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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 香川県

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 病院局

病院名 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）

枠組合意（実施中） 全部適用

14,111 15,936 平成21年3月31日
県立病院中期経営目標が
終了する平成24年度

13,846 15,109

265 827 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 98.1 民間譲渡

平成21年度 100.2 101.9 診療所化

平成22年度 102.1 105.5
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.1 103.1

平成20年度 61.3 63.4

平成21年度 58.0 56.2 既に実施済 ○

平成22年度 57.2 54.5 今年度実施予定

平成23年度 58.8 54.2 実施(予定)時期 平成23年10月4日

平成20年度 82.3 79.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.5 75.9 委員会等名
香川県立病院経営評価委
員会

平成22年度 82.5 76.0 その他

平成23年度 82.3 75.5 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年10月4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

中央病院とがん検診センターの統合

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.kagawa.lg.jp/kenritsubyoin/hyo
ukaiinkai/hyoukaiinkai.shtml

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

※　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。

ー

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

ー
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（%)

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

ー

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（%)

25年度の統合に向け、新中央病院建設に向けた整備工事
に着手

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）
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 香川県

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 病院局

病院名 丸亀病院

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

2,317 1,826 平成21年3月31日
県立病院中期経営目標が
終了する平成24年度

2,278 2,007

39 △ 181 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 101.5 99.0 民間譲渡

平成21年度 106.6 97.6 診療所化

平成22年度 101.7 91.0
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 105.0 96.9

平成20年度 101.5 113.6

平成21年度 90.7 112.6 既に実施済 ○

平成22年度 97.5 122.1 今年度実施予定

平成23年度 95.2 103.2 実施(予定)時期 平成23年10月4日

平成20年度 81.1 72.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 97.5 72.9 委員会等名
香川県立病院経営評価委
員会

平成22年度 89.1 56.0 その他

平成23年度 95.0 83.9 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成24年度以降 実施(予定)時期 平成23年10月4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

ー

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（%)

21年度末には４病棟にダウンサイジングを行うとともに、医
療機能の特化（思春期・ストレスケア精神医療）を図るため、
22年度に病棟改修工事を実施し、23年４月から思春期・スト
レスケア病床の運用を開始

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

丸亀病院は医療機能を特化するとともに23年度末までに6
病棟から４病棟にダウンサイジングを行う

※　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。

ー

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.kagawa.lg.jp/kenritsubyoin/hyo
ukaiinkai/hyoukaiinkai.shtml

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

ー

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 香川県

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 病院局

病院名 白鳥病院

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

2,698 2,523 平成21年3月31日
県立病院中期経営目標が
終了する平成24年度

2,617 2,696

81 △ 173 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 102.5 102.8 民間譲渡

平成21年度 102.3 101.5 診療所化

平成22年度 103.1 93.6
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.0 93.3

平成20年度 61.4 65.3

平成21年度 58.6 60.6 既に実施済 ○

平成22年度 51.6 64.2 今年度実施予定

平成23年度 52.8 59.5 実施(予定)時期 平成23年10月4日

平成20年度 86.3 72.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.3 72.5 委員会等名
香川県立病院経営評価委
員会

平成22年度 91.1 74.1 その他

平成23年度 91.1 80.0 公表（予定）※ ○

達成済 平成24年度以降 実施(予定)時期 平成23年10月4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。

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

白鳥病院及びさぬき市民病院は、津田病院の診療機能を
引き継ぐなど、機能充実を図る

※　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。

ー

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.kagawa.lg.jp/kenritsubyoin/hyo
ukaiinkai/hyoukaiinkai.shtml

ー

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

さぬき市

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）

職員給与比率（%)

平成19年4月に津田病院から白鳥病院へ小児科を引き継い
だ

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

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

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 香川県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 高松市

病院名 高松市民病院

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） 全部適用

5,771 6,003 平成21年3月 平成23年4月1日

6,179 6,279

△ 408 △ 276 公営企業法全部適用 ●

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 95.5 95.5 民間譲渡

平成21年度 89.4 90.4 診療所化

平成22年度 89.0 95.6
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 94.9 93.4

平成20年度 65.8 65.8

平成21年度 70.4 69.5 既に実施済 ○

平成22年度 76.9 70.1 今年度実施予定

平成23年度 70.9 71.4 実施(予定)時期 平成23年8月

平成20年度 69.0 69.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 63.1 63.7 委員会等名 高松市立病院を良くする会

平成22年度 72.9 64.3 その他

平成23年度 74.6 58.1 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成27年度 実施(予定)時期 平成23年8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。

