0

平成21年度 56.5 59.7 既に実施済

平成22年度 55.6 57.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.6 62.2 実施(予定)時期 平成23年11月22日

平成20年度 91.8 87.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 82.7 委員会等名
安来市立病院改革プラン評

価委員会

平成22年度 90.0 81.5 その他

平成23年度 90.0 87.2 公表（予定）※ ○（予定）

平成22年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成24年1月20日

平成23年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年11月22日

無

ＵＲＬ

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。

県が定めた「公立病院改革ガイドラインにかかる再編・ネッ
トワーク化に対する基本的考え方」に基づき、安来市内にお
いて地域連携クリティカルパスを作成し連携の推進を図って
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

　県内の公立病院は、離島や中山間地に立地し隣接する病
院との距離が離れており、代替する病院がない状況であ
る。また都市部では、それぞれが地域における中核的な病
院として機能しており、地域の医療機関等と密接な連携体
制のもとに地域医療を担っていることから、公立病院改革ガ
イドラインの趣旨に沿った取り組みが既に行なわれており、
さらなる再編統合を図る状況にない。
　また、ネットワーク化については、島根県保健医療計画に
基づき、地域連携クリティカルパスの導入などを通じ、地域
の医療機関や福祉施設等と連携を深め、切れ目の無い保
健・医療・福祉サービスを提供していくよう努める必要があ
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 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 島根県

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 奥出雲町

病院名 町立奥出雲病院

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

1,909 1,808 平成21年1月27日 平成20年5月済

1,900 1,805

9 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 99.1 99.6 民間譲渡 ●歯科部門

平成21年度 99.2 100.0 診療所化

平成22年度 100.5 100.1
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

○（療養看護医療病床）＝介護保険病床

平成23年度 100.7 100.3

平成20年度 66.3 66.6

平成21年度 66.2 67.9 既に実施済

平成22年度 66.0 68.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.9 71.5 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 87.5 87.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.4 87.0 委員会等名 経営会議

平成22年度 87.5 78.9 その他

平成23年度 87.6 79.3 公表（予定）※ ○（予定）

平成22年度 平成21年度達成済み 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

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)

雲南市立病院

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）

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。

県が定めた「公立病院改革ガイドラインにかかる再編・ネッ
トワーク化に対する基本的考え方」に基づき、町内各診療
所・福祉施設・消防署救急隊等が定期的に集い「地域医療
研修会」を開催。地域一体となった急性期～慢性期医療の
連携した提供及び 新医療事情の習得など地域の医療レ
ベル向上のため研修を重ねている。また、医療全てが圏域
で完結できるはずも無く、必要不可欠である高次病院との
紹介・逆紹介といった連携がさらに円滑に進むよう現場レベ
ルで関係構築を図っ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

病院歯科を廃止し、民間歯科診療所に再編。圏域の4病院
で地域の医療を支えるため、雲南市立病院をはじめとする
雲南圏域内の医療機関との連携を図るとともに、救急、が
ん、脳卒中等については、圏域を超えて連携を図る。

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 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 島根県

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 飯南町

病院名 飯南町立飯南病院

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）

実施済み 一部適用

862 925 平成21年3月5日  取りまとめ済み 平成25年3月31日

863 889

△ 1 36 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0
  雲南市立病院をはじめとする雲南圏域の医療機関との連
携を図る。雲南市立病院から医師の派遣を受けている。

地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 99.1 98.6 民間譲渡

平成21年度 99.7 106.1
  引き続き、地域のネットワーク化を進めるとともに、他圏域
の高次救急医療機関との連携を図っていく。

診療所化

平成22年度 99.9 106.1
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 99.3 100.1

平成20年度 54.4 58.9

平成21年度 55.7 70.3 既に実施済

平成22年度 56.0 69.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 56.2 76.0 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 62.5 58.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 63.3 68.1 委員会等名 病院事業審議会

平成22年度 70.0 70.8 その他

平成23年度 70.9 72.1 公表（予定）※ ○（予定）

平成24年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

財務の状況

経常収支比率（%)

