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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 高知県

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 高知県

病院名 安芸病院

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

3,076 2,445 平成２０年度 平成２０年度

3,417 2,987

△ 341 △ 542 公営企業法全部適用 ●

健全化法 13.6 35.5 地方独立行政法人

地財法 13.6 35.5 指定管理者制度

平成20年度 86.0 85.9 民間譲渡

平成21年度 89.7 84.0 診療所化

平成22年度 90.0 81.9
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 91.5 79.5

平成20年度 80.8 81.6

平成21年度 71.4 79.7 既に実施済 ○

平成22年度 70.9 82.6 今年度実施予定

平成23年度 69.2 87.4 実施(予定)時期

平成20年度 50.1 49.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 57.9 46.0 委員会等名
高知県立病院経営健全化
推進委員会

平成22年度 57.9 42.7 その他

平成23年度 57.9 45.1 公表（予定）※ ○

平成32年度 平成32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 平成２４年３月予定

無

ＵＲＬ

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610101/pla
n.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

安芸病院と芸陽病院を統合し、平成２６年４月にあき総合病
院（予定）として開院させるべく、準備を進めている。

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

※　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（%)

あき総合病院（予定）の建設について実施設計が完了し、現
在、建設を進めている。

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 高知県

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 高知県

病院名 芸陽病院

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

1,101 1,199 平成２０年度 平成２０年度

1,126 1,076

△ 26 123 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - △ 64.3 地方独立行政法人

地財法 △ 41.2 △ 64.3 指定管理者制度

平成20年度 107.1 106.3 民間譲渡

平成21年度 108.9 102.3 診療所化

平成22年度 97.7 111.4
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 93.3 104.3

平成20年度 93.2 95.6

平成21年度 89.0 102.5 既に実施済 ○

平成22年度 107.2 104.6 今年度実施予定

平成23年度 120.3 112.8 実施(予定)時期

平成20年度 86.3 83.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.6 81.1 委員会等名
高知県立病院経営健全化
推進委員会

平成22年度 78.4 76.1 その他

平成23年度 65.4 72.7 公表（予定）※ ○

平成32年度 平成32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 平成２４年３月予定

無

ＵＲＬ

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610101/pla
n.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

安芸病院と芸陽病院を統合し、平成２６年４月にあき総合病
院（予定）として開院させるべく、準備を進めている。

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

※　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（%)

あき総合病院（予定）の建設について実施設計が完了し、現
在、建設を進めている。

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 高知県

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 高知県

病院名 幡多けんみん病院

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

7,970 8,461 平成２０年度 平成２０年度

8,404 8,276

△ 434 185 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - △ 36.4 地方独立行政法人

地財法 △ 22.1 △ 36.4 指定管理者制度

平成20年度 99.2 100.2 民間譲渡

平成21年度 95.8 99.4 診療所化

平成22年度 94.8 102.2
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 94.7 98.3

平成20年度 49.7 48.5

平成21年度 49.5 45.5 既に実施済 ○

平成22年度 51.0 45.8 今年度実施予定

平成23年度 50.4 49.5 実施(予定)時期

平成20年度 81.3 79.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.2 76.3 委員会等名
高知県立病院経営健全化
推進委員会

平成22年度 80.2 73.3 その他

平成23年度 80.2 73.7 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成27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 平成２４年３月予定

無

ＵＲＬ

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

経営形態の見直し（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１１年度に県立西南病院と県立宿毛病院を統合し、開
院させた病院であり、再編は実施済みである。

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。

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)

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610101/pla
n.html

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 高知県

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 土佐市

病院名 土佐市民病院

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

3,108 3,105 平成２４年度

3,194 2,969

△ 86 136 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 90.5 91.0 民間譲渡

平成21年度 93.8 99.6 診療所化

平成22年度 97.3 104.6
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 99.2 100.5

平成20年度 58.6 58.4

平成21年度 58.9 56.2 既に実施済 ○

平成22年度 54.8 53.6 今年度実施予定

平成23年度 52.5 55.9 実施(予定)時期 平成23年6月24日

平成20年度 96.9 98.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 100.0 94.0 委員会等名
病院運営会議・改革プラン
策定委員会

平成22年度 100.0 90.0 その他

平成23年度 100.0 93.3 公表（予定）※ ○

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年9月21日

平成25年度 平成25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（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 高知県

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 四万十市

病院名 四万十市立市民病院

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）

一部適用

1,946 1,825 平成24年度 平成24年3月31日

2,038 1,972 経営改善委員会

△ 92 △ 147 公営企業法全部適用 ○

健全化法 5.5 7.2 地方独立行政法人

地財法 9.2 11.2 指定管理者制度

平成20年度 92.7 92.7 民間譲渡

平成21年度 96.4 97.0 診療所化

平成22年度 95.5 92.5
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 100.0 100.0

平成20年度 53.3 53.3

平成21年度 50.9 51.0 既に実施済

平成22年度 50.8 55.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 48.8 48.8 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 64.2 64.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 51.3 50.5 委員会等名
四万十市立市民病院
改革プラン評価委員会

平成22年度 56.2 50.0 その他

平成23年度 56.2 56.2 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24年度 平成24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（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 高知県