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

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）

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。

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

職員給与比率（%)

平成21年3月に策定した「高松市新病院基本構想」では，
「高松市民病院と香川病院を移転統合した高松市新病院を
整備し，塩江病院をその附属医療施設とします。」を市立病
院の統合・再編の基本方針としている。その後，平成22年3
月に，「高松市新病院基本計画」を策定し，統合後の新病院
の医療機能や，医療施設の特徴，病床規模，施設整備計
画などの内容について新病院基本構想のより具体化を図っ
た。平成22年8月から，基本計画に基づき「高松市新病院基
本設計」に着手している。

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。

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。

上記評価の客観
性の確保の状況
（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。

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

病床利用率（%)

市立病院の今後のあり方については，平成18年11月，有識
者等で構成された高松市民病院あり方検討懇談会からの
「高松市民病院は，香川病院との統合を前提として，今後求
められる役割･機能を果たすために病院移転を図り，塩江病
院は新病院との機能連携のもとに附属施設として存続させ
るべきである。」との提言をいただいたことや，市議会，有識
者等で構成する「高松市新病院基本構想検討懇談会」，パ
ブリックコメントを通じた市民の意見等を踏まえ，平成21年3
月に「高松市新病院基本構想」を策定した。　この構想で
は，「高松市民病院と香川病院を移転統合した高松市新病
院を整備し，塩江病院をその附属医療施設とします。」を市
立病院の統合・再編の基本方針としている。なお，塩江病院
は現在，高松市民病院塩江分院に，香川病院は現在，高松
市民病院附属香川診療所としている。

※　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.takamatsu.kagawa.jp/17784.ht
ml

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 香川県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 高松市

病院名 高松市民病院塩江分院

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） 全部適用

860 806 平成21年3月 平成23年4月1日

891 828

△ 31 △ 22 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 102.3 102.3 民間譲渡

平成21年度 94.1 96.3 診療所化

平成22年度 96.6 97.3
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 103.9 99.4

平成20年度 85.6 75.3

平成21年度 91.5 81.8 既に実施済 ○

平成22年度 88.2 84.3 今年度実施予定

平成23年度 76.8 83.5 実施(予定)時期 平成23年8月

平成20年度 76.2 76.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 73.8 73.5 委員会等名 高松市立病院を良くする会

平成22年度 83.9 73.0 その他

平成23年度 83.9 70.3 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成27年度 実施(予定)時期 平成23年8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
（予定含む）

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.city.takamatsu.kagawa.jp/17784.ht
ml

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。

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

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

平成21年3月に策定した「高松市新病院基本構想」では，
「高松市民病院と香川病院を移転統合した高松市新病院を
整備し，塩江病院をその附属医療施設とします。」を市立病
院の統合・再編の基本方針としている。その後，平成22年3
月に，新病院基本構想のより具体化を図るため，「高松市
新病院基本計画」を策定し，現在，整備場所の用地取得に
向け取り組んでいる。

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）

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

市立病院の今後のあり方については，平成18年11月，有識
者等で構成された高松市民病院あり方検討懇談会からの
「高松市民病院は，香川病院との統合を前提として，今後求
められる役割･機能を果たすために病院移転を図り，塩江病
院は新病院との機能連携のもとに附属施設として存続させ
るべきである。」との提言をいただいたことや，市議会，有識
者等で構成する「高松市新病院基本構想検討懇談会」，パ
ブリックコメントを通じた市民の意見等を踏まえ，平成21年3
月に「高松市新病院基本構想」を策定した。　この構想で
は，「高松市民病院と香川病院を移転統合した高松市新病
院を整備し，塩江病院をその附属医療施設とします。」を市
立病院の統合・再編の基本方針としている。なお，塩江病院
は現在，高松市民病院塩江分院に，香川病院は現在，高松
市民病院附属香川診療所としている。

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（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 香川県

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 坂出市

病院名 坂出市立病院

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 一部適用

2,947 3,339 平成24年度

2,938 3,203

9 136 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 100.8 104.5 民間譲渡

平成21年度 100.4 102.9 診療所化

平成22年度 100.3 104.2
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.5 101.6

平成20年度 52.4 50.9

平成21年度 54.7 53.1 既に実施済

平成22年度 54.7 49.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.9 52.8 実施(予定)時期 未定

平成20年度 66.5 70.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.1 73.7 委員会等名 坂出市教育民生委員会

