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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

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 熊本県

病院名 熊本県立こころの医療センター

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）

全部適用

1,593 1,542 予定なし 平成20年4月1日

1,577 1,493

16 49 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 100.0 102.6 民間譲渡

平成21年度 100.6 102.6 診療所化

平成22年度 101.0 103.3
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.7 100.7

平成20年度 108.2 114.4

平成21年度 113.5 118.5 既に実施済 ○

平成22年度 113.7 118.5 今年度実施予定

平成23年度 111.7 111.8 実施(予定)時期 平成23年8月10日

平成20年度 80.7 80.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.7 78.1 委員会等名
熊本県立こころの医療セン
ター運営評価委員会

平成22年度 88.7 78.3 その他

平成23年度 88.7 78.3 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年9月16日

平成２４年度 平成２４年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

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)

http://www.pref.kumamoto.jp/site/kokoro-
hp/dai2kaiuneihyoukaiinkai.html

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 熊本県

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 熊本市

病院名 熊本市民病院

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）

実施済 全部適用

11,811 12,460 平成20年9月 平成21年4月1日

11,596 12,167

215 293 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 99.1 98.4 民間譲渡

平成21年度 100.3 100.2 診療所化

平成22年度 101.9 102.4
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 100.7 100.7

平成20年度 54.2 54.2

平成21年度 54.0 54.9 既に実施済 ○

平成22年度 53.1 56.1 今年度実施予定

平成23年度 53.6 53.6 実施(予定)時期 平成23年9月

平成20年度 80.5 80.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.0 81.0 委員会等名 経営会議

平成22年度 83.9 79.6 その他 議会への報告

平成23年度 85.0 85.0 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25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

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）

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
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.cityhosp-
kumamoto.jp/about/effort/management-plan/

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

熊本市民病院と附属熊本産院の一体化
（H21.12.31）

経常損益（百万円）

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

職員給与比率（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

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 熊本市

病院名 植木病院

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） 地方公営企業法全部適用

1,406 1,300 平成23年3月 平成22年3月23日

1,477 1,466

△ 71 △ 166 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 76.3 76.3 民間譲渡

平成21年度 81.3 89.7 診療所化

平成22年度 95.2 88.7
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 100.9 100.0

平成20年度 55.6 55.1

平成21年度 47.3 57.0 既に実施済

平成22年度 46.0 58.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 43.8 56.1 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 65.0 63.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 59.0 委員会等名
植木病院事業経営評価委
員会

平成22年度 80.0 72.5 その他

平成23年度 85.0 76.6 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23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年2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。

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（%)

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

職員給与比率（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

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。

地域の介護保険施設、診療所との連携を強化し、療養病床
への直接的な患者の受け入れ態勢を整える。

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

療養病床の回復期リハビリテーション病床への転換も視野
に入れ、多方面から検討を重ねていたが、周辺に医療療養
病床が少ない現状に鑑み、地域の介護保険施設と連携を
図り、療養病床の拡充を目指すこととした。

経常損益（百万円）

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 八代市

病院名 国民健康保険八代市立病院

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

680 630 平成25年3月31日迄 平成25年3月31日

641 670

39 △ 40 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 90.4 94.4 民間譲渡

平成21年度 98.9 100.4 診療所化

平成22年度 106.1 94.0
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 100.5 95.9

平成20年度 67.6 73.2

平成21年度 67.6 70.3 既に実施済

平成22年度 64.2 73.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.2 74.8 実施(予定)時期 平成24年3月31日迄

平成20年度 74.9 71.6 委員会等の設置（予定）

平成21年度 78.2 75.7 委員会等名

平成22年度 79.2 77.2 その他 病院運営会議にて評価

平成23年度 79.7 80.5 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日迄

平成24年度 平成24年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

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

病床利用率（%)

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

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

職員給与比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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）

区　　　分

経常費用（百万円）

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）

経営形態の見直し（予定）時期

熊本労災病院・八代総合病院との患者紹介等の連携強化

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）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（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。

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

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

①再編・ネットワーク
化の検討体制

病院運営会議



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

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 荒尾市

病院名 荒尾市民病院

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

5,009 5,357 平成23年度 平成21年4月1日

4,974 5,257

35 100 公営企業法全部適用 ●

健全化法 22.6 10.0 地方独立行政法人

地財法 49.7 36.0 指定管理者制度

平成20年度 92.3 97.4 民間譲渡

平成21年度 96.8 99.6 診療所化

平成22年度 100.7 101.9
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 101.3 101.3

