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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮崎県

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 病院局経営管理課

病院名 県立宮崎病院

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

11,208 11,893 平成２５年度 平成22年1月6日

11,076 11,753 県立病院経営形態検討委員会

132 139 公営企業法全部適用 ●

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 － － 指定管理者制度

平成20年度 99.5 100.1 民間譲渡

平成21年度 99.3 101.3 診療所化

平成22年度 100.0以上 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 100.0以上 100.8
※なお、平成２５年度に再度経営形態の見直しを実施予定

平成20年度 58.1 54.8

平成21年度 57.3 53.9 既に実施済 ○

平成22年度 56.0以下 52.3 今年度実施予定

平成23年度 56.0以下 51.4 実施(予定)時期 平成23年8月31日

平成20年度 80.6 79.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.7 77.1 委員会等名 県立病院事業評価委員会

平成22年度 90.0以上 76.0 その他

平成23年度 90.0以上 78.6 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成19年度 実施(予定)時期 平成23年10月18日

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（%)

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。

今後、再編・ネットワーク化の必要な状況が生じた場合に
は、協議会等を設置して協議を行い、平成25年度を目標に
再編を検討する。（協議が整わない場合は実施しない。）

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

県立病院経営形態検討委員会

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/by
oin/hyouka/index.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 宮崎県

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 病院局経営管理課

病院名 県立延岡病院

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

9,873 9,065 平成２５年度 平成22年1月6日

9,852 9,457 県立病院経営形態検討委員会

21 △ 393 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 93.4 94.8 民間譲渡

平成21年度 99.0 90.8 診療所化

平成22年度 100.0以上 95.9
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 100.0以上 95.3
※なお、平成２５年度に再度経営形態の見直しを実施予定

平成20年度 54.9 51.1

平成21年度 45.7 54.3 既に実施済 ○

平成22年度 46.0以下 52.2 今年度実施予定

平成23年度 46.0以下 49.5 実施(予定)時期 平成23年8月31日

平成20年度 78.0 77.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 77.2 委員会等名 県立病院事業評価委員会

平成22年度 90.0以上 81.3 その他

平成23年度 90.0以上 85.9 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成26年度以降 実施(予定)時期 平成23年10月18日

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

県立病院経営形態検討委員会
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

今後、再編・ネットワーク化の必要な状況が生じた場合に
は、協議会等を設置して協議を行い、平成25年度を目標に
再編を検討する。（協議が整わない場合は実施しない。）

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.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/by
oin/hyouka/index.html



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮崎県

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 病院局経営管理課

病院名 県立日南病院

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

6,005 5,660 平成２５年度 平成22年1月6日

5,996 5,781 県立病院経営形態検討委員会

9 △ 121 公営企業法全部適用 ●

健全化法 － － 地方独立行政法人

地財法 － － 指定管理者制度

平成20年度 95.3 93.3 民間譲渡

平成21年度 98.1 92.7 診療所化

平成22年度 100.0以上 97.9
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 100.0以上 96.1
※なお、平成２５年度に再度経営形態の見直しを実施予定

平成20年度 54.3 54.4

平成21年度 50.7 55.6 既に実施済 ○

平成22年度 50.0以下 54.0 今年度実施予定

平成23年度 50.0以下 53.5 実施(予定)時期 平成23年8月31日

平成20年度 82.6 81.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.9 82.0 委員会等名 県立病院事業評価委員会

平成22年度 93.0以上 83.1 その他

平成23年度 93.0以上 82.8 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成26年度以降 実施(予定)時期 平成23年10月18日

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

県立病院経営形態検討委員会
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

今後、再編・ネットワーク化の必要な状況が生じた場合に
は、協議会等を設置して協議を行い、平成25年度を目標に
再編を検討する。（協議が整わない場合は実施しない。）

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.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/by
oin/hyouka/index.html



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮崎県

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 宮崎市

病院名 宮崎市立田野病院

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

856 1,007 平成25年度 平成26年度

962 1,046 院内代表者会・経営会

△ 106 △ 39 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 101.4 100.2 民間譲渡

平成21年度 100.7 98.0 診療所化

平成22年度 89.0 96.3
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 92.4 97.4

平成20年度 77.4 78.5

平成21年度 77.4 86.3 既に実施済

平成22年度 77.4 83.3 今年度実施予定 ○

平成23年度 76.6 78.7 実施(予定)時期 平成23年10月～24年2月

平成20年度 98.0 97.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 98.0 96.2 委員会等名
宮崎市病院事業経営計画
検討会

