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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛媛県

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 愛媛県

病院名 愛媛県立中央病院

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）

枠組合意（実施中） 全部適用

22,518 24,838 平成21年3月 平成21年3月

22,307 23,215

211 1,623 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 100.4 100.4 民間譲渡

平成21年度 100.2 101.2 診療所化

平成22年度 100.9 107.0
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 103.2 107.8

平成20年度 56.6 56.6

平成21年度 56.0 55.9 既に実施済

平成22年度 56.1 53.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.5 54.2 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 87.3 87.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.9 89.7 委員会等名
公立病院改革プラン点検・
評価委員会

平成22年度 90.9 94.1 その他

平成23年度 90.4 94.2 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

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（%)

地域の医療機関を交え、講演会を実施
地域医療支援病院の承認

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)

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

県下の基幹病院として、地域の医療機関と連携を図る。

※　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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛媛県

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 愛媛県

病院名 愛媛県立今治病院

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

5,695 5,702 平成21年3月 平成21年3月

6,053 5,986

△ 358 △ 284 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 94.0 94.0 民間譲渡

平成21年度 93.5 90.8 診療所化

平成22年度 94.1 95.3
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 97.3 96.9

平成20年度 62.8 62.8

平成21年度 62.4 65.3 既に実施済

平成22年度 63.4 63.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 61.6 59.9 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 89.6 88.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.7 84.4 委員会等名
公立病院改革プラン点検・
評価委員会

平成22年度 89.8 85.3 その他

平成23年度 89.8 86.8 公表（予定）※ ○

23年度（病院全体） 22年度（病院全体） 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

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

脳卒中等の地域連携パスを構築し、地域の医療機関との連
携を図る。

※　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。

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（%)

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)

脳卒中等の地域連携パスを構築するとともに、地域の医療
機関を交え講演会を実施
t-PAホットラインへ参加

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（%)

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 愛媛県

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 愛媛県

病院名 愛媛県立南宇和病院

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）

枠組合意（実施中） 全部適用

2,834 2,700 平成21年3月 平成21年3月

3,076 2,956

△ 242 △ 256 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 89.8 89.8 民間譲渡

平成21年度 91.6 93.3 診療所化

平成22年度 92.1 91.3
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 89.4

平成20年度 73.0 73.0

平成21年度 70.4 71.0 既に実施済

平成22年度 71.6 74.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 70.3 75.0 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 70.6 70.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.4 75.2 委員会等名
公立病院改革プラン点検・
評価委員会

平成22年度 74.2 68.6 その他

平成23年度 76.1 88.3 公表（予定）※ ○

23年度（病院全体） 22年度（病院全体） 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

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

南予の拠点病院である市立宇和島病院との連携を図る。

※　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。

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)

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（%)

市立宇和島病院から医師の診療応援を実施（～H22年度）
市立宇和島病院において研修登録医の受入れ

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 愛媛県

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 愛媛県

病院名 愛媛県立新居浜病院

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

5,039 5,662 平成21年3月 平成21年3月

5,158 5,492

△ 119 170 公営企業法全部適用 ●

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 93.6 93.6 民間譲渡

平成21年度 95.4 97.0 診療所化

平成22年度 97.7 103.1
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 99.6 103.7

平成20年度 79.2 79.2

平成21年度 78.4 73.5 既に実施済

平成22年度 77.5 71.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 75.4 71.5 実施(予定)時期 平成23年10月

平成20年度 70.8 69.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 73.3 75.6 委員会等名
公立病院改革プラン点検・
評価委員会

平成22年度 75.8 81.5 その他

平成23年度 78.4 83.0 公表（予定）※ ○

23年度（病院全体） 22年度（病院全体） 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

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（%)

県立三島病院の移譲に伴い、四国中央市救急医療対策協
議会で、三次救急患者は新居浜病院へ搬送することを確認

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)

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

医業資源の乏しい隣接の圏域との連携強化を図る。

※　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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛媛県

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 宇和島市

病院名 市立宇和島病院

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

10,290 10,695 平成25年9月（予定） 平成22年4月1日

10,909 10,617

△ 619 78 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 38.7 △ 11.6 地方独立行政法人

地財法 △ 38.7 △ 11.6 指定管理者制度

平成20年度 101.8 100.0 民間譲渡

平成21年度 92.6 95.1 診療所化

平成22年度 94.3 100.7
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 94.4 96.9

平成20年度 50.5 52.8

平成21年度 50.8 50.2 既に実施済

平成22年度 49.6 46.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 50.1 48.9 実施(予定)時期 平成24年2月（予定）

平成20年度 99.5 89.1 委員会等の設置（予定） 設置

平成21年度 96.0 99.0 委員会等名
宇和島市病院事業等経営
会議

平成22年度 96.0 97.2 その他

平成23年度 96.0 96.8 公表（予定）※ 公表（予定）

平成27年度 平成27年度 実施(予定)時期 平成24年2月（予定）

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（%)

