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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山口県

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 350001

病院名 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 地方独法

11,493 12,272 平成21年3月 平成23年4月1日

11,306 12,017

187 255 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 100.5 95.4 民間譲渡

平成21年度 - 100.4 診療所化

平成22年度 - 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 100.0 -

平成20年度 55.0 57.2

平成21年度 - 50.1 既に実施済 ○

平成22年度 - 48.8 今年度実施予定

平成23年度 55.0 実施(予定)時期 平成23年11月1日

平成20年度 95.0 913.0 委員会等の設置（予定）

平成21年度 - 90.1 委員会等名 企業会計決算特別委員会

平成22年度 - 87.5 その他

平成23年度 95.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年11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（%)

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

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（%)

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/gyousei/kengik
ai/index.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

地域或いは全県レベルの中核的な役割を担っており、今後
とも、県立病院の果たすべき役割等を踏まえ、県内医療機
関との役割分担や連携を進めつつ、その医療内容に応じた
機能の充実を図る。

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（%)

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)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山口県

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 350001

病院名 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）

実施済 地方独法

1,654 1,719 平成21年3月 平成23年4月1日

1,757 1,750

△ 103 △ 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 92.0 96.1 民間譲渡

平成21年度 - 96.0 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 95.0 -

平成20年度 76.0 74.0

平成21年度 - 75.0 既に実施済 ○

平成22年度 - 78.1 今年度実施予定

平成23年度 75.0 実施(予定)時期 平成23年11月1日

平成20年度 95.6 93.7 委員会等の設置（予定）

平成21年度 - 93.9 委員会等名 企業会計決算特別委員会

平成22年度 - 89.7 その他

平成23年度 95.0 公表（予定）※ ○

平成31年度 平成31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

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

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（%)

地域或いは全県レベルの中核的な役割を担っており、今後
とも、県立病院の果たすべき役割等を踏まえ、県内医療機
関との役割分担や連携を進めつつ、その医療内容に応じた
機能の充実を図る。

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（%)

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。

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/gyousei/kengikai/index.ht
ml



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山口県

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 下関市

病院名 下関市立中央病院

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）

公営企業法一部適用

8,087 7,417 平成21年度 平成24年4月1日

8,024 7,575

63 △ 158 公営企業法全部適用

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人 ◎

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 94.6 94.3 民間譲渡

平成21年度 98.9 91.1 診療所化

平成22年度 100.8 97.9
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 100.7 100.7

平成20年度 59.5 59.6

平成21年度 56.7 65.1 既に実施済 ○

平成22年度 55.4 59.0 今年度実施予定

平成23年度 54.2 54.2 実施(予定)時期 平成23年8月2日

平成20年度 75.8 75.7 委員会等の設置（予定）

平成21年度 78.6 71.0 委員会等名
下関市立病院改革プラン

評価委員会

平成22年度 78.6 71.8 その他

平成23年度 80.9 80.9 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年9月29日

平成23年度 平成23年度 その他

※職員給与比率＝職員給与費/医業収益×１００ 有

実施(予定)時期

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

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

・検討結果：現行体制（必要に応じて関係機関と協議）
・理由：済生会下関総合病院は周産期医療や小児科医療
の連携強化病院に、関門医療センターは救急救命センター
に、中央病院は地域がん診療連携拠点病院、第二種感染
症指定医療機関や地域災害医療センター等に指定されると
ともに、済生会下関総合病院、関門医療センター、下関厚
生病院と中央病院の４病院において、２次救急医療の輪番
制を行うなど各病院がそれぞれ役割を分担して本市の地域
医療の推進を担っている。豊浦地区の豊浦病院、豊田地区
の豊田中央病院（不採算地区病院）とともに、公的病院等が
本市内において適度に分散配置され、地域医療の連携・分
担を図っている。

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（%)

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（%)

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（%)

病床利用率（%)

経常収支黒字化目標年度

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

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://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/icit
y/browser?ActionCode=content&ContentID=13
16497542334&SiteID=0&ParentGenre=1000000
000178

