
公立病院改革プランの実施状況等（平成23年９月30日現在） 　都道府県名
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団体名 病院名

地方独立行政法人
佐賀県立病院好生館

佐賀県立病院好生館 2

佐賀市 佐賀市立富士大和温泉病院 3

唐津市 唐津市民病院きたはた 4

多久市 多久市立病院 5

伊万里市 伊万里市立市民病院 6

小城市 小城市立市民病院 7

有田町 有田共立病院 8

大町町 大町町立病院 9

太良町 町立太良病院 10

佐賀県
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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 佐賀県

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 佐賀県

病院名 佐賀県立病院好生館

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

11,001 12,693 平成２６年度 平成22年4月1日

11,161 11,219

△ 160 1,474 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 92.4 94.0 民間譲渡

平成21年度 97.1 97.1 診療所化

平成22年度 98.6 113.1
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 100.1 105.6

平成20年度 57.6 57.0

平成21年度 56.8 54.0 既に実施済 〇

平成22年度 56.8 44.0 今年度実施予定

平成23年度 55.9 49.1 実施(予定)時期 平成23年7月20日

平成20年度 72.6 72.6 委員会等の設置（予定）

平成21年度 80.2 74.9 委員会等名
地方独立行政法人佐賀県
立病院好生館評価委員会

平成22年度 80.2 77.3 その他

平成23年度 80.2 91.1 公表（予定）※ 〇

平成23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

無 〇

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

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。

「公立病院等の今後のあり方を考える会」で示された、
①中部医療圏内に立地する他の公立病院との機能分担・
連携
②将来的に県内全域の自治体病院との一体的な運営
の２案を踏まえて検討を行い、平成２６年度までに一定の方
向性を出す。

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

未定

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.saga.lg.jp/web/kurashi/_1019/_
24565/_24567/kenritubyoin-hyoukaiinkai.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 佐賀県

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 佐賀市

病院名 佐賀市立富士大和温泉病院

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

1,316 1,324 平成24年3月 平成24年3月

1,318 1,297

△ 2 27 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 90.5 89.7 民間譲渡 ○

平成21年度 99.6 99.7 診療所化 ○

平成22年度 99.8 102.1
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行 ○

平成23年度 102.2 102.2

平成20年度 68.2 69.9

平成21年度 66.4 68.7 既に実施済 ○

平成22年度 66.0 68.4 今年度実施予定

平成23年度 64.2 64.2 実施(予定)時期 平成23年8月24日

平成20年度 78.4 74.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 79.6 73.9 委員会等名
富士大和温泉病院改革点
検評価委員会

平成22年度 81.0 74.2 その他

平成23年度 82.9 77.5 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年11月1日

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

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

他病院との統廃合の議論はない。院内診療体制について
は、当院の役割として現在の診療機能を維持することとして
いるが、県や二次医療圏内で具体的な動きがあれば、今後
点検評価委員会等の中でも議論を継続していく。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　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://www3.bunbun.ne.jp/~fyshosp/info/27.ht
ml



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 佐賀県

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 唐津市

病院名 唐津市民病院きたはた

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

615 594 　　平成25年3月31日 平成25年3月31日

579 576
唐津市民病院改革プラン点
検評価委員会

36 17 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 95.9 96.4 民間譲渡 ×

平成21年度 100.9 102.3 診療所化 ×

平成22年度 106.1 103.0
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 108.9 108.9

平成20年度 70.9 71.0

平成21年度 67.5 65.8 既に実施済

平成22年度 65.7 50.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.1 50.6 実施(予定)時期 平成23年12月28日

平成20年度 89.3 86.4 委員会等の設置（予定） ○　

平成21年度 91.1 84.9 委員会等名
唐津市民病院改革プラン点
検評価委員会

平成22年度 91.1 74.2 その他

平成23年度 91.1 91.1 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 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 平成○年○月○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

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

唐津市民病院改革プラン点検評価委員会
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

佐賀県北部医療圏で唯一の公立病院であり、圏内の公的
病院（唐津赤十字病院、済生会病院）との連携を図ってお
り、今後の医療圏の状況を見ながら検討する。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

※　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 佐賀県

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 多久市

病院名 多久市立病院

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

1,511 1,381 平成26年3月31日 平成26年3月31日

1,454 1,373
「多久市立病院経営改善及び病院事業
あり方検討委員会」による

57 8 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 101.1 101.1 民間譲渡

平成21年度 98.4 97.5 診療所化

平成22年度 103.9 100.6
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 104.8 104.8

平成20年度 46.9 46.7

平成21年度 55.9 57.6 既に実施済 ○

平成22年度 52.3 50.3 今年度実施予定

平成23年度 51.9 51.9 実施(予定)時期 平成23年8月22日

平成20年度 73.6 73.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 74.3 71.9 委員会等名 多久市行財政改善協議会

平成22年度 75.2 69.9 その他

平成23年度 76.2 76.2 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年10月13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

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

「多久市立病院経営改善及び病院事業あり方検討委員会」
による

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

再編・ネットワークについては、佐賀県全体の医療計画との
関わりがあり、一つの病院の問題として捉えることには困難な
面がある。また、地域住民の理解を得ることが重要である。地
域医療の実情を考えると、再編ネットワーク化についての検
討は困難と考える。

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.taku.lg.jp/site/view/cateview.js
p?cateid=11