平成22年度 98.0 90.7 その他

平成23年度 98.0 97.8 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成29年度 実施(予定)時期 平成24年3月

平成24年度 平成29年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月

無

ＵＲＬ

県や関係機関との情報交換・協議
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

周辺病院の動向を注視しながら、地域連携の拡大・強化を
図る。

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。

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

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（%)

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 宮崎県

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 日南市

病院名 日南市立中部病院

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

1,052 1,133 平成26年3月31日 平成26年3月31日

1,167 1,148 日南市立病院経営検討委員会

△ 115 △ 15 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 90.4 88.7 民間譲渡 ○

平成21年度 87.4 101.7 診療所化 ○

平成22年度 90.1 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 93.0 98.7

平成20年度 88.3 82.0

平成21年度 83.9 81.9 既に実施済

平成22年度 75.5 81.2 今年度実施予定

平成23年度 74.4 81.0 実施(予定)時期

平成20年度 63.2 63.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 67.7 64.4 委員会等名
日南市立病院経営検討委
員会

平成22年度 71.7 63.9 その他

平成23年度 72.1 65.7 公表（予定）※

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２５年３月（予定）

無

ＵＲＬ

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

日南市立病院経営検討委員会
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

病院間の距離、経営の方向性等の違いなどにより、再編・
ネットワーク化の推進は、現行では困難な状況であるが、当
病院としてはサテライト化の意向を持っており、引き続き検
討を行いたい。

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。

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（%)

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（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（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。

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮崎県

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 小林市

病院名 小林市立病院

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

公立病院改革プランの
掲載内容（平成23年3
月31日現在）

実績（一部、今後の見
込有り）

検討中 全部適用（Ｈ21.4.1）

1,753 1,799 平成26年3月31日

2,180 1,964

△ 427 △ 165 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 99.8 99.8 民間譲渡

平成21年度 80.1 81.1 診療所化

平成22年度 80.3 91.6
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 92.1 92.1

平成20年度 54.6 54.6

平成21年度 58.8 49.8 既に実施済

平成22年度 61.6 58.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 54.7 54.7 実施(予定)時期 平成24年１月（予定）

平成20年度 72.8 72.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 65.7 63.2 委員会等名
病院事業経営改革評価員
会

平成22年度 58.7 58.7 その他

平成23年度 85.0 85.0 公表（予定）※ ○

平成28年度 平成28年度 実施(予定)時期 平成24年１月（予定）

平成25年度 平成25年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年1月31日

無

ＵＲＬ

西諸地域医療対策連絡会の設置（医師会・保健所・公立病
院・自治体保健担当課）

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

医療圏における業務（手術等）の集約化を進めている。新燃
岳噴火に伴い、医療圏における災害協定等、医師会・行政
等協力体制の強化を図る。また、地域医療対策連絡会の場
で情報の共有等を実施し、業務改善を図る。（材料等の共
同購入等）

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。

WWW.city.kobayashi.lg.jp

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

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（%)

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 宮崎県

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 日向市

病院名 日向市立東郷病院

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

355 392 平成24年3月31日 平成24年3月31日

345 373
日向市立東郷病院
改革プラン検討委員会

9 19 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 94.8 96.3 民間譲渡

平成21年度 97.9 101.2 診療所化

平成22年度 102.7 105.1
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 110.2 104.9