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

現行体制（必要に応じて関係機関と協議）

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山口県

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 下関市

病院名 下関市立豊浦病院

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）

指定管理者制度

3,028 3,282 平成21年度 平成18年4月1日

3,148 3,355

△ 120 △ 73 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 96.5 97.0 民間譲渡

平成21年度 97.7 98.5 診療所化

平成22年度 97.9 97.8
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 - -

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8月2日

平成20年度 80.9 82.1 委員会等の設置（予定）

平成21年度 83.6 89.5 委員会等名
下関市立病院改革プラン

評価委員会

平成22年度 85.8 92.6 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9月29日

平成22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最終年度

職員給与比率（%)

現行体制（必要に応じて関係機関と協議）

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

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（%)

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

・検討結果：現行体制（必要に応じて関係機関と協議）
・理由：済生会下関総合病院は周産期医療や小児科医療
の連携強化病院に、関門医療センターは救急救命センター
に、中央病院は地域がん診療連携拠点病院、第二種感染
症指定医療機関や地域災害医療センター等に指定されると
ともに、済生会下関総合病院、関門医療センター、下関厚
生病院と中央病院の４病院において、２次救急医療の輪番
制を行うなど各病院がそれぞれ役割を分担して本市の地域
医療の推進を担っている。豊浦地区の豊浦病院、豊田地区
の豊田中央病院（不採算地区病院）とともに、公的病院等が
本市内において適度に分散配置され、地域医療の連携・分
担を図っている。

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）

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

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。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/icit
y/browser?ActionCode=content&ContentID=13
16497542334&SiteID=0&ParentGenre=1000000
000178



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山口県

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 下関市

病院名 下関市立豊田中央病院

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）

一部適用

873 1,029 平成21年度

952 1,044

△ 79 △ 15 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 82.9 80.4 民間譲渡

平成21年度 87.8 87.3 診療所化

平成22年度 91.7 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 96.4 96.4

平成20年度 84.0 88.4

平成21年度 77.9 90.2 既に実施済 ○

平成22年度 74.0 75.6 今年度実施予定

平成23年度 70.7 70.7 実施(予定)時期 平成23年8月2日

平成20年度 66.5 64.9 委員会等の設置（予定）

平成21年度 80.5 70.6 委員会等名
下関市立病院改革プラン

評価委員会

平成22年度 84.9 86.9 その他

平成23年度 88.6 88.6 公表（予定）※ ○

平成28年度 平成28年度 実施(予定)時期 平成23年9月29日

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://www2.city.shimonoseki.yamaguchi.jp/icity/br
owser?ActionCode=content&ContentID=131649754
2334&SiteID=0&ParentGenre=1000000000178

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）

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（%)

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

現行体制(必要に応じて関係機関と協議）

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）

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（%)

・検討結果：現行体制（必要に応じて関係機関と協議）
・理由：済生会下関総合病院は周産期医療や小児科医療
の連携強化病院に、関門医療センターは救急救命センター
に、中央病院は地域がん診療連携拠点病院、第二種感染
症指定医療機関や地域災害医療センター等に指定されると
ともに、済生会下関総合病院、関門医療センター、下関厚
生病院と中央病院の４病院において、２次救急医療の輪番
制を行うなど各病院がそれぞれ役割を分担して本市の地域
医療の推進を担っている。豊浦地区の豊浦病院、豊田地区
の豊田中央病院（不採算地区病院）とともに、公的病院等が
本市内において適度に分散配置され、地域医療の連携・分
担を図っている。

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

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 山口県

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 萩市

病院名 萩市民病院

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）

実施済み 一部適用

2,517 2,460 平成２０年度 平成２５年度

2,532 2,459 萩市病院経営改善プロジェクト

△ 15 1 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 － － 民間譲渡

平成21年度 98.2 97.9 診療所化

平成22年度 99.6 100.0
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 100.0 100.2

平成20年度 － －

平成21年度 57.9 57.8 既に実施済

平成22年度 56.9 57.5 今年度実施予定 ○　

平成23年度 56.3 57.8 実施(予定)時期
平成２３年１２月～平成２４
年１月

平成20年度 － － 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 83.1 委員会等名
萩市病院経営改善プロジェ
クト

