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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 広島県

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 広島県

病院名 県立広島病院

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

18,323 19,944 平成２４年２月（予定） 平成21年4月1日

18,566 19,391

△ 243 553 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 96.9 97.0 民間譲渡

平成21年度 98.3 101.5 診療所化

平成22年度 98.7 102.9
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 99.7 103.3

平成20年度 53.6 54.3

平成21年度 55.0 52.6 既に実施済
○（実施中。評価の取りまと
めは平成23年11月）

平成22年度 55.2 52.8 今年度実施予定

平成23年度 55.3 53.0 実施(予定)時期
平成23年7月～平成23年11
月

平成20年度 81.6 80.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 85.0 83.7 委員会等名
広島県病院経営外部評価
委員会

平成22年度 85.0 85.3 その他

平成23年度 85.0 86.5 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成21年度達成 実施(予定)時期 平成23年12月上旬(予定)

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年度

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（%)

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.pref.hiroshima.lg.jp/category/12910
09507208/index.html

広島県医療審議会保健医療計画部会

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）

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。

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。

今年度（平成２４年１月～２月）開催予定の広島県医療審議
会保健医療部会において，公立病院の再編・ネットワーク化
について検討を行うこととしている。

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)

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 広島県

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 広島県

病院名 県立安芸津病院

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

2,035 1,748 平成２４年２月（予定） 平成21年4月1日

2,235 1,936

△ 200 △ 188 公営企業法全部適用 ●

健全化法 55.3 - 地方独立行政法人

地財法 55.3 - 指定管理者制度

平成20年度 78.9 85.8 民間譲渡

平成21年度 89.2 86.0 診療所化

平成22年度 91.0 90.3
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 93.1 90.3

平成20年度 79.3 72.3

平成21年度 74.1 78.4 既に実施済
○（実施中。評価の取りまと
めは平成23年11月）

平成22年度 73.0 73.7 今年度実施予定

平成23年度 70.6 72.0 実施(予定)時期
平成23年7月～平成23年11
月

平成20年度 73.3 68.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 78.6 委員会等名
広島県病院経営外部評価
委員会

平成22年度 90.0 81.4 その他

平成23年度 90.0 85.0 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成27年度 実施(予定)時期 平成23年12月上旬(予定)

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年度

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

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

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。

今年度（平成２４年１月～２月）開催予定の広島県医療審議
会保健医療部会において，公立病院の再編・ネットワーク化
について検討を行うこととしている。

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)

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/category/12910
09507208/index.html

広島県医療審議会保健医療計画部会

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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（%)

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（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 広島県

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 広島市

病院名 広島市民病院

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）

全部適用

26,130 26,198 平成23年度(予定） 平成23年度（予定）

26,475 26,047

△ 345 151 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 98.5 100.6 民間譲渡

平成21年度 98.8 99.2 診療所化

平成22年度 98.7 100.6
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 98.9 99.8

平成20年度 41.4 40.2

平成21年度 42.0 41.5 既に実施済

平成22年度 42.3 40.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 42.6 41.3 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 93.8 94.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 96.8 95.8 委員会等名 経営改善委員会・経営会議

平成22年度 96.9 95.9 その他

平成23年度 96.9 97.0 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成22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（%)

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（%)

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.city.hiroshima.ig.jp/www/contents/0000000000000/1145161498853/

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。

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 広島県

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 広島市

病院名 安佐市民病院

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）

全部適用

13,715 14,092 平成23年度(予定） 平成23年度（予定）

13,762 13,548

△ 47 544 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 99.2 100.3 民間譲渡

平成21年度 99.1 102.2 診療所化

平成22年度 99.7 104.0
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 99.6 101.6

平成20年度 45.6 44.5

平成21年度 44.9 43.2 既に実施済

平成22年度 46.7 44.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 47.2 45.4 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 90.1 88.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 91.1 87.9 委員会等名 経営改善委員会・経営会議

平成22年度 91.4 89.7 その他

平成23年度 91.4 90.8 公表（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（%)

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（%)

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.city.hiroshima.ig.jp/www/contents/0000000000000/1145161498853/

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。

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 広島県

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 広島市

病院名 舟入病院

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）

全部適用

3,745 3,547 平成23年度(予定） 平成23年度（予定）

3,945 3,733

△ 200 △ 186 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 93.1 93.2 民間譲渡

平成21年度 93.4 93.7 診療所化

平成22年度 94.9 95.0
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 96.0 95.2

平成20年度 60.7 60.4

平成21年度 60.2 60.1 既に実施済

平成22年度 57.3 57.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 58.2 58.3 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 63.6 65.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.8 74.9 委員会等名 経営改善委員会・経営会議