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.uwajima.ehime.jp/

今後、宇和島市病院事業等経営会議において検討予定

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。

現状をベースに毎年度点検時に方向性を見直す。

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 愛媛県

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 宇和島市

病院名 宇和島市立吉田病院

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

1,141 991 平成25年9月（予定） 平成22年4月1日

1,192 1,104

△ 51 △ 113 公営企業法全部適用 ●

健全化法 142.4 184.3 地方独立行政法人

地財法 142.4 184.3 指定管理者制度

平成20年度 81.6 80.5 民間譲渡

平成21年度 93.9 85.7 診療所化

平成22年度 95.7 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 99.4 93.8

平成20年度 81.6 85.5

平成21年度 71.4 80.9 既に実施済

平成22年度 72.7 76.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 69.0 70.5 実施(予定)時期 平成24年2月（予定）

平成20年度 60.4 60.1 委員会等の設置（予定） 設置

平成21年度 78.5 59.7 委員会等名
宇和島市病院事業等経営
会議

平成22年度 92.6 58.3 その他

平成23年度 92.6 57.8 公表（予定）※ 公表（予定）

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成24年2月（予定）

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ http://www.city.uwajima.ehime.jp/

今後、宇和島市病院事業等経営会議において検討予定

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。

現状をベースに毎年度点検時に方向性を見直す。

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 愛媛県

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 宇和島市

病院名 宇和島市立津島病院

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

1,264 1,274 平成25年9月（予定） 平成22年4月1日

1,279 1,273

△ 15 1 公営企業法全部適用 ●

健全化法 38.7 35.0 地方独立行政法人

地財法 38.7 35.0 指定管理者制度

平成20年度 88.9 90.1 民間譲渡

平成21年度 98.2 99.4 診療所化

平成22年度 98.8 100.0
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 99.6 87.0

平成20年度 62.0 68.0

平成21年度 58.9 61.3 既に実施済

平成22年度 58.6 61.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 57.8 55.0 実施(予定)時期 平成24年2月（予定）

平成20年度 69.9 69.6 委員会等の設置（予定） 設置

平成21年度 73.7 67.7 委員会等名
宇和島市病院事業等経営
会議

平成22年度 73.7 65.0 その他

平成23年度 73.7 63.0 公表（予定）※ 公表（予定）

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成24年2月（予定）

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.uwajima.ehime.jp/

今後、宇和島市病院事業等経営会議において検討予定

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。

現状をベースに毎年度点検時に方向性を見直す。

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 愛媛県

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 八幡浜市

病院名 市立八幡浜総合病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

4,011 4,578 平成24年3月31日 平成28年3月31日

4,229 4,398

△ 218 180 公営企業法全部適用 ◎

健全化法 5.4 △ 10.4 地方独立行政法人

地財法 5.4 △ 10.4 指定管理者制度

平成20年度 88.9 91.9 民間譲渡

平成21年度 94.1 92.9 診療所化

平成22年度 94.8 104.1
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 98.2 100.3

平成20年度 75.4 73.8

平成21年度 68.4 73.2 既に実施済 ○

平成22年度 68.6 64.0 今年度実施予定

平成23年度 65.3 63.8 実施(予定)時期 平成23年7月8日

平成20年度 64.7 65.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 62.8 59.5 委員会等名
市立八幡浜総合病院経営
評価委員会

平成22年度 78.4 66.7 その他

平成23年度 78.4 64.1 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年9月1日

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年6月1日

無

ＵＲＬ http://www.city.yawatahama.ehime.jp/

市立八幡浜総合病院改革プラン検討会

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。

  初期救急医療体制を拡充・強化するとともに、圏域内の二
次救急医療機関の充実・強化と連携を促進し、連携・ネット
ワーク型の広域医療体制を整備することにより、将来にわ
たって持続可能で安定的な救急医療体制を構築する。　ま
た、そうした医療提供体制を担う医師を安定的に確保する
体制を構築する。
  当面は、八幡浜地区内での病診連携を推進する。
　二次医療圏での再編・ネットワーク化については、平成23
年度中に八幡浜・大洲圏域医療対策協議会において方向
性が示されれば、「市立八幡浜総合病院改革プラン検討
会」において検討する。