平成22年度 90.0 81.9 その他

平成23年度 90.0 84.0 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

平成２３年度 平成２３年度 その他

有 ○

実施(予定)時期
平成２３年１２月～平成２４
年１月

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

結核医療については、国病機構山口宇部医療センターとの
連携を前提として、平成２０年４月末日に結核病床１５床を
廃止。

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.haginet.ne.jp/users/hagicivilhp1/os
hirase/kaikaku.htm

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 山口県

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 岩国市

病院名 岩国市立錦中央病院

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）

実施済み 一部適用

725 779 H20 平成23年度

709 779 病院事業点検評価委員会

16 0 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 102.4 101.5 民間譲渡

平成21年度 102.2 100.0 診療所化

平成22年度 102.2 100.0
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 102.0 101.9

平成20年度 51.4 50.1

平成21年度 51.8 49.2 既に実施済

平成22年度 51.8 50.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.8 51.0 実施(予定)時期 平成23年11月25日

平成20年度 87.1 87.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.0 87.3 委員会等名 病院事業点検評価委員会

平成22年度 88.0 90.1 その他

平成23年度 88.0 88.0 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成20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

※　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.iwakuni.yamaguchi.jp/www/con
tents/1287105260339/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。

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

・検討結果：現行体制
・理由：2病院とも山間部の不採算地区病院。主に初期診
療、救護、回復期を担い、市街地に位置する国立病院（急
性期）と連携・分担を図っている。

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）

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

公立病院改革プラン最終年度

職員給与比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山口県

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 岩国市

病院名 岩国市立美和病院

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

754 723 平成２０年度 平成23年度

746 714 病院事業点検評価委員会

8 9 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 98.6 99.1 民間譲渡

平成21年度 100.8 100.3 診療所化

平成22年度 101.1 101.3
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 101.7 100.5

平成20年度 55.3 55.4

平成21年度 53.5 54.3 既に実施済

平成22年度 53.2 54.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.9 54.6 実施(予定)時期 平成23年11月25日

平成20年度 75.0 73.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.2 76.6 委員会等名 病院事業点検評価委員会

平成22年度 78.2 79.9 その他

平成23年度 78.0 77.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

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

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（%)

・検討結果：現行体制　　　・理由：２病院とも山間部の不採
算病院であり、主に初期診療・救護回復期を担い、市街地
に位置する国立病院機構岩国医療センター（急性期）とうま
く連携分担を図っているため現行体制を維持の方向で考え
ている。

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.iwakuni.yamaguchi.jp/www/con
tents/1287105260339/index.html

４．平成21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）

③平成22年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

公立病院改革プラン最終年度

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 山口県

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 光市

病院名 光総合病院

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（計画策定済） 全部適用

3,168 3,301 平成22年8月25日

3,151 3,192

17 109 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 97.1 97.2 民間譲渡

平成21年度 97.9 101.2 診療所化

平成22年度 100.5 103.4
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 101.2 101.2

平成20年度 56.4 56.6

平成21年度 56.9 54.7 既に実施済

平成22年度 55.8 54.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 56.5 56.5 実施(予定)時期 平成23年11月29日

平成20年度 67.2 67.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 68.7 68.7 委員会等名
光市病院事業改革プラン評
価委員会

平成22年度 69.3 69.0 その他

平成23年度 69.9 69.9 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成２２年１１月～１２月

平成25年度 平成25年度 その他

無

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。

平成２２年８月に再編ネットワーク化計画である「光市立病
院再編計画」を策定。計画に従い、光総合病院はDPCを適
用、大和総合病院は病棟改修を進めている。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