平成22年度 79.9 76.9 その他

平成23年度 82.1 80.4 公表（予定）※ ○

平成26年度 平成27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（%)

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（%)

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.city.hiroshima.ig.jp/www/contents/0000000000000/1145161498853/

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。

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 広島県

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 広島市

病院名 安芸市民病院

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）

全部適用
指定管理

1,835 1,857 平成27年度(予定） 平成27年度（予定）

1,890 1,927

△ 55 △ 70 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度 ●

平成20年度 97.8 97.6 民間譲渡

平成21年度 94.3 97.4 診療所化

平成22年度 97.1 96.4
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 96.8

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12月

平成20年度 96.1 97.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 96.3 95.4 委員会等名 経営改善委員会・経営会議

平成22年度 96.3 94.1 その他

平成23年度 96.3 95.3 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成27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 http://www.city.hiroshima.ig.jp/www/contents/0000000000000/1145161498853/

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。

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

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 広島県

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 広島市

病院名 リハビリテーション病院

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）

全部適用

1,654 1,626 平成23年度(予定） 平成23年度（予定）

1,963 1,935

△ 309 △ 309 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 83.2 82.5 民間譲渡

平成21年度 85.8 84.2 診療所化

平成22年度 85.7 85.5
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 86.0 86.1

平成20年度 102.0 110.9

平成21年度 78.8 76.6 既に実施済

平成22年度 80.9 73.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 82.7 74.0 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 69.1 65.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.0 91.5 委員会等名 経営改善委員会・経営会議

平成22年度 94.0 96.6 その他

平成23年度 96.0 97.0 公表（予定）※ ○

- - 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（%)

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（%)

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.city.hiroshima.ig.jp/www/contents/0000000000000/1145161498853/

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。

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 広島県

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 呉市

病院名 公立下蒲刈病院

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

589 599 検討中

573 584 評価委員会での検討

16 15 公営企業法全部適用

健全化法 1.0 △ 5.6 地方独立行政法人

地財法 1.0 △ 5.6 指定管理者制度 ○

平成20年度 93.3 95.2 民間譲渡 ○

平成21年度 100.0 101.5 診療所化 ○

平成22年度 102.9 102.5
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 101.7 93.3

平成20年度 76.6 74.0

平成21年度 74.2 72.3 既に実施済

平成22年度 75.5 72.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 76.8 88.2 実施(予定)時期 平成23年12月（調整中）

平成20年度 80.4 81.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.8 85.1 委員会等名 呉市病院事業改革プラン評価委員会

平成22年度 89.8 84.3 その他

平成23年度 89.8 80.7 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31日

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 未定

無

ＵＲＬ

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

経常費用（百万円）

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

財務の状況

経常収支黒字化目標年度

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。

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。

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（%)

経常収支比率（%)

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。

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

プランの平成22年
度実施状況に係る
点検・評価の状況
（予定含む）

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

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

病床利用率（%)

※　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。

診療科目の見直しなどを，改革プランの評価の中で合わせて
検討する。

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）

http://www.city.kure.hiroshima.jp/kureinfo/shis
ei101209_0100.pdf

呉市病院事業改革プラン評価委員会

職員給与比率（%)

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 広島県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 尾道市

病院名 尾道市立市民病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3月
31日現在）

実績（一部、今後の見込
有り）

実施済 一部適用

7,534 8,132 平成２１年３月 予定なし

7,507 7,785

27 347 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 98.3 98.1 民間譲渡

平成21年度 100.3 103.5 診療所化

平成22年度 100.4 104.5
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 101.0 100.9

平成20年度 48.2 46.7

平成21年度 46.9 45.1 既に実施済

平成22年度 47.1 45.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 47.0 47.9 実施(予定)時期 平成２３年１１月１０日

平成20年度 75.5 75.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 76.0 75.4 委員会等名
尾道市公立病院改革プラン
評価委員会

平成22年度 70.0以上 76.8 その他

平成23年度 90.0以上 75.6 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月頃

平成２５年度 平成２５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

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（%)
　平成２１年４月に旧県立瀬戸田病院を尾道市で移管受け入
れし、尾道市立市民病院附属の有床診療所として再編した。