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）

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 愛媛県

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 西条市

病院名 西条市立周桑病院

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

- 131 平成２３年度 平成22年4月1日

- 462

- △ 331 公営企業法全部適用

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 - 1,928.0 指定管理者制度 ●

平成20年度 89.6 93.6 民間譲渡

平成21年度 100.5 62.7 診療所化

平成22年度 - 28.4
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 - 46.4

平成20年度 112.6 110.9

平成21年度 103.6 182.6 既に実施済

平成22年度 - 53.5 今年度実施予定 検討中

平成23年度 - - 実施(予定)時期 平成　年　月　日

平成20年度 23.4 24.4 委員会等の設置（予定） 検討中

平成21年度 24.0 22.5 委員会等名

平成22年度 - 26.4 その他

平成23年度 - 24.5 公表（予定）※ 検討中

平成　年度 平成　年度 実施(予定)時期 平成　年　月　日

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期 平成　年　月　日

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）

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

財務の状況

経常収支比率（%)

区　　　分

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）

経常収支黒字化目標年度

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

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（%)

病床利用率（%)

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。

　西条市立周桑病院経営改革基本方針において、周桑病院を
地域医療の拠点病院として存続させ、平成22年4月から指定
管理者制度の導入を図ることとし、それを達成した。
　また、平成21年11月に策定された愛媛県の「公立病院の再
編・ネットワーク化に関する方向性について」の中で、「再編・
ネットワーク化」の概念は、必ずしも二次医療圏域内の公立病
院の統廃合のみを目指すものではなく、診療科目の再編や民
間病院、診療所等との機能分担、連携強化等の可能性を幅
広く検討し、可能なものから順次取り組んでいく趣旨と捉えて
いる。周桑病院においても患者の紹介・逆紹介を円滑に行うた
め、医療連携室の機能の一層の強化を図り、医療機器の共同
利用等地域の開業医との連携強化に取り組むこととしており、
その実現を指定管理者に求めているところである。。

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。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

①再編・ネットワーク
化の検討体制

未定（検討中）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 愛媛県

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 大洲市

病院名 市立大洲病院

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

3,462 3,266 平成22年3月31日 平成23年4月1日

3,462 3,336

0 △ 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 100.0 99.9 民間譲渡

平成21年度 100.0 99.8 診療所化

平成22年度 100.0 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 100.3 100.0

平成20年度 43.2 42.9

平成21年度 43.4 43.1 既に実施済 ○

平成22年度 43.5 45.7 今年度実施予定

平成23年度 43.3 43.3 実施(予定)時期 平成23年6月7日

平成20年度 68.0 65.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.5 61.2 委員会等名 市立大洲病院経営審議会

平成22年度 71.5 63.4 その他

平成23年度 71.5 65.0 公表（予定）※ ○

平成19年度達成済 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年8月4日

平成24年度 平成24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

地域開業医との役割分担、2次医療圏における機能分担を
行う。現在有する診療科機能の充実を図るとともに救急医
療施設、消化器病救急疾病対応施設の強化を行う。

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.shikoku.ne.jp.och/

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

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（%)

八幡浜・大洲圏域医療対策協議会における地域医療再生
計画の策定。現在、大洲喜多夜間救急センターの開設を踏
まえ救急医療体制等具体化協議中。

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 愛媛県

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 西予市

病院名 西予市立宇和病院

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）

検討中 公営企業法財務適用

1,514 1,433 H26.3.31 H26.3.31

1,494 1,356
「新病院建設推進本部」にお
いて検討予定

20 77 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 95.4 95.4 民間譲渡

平成21年度 100.1 100.1 診療所化

平成22年度 101.7 105.7
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 106.4 104.9

平成20年度 68.3 68.3

平成21年度 66.0 66.0 既に実施済

平成22年度 62.7 61.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.0 60.6 実施(予定)時期 H23.12月～H24.1月

平成20年度 61.5 61.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 63.3 63.3 委員会等名 未定

平成22年度 74.7 71.4 その他

平成23年度 81.0 72.9 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 H23.1月～H23.2月

平成24年度 平成24年度 その他 ホ－ムペ－ジ

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.city.seiyo.ehime.jp/life/dtl.php?hdn
Key=2123

平成21年度の「西予市市立病院等検討委員会」において、
新病院建設問題、機能分担等について審議検討され、平成
22年度以降は、当答申の内容も踏まえ、「新病院建設推進
本部」において引き続き審議検討し進めていく。

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

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

　二次医療圏内の公立病院は、西予市内の２病院の他、市
立大洲病院・市立八幡浜総合病院の４病院がある。二次医
療圏の範囲が広域であり、各病院間の距離や二次医療圏
において住民が近隣の病院まで移動する距離が大きいた
め、二次救急については現状を維持しながら病病連携、病
診連携を進める。
　二次医療圏の再編については、慎重に検討をすすめる必
要がある。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

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 愛媛県

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 西予市

病院名 西予市立野村病院

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 公営企業法財務適用

1,485 1,492 平成26年3月31日 平成26年3月31日

1,466 1,354
「新病院建設推進本部」にお
いて検討予定

19 138 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 98.2 98.2 民間譲渡

平成21年度 107.6 107.6 診療所化

平成22年度 105.0 110.2
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 104.0 108.0