平成20年度 65.3 58.4

平成21年度 62.1 57.7 既に実施済 ○

平成22年度 59.1 57.1 今年度実施予定

平成23年度 59.5 59.5 実施(予定)時期 平成23年10月14日

平成20年度 74.8 76.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.5 77.9 委員会等名 荒尾市民病院あり方検討会

平成22年度 81.4 80.7 その他

平成23年度 81.4 81.4 公表（予定）※ ○

平成２２年度 平成２２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

無 ○

ＵＲＬ

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

病床利用率（%)

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

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

職員給与比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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22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）

区　　　分

経常費用（百万円）

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）

経営形態の見直し（予定）時期

二次医療圏内の公立病院の状況及び第５次熊本県保健医
療計画の方向性を踏まえ、平成２３年度までに再編・統合の
結論を取りまとめる。

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）

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.arao.lg.jp/

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。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（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。

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

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

①再編・ネットワーク
化の検討体制

荒尾市民病院あり方検討会



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

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 水俣市

病院名 国保水俣市立総合医療センター

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）

枠組合意（実施中） 全部適用

5,933 6,722 平成24年3月31日 平成22年4月1日

5,803 5,881

130 841 公営企業法全部適用 ●

健全化法 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 103.3 104.5 民間譲渡

平成21年度 102.7 106.7 診療所化

平成22年度 102.2 114.3
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 99.3 100.9

平成20年度 55.7 51.9

平成21年度 53.8 50.2 既に実施済 ○

平成22年度 53.5 45.6 今年度実施予定

平成23年度 56.3 57.5 実施(予定)時期 平成２３年１１月中旬

平成20年度 75.9 76.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 74.9 委員会等名

平成22年度 75.0 75.1 その他
当病院の諸問題等を審議・議決する機
関である「経営企画会議」において点
検・評価の実施

平成23年度 83.6 73.2 公表（予定）※ ○

平成２０年度 平成２０年度 実施(予定)時期 平成２３年１１月下旬

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。

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（%)

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

職員給与比率（%)

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

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（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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。

・（再編）
　平成17年度に、国保水俣市立総合医療センターにリハビ
リーション専門病棟（リハビリ病棟）を建設し、平成17年3月
に湯之児病院を閉院し、国保水俣市立総合医療センターの
病床数を417床として、統廃合済み。
・（ネットワーク化）
　地域医療連携懇話会を年１回（H21.5、H22.5、H23.5）開催
済み。

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

・(再編)
　水俣市立湯之児病院（病床数：１８０床）のリハビリ部門を
国保水俣市立総合医療センターに統廃合する。
・（ネットワーク化）
　国保水俣市立総合医療センターが中心となり、年１回、水
俣市・葦北郡・鹿児島県北薩地域（伊佐市・出水市・出水
郡・阿久根市）の医療連携として、地域医療連携懇話会の
開催。

経常損益（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）

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
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

※　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://minamata-hp.jp/

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

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 山鹿市

病院名 山鹿市民医療センター

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）

全部適用

2,765 2,695 平成22年4月1日

2,953 2,730

△ 188 △ 35 公営企業法全部適用 ●

健全化法 19.5 7.3 地方独立行政法人

地財法 19.5 7.8 指定管理者制度

平成20年度 84.2 84.4 民間譲渡

平成21年度 90.9 90.7 診療所化

平成22年度 93.6 98.7
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 100.9 98.7

平成20年度 70.1 66.8

平成21年度 65.6 60.4 既に実施済

平成22年度 58.7 55.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 53.9 53.0 実施(予定)時期 平成23年11月18日

平成20年度 59.1 58.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 68.5 59.1 委員会等名
山鹿市立病院経営改善評
価委員会

平成22年度 78.7 63.9 その他

平成23年度 88.8 75.6 公表（予定）※ ○

平成２３年度 平成２４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 平成24年3月31日

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。

yamaga-medical-center.jp

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 熊本県

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 上天草市

病院名 上天草市立上天草総合病院

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

3,274 3,368 平成24年3月31日 平成19年4月1日

3,197 3,219

77 149 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 101.9 102.3 民間譲渡

平成21年度 102.2 102.0 診療所化

平成22年度 102.4 104.6
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 102.4 102.1

平成20年度 65.2 63.5

平成21年度 64.8 66.0 既に実施済

平成22年度 64.3 64.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 64.3 63.3 実施(予定)時期 平成24年2月中旬

平成20年度 93.9 92.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 93.9 94.8 委員会等名 上天草総合病院運営審議会

平成22年度 93.9 92.5 その他

平成23年度 93.9 93.9 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23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

