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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 福岡県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 福岡県

病院名 精神医療センター太宰府病院

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）→該当なし 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

2,199 2,245 平成○年○月○日 平成17年4月1日

2,303 2,282 －

△ 104 △ 37 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 89.7 83.8 診療所化

平成22年度 95.5 98.4
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 96.5 96.5

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10月24日

平成20年度 82.7 82.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.2 84.7 委員会等名
福岡県立精神医療センター
太宰府病院運営評価委員
会

平成22年度 85.0 85.6 その他

平成23年度 90.0 90.0 公表（予定）※ ○

- - 実施(予定)時期 平成24年3月25日

平成26年度 平成26年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

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

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/b02/dazaifu21.ht
ml

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。

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

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

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）

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 福岡県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 北九州市

病院名 門司病院

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）

なし 指定管理者制度

204 248 － 平成21年4月1日

451 481 －

△ 247 △ 233 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 59.3 49.8 民間譲渡

平成21年度 44.3 52.4 診療所化

平成22年度 45.2 51.6
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

平成20年度 137.0 178.2

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9月

平成20年度 71.6 53.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 委員会等名
北九州市病院事業経営改
革プラン評価検討会

平成22年度 その他 上記検討会は内部評価体制

平成23年度 公表（予定）※ ○

実施(予定)時期 平成23年9月

平成22年度 平成22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

※　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)

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://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/hospital/
bureau/news/keieikaikaizeni.html

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 福岡県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 北九州市

病院名 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）

なし 全部適用

12,598 14,064 － －

12,463 13,306 －

135 758 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 93.3 民間譲渡

平成21年度 99.5 97.2 診療所化

平成22年度 101.1 105.7
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

平成20年度 50.8 54.2

平成21年度 52.3 54.7 既に実施済 ○

平成22年度 50.6 50.2 今年度実施予定 －

平成23年度 実施(予定)時期 平成23年9月

平成20年度 92.0 84.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 93.0 86.2 委員会等名
北九州市病院事業経営改
革プラン評価検討会

平成22年度 93.0 87.2 その他 上記検討会は内部評価体制

平成23年度 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年9月

平成22年度 平成22年度 その他 －

有 －

実施(予定)時期 －

無 ○

ＵＲＬ

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

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)

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/hospital/
bureau/news/keieikaikaizeni.html

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 福岡県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 北九州市

病院名 八幡病院

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）

なし 全部適用

7,341 7,617 － －

6,903 6,803 －

438 814 公営企業法全部適用 ●

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 99.5 98.1 民間譲渡

平成21年度 102.2 102.4 診療所化

平成22年度 106.3 112.0
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

平成20年度 63.5 64.5

平成21年度 61.4 63.8 既に実施済 ○

平成22年度 59.0 56.9 今年度実施予定 －

平成23年度 実施(予定)時期 平成23年9月

平成20年度 85.0 75.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.0 77.5 委員会等名
北九州市病院事業経営改
革プラン評価検討会

平成22年度 87.0 78.1 その他 上記検討会は内部評価体制

平成23年度 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年9月

平成22年度 平成22年度 その他 －

有 －

実施(予定)時期 －

無 ○

ＵＲＬ

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/hospital/
bureau/news/keieikaikaizeni.html

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 福岡県福岡市

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 福岡市立病院機構

病院名 こども病院・感染症センター

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）

なし 地方独法

5,833 7,336 実施予定なし 平成22年4月1日

5,863 6,891 実施済み

△ 29 445 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 101.1 100.8 民間譲渡

平成21年度 100.1 100.3 診療所化

平成22年度 99.5 106.5
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.8 101.6

平成20年度 57.3 56.2

平成21年度 56.1 55.0 既に実施済

平成22年度 56.8 59.2 今年度実施予定

平成23年度 56.5 56.5 実施(予定)時期 平成○年○月○日

平成20年度 80.0 79.9 委員会等の設置（予定）

平成21年度 83.2 77.8 委員会等名 ○○委員会

平成22年度 83.0 74.8 その他

平成23年度 83.0 81.1 公表（予定）※

平成２３年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成○年○月○日

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期 平成○年○月○日

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

※　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（%)

