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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 長崎県

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 長崎市

病院名 長崎市立市民病院

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）

枠組合意（実施中） 全部適用

8,039 7,728 平成5年3月 平成24年4月1日

7,891 7,520

148 208 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 102.1 100.9 民間譲渡

平成21年度 102.6 99.8 診療所化

平成22年度 101.9 102.8
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 101.9 102.1

平成20年度 57.1 58.0

平成21年度 57.2 59.7 既に実施済

平成22年度 58.6 57.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 58.6 57.4 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 90.3 85.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.0 84.5 委員会等名
地方独立行政法人評価委
員会

平成22年度 88.0 83.4 その他

平成23年度 88.0 86.0 公表（予定）※ ○

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 平成24年3月

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

市民病院（平成25年度廃止予定）・成人病センター（平成27
年度末廃止予定）を廃止・統合して、新市立病院を新設

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

※　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（%)

新市立病院の整備に係るＰＦＩ事業者を選定し契約を締結。
現在実施設計を行っている。

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）

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 長崎県

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 長崎市

病院名 長崎市立病院成人病センター

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）

枠組合意（実施中） 全部適用

3,178 2,775 平成5年3月 平成24年4月1日

3,156 2,927

22 △ 152 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 101.7 95.2 民間譲渡

平成21年度 101.5 92.0 診療所化

平成22年度 100.7 94.8
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 100.7 94.3

平成20年度 57.7 64.9

平成21年度 59.7 68.5 既に実施済

平成22年度 60.7 68.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.7 66.2 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 87.1 75.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 85.7 73.5 委員会等名
地方独立行政法人評価委
員会

平成22年度 85.7 69.3 その他

平成23年度 85.7 94.1 公表（予定）※ ○

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 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

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

市民病院（平成25年度廃止予定）・成人病センター（平成27
年度末廃止予定）を廃止・統合して、新市立病院を新設

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（%)

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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（%)

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。

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

新市立病院の整備に係るＰＦＩ事業者を選定し契約を締結。
現在実施設計を行っている。

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）

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）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 長崎県

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 佐世保市

病院名 佐世保市立総合病院

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

13,044 13,765 平成24年3月31日 平成19年4月1日

12,755 12,720

289 1,045 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 100.8 103.9 民間譲渡

平成21年度 100.4 102.2 診療所化

平成22年度 102.3 108.2
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 101.0 103.5

平成20年度 49.9 49.8

平成21年度 51.4 50.7 既に実施済 ○

平成22年度 50.1 49.6 今年度実施予定

平成23年度 49.9 49.9 実施(予定)時期 平成23年8月22日

平成20年度 85.2 83.3 委員会等の設置（予定） 既存の委員会等で実施

平成21年度 85.7 83.7 委員会等名
佐世保市議会文教厚生委
員会

平成22年度 85.7 84.2 その他

平成23年度 85.7 85.7 公表（予定）※ ○

計画年度から黒字 計画年度から黒字 実施(予定)時期 平成23年9月9日

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。

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)

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

「佐世保・県北地域医療のあり方検討会」の報告結果をもっ
て、本院内で決定する

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。

現行体制を維持

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 長崎県

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 佐世保市

病院名 地方独立行政法人北松中央病院

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）

地方独法

2,619 2,555 平成17年4月1日

2,533 2,541

86 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 101.9 101.9 民間譲渡

平成21年度 101.5 103.4 診療所化

平成22年度 101.7 100.5
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 101.7 100.4

平成20年度 55.6 55.6

平成21年度 53.6 53.6 既に実施済 ○

平成22年度 54.6 55.7 今年度実施予定

平成23年度 54.6 52.7 実施(予定)時期 平成23年8月12日

平成20年度 67.7 67.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 68.8 68.8 委員会等名
地方独立行政法人
北松中央病院評価委員会

平成22年度 68.2 68.6 その他

平成23年度 68.2 66.8 公表（予定）※ ○

達成済み 達成済み 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24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.hokusho.dr-
clinic.jp/hospital/kohyou.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

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（%)

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 長崎県

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 大村市

病院名 市立大村市民病院

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 指定管理者

363 261 平成２５年度 平成20年4月1日

489 469

△ 126 △ 208 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 57.2 57.2 民間譲渡

平成21年度 78.4 78.4 診療所化

平成22年度 74.2 55.6
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 81.0 81.3

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11月29日

平成20年度 59.8 59.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 60.0 60.3 委員会等名
市立大村市民病院運営市
民会議