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。

医師確保という命題は、いまだに解消の目途はたっていな
い。このような状況を踏まえ、地域住民が安心して医療の提
供を受けることができる医療圏を構築していくためには、医
師確保の努力を継続することはもとより、中核病院とその他
の病院の連携や機能集約・分化による医師の効率的配置
の検討、専門医不在の病院には、遠隔医療システム等によ
る診療補助を行うなど少数の医師をより有効に活躍できる
システム作りを進めていく必要がある。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

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）

kamiama@cityhosp-kamiamakusa.jp

天草地域医療センターと連携し、遠隔医療システム等の整
備を実施する。

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 宇城市

病院名 宇城市民病院

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

441 469 平成26年3月31日 平成26年4月1日

440 459 宇城市民病院経営検討委員会

1 10 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 100.0 100.0 民間譲渡

平成21年度 101.0 104.5 診療所化

平成22年度 100.2 102.1
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 100.2 102.1

平成20年度 53.0 53.0

平成21年度 53.0 51.8 既に実施済

平成22年度 52.8 53.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.8 53.4 実施(予定)時期 平成24年3月31日

平成20年度 57.8 57.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 66.6 66.6 委員会等名

平成22年度 70.0 63.0 その他 総合政策課との会議

平成23年度 70.0 63.0 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。

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（%)

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

職員給与比率（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

宇城市の夜間救急医療において、外科系の医師の不在が
ないように圏内の他の救急医療機関とのネットワーク化を
検討中

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

宇城市民病院経営検討委員会



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

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 阿蘇市

病院名 阿蘇中央病院

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）

検討中 一部適用

1,224 1,061 平成25年3月31日 平成26年4月1日

1,232 1,163

△ 9 △ 102 公営企業法全部適用 〇

健全化法 地方独立行政法人

地財法 指定管理者制度

平成20年度 91.8 90.0 民間譲渡

平成21年度 92.3 85.3 診療所化

平成22年度 99.3 91.2
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 99.0 99.0

平成20年度 68.2 68.9

平成21年度 65.6 70.3 既に実施済

平成22年度 60.9 72.4 今年度実施予定 〇

平成23年度 60.2 60.2 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 56.1 56.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 66.4 65.5 委員会等名 運営協議会

平成22年度 66.4 76.0 その他

平成23年度 66.4 77.1 公表（予定）※ 〇

平成24年度 平成27年度 実施(予定)時期 平成23年12月31日

平成23年度 平成27年度 その他

有 〇

実施(予定)時期 平成23年5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。

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。

地域医療再生計画に沿って、t-PAの遠隔診察や画像診断
が同時に出来るシステムを熊本大学附属病院と協議しなが
ら構築をしていく。

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)

http://www.aso.ne.jp/~asochp/

阿蘇地域・地域医療再生計画に基づき、熊本大学・熊本県・
市町村・各病院で協議を行う。

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（%)

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 熊本県

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 天草市

病院名 天草市立牛深市民病院

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

1,597 1,732 平成25年度 平成22年4月1日

1,645 1,712

△ 48 20 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 89.0 90.4 民間譲渡

平成21年度 93.0 99.5 診療所化

平成22年度 97.1 101.2
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 98.8 101.0

平成20年度 72.9 74.7

平成21年度 63.0 63.9 既に実施済

平成22年度 61.0 62.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 59.3 61.0 実施(予定)時期 平成24年1月20日

平成20年度 80.1 80.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.1 88.5 委員会等名
天草市立病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 84.7 90.9 その他

平成23年度 87.3 91.0 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成24年3月15日

平成24年度 平成24年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月31日

無

ＵＲＬ

ー

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

　地域医療再生計画天草編に計画されている事業の推進を
基本にしながら、中核病院とその他の病院の連携や機能集
約・分化による医師の効率的配置や、遠隔医療システムの
導入によるネットワーク化などにより、圏域内完結型の医療
体制の構築を目指す。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

　地域医療再生計画天草編の事業推進のために設置され
た天草地域医療再生推進会議は、天草地域の医療ネット
ワークに関することも協議していくことになるため、その中で
検討していきたい。

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。

ー

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

ー

経常損益（百万円）

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

職員給与比率（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

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 天草市

病院名 天草市立栖本病院

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

354 350 平成25年度 平成22年4月1日

351 363

3 △ 13 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 99.4 97.6 民間譲渡

平成21年度 82.0 85.4 診療所化

平成22年度 100.8 96.6
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 99.9 105.6

平成20年度 97.7 104.6

平成21年度 120.7 126.1 既に実施済

平成22年度 82.7 89.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 81.6 87.5 実施(予定)時期 平成24年1月20日

平成20年度 31.7 31.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 34.0 28.7 委員会等名
天草市立病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 35.0 34.4 その他