  また、雲南市の診療所との間で、飯南病院の医師が診療
所に出かけて診療を行い、かわりに診療所の医師が飯南病
院で診療する病診連携を行っている。

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

雲南市立病院

経常収支黒字化目標年度

職員給与比率（%)

  雲南市立病院から医師の派遣を受けている。また、雲南
市の診療所との間で相互派遣をして病診連携を図ってい
る。

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）

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）

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 終年度

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

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

病床利用率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 島根県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 津和野町

病院名 津和野共存病院

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）

実施済み 指定管理者制度

921 751 平成21年3月18日取りまとめ済み 平成25年度

908 753

13 △ 2 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 102.0 112.6 民間譲渡

平成21年度 94.7 100.7 診療所化

平成22年度 101.4 99.7
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 101.4 100.0

平成20年度

平成21年度 既に実施済 ○

平成22年度 今年度実施予定

平成23年度 実施(予定)時期 平成23年5月20日

平成20年度 73.8 69.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 37.4 委員会等名 津和野町地域医療協議会

平成22年度 90.0 36.5 その他

平成23年度 90.0 36.7 公表（予定）※ ○（予定）

平成22年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年12月

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（%)

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。

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。

区　　　分

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。

平成19年11月に津和野共存病院と日原共存病院を再編し、
入院機能を津和野に集約し、日原を無料診療所化するなど
の改革を行い、経営の効率化を図った。

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

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

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）

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。

経常費用（百万円）

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

益田市、吉賀町、萩市

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記①再編・ネットワーク化の具体的な内容のとおり

※　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。

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 終年度

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 島根県

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 公立雲南総合病院組合

病院名 公立雲南総合病院

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）

実施済み 全部適用

3,945 3,976 平成21年1月27日 平成23年4月1日

4,069 4,030

△ 124 △ 54 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 7.1 △ 11.8 地方独立行政法人

地財法 △ 7.1 △ 11.8 指定管理者制度

平成20年度 94.4 95.1 民間譲渡

平成21年度 94.4 95.4 診療所化

平成22年度 96.9 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 95.8

平成20年度 51.0 50.9

平成21年度 50.0 50.9 既に実施済 ○

平成22年度 49.2 49.7 今年度実施予定

平成23年度 47.6 53.1 実施(予定)時期 平成23年8月25日

平成20年度 69.1 68.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.0 65.2 委員会等名
雲南市立病院 改革ﾌﾟﾗﾝ評
価委員会

平成22年度 71.0 86.7 その他

平成23年度 71.0 87.2 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13日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

雲南圏域地域医療関係者連絡会
（雲南市、奥出雲町、飯南町）

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。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://unnan-hp.jp/index.php

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）

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。

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

雲南圏域の中核病院として、飯南病院、掛合診療所
（H23.10～）への医師派遣を行うなど、ネットワークク化を
図っている。精神科については松江圏域の医療機関等から
派遣を受けている。高度な医療を必要とする４疾病などの
治療は、救急と回復期医療について雲南圏域の中心的役
割を担いつつ、３次医療機関との連携を図っている。引き続
き高度先進医療機関及び地域医療機関との連携を強化し
て行く。

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）①雲南医師会の事務局を病院内に設置（H22.11）し、医師

会との連携強化に努めている。

②診療の連携強化策として、かかりつけ医と病院医師とが
共同で入院患者の診療指導を行う、開放型病床（オープン
ベッド H23.6～）の運用を開始する。

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）

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

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。

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

職員給与比率（%)

公立病院改革プラン 終年度



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 島根県

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 邑智郡公立病院組合

病院名 公立邑智病院

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）

実施済み 一部適用

1,664 1,457
平成21年1月19日の公立邑智病院改革プラン策定委員会で
取りまとめ済み

平成24年度に向けて検討

1,639 1,476

25 △ 19 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 98.8 95.4 民間譲渡 ○

平成21年度 100.0 91.9 診療所化 ○

平成22年度 101.5 98.7
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 102.2 100.0