平成22年度 70.0 60.5 その他

平成23年度 70.0 70.0 公表（予定）※ ○

― ― 実施(予定)時期 平成23年12月15日

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）

県が示した「公立病院の『再編・ネットワーク化』及び経営形
態の見直し」についてを踏まえ、運営市民会議からの意見
や地域保健対策連絡協議会等により検討

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。

指定管理者制度の導入により、新たな病院管理体制で経営
の安定化を図っており、再編は検討していないが、公益社
団法人地域医療振興協会のネットワークを利用した離島や
山間部の医療過疎地への診療支援を推進するとともに、へ
き地診療に従事していた医師の再研修を行う体制を整え、
医師確保を図り、診療体制の充実を図る。

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)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 長崎県

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 平戸市

病院名 国民健康保険平戸市民病院

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 全部適用

1,577 1,498 平成24年3月31日 平成21年4月1日

1,450 1,454

127 44 公営企業法全部適用 ●

健全化法 3.0 △ 2.4 地方独立行政法人

地財法 3.3 △ 2.1 指定管理者制度

平成20年度 95.1 97.1 民間譲渡

平成21年度 96.6 102.3 診療所化

平成22年度 108.7 103.0
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 108.5 102.0

平成20年度 56.8 55.3

平成21年度 55.5 54.6 既に実施済 ○

平成22年度 52.4 63.4 今年度実施予定

平成23年度 51.9 66.5 実施(予定)時期 平成23年8月25日

平成20年度 93.1 92.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 95.0 91.8 委員会等名
平戸市立病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 96.4 93.0 その他

平成23年度 97.3 90.9 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年10月15日

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31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)

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

　有識者や地域住民等の参加を得て設置した「平戸市立病
院改革プラン評価委員会」等に諮り、調査、審議する。

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。

　療養病床については、国の廃止期限が2017年度末までに
延長されました。しかしながら、療養病床の存続について
は、不透明な部分が多いため、今後も介護老人保健施設
（病院併設型を含む）等の中間施設の整備についても併せ
て検討を重ねていく予定。

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 長崎県

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 平戸市

病院名 平戸市立生月病院

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）

検討中 全部適用

761 811 平成24年3月31日 平成21年4月1日

749 790

12 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 94.2 93.8 民間譲渡

平成21年度 96.5 103.0 診療所化 ○

平成22年度 101.7 102.7
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 102.0 100.3

平成20年度 72.5 73.0

平成21年度 65.1 65.1 既に実施済 ○

平成22年度 65.5 66.7 今年度実施予定

平成23年度 65.5 68.7 実施(予定)時期 平成23年8月25日

平成20年度 86.7 85.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.3 90.2 委員会等名
平戸市立病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 88.3 87.7 その他

平成23年度 88.3 88.3 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15日

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31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)

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

有識者や地域住民等の参加を得て設置した「平戸市立病院
改革プラン評価委員会」等に諮り、調査・審議する。

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。

「平戸市立病院あり方検討委員会」の答申に示された「高機
能診療所」への移行について早急に検討する必要があるも
のの、併せて「これらと連動し、介護老人保健施設等の中間
施設の整備が急務である。」との附帯意見が示されていま
す。
　　このようなことから、改革プランの見直し時期までに住民
の意見を十分に反映させるための説明会を開催し、住民の
意見を最大限に尊重するとともに、病院施設の老朽化によ
る整備、医師確保の状況を考慮しながら方針の決定をしま
す

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 長崎県

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 壱岐市

病院名 壱岐市民病院

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

2,412 2,321 平成24年4月1日 平成25年4月1日

2,484 2,521

△ 72 △ 200 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 91.0 民間譲渡

平成21年度 94.0 93.0 診療所化

平成22年度 97.0 92.0
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 101.0 94.0

平成20年度 75.0 55.0

平成21年度 73.0 54.0 既に実施済

平成22年度 69.0 56.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 68.0 53.0 実施(予定)時期 平成23年度内

平成20年度 69.0 69.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.0 68.0 委員会等名 評価委員会

平成22年度 76.0 66.0 その他

平成23年度 77.3 70.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年度内

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

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。

壱岐市民病院の4階精神科病棟を再編し、かたばる病院の
療養病床をそこに移すこととしし、改修工事の範囲等につい
て検討に入る。

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。

壱岐市病院事業には、壱岐市民病院、かたばる病院の２病
院がある。平成２４年度中に、かたばる病院を壱岐市民病
院に機能統合する。

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 長崎県

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 壱岐市

病院名 かたばる病院

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

396 402 平成24年4月1日 平成25年4月1日

396 367

0 35 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 103.1 103.1 民間譲渡

平成21年度 100.0 111.7 診療所化

平成22年度 100.0 100.0
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 100.0 100.0