平成23年度 56.4 34.5 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15日

平成24年度 平成24年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月31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。

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（%)

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

職員給与比率（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

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。

ー

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

ー

経常損益（百万円）

ー

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

　地域医療再生計画天草編に計画されている事業の推進を
基本にしながら、中核病院とその他の病院の連携や機能集
約・分化による医師の効率的配置や、遠隔医療システムの
導入によるネットワーク化などにより、圏域内完結型の医療
体制の構築を目指す。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

　地域医療再生計画天草編の事業推進のために設置され
た天草地域医療再生推進会議は、天草地域の医療ネット
ワークに関することも協議していくことになるため、その中で
検討していきたい。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

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 天草市

病院名 国民健康保険天草市立新和病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用

549 563 平成25年度 平成22年4月1日

545 536

4 27 公営企業法全部適用 ●

健全化法 0.0 0.0 地方独立行政法人

地財法 0.0 0.0 指定管理者制度

平成20年度 100.5 102.8 民間譲渡

平成21年度 97.8 103.6 診療所化

平成22年度 100.7 105.0
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 93.5 101.9

平成20年度 73.3 71.9

平成21年度 75.9 73.9 既に実施済

平成22年度 68.7 75.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 76.9 71.9 実施(予定)時期 平成24年1月20日

平成20年度 95.0 95.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 95.0 96.1 委員会等名
天草市立病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 95.0 95.4 その他

平成23年度 95.0 95.5 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成24年3月15日

平成24年度 平成24年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月31日

無

ＵＲＬ

ー

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

　地域医療再生計画天草編に計画されている事業の推進を
基本にしながら、中核病院とその他の病院の連携や機能集
約・分化による医師の効率的配置や、遠隔医療システムの
導入によるネットワーク化などにより、圏域内完結型の医療
体制の構築を目指す。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

　地域医療再生計画天草編の事業推進のために設置され
た天草地域医療再生推進会議は、天草地域の医療ネット
ワークに関することも協議していくことになるため、その中で
検討していきたい。

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。

ー

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

ー

経常損益（百万円）

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

職員給与比率（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

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 天草市

病院名 国民健康保険天草市立河浦病院

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

904 1,052 平成25年度 平成22年4月1日

854 886

50 166 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 107.8 110.4 民間譲渡

平成21年度 108.0 110.7 診療所化

平成22年度 105.9 118.7
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 102.5 115.2

平成20年度 64.2 64.5

平成21年度 63.0 63.2 既に実施済

平成22年度 66.7 64.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 70.1 61.7 実施(予定)時期 平成24年1月20日

平成20年度 97.3 97.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 91.9 92.2 委員会等名
天草市立病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 91.9 92.9 その他

平成23年度 91.9 93.0 公表（予定）※ ○

平成18年度 平成18年度 実施(予定)時期 平成24年3月15日

平成24年度 平成24年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月31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。

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（%)

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

職員給与比率（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

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。

ー

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

ー

経常損益（百万円）

ー

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

　地域医療再生計画天草編に計画されている事業の推進を
基本にしながら、中核病院とその他の病院の連携や機能集
約・分化による医師の効率的配置や、遠隔医療システムの
導入によるネットワーク化などにより、圏域内完結型の医療
体制の構築を目指す。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

　地域医療再生計画天草編の事業推進のために設置され
た天草地域医療再生推進会議は、天草地域の医療ネット
ワークに関することも協議していくことになるため、その中で
検討していきたい。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

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 和水町

病院名 和水町町立病院

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）

検討中 一部適用

901 906 平成25年3月 平成25年4月1日

876 867 和水町立病院運営審議会

25 39 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 101.4 102.3 民間譲渡 ○

平成21年度 100.9 104.7 診療所化

平成22年度 102.9 104.6
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 106.1 106.1

平成20年度 69.8 65.0

平成21年度 69.8 68.9 既に実施済 ○

平成22年度 68.5 68.1 今年度実施予定

平成23年度 64.9 64.9 実施(予定)時期 平成23年9月14日

平成20年度 78.7 71.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.8 71.2 委員会等名 和水町立病院運営審議会

平成22年度 74.6 74.6 その他

平成23年度 75.7 75.7 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1日

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

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。

　有明医療圏には、当院を含め自治体病院が３つある。そ
れぞれに、医師の確保や経営環境などの課題を抱えてい
る。医療サービスは、単独の病院ではすべてを行うことはで
きないものであり、地域全体でその在り方を検討しなければ
ならない。関係機関と十分な協議を重ね結論を出す。

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

①再編・ネットワーク
化の検討体制

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

和水町立病院運営審議会

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

経営形態の見直し（予定）時期

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

財務の状況

経常収支比率（%)