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。

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.onomichi-hospital.jp/ev_plan/

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

広島県

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）

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 広島県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 尾道市

病院名 公立みつぎ総合病院

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 全部適用

6,223 6,388 平成２１年３月 予定なし

6,177 6,079

46 309 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 102.6 102.2 民間譲渡

平成21年度 100.4 103.5 診療所化

平成22年度 100.7 105.1
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 101.5 101.5

平成20年度 58.8 58.6

平成21年度 59.5 59.1 既に実施済

平成22年度 59.7 60.0 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11月10日

平成20年度 97.5 97.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 97.5 97.0 委員会等名
尾道市公立病院改革プラン
評価委員会

平成22年度 97.2 98.1 その他

平成23年度 97.5 97.5 公表（予定）※ ○

- - 実施(予定)時期 平成24年３月頃

平成25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。

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２１年４月に旧県立瀬戸田病院を尾道市で移管受け入
れし、、尾道市立市民病院付属の有床診療所として再編し
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.mitsugibyouin.com/

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

公立病院改革プラン最終年度

※　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

広島県

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（%)

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

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 広島県

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 福山市

病院名 福山市民病院

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 一部適用

12,333 13,804 平成26年3月 平成26年3月

12,651 13,329 福山市民病院改革プラン評価委員

△ 318 475 公営企業法全部適用 ○

健全化法 △ 38.0 △ 48.6 地方独立行政法人

地財法 △ 38.0 △ 48.6 指定管理者制度

平成20年度 98.7 100.2 民間譲渡

平成21年度 98.2 101.3 診療所化

平成22年度 97.5 103.6
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 96.4 99.9

平成20年度 39.5 39.9

平成21年度 42.3 39.0 既に実施済

平成22年度 43.5 39.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 45.1 42.1 実施(予定)時期 平成24年1月

平成20年度 88.0 87.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 88.8 委員会等名
福山市民病院改革プラン評
価委員

平成22年度 90.0 94.8 その他

平成23年度 90.0 90.0 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成30年度 実施(予定)時期 平成24年2月

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

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）

福山市民病院改革プラン評価委員

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。

附属診療所の今後の方向性について検討

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。

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 広島県

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 府中市

病院名 府中市立府中北市民病院

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

1,272 1,341 平成23年3月 平成24年4月1日（予定）

1,328 1,342

△ 56 △ 1 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 92.5 92.0 民間譲渡

平成21年度 96.0 98.9 診療所化

平成22年度 95.9 99.9
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 97.0 94.6

平成20年度 63.4 63.6

平成21年度 62.2 57.4 既に実施済

平成22年度 62.2 61.7 今年度実施予定

平成23年度 61.3 69.2 実施(予定)時期 平成23年10月20日

平成20年度 88.1 83.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.3 75.9 委員会等名
府中市健康地域づくり審議

会

平成22年度 77.3 73.1 その他

平成23年度 72.7 73.2 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年12月1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

府中市地域医療再生計画を策定
　府中市立府中北市民病院と厚生連府中総合病院を経営統
合し、市立病院として市内の２診療拠点の存続を図る。
　府中地域の病院、診療所との連携ネットワークを推進し、府
中地域全体として市民の生活を支える医療提供体制を構築
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.city.fuchu.hiroshima.jp/shisei/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

公立病院改革プラン最終年度

※　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

なし

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（%)

平成22年9月7日、ＪＡ広島厚生連が府中市の構想を受け入
れ、具体的な協議に入ることを表明。
平成22年9月24日、市の構想を協議する「府中市地域医療再
生協議会条例」を、府中市議会が可決。同日、公布。
平成23年3月17日「地方独立行政法人府中市民病院定款」を
府中市議会が可決。
平成23年3月17日「地方独立行政法人府中市民病院評価委
員会」を府中市議会が可決。同日、公布。

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

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 広島県

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 府中市

病院名 府中市立湯が丘病院

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）

一部適用

1,411 1,491

1,409 1,465

2 26 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 100.0 100.6 民間譲渡

平成21年度 100.1 102.1 診療所化

平成22年度 100.1 101.8
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.1 100.0

平成20年度 70.3 66.7

平成21年度 71.9 67.4 既に実施済

平成22年度 74.5 81.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 74.0 73.2 実施(予定)時期 平成23年10月20日

平成20年度 89.8 87.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.3 86.3 委員会等名
府中市健康地域づくり審議
会