現在の光市は急速に高齢化が進み、がん、脳卒中、生活習
慣病等に対応する医療機能の充実や、リハビリや長期療養
などの医療機能の整備、充実が求められている。今後、こう
した医療を提供していくためには、限りある医療資源を効率
的に活用していくことが必要であり、２つの病院を１つの病
院として捉え、２病院の医療機能を分化することで光市に必
要な医療提供体制の充実を図っていく必要がある。
　このため、光総合病院は主としてDPCを中心とした急性期
医療、外来医療、及び人工透析医療を、大和総合病院は主
として療養病床を中心とした慢性期医療、リハビリ、外来医
療を行う病院に機能分化することとし、必要な施設改修や人
員配置を計画的に進めていくこととする。

経常損益（百万円）

光市

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）

http://www.urban.ne.jp/home/hikarihp/bureau/
sub4.html



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山口県

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 光市

病院名 大和総合病院

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（計画策定済） 全部適用

2,066 1,946 平成22年8月25日

2,552 2,498

△ 486 △ 552 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 93.0 93.9 民間譲渡

平成21年度 96.8 95.0 診療所化

平成22年度 81.0 77.9
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 87.7 87.7

平成20年度 64.2 64.4

平成21年度 60.6 62.6 既に実施済

平成22年度 77.2 83.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 70.7 70.7 実施(予定)時期 平成23年11月29日

平成20年度 59.9 60.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 62.0 58.2 委員会等名
光市病院事業改革プラン評
価委員会

平成22年度 44.9 43.1 その他

平成23年度 61.5 61.5 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成２２年１１月～１２月

平成25年度 平成25年度 その他

無

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)

※　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.urban.ne.jp/home/hikarihp/bureau/
sub4.html

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

現在の光市は急速に高齢化が進み、がん、脳卒中、生活習
慣病等に対応する医療機能の充実や、リハビリや長期療養
などの医療機能の整備、充実が求められている。今後、こう
した医療を提供していくためには、限りある医療資源を効率
的に活用していくことが必要であり、２つの病院を１つの病
院として捉え、２病院の医療機能を分化することで光市に必
要な医療提供体制の充実を図っていく必要がある。
　このため、光総合病院は主としてDPCを中心とした急性期
医療、外来医療、及び人工透析医療を、大和総合病院は主
として療養病床を中心とした慢性期医

経常損益（百万円）

光市

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。

平成２２年８月に再編ネットワーク化計画である「光市立病
院再編計画」を策定。計画に従い、光総合病院はDPCを適
用、大和総合病院は病棟改修を進めている。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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 山口県

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 美祢市

病院名 美祢市立病院

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

2,727 2,637 平成24年3月31日 平成22年4月1日

2,718 2,592

9 45 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 94.0 94.6 民間譲渡

平成21年度 97.3 102.1 診療所化

平成22年度 100.3 101.7
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 100.5 100.3

平成20年度 53.5 53.8

平成21年度 49.9 43.8 既に実施済

平成22年度 49.0 44.1 今年度実施予定 〇

平成23年度 48.2 52.9 実施(予定)時期 平成24年1月～3月

平成20年度 76.6 76.5 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 76.3 90.3 委員会等名
美祢市病院事業運営協議

会

平成22年度 80.1 90.8 その他

平成23年度 86.2 90.8 公表（予定）※ 〇

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

無 〇

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両院の診療体制の整理、また市内医療機関及び福祉施
設とのネットワークによる両病院間のネットワーク化
②4疾病5事業のクリティカルパス、山口大学医学部付属病
院との連携、県の医療政策の推進等による医療圏内におけ
るネットワーク化

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://www2.city.mine.lg.jp/www/genre/0000000000000/1
314688455173/index.html

・美祢市病院事業経営戦略会議
・美祢市病院運営協議会
・美祢市地域医療推進協議会

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山口県

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 美祢市

病院名 美祢市立美東病院

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

1,521 1,415 平成24年3月31日 平成22年4月1日

1,496 1,478

25 △ 63 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 96.7 民間譲渡

平成21年度 100.0 94.8 診療所化

平成22年度 101.7 95.7
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 101.9 100.1

平成20年度 65.5 60.9

平成21年度 66.5 67.7 既に実施済

平成22年度 63.5 67.9 今年度実施予定 〇

平成23年度 63.5 67.5 実施(予定)時期 平成24年1月～3月

平成20年度 100.0 97.4 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 98.0 96.3 委員会等名
美祢市病院事業運営協議