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 佐賀県

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 伊万里市

病院名 伊万里市立市民病院

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）

実施中 全部摘用

1,108 1,050 平成20年2月1日 平成23年7月1日

1,101 1,133

7 △ 83 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 90.9 89.1 民間譲渡

平成21年度 99.8 93.3 診療所化

平成22年度 100.6 92.6
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 53.4 54.7

平成21年度 49.5 54.3 既に実施済

平成22年度 49.1 62.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 実施(予定)時期 平成23年12月1日

平成20年度 81.1 70.5 委員会等の設置（予定）

平成21年度 85.2 70.3 委員会等名
伊万里市立市民病院経営
改善対策員会

平成22年度 87.2 65.5 その他

平成23年度 公表（予定）※ 院内掲示

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年12月31日

平成22年度 平成22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

有田共立病院との統合

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

有田町

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

平成２３年７月１日
伊万里・有田地区医療福祉組合立病院として経営統合実施済

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 佐賀県

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 小城市

病院名 小城市民病院

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）

検討中 一部適用

1,245 1,150 平成24年3月 平成24年3月

1,240 1,246

5 △ 96 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 85.7 83.3 民間譲渡

平成21年度 94.5 92.1 診療所化

平成22年度 100.4 92.3
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 104.2 104.2

平成20年度 77.7 70.0

平成21年度 65.7 59.2 既に実施済

平成22年度 60.9 63.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 58.5 70.9 実施(予定)時期 平成23年11月25日

平成20年度 65.6 63.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.7 67.2 委員会等名
小城市民病院改革庁内検
討委員会

平成22年度 75.8 70.6 その他

平成23年度 80.8 80.8 公表（予定）※ 〇

平成22年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

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２０年５月に地域連携室設置、平成２２年７月に開放型
病床を実施し、病診連携・病病連携の強化を図っている。

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 佐賀県

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 有田町

病院名 有田共立病院

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）

実施済 全部適用

2,589 2,569 平成20年2月1日 平成22年4月1日

2,589 2,537

0 33 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 100.2 100.0 民間譲渡

平成21年度 100.0 99.1 診療所化

平成22年度 100.0 101.3
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度

平成20年度 41.6 41.9

平成21年度 41.1 41.9 既に実施済

平成22年度 41.1 40.6 今年度実施予定 ○　

平成23年度 実施(予定)時期 平成23年12月1日

平成20年度 85.0 82.9 委員会等の設置（予定）

平成21年度 88.0 81.4 委員会等名
有田町行政改革評価委員
会

平成22年度 88.0 81.9 その他

平成23年度 公表（予定）※ 院内掲示

平成２０年度 平成２０年度 実施(予定)時期 平成23年12月31日

平成２２年度 平成２２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

伊万里市民病院との統合

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

伊万里市　

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

平成２３年７月１日付にて伊万里・有田地区医療福祉組合と
して統合実施済。

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 佐賀県

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 大町町

病院名 大町町立病院

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）

ネットワーク化「実施済」 一部適用

649 638 平成23年2月1日 平成24年3月31日

727 703

△ 78 △ 65 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 100.4 102.4 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.8 診療所化

平成22年度 89.3 90.7
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 100.0 100.0

平成20年度 62.8 62.0

平成21年度 63.7 63.6 既に実施済 ○

平成22年度 73.2 72.4 今年度実施予定

平成23年度 62.9 62.9 実施(予定)時期 H22.6.29

平成20年度 80.8 83.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 77.1 委員会等名
大町町立病院改革プラン検
討委員会

平成22年度 70.0 72.3 その他

平成23年度 90.0 90.0 公表（予定）※ ○

平成１９年度 平成１９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2月1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

平成２３年１月に新武雄病院と連携を協議し、当院に脳神
経外科を設置してリハビリ部門の機能分担を図ることを決め
る。特にリハビリテーション部門を充実させ、２月から入院患
者の受入などネットワーク化して強化を図った。

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

平成２３年２月１日から新武雄病院とネットワーク化を図る。
特にリハビリ部門で急性期を脱した患者を当院が受入れる
ため、平成２３年３月に診療科目として脳神経外科を加え
る。また、リハビリ部門を充実させるため理学療法士を増員
した。新武雄病院と当院の連携を強化した。よって、平成２３
年９月末現在、入院患者数は順調に伸び、平均病床利用率
は８２．４％になり、昨年同期と比較して１３．３ポイント上昇
した。　経常損益は９月末現在、昨年同期と比較して３千８３
６万２千円の黒字である。

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）

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)

http://www.cableone.ne.jp/^cho-
hosp/index.htm



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 佐賀県

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 太良町

病院名 町立太良病院

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

850 869 なし なし

862 840 なし

△ 12 25 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 86.3 85.2 民間譲渡

平成21年度 96.5 96.3 診療所化

平成22年度 98.6 103.0
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 101.2 101.2

平成20年度 61.3 58.1

平成21年度 57.6 50.0 既に実施済

平成22年度 56.9 46.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 56.5 56.5 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 64.0 64.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.0 66.4 委員会等名 町立太良病院改革委員会

平成22年度 75.0 64.6 その他

平成23年度 80.0 76.7 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22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23年11月

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

なし

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

なし

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

なし

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

なし
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

※Ｈ２２年度下期より地域医療連携室を立ち上げ地域の医
療機関（民間病院・クリニック）との連携を強化している。

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.town.tara.saga.jp/site/tarahospital
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