平成22年度 90.6 84.1 その他

平成23年度 90.6 84.3 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年12月1日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）時
期

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）

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（%)

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

※　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.city.fuchu.hiroshima.jp/shisei/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 広島県

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 三次市

病院名 市立三次中央病院

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）

実施済 一部適用

7,841 7,833 平成２１年度
なし（現行の経営形態を継
続）

7,807 7,715 ―

34 118 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 100.3 100.3 民間譲渡 ―

平成21年度 101.0 100.7 診療所化 ―

平成22年度 100.4 101.5
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 100.8 100.8

平成20年度 44.4 44.4

平成21年度 45.3 45.8 既に実施済

平成22年度 45.6 46.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 45.6 45.6 実施(予定)時期
9月末現在実施中
（1月終了見込）

平成20年度 94.0 94.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 94.0 93.4 委員会等名

平成22年度 94.0 91.3 その他
行政評価（三次市行政チェッ
ク市民会議による）

平成23年度 94.0 94.0 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成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

―

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)

・二次保健医療圏の公的拠点病院との産婦人科，泌尿器科
における医師の相互派遣
・上記病院との助産師，看護師の相互派遣
・産科セミオープンシステムによる連携体制構築
（妊婦健診と分娩を二次保健医療圏内における複数の医療
機関が機能分担しながら共同で行うシステム）
・地域医療支援病院取得による地域医療資源の有効活用

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.city.miyoshi.hiroshima.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

―

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

市内，二次保健医療圏内における積極的な連携により，医
療圏としての適切な医療提供を図っていきます。

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 広島県

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 庄原市

病院名 庄原市立西城市民病院

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）

全部適用

1,385 1,216 　平成20年12月 平成21年4月1日

1,395 1,167

△ 10 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 96.0 95.0 民間譲渡

平成21年度 99.0 102.0 診療所化

平成22年度 99.0 104.0
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 101.0 104.0

平成20年度 57.0 58.0

平成21年度 55.0 61.0 既に実施済 ○

平成22年度 55.0 66.0 今年度実施予定

平成23年度 55.0 66.0 実施(予定)時期 平成23年8月

平成20年度 89.0 88.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.0 88.0 委員会等名
　西城市民病院経営改革
　プラン評価委員会

平成22年度 89.0 91.0 その他

平成23年度 89.0 89.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成30年度 平成30年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ
http://www.city.shobara.hiroshima.jp/saijosiminh
osp/link/keieikaikaku.asp

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。

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

　庄原赤十字病院へ協議したが、受け入れる意向が無い
　ことが判明

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 広島県

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 安芸太田町

病院名 安芸太田病院

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

2,000 1,763 平成２２～２４年度中 平成１８年度末

1,963 1,833

37 △ 70 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 100.1 97.2 民間譲渡

平成21年度 101.5 92.4 診療所化

平成22年度 101.9 96.2
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 95.1 95.1

平成20年度 65.2 68.4

平成21年度 65.2 75.5 既に実施済

平成22年度 64.9 70.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 70.8 70.8 実施(予定)時期 平成24年3月予定

平成20年度 84.9 75.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.9 72.4 委員会等名
安芸太田町包括ケア

システム委員会

平成22年度 84.9 78.5 その他

平成23年度 73.4 73.4 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成24年4月予定

平成24年度 平成24年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月予定

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（%)

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。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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
化検討の方向性

近隣の当地域の２・３次救急の役割を担っている高機能病院
との連携と同一群内にある国保病院との機能分担ネットワー
ク化が重要となる。平成20年度4月より安芸太田町内の２つ
の町立病院を再編し１病院、１診療所とした。町内に入1病院
しかなく、近隣の病院まで４０ｋｍあり、病院としての機能を有
する医療機関が必要である。当面は現状を維持するが、平
成24年度予定の光通信基盤整備計画に沿い、高度高速通
信による電子カルテ、遠隔医療情報通信網の整備に向けて
現在検討を進めている。

経常収支黒字化目標年度

公立病院改革プラン最終年度

同一郡内にある国保病院との協議については、平成20年度
に病院事務サイドで1回事前協議を行った。22年度より「病院
あり方検討委員会」を設置して協議し、平成23年度からは包
括ケアシステム委員会にて継続的に検討している。高機能病
院との連携・ネットワークに関しては、地対協で検討を行うこ
ととしている。