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

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 山都町

病院名 山都町立国民健康保険蘇陽病院

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）

検討中 一部適用

880 891 平成26年3月31日 平成26年3月31日

863 813 蘇陽病院運営委員会

17 78 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 94.9 民間譲渡

平成21年度 100.1 103.7 診療所化

平成22年度 102.0 109.6
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 104.0 104.0

平成20年度 80.1 76.2

平成21年度 75.6 75.0 既に実施済

平成22年度 71.6 70.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 72.3 72.3 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 86.0 84.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.7 83.0 委員会等名 蘇陽病院運営委員会

平成22年度 89.5 80.2 その他

平成23年度 89.5 89.5 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成21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

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

職員給与比率（%)

※　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。

地域医療機関との連携を推進するとともに、在宅医療を強
化し、医療・介護・福祉との連携を確保し切れ目のない地域
医療を志向する。

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）蘇陽病院運営委員会

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）

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

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

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。

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

財務の状況

経常収支比率（%)

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。

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。

公立病院改革プラン最終年度

病床利用率（%)

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

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

経常費用（百万円）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

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 公立玉名中央病院企業団

病院名 公立玉名中央病院

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）

全部適用

4,652 5,353 平成23年4月1日

4,743 5,301

△ 99 52 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 92.2 95.5 民間譲渡

平成21年度 97.0 98.8 診療所化

平成22年度 98.1 101.0
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 100.1 101.0

平成20年度 70.8 56.2

平成21年度 66.0 52.7 既に実施済

平成22年度 64.9 50.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 63.1 50.7 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 75.0 71.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 74.8 委員会等名 経営推進検討委員会

平成22年度 82.0 89.4 その他

平成23年度 85.0 89.4 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成24年1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

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

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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）

病床利用率（%)

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）

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.tamana-chp.jp

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。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

職員給与比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

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

財務の状況

経常収支比率（%)

経常費用（百万円）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

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 小国町外一ヶ町公立病院組合

病院名 小国公立病院

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

1,242 1,362 平成26年3月31日 平成26年3月31日までの間

1,251 1,309
小国町長、南小国町長、病院
議員、病院管理者で検討

△ 9 53 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 96.4 96.1 民間譲渡

平成21年度 98.9 103.6 診療所化

平成22年度 99.3 104.1
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 101.0 103.5

平成20年度 60.8 61.1

平成21年度 56.9 58.4 既に実施済

平成22年度 57.7 55.6 今年度実施予定 〇

平成23年度 55.2 55.3 実施(予定)時期 平成24年3月31日までの間

平成20年度 75.4 74.7 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 76.5 64.1 委員会等名

平成22年度 77.7 74.2 その他
小国町長、南小国町長、病院
議員、病院管理者で検討

平成23年度 78.8 66.8 公表（予定）※ 〇

平成23年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成24年3月31日までの間

平成25年度 平成25年度 その他

有

実施(予定)時期

無 〇

ＵＲＬ

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

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

小国公立病院は、地域の中核病院としての役割を担ってい
るため再編統合は難しいと考えています。今後、他の公立
病院・民間病院との連携を図りながら機能を維持していくこ
とが望ましいと考えます。

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

http://www.ogunihp.or.jp

小国町長、南小国町長、病院議員、病院管理者で検討

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）

財務の状況

経常収支比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

経常収支黒字化目標年度

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

職員給与比率（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 熊本県

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 球磨郡公立多良木病院企業団

病院名 球磨郡公立多良木病院

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）

実施済み 全部適用

3,536 4,384 平成21年9月 平成22年4月1日

3,628 4,282

△ 92 102 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 102.3 102.7 診療所化

平成22年度 97.5 102.4
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 99.7 101.8

平成20年度 50.4 50.4

平成21年度 48.2 48.2 既に実施済

平成22年度 48.1 45.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 47.9 44.7 実施(予定)時期 平成23年11月

平成20年度 87.9 87.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.9 86.9 委員会等名 運営協議会

平成22年度 86.7 83.9 その他

平成23年度 86.7 86.7 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12月

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://www.taragihp.jp/

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

芦北町（吉尾診療所）等

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。

・地域連携講演会、勉強会、上球磨メディカルコント
ロール協議会を開催し、救急医療体制の構築を図って
いる。

・熊本大学と連携し、芦北町吉尾診療所に定期的な医
師派遣を開始した。

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

・圏域内唯一の自治体病院として地域完結型の医療を
提供できるよう一次医療機関、消防署等との連携を図
る。

・へき地医療支援機構として、県内へき地診療所への
医師派遣支援体制を構築する。

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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