平成22年度 70.0 73.1 その他

平成23年度 69.5 71.0 公表（予定）※ ○

既に黒字 既に黒字 実施(予定)時期 H23年度中

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。

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

http://www.city.sakaide.lg.jp/hosp/

中讃医療圏

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。

中讃医療圏における公立病院は、それぞれの地域で医療
機能の充実に貢献しており、経営主体は統合しないが、平
成26年4月には、新病院を開院予定であり、病院間で相互
に機能分担が図られるよう、病床数(新病院は減）、診療科
目の再編成に取り組む。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 香川県

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 さぬき市

病院名 さぬき市民病院

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 全部適用

3,604 3,557 平成21年3月31日 平成22年4月1日

3,578 3,413

26 144 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 97.2 102.1 民間譲渡

平成21年度 100.3 104.1 診療所化

平成22年度 100.7 104.2
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 92.5 98.0

平成20年度 70.2 68.2

平成21年度 67.0 65.2 既に実施済 ○

平成22年度 67.0 64.2 今年度実施予定

平成23年度 61.7 67.6 実施(予定)時期 平成23年10月13日

平成20年度 76.8 78.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.3 77.2 委員会等名 さぬき市病院事業運営審議会

平成22年度 82.3 75.5 その他

平成23年度 90.0 81.8 公表（予定）※ ○

平成28年度 平成28年度 実施(予定)時期 平成２４年１月

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２４年３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

職員給与比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

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）

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。

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

大川地域医療圏では、県立病院２病院、市立病院１病院の
公立３病院で２次医療を提供していたが、再編成の結果、
県立１病院を廃止し、平成２１年４月１日からは、県立病院１
病院、市立病院１病院、市立診療所（無床）１診療所で２次
医療を提供している。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

香川県

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://www.city.sanuki.kagawa.jp/hospital/

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 香川県

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 三豊市

病院名 三豊市立永康病院

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

1,598 1,629 平成26年3月 平成２６年３月

1,561 1,560
市に設置する検討委員会で
検討する。

37 69 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 104.7 103.8 民間譲渡

平成21年度 102.1 105.4 診療所化

平成22年度 102.4 104.4
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 102.4 107.0

平成20年度 67.6 69.5

平成21年度 67.1 68.7 既に実施済

平成22年度 67.1 63.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 67.1 63.8 実施(予定)時期 未定

平成20年度 74.9 71.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.9 71.7 委員会等名 未定

平成22年度 75.9 72.2 その他

平成23年度 75.9 79.9 公表（予定）※ ○

既に黒字 既に黒字 実施(予定)時期 平成２３年度中

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

経常収支黒字化目標年度

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

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

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

地域の医療資源の動向や「県保健医療計画」「県医療費適
正化計画」の推進状況等に基づき見直しを図る。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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。

二次医療圏内の公立病院、診療所を中心に、行政機関等を
含めて協議する。

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 香川県

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 三豊市

病院名 三豊市立西香川病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 指定管理者制度

125 150 平成２６年３月予定 ー

97 113

28 37 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 101.1 101.2 民間譲渡

平成21年度 101.2 128.5 診療所化

平成22年度 101.8 132.6
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 101.9 132.6

平成20年度 62.8 ー

平成21年度 66.0 ー 既に実施済

平成22年度 68.0 ー 今年度実施予定 ○

平成23年度 70.1 ー 実施(予定)時期 未定

平成20年度 98.5 98.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 98.5 98.4 委員会等名
三豊市立西香川病院事業
指定管理者評価委員会

平成22年度 98.5 96.5 その他 ー

平成23年度 98.5 98.5 公表（予定）※ ○

既に黒字化 既に黒字化 実施(予定)時期 未定

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月予定

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。

ー

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

ー

経常損益（百万円）

ー

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）

地域の医療資源の動向や「県保健医療計画」等の推進状
況に基づき見直しを図る。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.city.mitoyo.lg.jp/forms/top/top.asp
x

二次医療圏内の公立病院公立診療所を中心に行政機関を
含め協議する。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 香川県

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 土庄町

病院名 土庄中央病院

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）

検討中 一部適用

1,725 1,839 平成23年度 平成23年度

1,944 1,890 土庄町立病院運営審議会

△ 219 △ 51 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 91.0 95.0 民間譲渡

平成21年度 85.6 91.3 診療所化

平成22年度 88.7 97.3
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 93.6 97.0

平成20年度 60.1 58.0

平成21年度 64.4 60.9 既に実施済

平成22年度 62.3 56.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 59.4 56.0 実施(予定)時期 平成23年度

平成20年度 83.2 83.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.5 76.4 委員会等名 土庄町立病院運営審議会