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 福岡県福岡市

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 福岡市立病院機構

病院名 福岡市民病院

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）

なし 地方独法

4,885 5,478 実施予定なし 平成22年4月1日

4,834 4,874

52 604 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 100.2 100.7 民間譲渡

平成21年度 100.7 100.7 診療所化

平成22年度 101.1 112.4
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 102.0 106.4

平成20年度 54.4 53.9

平成21年度 58.2 55.9 既に実施済

平成22年度 57.1 55.8 今年度実施予定

平成23年度 54.3 54.4 実施(予定)時期 平成○年○月○日

平成20年度 91.0 92.0 委員会等の設置（予定）

平成21年度 91.2 91.6 委員会等名 ○○委員会

平成22年度 87.8 89.8 その他

平成23年度 92.4 93.5 公表（予定）※

平成２３年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成○年○月○日

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期 平成○年○月○日

無

ＵＲＬ

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

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

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

※　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 福岡県

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 大牟田市

病院名 大牟田市立病院

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）

地方独法

7,905 平成23年9月1日 平成22年4月1日

7,006

899 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 101.4 102.2 民間譲渡

平成21年度 100.6 104.6 診療所化

平成22年度 105.7 112.8
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 106.6 106.6

平成20年度 48.2 48.1

平成21年度 48.5 46.5 既に実施済 ○

平成22年度 52.1 44.1 今年度実施予定

平成23年度 51.9 50.9 実施(予定)時期 平成23年8月9日

平成20年度 86.7 85.7 委員会等の設置（予定）

平成21年度 87.1 85.2 委員会等名
地方独立行政法人大牟田市立病院評
価委員会

平成22年度 85.7 84.8 その他

平成23年度 84.9 84.0 公表（予定）※ ○

平成１７年度 平成１７年度 実施(予定)時期 平成23年9月7日

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

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

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共
団体がある場合はその
名称

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

経常収支黒字化目標年度
①再編・ネットワーク
化の検討体制

公立病院改革プラン最終年度

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

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

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

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

現状体制を維持する。

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.omuta.lg.jp/shisei/jigyou/byouin/index.ht
ml

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 福岡県

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 飯塚市

病院名 飯塚市立病院

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 指定管理者制度

191 191 平成２４年度
現在の協定の終了時期である平成
49年度に検討予定

229 229

△ 38 △ 38 公営企業法全部適用

健全化法 ー ー 地方独立行政法人

地財法 ー ー 指定管理者制度 ●

平成20年度 68.5 68.5 民間譲渡

平成21年度 74.0 74.1 診療所化

平成22年度 83.4 83.4
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 86.0 87.6

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4月

平成20年度 61.0 61.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 66.1 66.0 委員会等名
飯塚市立病院管理運営協
議会

平成22年度 80.9 81.9 その他

平成23年度 81.1 81.1 公表（予定）※ ○

平成24年度以降 平成24年度以降 実施(予定)時期 平成23年11月

平成24年度以降 平成24年度以降 その他

有 ○

実施(予定)時期 協議中

無

ＵＲＬ

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

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

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.city.iizuka.lg.jp/kojinjyohou/kaigi/fu
zoku/kikan38/index.php

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

飯塚市内で中心的存在となる飯塚市と飯塚病院と済生会飯
塚嘉穂病院とで協議している

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。

医療圏内の再編協議体制を他の民間病院を含め検討して
いく

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（%)

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 福岡県

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 田川市

病院名 田川市立病院

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

5,136 5,298 平成25年度 平成22年4月1日

5,557 5,431

△ 421 △ 133 公営企業法全部適用 ●

健全化法 6.9 0.0 地方独立行政法人

地財法 6.9 0.0 指定管理者制度

平成20年度 87.8 88.7 民間譲渡

平成21年度 93.4 93.1 診療所化

平成22年度 92.4 97.6
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 96.7 90.0

平成20年度 57.3 57.2

平成21年度 59.3 55.6 既に実施済

平成22年度 58.1 58.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 53.8 63.9 実施(予定)時期 平成23年12月（予定）