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 本山町

病院名 本山町立国保嶺北中央病院

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） 一部適用

1,451 1,510 平成21年10月5日 平成30年3月31日

1,485 1,448

△ 34 62 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 98.5 民間譲渡

平成21年度 98.5 100.8 診療所化

平成22年度 101.4 104.3
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 101.6 101.8

平成20年度 52.8 52.5

平成21年度 56.8 55.5 既に実施済 ○

平成22年度 53.7 53.7 今年度実施予定

平成23年度 53.1 54.5 実施(予定)時期 平成23年8月30日

平成20年度 85.5 84.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.4 80.2 委員会等名
経営健全化計画評価委員
会

平成22年度 91.0 83.2 その他

平成23年度 91.0 86.4 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年8月30日

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

単独施設で運営を継続する。
病棟の一部を老健施設へ転換する。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

計画進行中であり、計画に基づき平成21年10月に病棟の一
部を医療療養病床へ転換実施済み。

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 高知県

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 いの町

病院名 いの町立国民健康保険仁淀病院

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

1,894 1,846 平成25年3月31日 平成25年4月1日

1,905 1,815

△ 11 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 97.5 95.4 民間譲渡

平成21年度 99.3 97.9 診療所化

平成22年度 99.4 101.7
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 96.8 96.8

平成20年度 65.0 65.6

平成21年度 63.2 65.1 既に実施済 ○

平成22年度 61.6 61.1 今年度実施予定

平成23年度 63.0 63.0 実施(予定)時期 平成23年8月29日

平成20年度 72.7 74.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.5 71.6 委員会等名 仁淀病院改革評価委員会

平成22年度 75.5 68.6 その他

平成23年度 91.0 91.0 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

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

仁淀病院改革評価委員会
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

県の二次医療圏単位での公立病院の再編等についての審
議結果を踏まえて、病院の今後のあり方等について検討を
行い結論を取りまとめる予定です。

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。

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

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 高知県

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 佐川町

病院名 佐川町立高北国民健康保険病院

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

1,613 1,536 平成２４年度 平成22年4月1日

1,603 1,459

10 77 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 101.8 101.9 民間譲渡

平成21年度 100.1 100.1 診療所化

平成22年度 101.6 105.3
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 100.5 102.2

平成20年度 64.5 64.5

平成21年度 65.7 65.7 既に実施済

平成22年度 66.1 63.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.6 66.4 実施(予定)時期 平成24年2月29日

平成20年度 87.7 87.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.0 88.0 委員会等名 管理会議

平成22年度 88.0 89.5 その他

平成23年度 88.0 88.0 公表（予定）※ ○

平成19年度 平成19年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成25年度 平成25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（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 高知県

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 梼原町

病院名 国民健康保険梼原病院

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

507 561 平成24年度 一部適用で経営していく

503 524

4 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 99.0 101.6 民間譲渡

平成21年度 99.4 108.0 診療所化

平成22年度 100.8 107.0
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 101.8 103.4

平成20年度 70.4 72.5

平成21年度 65.2 66.0 既に実施済

平成22年度 66.1 69.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.6 69.4 実施(予定)時期 平成２３年度内

平成20年度 83.3 82.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.5 79.9 委員会等名
ゆすはら町の保健・福祉・医
療を考える会

平成22年度 84.0 81.1 その他

平成23年度 85.0 82.0 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成23年度内

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（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 高知県

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 大月町

病院名 大月町国民健康保険大月病院

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）

当面は現状維持とする。 一部適用

429 432 平成21年度末 平成21年度

415 413

14 19 公営企業法全部適用 ○

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 105.1 113.3 民間譲渡

平成21年度 101.3 104.9 診療所化

平成22年度 103.2 104.6
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 102.3 96.4

平成20年度 79.4 75.2

平成21年度 78.0 78.9 既に実施済

平成22年度 76.7 76.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 75.7 83.9 実施(予定)時期 平成24年1月20日

平成20年度 77.0 79.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.0 73.6 委員会等名 大月病院を守り育てる会

平成22年度 79.0 77.8 その他

平成23年度 80.0 80.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成24年3月20日

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（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１ 病院別個表） 都道府県名 高知県

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 高知県・高知市病院企業団

病院名 高知医療センター

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 全部適用

18,297 18,514 平成17年３月１日（開院） 未定

18,707 18,528

△ 410 △ 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 89.4 89.4 民間譲渡

平成21年度 92.9 92.9 診療所化

平成22年度 97.8 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 100.3 100.3

平成20年度 52.5 52.5

平成21年度 48.6 48.6 既に実施済 ○

平成22年度 49.0 48.7 今年度実施予定

平成23年度 50.8 50.8 実施(予定)時期 平成23年3月22日

平成20年度 90.5 90.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.7 92.7 委員会等名
高知医療センター
経営改善外部評価委員会

平成22年度 92.2 92.0 その他

平成23年度 92.2 92.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年3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23年3月31日

無

ＵＲＬ

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）

http://www2.khsc.or.jp/

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

高知県、高知市

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）

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

高知県立中央病院と高知市立市民病院を統合し、高知
県・高知市病院企業団立高知医療センターとして整備。

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。
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