平成20年度 68.3 71.6

平成21年度 65.3 73.9 既に実施済 ○

平成22年度 63.2 72.9 今年度実施予定

平成23年度 63.1 74.1 実施(予定)時期 平成23年9月21日

平成20年度 70.0 73.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.6 65.9 委員会等名
公立邑智病院改革プラン経
営評価委員会

平成22年度 86.7 61.6 その他

平成23年度 86.7 72.4 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成23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

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

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。

経常費用（百万円）

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

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。

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

大田圏域の現状を踏まえそれぞれの関係医療機関の役割
分担を明確にし、圏域内および圏域外の医療機関相互の
連携を図る。特に、邑智郡内における地域医療拠点病院と
して、保健・医療・福祉の地域連携会議事務局を務め、地域
連携ハンドブックを編纂し、近隣医療機関との連携強化を進
める。

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）

県が定めた「公立病院改革ガイドラインにかかる再編・ネッ
トワーク化に対する基本的考え方」に基づき、邑智郡内にお
ける地域医療拠点病院として地域連携会議事務局を務め、
近隣医療機関との連携強化を進めている。

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）

大田市、川本町、美郷町、邑南町

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

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。

※　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。

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.ohchihospital.jp/files/20111011113610.pd



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 島根県

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 隠岐広域連合

病院名 隠岐病院

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（圏域内の病院の再編ネットワーク化は実施済） 一部適用

2,306 2,475 見直し予定なし

2,316 2,453

△ 10 22 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 96.8 97.1 民間譲渡

平成21年度 99.1 96.5 診療所化

平成22年度 99.6 100.9
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 98.2

平成20年度 79.4 79.5

平成21年度 75.4 82.2 既に実施済

平成22年度 73.1 76.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 71.2 80.6 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 69.3 69.1 委員会等の設置（予定）

平成21年度 70.9 66.7 委員会等名

平成22年度 71.4 80.2 その他
構成団体及び広域連合議会
において確認

平成23年度 72.1 80.2 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成２５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

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

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

・遠隔画像伝送システムにより島根県立中央病院等との間
でネットワークを構築しており、充実を図っていく。
・平成２４年５月に新病院開院に併せ電子カルテシステム導
入を予定しており、導入後、島内診療所との間でネットワー
クを構築し、島内での実質的な１患者１カルテ化を図る。

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（%)

・遠隔画像伝送システムは県立中央病院等との間でネット
ワーク構築済み。
・島内診療所とのネットワーク構築は平成２４年度に予定し
ている電子カルテ導入に併せて検討する。

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 島根県

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 隠岐広域連合

病院名 隠岐島前病院

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（圏域内の病院の再編ネットワーク化は実施済） 一部適用

685 644 平成２６年度

702 682

△ 17 △ 38 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 97.7 99.2 民間譲渡

平成21年度 97.0 98.5 診療所化

平成22年度 97.6 94.4
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 97.7 94.6

平成20年度 54.1 52.2

平成21年度 71.0 62.3 既に実施済

平成22年度 70.5 65.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 70.8 67.6 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 98.2 96.1 委員会等の設置（予定）

平成21年度 98.2 95.2 委員会等名

平成22年度 98.2 91.8 その他
構成団体及び広域連合議会
において確認

平成23年度 98.2 96.1 公表（予定）※ ○

平成３０年度 平成３０年度 実施(予定)時期 平成２３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

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

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

・隠岐医療圏での統廃合は行わない。
・電子カルテシステムの整備等により、圏域内の診療所等と
のネットワークの構築を図る。
・遠隔画像診断システム等により本土の医療機関と圏域を
越えたネットワーク化を図っており、今後一層の強化努め
る。

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


	32-島根県も
	【島根県】調査表
	【島根県市町分】調査表
	改革プラン評価調査（隠岐病院）
	改革プラン評価調査（島前病院）