平成20年度 79.3 78.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.0 77.5 委員会等名
田川市立病院経営改善推
進委員会

平成22年度 81.0 64.5 その他

平成23年度 81.0 63.3 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成27年度 実施(予定)時期 平成23年12月（予定）

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（予定）

無

ＵＲＬ

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

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

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://hospital.city.tagawa.fukuoka.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

田川地区公立病院改革プラン検討会
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。

平日夜間における初期救急及び二次救急医療を含む二次
医療体制のあり方の検討

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（%)

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 福岡県

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 筑後市

病院名 地方独立行政法人筑後市立病院

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 地方独法

3,711 3,638 平成24年3月31日 平成23年4月1日

3,651 3,795

60 △ 157 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 91.7 91.7 民間譲渡

平成21年度 95.9 98.8 診療所化

平成22年度 101.7 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 102.0 102.4

平成20年度 55.3 55.3

平成21年度 52.4 50.8 既に実施済 ○

平成22年度 50.3 54.1 今年度実施予定

平成23年度 50.0 50.0 実施(予定)時期 平成23年11月7日

平成20年度 79.2 79.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.0 77.0 委員会等名 評価委員会

平成22年度 86.0 80.9 その他

平成23年度 81.0 81.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成２３年１２月中

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年4月1日

無

ＵＲＬ

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

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

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.city.chikugo.fukuoka.jp/gyousei/tor
ikumi/hospital/hospital_1.htm

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。

上記の検討会において医療機能の分担や連携体制につい
て継続して協議を行う。

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

八女筑後地区公立病院改革プラン検討委員会
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

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）

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 福岡県

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 中間市

病院名 中間市立病院

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）

一部適用

2,047 1,811 平成22年3月

2,098 1,832

△ 51 △ 21 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 91.4 92.3 民間譲渡

平成21年度 95.5 98.8 診療所化

平成22年度 97.6 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 101.1 100.3

平成20年度 52.7 53.5

平成21年度 51.3 52.6 既に実施済

平成22年度 49.5 52.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 47.8 51.3 実施(予定)時期 平成23年11月15日

平成20年度 57.3 58.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 63.9 49.8 委員会等名 中間市立病院評価委員会

平成22年度 70.7 50.1 その他

平成23年度 73.5 50.5 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年12月頃

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

経営形態の見直し（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

現状体制を維持する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://nakamacity-hospital.jp/planhyouka.htm

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

芦屋町

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期



（調査表１　病院別個表） 都道府県 福岡県

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 芦屋町

病院名 町立芦屋中央病院

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

2,087 2,012 平成22年3月31日 平成24年度中

2,080 2,001 病院事業検討委員会で検討

7 12 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 100.9 100.8 民間譲渡 ○

平成21年度 101.0 100.7 診療所化

平成22年度 100.3 100.5
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 100.3 100.3

平成20年度 43.0 43.4

平成21年度 43.5 46.6 既に実施済

平成22年度 45.1 45.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 44.0 46.3 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 90.1 89.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 91.5 87.6 委員会等名 病院事業検討委員会

平成22年度 92.0 82.8 その他

平成23年度 92.0 86.2 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 実施(予定)時期 平成24年1月

平成25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）

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）

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

中間市

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（%)

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

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

現状の体制を維持

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 福岡県

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 小竹町

病院名 小竹町立病院

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）

全部適用

689 669 平成22年3月 平成23年4月1日

733 721

△ 44 △ 52 公営企業法全部適用 ●

健全化法 12.2 12.3 地方独立行政法人

地財法 12.2 12.3 指定管理者制度

平成20年度 84.9 85.7 民間譲渡

平成21年度 86.3 87.8 診療所化

平成22年度 94.0 92.8
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 95.0 99.2

平成20年度 65.1 63.5

平成21年度 63.3 61.3 既に実施済

平成22年度 61.3 59.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.6 53.5 実施(予定)時期 平成23年度中

平成20年度 64.8 61.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 67.4 69.6 委員会等名
小竹町行政改革推進委員
会

平成22年度 68.8 70.0 その他

平成23年度 70.1 80.4 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成25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