平成20年度 62.1 62.1

平成21年度 59.4 59.4 既に実施済

平成22年度 59.6 59.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 59.6 62.2 実施(予定)時期 H23年12月～H24年1月

平成20年度 79.2 79.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.1 83.1 委員会等名 未定

平成22年度 83.5 85.0 その他

平成23年度 83.5 81.8 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 H24年1月～H24年2月

平成24年度 平成24年度 その他 ホ－ムペ－ジ

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.city.seiyo.ehime.jp/life/dtl.php?hdn
Key=2123

平成21年度の「西予市市立病院等検討委員会」において、
新病院建設問題、機能分担等について審議検討され、今後
においても、当答申の内容も踏まえ、「新病院建設推進本
部」において引き続き審議検討し進めていく予定である。

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

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

二次医療圏内の公立病院は、西予市内の２病院の他、市
立大洲病院・市立八幡浜総合病院の４病院がある。二次医
療圏の範囲が広域であり、各病院間の距離や二次医療圏
において住民が近隣の病院まで移動する距離が大きいた
め、二次救急については現状を維持しながら病病連携、病
診連携を進める。
　二次医療圏の再編については、慎重に検討をすすめる必
要がある。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

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 愛媛県

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 久万高原町

病院名 久万高原町立病院

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）

検討中 一部適用

938 894 当初予定平成２１年度　平成２３年度継続
５年を目処に見直し
（平成２６年４月）

931 865
久万高原町立病院運営委
員会

7 29 公営企業法全部適用 〇

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 103.4 105.2 民間譲渡

平成21年度 102.0 103.4 診療所化

平成22年度 100.8 103.3
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 100.8 100.8

平成20年度 57.1 59.0

平成21年度 57.9 63.2 既に実施済 〇

平成22年度 57.9 66.8 今年度実施予定

平成23年度 57.9 68.0 実施(予定)時期 平成23年6月13日

平成20年度 93.0 92.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 93.0 92.9 委員会等名
久万高原町立病院運営委
員会

平成22年度 93.0 93.4 その他

平成23年度 93.0 93.4 公表（予定）※ 〇

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 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。

地理的条件や医療機関の設置状況から現状以上の再編・
ネットワーク化はない。今後、診療所の診療日数（病院から
の医師の応援体制）等について、地元と協議を進めていく。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

久万高原町立病院運営委員会

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 愛媛県

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 鬼北町

病院名 北宇和病院

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）

検討中
一部適用
指定管理者制度

901 928 平成○年○月○日　　未定 平成２７年度

940 896

△ 39 32 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 93.7 92.1 民間譲渡

平成21年度 96.4 96.2 診療所化

平成22年度 95.9 103.6
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 95.2 100.0

平成20年度 7.0 7.4

平成21年度 8.0 8.5 既に実施済

平成22年度 8.1 7.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 8.2 9.0 実施(予定)時期 平成23年12月20日

平成20年度 82.5 81.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.7 75.0 委員会等名 鬼北町病院改革プラン検討会

平成22年度 84.5 73.7 その他

平成23年度 85.0 80.0 公表（予定）※ ○

平成24年度以降 平成22年度 実施(予定)時期 平成24年1月31日

平成27年度 平成27年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年1月31日

無

ＵＲＬ

急性期病院である市立宇和島病院等との連携のもと、
亜急性医療や在宅医療の支援等を行う。
指定管理者であり、同一主体により運営されている旭川
荘南愛媛病院との連携強化により一層効果的な運営を
目指す。
地域高齢化を踏まえて、訪問看護ステーションの充実
や、介護、保健分野、開業医との連携強化を図る。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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。

　鬼北町病院改革プラン策定検討委員会

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

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 愛媛県

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 愛南町

病院名 愛南町国保一本松病院

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

583 553 平成25年11月 平成25年度（5年目）

580 558 愛南町病院事業運営懇話会

3 △ 5 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 106.8 106.8 民間譲渡

平成21年度 99.3 99.3 診療所化

平成22年度 100.5 99.1
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 100.5 100.0

平成20年度 71.0 71.0

平成21年度 74.1 74.1 既に実施済

平成22年度 75.8 77.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 75.8 74.4 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 93.5 93.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.8 82.8 委員会等名
愛南町病院事業運営懇話
会

平成22年度 95.0 86.9 その他

平成23年度 94.7 94.7 公表（予定）※ ○

－ － 実施(予定)時期 平成24年1月

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

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

経常損益（百万円）

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

・町立病院及び民間医療機関から二次救急医療機関（県立
病院）への連携の強化、支援

・当院から医師雇用時の県立病院への派遣

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://www14.ocn.ne.jp/~hp5941/

南宇和郡内の医療機関との協議による。
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