会

平成22年度 98.0 91.7 その他

平成23年度 98.0 98.0 公表（予定）※ 〇

平成21年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 〇

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。

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（%)

①両院の診療体制の整理、また市内医療機関及び福祉施
設とのネットワークによる両病院間のネットワーク化
②4疾病5事業のクリティカルパス、山口大学医学部付属病
院との連携、県の医療政策の推進等による医療圏内におけ
るネットワーク化

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)

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（%)

http://www2.city.mine.lg.jp/www/genre/0000000000000/1
314688455173/index.html

・美祢市病院事業経営戦略会議
・美祢市病院運営協議会
・美祢市地域医療推進協議会

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（%)

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 山口県

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 周南市

病院名 周南市立新南陽市民病院

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）

指定管理者制度

2,726 2,837 平成24年3月31日

2,791 2,868

△ 65 △ 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 ●（H18)

平成20年度 93.7 94.3 民間譲渡

平成21年度 96.1 96.2 診療所化

平成22年度 97.7 98.9
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 99.0

平成20年度 52.2 51.5

平成21年度 51.2 50.6 既に実施済 ○

平成22年度 50.2 49.9 今年度実施予定 ―

平成23年度 49.8 49.8 実施(予定)時期 平成23年5月24日

平成20年度 78.0 78.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.7 82.8 委員会等名
財団法人周南市医療公社
理事会と同評議員会で評価

平成22年度 84.0 86.1 その他 ―

平成23年度 85.3 86.7 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年6月14日

平成24年度 平成24年度 その他 ―

有 ―

実施(予定)時期 ―

無 ○

ＵＲＬ

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

検討中

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。

周南市立新南陽市民病院を中心に、綜合病院社会保険徳
山中央病院、地域医療支援病院オープンシステム徳山医
師会病院等の連携による周南市の中山間地域・離島の医
療確保対策ネットワークについて検討

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

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。

www.city-hp.or.jp/byouin_reform.html

周南市地域医療研究部会

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 山口県

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 山陽小野田市

病院名 山陽小野田市民病院

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）

２病院を１病院に統合することについては再編実施済み
ネットワーク化については検討中

全部適用

3,856 3,976 平成23年10月14日 平成２３年１０月

4,025 4,146 病院改革検討委員会

△ 169 △ 170 公営企業法全部適用 ○

健全化法 地方独立行政法人

地財法 19.4 15.5 指定管理者制度

平成20年度 93.6 94.7 民間譲渡

平成21年度 97.7 91.0 診療所化

平成22年度 95.8 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 100.4 101.3

平成20年度 48.8 48.2

平成21年度 47.0 49.0 既に実施済

平成22年度 49.4 51.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 46.0 49.1 実施(予定)時期 平成23年10月14日

平成20年度 82.3 84.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.7 87.4 委員会等名 病院改革検討委員会

平成22年度 84.7 84.2 その他

平成23年度 84.7 84.2 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成２３年１０月中

平成２４年度 平成２４年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２３年１０月

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

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。

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。

ネットワーク化につては、市内の３公的病院が山口労災病
院が急性期病院、小野田赤十字病院が療養型病院とし、山
陽小野田市民病院が２つの中間的な位置づけとし、それぞ
れ機能を分担しながら地域医療を確保する。

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.sanyo-onoda.lg.jp/site/siminbyoin/list94-314.html

病院改革検討委員会

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

平成２０年４月に山陽市民病院を小野田市民病院へ機能統
合し、１病院体制へ移行
市内の３公的病院が山口労災病院が急性期病院、小野田
赤十字病院が療養型病院とし、山陽小野田市民病院が２つ
の中間的な位置づけとし、亜急性期病院として役割を分担
する。

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）

職員給与比率（%)
平成２０年４月に山陽市民病院を閉鎖・統合し、病院規模の
適正化を図ったところであり、平成２０年度から山陽小野田
市民病院（２１５床）として１病院体制で運営。なお、山陽市
民病院については、平成２１年度に民間移譲完了。