平成20年度 94.3 94.3

平成21年度 99.3 88.2 既に実施済

平成22年度 99.3 99.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 98.6 98.6 実施(予定)時期 平成23年度内

平成20年度 96.7 96.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 96.9 98.3 委員会等名 評価委員会

平成22年度 96.9 96.9 その他

平成23年度 96.9 96.9 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年度内

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

※　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（%)

かたばる病院の今後のあり方について、壱岐医師会の答申
を受け検討中であるが、今年度が第５期介護保険事業計画
の策定年度であり、この計画発表後、｢再編・ネットワーク
化」の協議・検討を開始する。

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)

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（%)

壱岐医師会専門委員会（仮称）

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 長崎県

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 雲仙・南島原保健組合

病院名 公立新小浜病院

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）

検討中 指定管理者制度

2,189 2,023 平成26年3月31日 平成17年4月1日

2,180 2,021

9 2 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 100.3 100.3 民間譲渡

平成21年度 100.2 100.6 診療所化

平成22年度 100.4 100.2
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 100.3 100.1

平成20年度 51.4 51.4

平成21年度 53.4 52.7 既に実施済

平成22年度 54.0 57.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 55.6 59.2 実施(予定)時期 平成23年度内

平成20年度 95.1 91.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 97.9 87.7 委員会等名
公立新小浜病院等あり方検
討委員会

平成22年度 86.7 76.4 その他

平成23年度 86.1 70.5 公表（予定）※ ○

平成１８年度から黒字 平成２２年度黒字 実施(予定)時期 平成24年3月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

当面、現行の体制を維持し、各医療機関の機能分担や連携
を推進し、県の医療計画との整合性を図りながら公立病院
の役割を果たしていきながら、地域医療情勢の変化を見極
めながら、再編成・ネットワーク化について模索していく。

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

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。

なし

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 長崎県

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 長崎県病院企業団

病院名 長崎県五島中央病院

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）

実施済 全部適用

4,981 5,057 平成19年7月 平成21年4月1日

4,975 4,988

6 69 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 96.7 98.5 民間譲渡

平成21年度 98.5 100.0 診療所化

平成22年度 100.1 101.4
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 100.3 100.3

平成20年度 62.1 61.8

平成21年度 62.4 64.0 既に実施済

平成22年度 62.3 64.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 62.0 61.9 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成20年度 78.5 77.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.0 73.9 委員会等名
長崎県病院企業団運営会
議

平成22年度 81.0 70.9 その他

平成23年度 81.0 73.7 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成24年1月予定

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

長崎県と島原地域、五島地域及び対馬地域の5市1町が新
たに公営企業法を全部適用する「長崎県病院企業団」を設
立して病院の運営を行う。

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

長崎県

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21年4月に長崎県病院企業団を設立

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

五島市医療提供体制のあり方検討委員会
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

平成22年6月に「五島市医療提供体制のあり方検討員会」を
設置し、五島市における医療提供体制のあり方を検討して
おり、委員会からの報告を受けて方針を決定することとして
いる。
検討委員会では、五島中央病院（基幹病院）が所管する地
域病院（富江、奈留病院）のあり方が検討されており、平成
23年11月末に答申がなされる予定である。

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 長崎県

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 長崎県病院企業団

病院名 長崎県富江病院

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

649 645 平成19年7月 平成21年4月1日

644 619
五島市医療提供体制のあり
方検討委員会

5 26 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 97.8 98.4 民間譲渡

平成21年度 100.9 104.8 診療所化 ○

平成22年度 100.8 104.1
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 101.4 100.0

平成20年度 76.3 84.7

平成21年度 73.8 79.6 既に実施済

平成22年度 73.8 81.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 73.6 76.9 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成20年度 78.5 83.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 87.0 委員会等名
長崎県病院企業団運営会
議

平成22年度 90.0 85.1 その他

平成23年度 90.0 88.6 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成24年1月予定

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

長崎県と島原地域、五島地域及び対馬地域の5市1町が新
たに公営企業法を全部適用する「長崎県病院企業団」を設
立して病院の運営を行う。

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

長崎県

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21年4月に長崎県病院企業団を設立

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

五島市医療提供体制のあり方検討委員会
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

平成22年6月に「五島市医療提供体制のあり方検討員会」を
設置し、五島市における医療提供体制のあり方を検討して
おり、委員会からの報告を受けて方針を決定することとして
いる。
検討委員会では、五島中央病院（基幹病院）が所管する地
域病院（富江、奈留病院）のあり方が検討されており、平成
23年11月末に答申がなされる予定である。

