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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大分県

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 大分県

病院名 大分県立病院

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

12,247 13,537 平成21年3月31日 平成18年4月1日

11,911 12,560 －

336 977 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 100.9 101.2 民間譲渡

平成21年度 102.9 107.4 診療所化

平成22年度 102.8 107.8
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 102.8 103.8

平成20年度 50.9 53.1

平成21年度 52.7 51.2 既に実施済

平成22年度 52.7 52.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 52.7 53.5 実施(予定)時期 平成24年1月

平成20年度 92.0 84.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.6 86.0 委員会等名
大分県病院事業経営改善
推進委員会

平成22年度 87.6 86.9 その他 －

平成23年度 87.6 86.9 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成20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 ○

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20年11月に新型救命救急センターを開設し、県内の
三次医療機関としての役割を果たしている。

　平成21年度は地域支援病院の指定を受け、地域の診療
施設との病診連携を推進している。

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

－

経営形態の見直し（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

　大分県立病院は県民医療の基幹病院として、救命救急セ
ンターや総合周産期母子医療センターなど、高度専門的な
三次医療機関の役割を他の医療機関と連携しながら引き続
き果たしていく。

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 大分県

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 中津市

病院名 中津市民病院

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） 一部適用

3,941 4,559 平成22年3月31日 平成24年3月末

3,778 4,063 未定

163 496 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 104.4 106.4 民間譲渡

平成21年度 104.2 109.4 診療所化

平成22年度 104.3 112.2
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 104.1 102.6

平成20年度 49.5 49.1

平成21年度 52.6 50.2 既に実施済

平成22年度 53.5 48.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 53.1 52.9 実施(予定)時期 平成23年11月中旬

平成20年度 76.8 76.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.0 77.1 委員会等名 中津市行財政改革推進委員会

平成22年度 80.0 81.8 その他

平成23年度 82.0 82.0 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年12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

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。

http://www.city-nakatsu.jp/hospital/index.html

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

定住自立圏構想に基づき、関係地方公共団体が「定住自立
圏共生ビジョン懇談会」を開催し協議を行っている。平成22
年4月から小児救急センターの試行を開始、実施中である。

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

当医療圏域内の小児救急医療を充実させることを目的に、
「小児救急医療支援事業」を実施している。医療圏域内の
小児科開業医や大学病院の小児科医等が、休日・夜間の
小児救急患者の診療に従事している。平成24年度に完成
予定の新病院に小児救急センターを併設する予定である。

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

宇佐市・豊後高田市・豊前市・上毛町・築上町

職員給与比率（%)

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大分県

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 杵築市

病院名 杵築市立山香病院

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

2,702 2,697 平成24年3月31日 平成23年4月1日

2,690 2,679

11 18 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 99.1 民間譲渡

平成21年度 101.6 100.5 診療所化

平成22年度 100.4 100.7
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 100.5 100.5

平成20年度 61.4 61.4

平成21年度 59.4 60.1 既に実施済

平成22年度 61.5 60.7 今年度実施予定 ○　

平成23年度 60.7 60.7 実施(予定)時期 平成23年12月

平成20年度 93.3 93.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 91.8 94.3 委員会等名 杵築市立山香病院運営委員会

平成22年度 93.0 92.9 その他

平成23年度 93.0 93.0 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

平成２５年度 平成２５年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

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

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

平成22年度
の収支状況

経常収益（百万円）
再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）
時期

経営形態の見直し（予定）時期

経常費用（百万円）

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

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

経常損益（百万円）

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

資金不足比率（%)

財務の状況

経常収支比率（%)

②再編・ネットワーク化
に係る関係地方公共団
体がある場合はその名
称

職員給与比率（%)

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

③平成23年9月末ま
での上記再編・ネット
ワーク化の進捗状況

プランの平成22年
度実施状況に係
る点検・評価の状
況
（予定含む）

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む）

上記点検・評価内
容の情報開示の
状況
（予定含む）

経常収支黒字化目標年度

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

杵築市立山香病院運営委員会
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

医療圏内の病床数も勘案し、医師の充足状況、経営健全化
計画の進捗状況、近隣病院の動向、行政の動向などを踏ま
え連携を主体に引き続き調査・検討を行っており、平成23年
度末までに一定の方向性を出す。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大分県

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 豊後大野市

病院名 豊後大野市民病院

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

2,795 2,894 平成20年12月 平成20年12月

2,872 2,824

△ 78 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 92.5 92.5 民間譲渡

平成21年度 99.7 101.7 診療所化

平成22年度 97.3 102.4
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 101.4 98.8

平成20年度 58.7 58.7

平成21年度 57.7 55.7 既に実施済

平成22年度 63.1 54.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.6 63.0 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 94.6 94.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 97.3 97.2 委員会等名
公立おがた総合病院集中改
革プラン検討委員会

平成22年度 93.0 93.6 その他

平成23年度 93.0 93.0 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1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

平成22年10月1日に、公立おがた総合病院と大分県立三重
病院が統合・再編。大分県立三重病院は無床の診療所、公
立おがた総合病院は199床へと増床。

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

大分県

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

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。

http://www.bungo-ohno-hp.jp/press.html



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大分県

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 国東市

病院名 国東市民病院

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

2,978 3,151 平成26年3月31日 平成21年4月1日

3,164 3,187

△ 186 △ 36 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 90.8 90.8 民間譲渡

平成21年度 93.1 93.6 診療所化

平成22年度 94.1 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 93.7 97.0

平成20年度 70.7 70.7

平成21年度 68.6 72.0 既に実施済

平成22年度 70.4 69.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 68.9 70.0 実施(予定)時期 平成23年11月24日

平成20年度 65.3 65.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 61.8 63.6 委員会等名 国東市民病院運営協議会

平成22年度 62.5 86.5 その他

平成23年度 63.2 83.0 公表（予定）※ ○

平成29年度 平成29年度 実施(予定)時期 平成23年12月22日

平成25年度 平成29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

国東市民病院運営協議会
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

　本院は、大分空港に近い東国東地域唯一の公立病院であるほ
か、災害拠点病院やDMAT指定病院であるため、再編・ネットワー
ク化は考えにくい。
　まず、　経営の効率化及び経営形態の見直しを優先課題と考え
る。
　しかしながら、医師不足に伴う診療機能の低下や患者数の減少
により経営が逼迫している状況を踏まえた上で、限られた医療資
源を有効に活用するためにも、地元医師会等医療機関相互の連
携を強化することにより、地域包括ケアシステムを構築していく必
要がある。また、杵築市や別府市、その他の市町村の医療機関と
の連携についても取り組んでいく。
　今後、「病院運営協議会」において、医療圏内の病床数も勘案
し、医師の充足状況、本改革プラン並びに経営健全化計画の進
捗状況、近隣病院や医療・行政の動向などについて、検討・協議
を進め、平成２５年度末までに病院として一定の方向性を見出し
たいと考える。

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。
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