ネットワーク化につては、市内の３公的病院が山口労災病
院が急性期病院、小野田赤十字病院が療養型病院とし、山
陽小野田市民病院が２つの中間的な位置づけとし、亜急性
期病院として役割を分担する。

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

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 山口県

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 周防大島町

病院名 周防大島町立東和病院

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

2,057 2,008 平成２０年度 平成２３年度

2,250 2,162 公営企業局改革プラン評価委員会

△ 193 △ 154 公営企業法全部適用 ●（H16)

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 89.1 92.2 民間譲渡

平成21年度 90.9 93.3 診療所化

平成22年度 91.4 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 92.0 88.6

平成20年度 62.3 60.2

平成21年度 61.8 59.0 既に実施済

平成22年度 61.6 59.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 61.9 66.6 実施(予定)時期 H24.2.1

平成20年度 74.5 75.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.4 73.7 委員会等名 公営企業局改革プラン評価委員会

平成22年度 82.4 78.1 その他

平成23年度 82.4 76.9 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 H24.2.15

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

・検討結果：現行体制の維持
・理由：周防大島町に分散立地し、３病院とも不採算地区病
院である。主に初期診療、救護、回復期を担い、本土側に
位置する国立病院等（急性期）と連携・分担を図っている。

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）

現行体制の維持

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）

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.kouei.so.ecomas.jp/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 山口県

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 周防大島町

病院名 周防大島町立橘病院

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

635 635 平成２０年度 平成２３年度

730 674 公営企業局改革プラン評価委員会

△ 95 △ 39 公営企業法全部適用 ●（H16)

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 88.5 93.6 民間譲渡

平成21年度 87.0 95.3 診療所化

平成22年度 87.0 94.2
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 88.1 95.1

平成20年度 66.0 59.7

平成21年度 69.9 60.7 既に実施済

平成22年度 69.4 61.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 69.6 64.4 実施(予定)時期 H24.2.1

平成20年度 86.7 86.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 88.7 委員会等名 公営企業局改革プラン評価委員会

平成22年度 90.0 88.5 その他

平成23年度 90.0 96.3 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 H24.2.15

平成25年度 平成25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

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

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（%)

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

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.kouei.so.ecomas.jp/

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（%)

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（%)

・検討結果：現行体制の維持
・理由：周防大島町に分散立地し、３病院とも不採算地区病
院である。主に初期診療、救護、回復期を担い、本土側に
位置する国立病院等（急性期）と連携・分担を図っている。

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

現行体制の維持

公立病院改革プラン最終年度

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 山口県

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 周防大島町

病院名 周防大島町立大島病院

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）

全部適用

1,364 1,456 平成２０年度 平成２３年度

1,427 1,799 公営企業局改革プラン評価委員会

△ 63 △ 343 公営企業法全部適用 ●（H16)

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 94.4 97.1 民間譲渡

平成21年度 100.0 106.5 診療所化

平成22年度 95.6 80.9
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 87.3 92.1

平成20年度 74.6 70.6

平成21年度 67.5 59.4 既に実施済

平成22年度 68.2 59.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 70.0 59.0 実施(予定)時期 H24.2.1

平成20年度 60.0 59.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 84.3 委員会等名 公営企業局改革プラン評価委員会

平成22年度 91.8 88.7 その他

平成23年度 93.0 90.6 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 H24.2.15

平成25年度 平成25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

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

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（%)

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

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.kouei.so.ecomas.jp/

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（%)

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（%)

・検討結果：現行体制の維持
・理由：周防大島町に分散立地し、３病院とも不採算地区病
院である。主に初期診療、救護、回復期を担い、本土側に
位置する国立病院等（急性期）と連携・分担を図っている。

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

現行体制の維持

公立病院改革プラン最終年度

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


	35-山口県も
	【山口県】調査表
	【下関市】調査表
	【萩市】調査表
	【岩国市】調査表
	【光市】調査表
	【美祢市】調査表
	【周南市】調査表
	【山陽小野田市】調査表
	【周防大島町】調査表