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 長崎県

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 長崎県病院企業団

病院名 長崎県奈留病院

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

604 611 平成19年7月 平成21年4月1日

661 637
五島市医療提供体制のあり
方検討委員会

△ 57 △ 26 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 85.6 88.2 民間譲渡

平成21年度 92.6 94.4 診療所化 ○

平成22年度 91.4 95.8
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 89.7 96.9

平成20年度 66.2 73.6

平成21年度 68.6 81.0 既に実施済

平成22年度 68.6 75.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 68.6 61.6 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成20年度 71.2 56.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 52.0 58.8 委員会等名
長崎県病院企業団運営会
議

平成22年度 52.0 56.3 その他

平成23年度 52.0 57.7 公表（予定）※ ○

― ― 実施(予定)時期 平成24年1月予定

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

長崎県と島原地域、五島地域及び対馬地域の5市1町が新
たに公営企業法を全部適用する「長崎県病院企業団」を設
立して病院の運営を行う。

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

長崎県

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21年4月に長崎県病院企業団を設立

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

五島市医療提供体制のあり方検討委員会
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

平成22年6月に「五島市医療提供体制のあり方検討員会」を
設置し、五島市における医療提供体制のあり方を検討して
おり、委員会からの報告を受けて方針を決定することとして
いる。
検討委員会では、五島中央病院（基幹病院）が所管する地
域病院（富江、奈留病院）のあり方が検討されており、平成
23年11月末に答申がなされる予定である。

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 長崎県

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 長崎県病院企業団

病院名 長崎県上五島病院

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）

実施済 全部適用

2,757 3,404 平成19年7月 平成21年4月1日

2,643 3,206

114 198 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 103.1 101.9 民間譲渡

平成21年度 102.1 101.2 診療所化

平成22年度 104.3 106.2
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 104.6 101.3

平成20年度 47.6 54.9

平成21年度 51.6 61.8 既に実施済

平成22年度 50.2 57.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 50.1 53.7 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成20年度 79.5 80.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 65.5 委員会等名
長崎県病院企業団運営会
議

平成22年度 80.0 80.6 その他

平成23年度 80.0 81.7 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成24年1月予定

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

長崎県と島原地域、五島地域及び対馬地域の5市1町が新
たに公営企業法を全部適用する「長崎県病院企業団」を設
立して病院の運営を行う。
さらに、新上五島町の3公立病院については、上五島病院を
基幹病院として入院機能を集約し、有川病院と奈良尾病院
については、無床診療所化（上五島病院附属）し、外来機能
の強化を図った。

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

長崎県

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21年4月に長崎県病院企業団を設立
○平成21年11月に有川病院を上五島病院附属の無床診療
所化
○平成23年4月から奈良尾病院を上五島病院附属の無床
診療所化

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 長崎県

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 長崎県病院企業団

病院名 長崎県対馬いづはら病院

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

3,422 3,734 平成19年7月 平成21年4月1日

3,380 3,508

42 226 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 102.4 102.4 民間譲渡

平成21年度 100.6 103.6 診療所化

平成22年度 101.2 106.4
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 101.6 101.9

平成20年度 50.2 58.5

平成21年度 52.0 58.9 既に実施済

平成22年度 52.0 59.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.0 54.4 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成20年度 91.5 91.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.0 85.2 委員会等名
長崎県病院企業団運営会
議

平成22年度 92.0 91.2 その他

平成23年度 92.0 90.0 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成24年1月予定

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

長崎県と島原地域、五島地域及び対馬地域の5市1町が新
たに公営企業法を全部適用する「長崎県病院企業団」を設
立して病院の運営を行う。
さらに、対馬市の対馬いづはら病院と中対馬病院について
は、移転新築統合し一つの病院とする方針を決定し、平成
26年10月の新病院開院を目指している。
また、上対馬病院については、新病院のサテライト病院とし
て再整備を図ることとしている。

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

長崎県

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21年4月に長崎県病院企業団を設立
【新病院建設関係】
○平成23年3月　　移転先地、基本計画決定
○平成23年5月　　基本設計着手
○平成26年10月　新病院開院予定