平成22年度 90.0 72.8 その他

平成23年度 90.0 73.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年度

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

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）

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

小豆医療圏における公立病院

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23年度までに黒字化に向け経営改善がみられない場
合には、小豆二次医療圏における再編について、関係町、
医療機関による検討を行う。

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.tonosho-hospital.jp/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 香川県

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 小豆島町

病院名 内海病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

2,738 2,554 平成２４年度 平成25年度末

2,900 2,823 協議会を設置する

△ 162 △ 269 公営企業法全部適用 ○

健全化法 △ 32.0 △ 26.6 地方独立行政法人 ○

地財法 △ 32.0 △ 26.6 指定管理者制度 ○

平成20年度 92.8 90.6 民間譲渡

平成21年度 94.5 90.8 診療所化

平成22年度 94.4 90.5
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 95.1 88.5

平成20年度 54.0 54.5

平成21年度 53.5 57.5 既に実施済

平成22年度 54.2 58.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.5 60.9 実施(予定)時期 平成23年度末

平成20年度 71.5 71.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 76.7 65.1 委員会等名 病院運営審議会

平成22年度 76.7 61.2 その他

平成23年度 76.7 57.7 公表（予定）※

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期

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。

県の提案の「県地域医療再生計画」に基づき、小豆島町、
土庄町の両町で新しい病院のあり方を検討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

内海病院と土庄中央病院と統合問題を軸に、小豆地域の福
祉と医療のあり方について住民らと協議する「小豆島の福
祉と医療をよくする島民会議」を設置した。

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

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 香川県

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 綾川町

病院名 陶病院

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

1,439 1,444 平成25年12月20日 平成25年度

1,381 1,348 管理者会

58 96 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 101.8 102.1 民間譲渡

平成21年度 104.6 103.9 診療所化

平成22年度 104.2 107.1
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 104.1 104.4

平成20年度 46.2 44.5

平成21年度 47.5 49.5 既に実施済

平成22年度 48.9 48.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 49.9 49.2 実施(予定)時期 平成23年12月20日

平成20年度 94.0 92.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 94.5 94.3 委員会等名 病院評価委員会

平成22年度 95.0 94.0 その他

平成23年度 95.0 94.5 公表（予定）※ ○

既に黒字 既に黒字 実施(予定)時期 平成24年3月20日

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）

http://www.sue-hp.jp/

陶病院と綾上診療所のあり方検討委員会

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

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

情報が共有され患者・家族が安心できるよう、急性期病院
から在宅にわたる切れ目のない地域医療連携を目的として
設立された「香川シームレス研究会」に参加し、当該研究会
で作成された「脳卒中」「大腿骨頚部骨折」「嚥下障害・ＮＳ
Ｔ」「在宅パス」の地域連携クリティカルパスの実施に取り組
み、地域完結型の医療連携体制を構築していく。また、町内
にある綾上診療所とは、医師の代診派遣や患者の紹介、職
員の共同研修会開催などで連携を強化している。今後とも
当院と綾上診療所とのあり方を検討していく。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

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 香川県

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 三豊総合病院企業団

病院名 三豊総合病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

11,306 11,865 平成27年3月31日 平成22年4月1日

10,890 11,438

426 427 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 103.9 105.5 民間譲渡

平成21年度 103.8 105.0 診療所化

平成22年度 104.4 103.7
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 100.4 100.3

平成20年度 50.4 48.9

平成21年度 51.0 51.8 既に実施済

平成22年度 50.1 50.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 49.2 51.7 実施(予定)時期 平成23年度中

平成20年度 95.0 95.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 93.4 88.6 委員会等名
三豊保健医療圏公立病院

改革プラン策定委員会

平成22年度 93.4 86.6 その他

平成23年度 93.4 88.0 公表（予定）※ ○

既に黒字 既に黒字 実施(予定)時期 平成23年度中

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年度中

無

ＵＲＬ

※　上記点検・評価内容の情報開示の状況欄が「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。

地域の中核病院として、救急医療（1次～3次）の充実、高度
医療の推進、4疾病5事業をはじめ在宅療養に至るまでの切
れ目のない医療サービスの提供を継続的に実現すべく、医
師等の確保対策を実践していく。

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.mitoyo-hosp.jp/

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

地元医師会、市議会議員、公共的団体（地域住民）代表
者、外部有識者、公立病院長・診療所長、県・市の関係職
員の構成による会議を定期的に開催する。

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。

公立病院改革プラン最終年度

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）

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）

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。

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

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

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（%)

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）
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