現状の体制を維持する

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

鞍手町

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。

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。

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 福岡県

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 鞍手町

病院名 鞍手町立病院

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）

一部適用

2,855 2,773 平成22年3月31日
10/26外部委員より答申予
定。

2,841 2,598 外部委員で検討中。

14 175 公営企業法全部適用

健全化法 － － 地方独立行政法人 （見直しが必要となった場合"○"）

地財法 － － 指定管理者制度

平成20年度 99.6 96.5 民間譲渡

平成21年度 100.3 96.5 診療所化

平成22年度 100.5 106.7
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 100.4 101.6

平成20年度 53.6 51.3

平成21年度 53.9 56.1 既に実施済 ○

平成22年度 53.5 51.1 今年度実施予定 平成23年1月

平成23年度 53.5 54.9 実施(予定)時期

平成20年度 85.6 81.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.2 80.4 委員会等名
鞍手町行財政改革推進委
員会

平成22年度 90.1 82.0 その他

平成23年度 91.0 78.8 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成22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

無 ○

鞍手町ホームページ⇒行財政改革⇒第5次行財政プラン

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

小竹町

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

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

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

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

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

現状体制を維持

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.town.kurate.lg.jp/syoukai/gyouzais
ei/documents/dai5jiplan.pdf

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 福岡県

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 糸田町

病院名 糸田町立緑ヶ丘病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 一部適用

844 796 平成26年3月31日 平成24年3月31日

864 808 継続して検討中

△ 20 △ 12 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 94.7 94.7 民間譲渡 ○

平成21年度 96.5 95.5 診療所化 ○

平成22年度 97.7 98.5
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 98.9 100.1

平成20年度 79.1 80.3

平成21年度 77.1 80.3 既に実施済

平成22年度 76.2 73.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 75.6 66.8 実施(予定)時期 平成23年12月31日

平成20年度 88.2 83.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.0 81.8 委員会等名
糸田町立緑ヶ丘病院改革プ
ラン点検・評価委員会

平成22年度 93.1 82.0 その他

平成23年度 94.2 82.0 公表（予定）※ ○

平成２４年度 平成２３年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成２４年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

田川地区公立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。

平日夜間における初期救急及び二次救急医療を含む二次
医療体制のあり方の検討

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)

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 福岡県

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 川崎町

病院名 地方独立行政法人川崎町立病院

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 地方独法

1,011 1,137 平成２５年度 平成23年4月1日

997 1,014

14 123 公営企業法全部適用

健全化法 1.4 － 地方独立行政法人 ●

地財法 1.4 － 指定管理者制度

平成20年度 102.5 115.0 民間譲渡

平成21年度 102.1 114.0 診療所化

平成22年度 101.4 112.1
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 105.9 104.9

平成20年度 53.1 44.7

平成21年度 53.9 42.7 既に実施済

平成22年度 54.6 45.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 50.4 51.6 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 80.4 86.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.4 83.3 委員会等名
地方独立行政法人評価委
員会

平成22年度 80.4 77.9 その他

平成23年度 80.4 80.4 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成25年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年4月1日

無

ＵＲＬ

平日夜間における初期救急及び二次救急医療を含む二次
医療体制のあり方を検討。

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。

田川地区公立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

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 福岡県

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 公立八女総合病院企業団

病院名 公立八女総合病院

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

8,708 8,797 平成24年3月 未定

8,754 8,723 経営協議会

△ 46 74 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 100.2 101.9 民間譲渡

平成21年度 100.1 101.3 診療所化

平成22年度 99.5 100.8
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.2 97.7

平成20年度 44.4 43.9

平成21年度 45.4 44.3 既に実施済

平成22年度 46.0 45.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 45.9 47.9 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 87.0 86.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.1 86.8 委員会等名 経営協議会

平成22年度 91.5 86.2 その他

平成23年度 95.5 92.2 公表（予定）※ ○

平成6年度 平成6年度 実施(予定)時期 平成24年2月

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

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.hosp-
yame.jp/hospital/general/reform.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

八女筑後地区公立病院改革プラン検討会
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。

上記検討会において、医療機能の分担や連携体制につい
て継続して協議を行う。

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（%)

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
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