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 長崎県

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 長崎県病院企業団

病院名 長崎県上対馬病院

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

1,211 1,163 平成19年7月 平成21年4月1日

1,222 1,154

△ 11 9 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 94.3 90.7 民間譲渡

平成21年度 99.0 99.8 診療所化

平成22年度 99.1 100.8
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 98.7 95.1

平成20年度 73.3 84.2

平成21年度 69.6 86.0 既に実施済

平成22年度 69.6 85.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 69.6 80.5 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成20年度 83.3 66.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.0 55.2 委員会等名
長崎県病院企業団運営会
議

平成22年度 71.0 59.1 その他

平成23年度 71.0 57.6 公表（予定）※ ○

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成24年1月予定

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

長崎県と島原地域、五島地域及び対馬地域の5市1町が新
たに公営企業法を全部適用する「長崎県病院企業団」を設
立して病院の運営を行う。
さらに、対馬市の対馬いづはら病院と中対馬病院について
は、移転新築統合し一つの病院とする方針を決定し、平成
26年10月の新病院開院を目指している。
また、上対馬病院については、新病院のサテライト病院とし
て再整備を図ることとしている。

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

長崎県

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21年4月に長崎県病院企業団を設立

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 長崎県

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 長崎県病院企業団

病院名 長崎県中対馬病院

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

1,837 1,837 平成19年7月 平成21年4月1日

1,803 1,787

34 50 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 101.3 101.3 民間譲渡

平成21年度 102.2 98.0 診療所化

平成22年度 101.9 102.8
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 100.8 102.3

平成20年度 52.1 62.9

平成21年度 53.4 68.8 既に実施済

平成22年度 53.4 69.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 53.4 61.6 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成20年度 84.8 84.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.0 82.9 委員会等名
長崎県病院企業団運営会
議

平成22年度 86.0 78.7 その他

平成23年度 86.0 80.5 公表（予定）※ ○

達成済 平成22年度 実施(予定)時期 平成24年1月予定

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

長崎県と島原地域、五島地域及び対馬地域の5市1町が新
たに公営企業法を全部適用する「長崎県病院企業団」を設
立して病院の運営を行う。
さらに、対馬市の対馬いづはら病院と中対馬病院について
は、移転新築統合し一つの病院とする方針を決定し、平成
26年10月の新病院開院を目指している。
また、上対馬病院については、新病院のサテライト病院とし
て再整備を図ることとしている。

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

長崎県

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21年4月に長崎県病院企業団を設立
【新病院建設関係】
○平成23年3月　　移転先地、基本計画決定
○平成23年5月　　基本設計着手
○平成26年10月　新病院開院予定

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 長崎県

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 長崎県病院企業団

病院名 長崎県精神医療センター

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

1,891 1,838 平成19年7月 平成16年4月1日

1,780 1,723

111 115 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 99.9 100.6 民間譲渡

平成21年度 102.9 106.2 診療所化

平成22年度 106.2 106.6
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 106.6 104.7

平成20年度 103.0 103.5

平成21年度 95.6 96.1 既に実施済

平成22年度 90.4 97.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 89.7 97.0 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成20年度 81.7 80.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 84.0 83.0 委員会等名
長崎県病院企業団運営会
議

平成22年度 85.5 77.6 その他

平成23年度 86.1 83.0 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成24年1月予定

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

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（%)

平成21年4月に長崎県病院企業団を設立

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

長崎県離島医療圏組合

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

長崎県と島原地域、五島地域及び対馬地域の5市1町が新
たに公営企業法を全部適用する「長崎県病院企業団」を設
立して病院の運営を行う。

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)

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 長崎県

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 長崎県病院企業団

病院名 長崎県島原病院

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）

実施済 全部適用

4,935 4,569 平成19年7月 平成16年4月1日

4,964 4,725

△ 29 △ 156 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 91.7 民間譲渡

平成21年度 99.0 94.5 診療所化

平成22年度 99.4 96.7
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 100.3 100.7

平成20年度 63.9 61.5

平成21年度 58.4 61.2 既に実施済

平成22年度 55.6 57.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.3 55.1 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成20年度 73.1 74.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.7 71.0 委員会等名
長崎県病院企業団運営会
議

平成22年度 86.7 75.8 その他

平成23年度 90.5 81.3 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成24年1月予定

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

長崎県と島原地域、五島地域及び対馬地域の5市1町が新
たに公営企業法を全部適用する「長崎県病院企業団」を設
立して病院の運営を行う。

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

長崎県離島医療圏組合

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21年4月に長崎県病院企業団を設立

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。
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