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。

http://www.urban.ne.jp/home/kakehp/

※　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 広島県

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 北広島町

病院名 北広島町豊平病院

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

822 837 平成24年3月20日 平成20年4月1日

817 823

5 14 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 98.0 97.1 民間譲渡

平成21年度 100.3 100.6 診療所化

平成22年度 100.6 101.7
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 100.9 102.3

平成20年度 66.4 58.5

平成21年度 65.0 55.7 既に実施済 ○

平成22年度 65.2 56.4 今年度実施予定

平成23年度 65.3 57.0 実施(予定)時期 平成23年7月21日

平成20年度 92.0 95.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.0 92.7 委員会等名
北広島町立病院・診療所経
営健全化委員会

平成22年度 92.0 91.4 その他

平成23年度 92.0 92.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年度末頃

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（%)

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。

未定

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

北広島町立病院・診療所経営健全化委員会
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

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 広島県

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 神石高原町

病院名 神石高原町立病院

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 指定管理者制度

178 123 平成21年4月1日 平成21年4月1日

177 122

1 1 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 民間譲渡

平成21年度 101.3 101.3 診療所化

平成22年度 100.7 101.0
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 100.8 100.8

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12月28日

平成20年度 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.7 81.7 委員会等名
神石高原町立病院管理運営
協議会

平成22年度 88.7 89.1 その他

平成23年度 88.7 88.7 公表（予定）※ ○

平成２１年度 平成２１年度 実施(予定)時期 平成24年2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

再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）時
期

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）

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

　広島県

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（%)

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

※　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

　　広島県は，平成１７年３月「広島県病院事業経営計画」を
策定し，県立神石三和病院について，地元移管を進めるとし
た。
　これを受け，神石高原町は指定管理者制度（利用料金制）
を導入し平成２１年４月１日神石高原立病院を開院した。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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 広島県

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 世羅中央病院企業団

病院名 公立世羅中央病院

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）

実施済 全部適用

1,979 2,293 平成22年3月26日 平成19年4月1日

2,014 2,274

△ 35 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 96.3 98.0 民間譲渡

平成21年度 97.3 103.0 診療所化

平成22年度 98.3 101.0
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 98.4 101.0

平成20年度 49.3 48.0

平成21年度 49.7 44.0 既に実施済

平成22年度 50.5 48.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 50.0 52.0 実施(予定)時期 平成23年11月30日

平成20年度 97.9 98.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 95.6 97.8 委員会等名
世羅中央病院企業団運営委
員会

平成22年度 95.6 93.6 その他

平成23年度 90.8 90.8 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年12月31日

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２４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)

※　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22年4月1日付けで企業団と三原市立くい市民病院が
再編する。
・公立世羅中央病院（110床）と公立くい病院（45床）の２病院
を全部適用の事業所として運営する。
・平成２３年１０月を目途に病床の集約を行い，公立世羅中
央病院は155床の病院として，公立くい病院は無床の診療所
とする。
・医療機関を集約することにより効率的，効果的に医療を提
供し，二次救急医療体制をより充実させる。

経常損益（百万円）

広島県世羅町・広島県三原市

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）

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。

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 広島県

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 世羅中央病院企業団

病院名 公立くい病院

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 全部適用

508 338 平成22年3月26日 平成23年10月1日

515 338

△ 7 0 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 17.6 - 地方独立行政法人

地財法 △ 17.6 - 指定管理者制度

平成20年度 100.1 100.1 民間譲渡

平成21年度 102.0 100.0 診療所化 ◎

平成22年度 98.7 100.0
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 92.5 100.0

平成20年度 71.8 65.8

平成21年度 69.2 82.9 既に実施済

平成22年度 70.5 18.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 75.8 29.0 実施(予定)時期 平成23年11月30日

平成20年度 72.4 72.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.3 37.4 委員会等名
世羅中央病院企業団運営委
員会

平成22年度 87.3 38.3 その他

平成23年度 78.6 41.8 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年12月31日

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２４年度中

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。

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

・平成22年4月1日付けで企業団と三原市立くい市民病院が
再編する。
・公立世羅中央病院（110床）と公立くい病院（45床）の２病院
を全部適用の事業所として運営する。
・平成２３年１０月を目途に病床の集約を行い，公立世羅中
央病院は155床の病院として，公立くい病院は無床の診療所
とする。
・医療機関を集約することにより効率的，効果的に医療を提
供し，二次救急医療体制をより充実させる。

経常損益（百万円）

広島県世羅町・広島県三原市

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）

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）

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）
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