平成20年度 76.0 75.8

平成21年度 72.7 77.8 既に実施済 ○

平成22年度 69.8 79.3 今年度実施予定

平成23年度 59.8 80.0 実施(予定)時期 平成23年7月22日

平成20年度 64.7 64.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.0 69.8

平成22年度 90.0 81.8

平成23年度 90.0 83.0 公表（予定）※ ○

平成22年度 既達成 実施(予定)時期 平成24年3月

平成28年度 平成28年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年3月

無

ＵＲＬ

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

日向市立東郷病院改革プラン検討委員会
公立病院改革プラン最終年度

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

　　他の医療機関等とのネットワークについては、同じ東郷町域の
診療所からの医師派遣（宿直）を引き続き実施し、外来や入院治
療の連携を図っていきます。また、市内の二次救急病院や、二次・
三次救急医療を担う県立延岡病院と連携し、救急患者の受け入
れ要請や病状好転後の患者の受け入れ等を含め、県の医療計画
と整合性のあるネットワークを構築していきたいと考えます。
　今後の方向性としては、医師の充足状況、経営効率化の状況、
近隣病院の動向等、病院をとりまく医療環境について、調査、検
討を行い、平成23年度末までに病院としての一定の方向性を出し
たいと考えています。
   また、病院の再編や他の医療機関とのネットワーク化の前段と
して周辺医療機関との検討やＨ23年度以降の内科医師の求人活
動を行なうなど経営基盤の確保を図る取り組みのほか、現在、日
向市で総務省のユビキタスタウン構想推進事業の採択を受け、救
急車に高画質カメラを搭載し、各種データーを医療機関に伝送し
て救急医療に役立てる支援システムの運用を行っています。伝送
先は本院を含む市内4医療機関と県立延岡病院、宮崎大学附属
病院となっており、ネットワーク化の要因の一つになるものと考え
ています。

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）

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。

病床利用率（%)

上記評価の客観
性の確保の状況
（予定含む） 委員会等名

日向市立東郷病院改革プラ
ン検討委員会・日向市立東
郷病院改革プラン庁内検討
委員会

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

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（%)

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 宮崎県

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 串間市

病院名 串間市民病院

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

1,715 1,758 平成24年3月31日 平成24年3月31日

1,809 1,830 病院改善運営委員会

△ 94 △ 72 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 83.9 83.9 民間譲渡

平成21年度 86.1 87.0 診療所化

平成22年度 94.8 96.1
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 97.4

平成20年度 46.8 46.8

平成21年度 54.5 53.6 既に実施済 ○

平成22年度 45.7 46.9 今年度実施予定

平成23年度 44.3 47.2 実施(予定)時期 平２３年６月１日

平成20年度 74.6 71.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.3 74.3 委員会等名 病院改善運営委員会

平成22年度 78.3 77.1 その他

平成23年度 80.0 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6月7日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

再編・ネットワーク化を検討
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。

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

財務の状況

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（%)

　再編・ネットワーク化については、二次医療圏内にある公
立病院３病院による会議で検討したところであるが、当院の
場合、市内唯一の救急告示病院であり他の２病院とは相当
距離がある（車で３～40分）ことから、再編等による規模の
縮小や廃止は現在のところ考えていない。しかし、3病院とも
に特色のある診療科があることから、患者紹介等の協力体
制は今後も続けていく。

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。

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（%)

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

病院改善運営委員会（副市長を長とする庁内会議）
３公立病院会議（日南串間の公立病院３病院）

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

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）

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮崎県

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 えびの市

病院名 えびの市立病院

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

988 980 平成２３年度末 平成２３年度末

971 949 病院検討委員会

17 31 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 102.9 103.9 民間譲渡

平成21年度 102.0 100.8 診療所化

平成22年度 101.7 103.3
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 101.7 100.1

平成20年度 42.5 41.5

平成21年度 42.9 47.8 既に実施済

平成22年度 43.1 43.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 43.3 47.0 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成20年度 81.0 80.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.0 75.6 委員会等名 病院検討委員会

平成22年度 83.0 73.1 その他

平成23年度 84.0 72.4 公表（予定）※ ○

既達成 既達成 実施(予定)時期 平成２４年２月

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

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

現在は小林市立病院を中核として連携を図っているが、地
域人口の減、経営状況が困難となった場合を考慮し、宮崎
県医療計画を基に近隣市町村と連携を図り、ガイドラインに
示された時期に首長レベルで検討・協議を重ね結論を出
す。

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

基本的に現状の経営形態で運営していく方針であるが、地
域人口の減による患者数の減少や、現状の医師確保が困
難な状況により赤字経営に陥った場合、地域住民の要望等
を考慮しながら、市庁議、えびの市立病院検討委員会等を
経て首長レベルで検討・協議を重ねていく。

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://www.city.ebino.lg.jp/



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮崎県

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 高原町

病院名 国民健康保険高原病院

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）

検討中 一部適用

1,014 1,020 平成26年3月31日 平成24年3月31日

1,054 1,017 高原町行財政改革推進本部

△ 40 3 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 86.6 86.5 民間譲渡

平成21年度 91.8 97.5 診療所化

平成22年度 96.2 100.3
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 100.2 100.9

平成20年度 65.4 66.7

平成21年度 70.1 67.2 既に実施済

平成22年度 67.7 68.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 65.1 67.5 実施(予定)時期 平成23年11月30日

平成20年度 82.2 80.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 85.8 86.5 委員会等名
高原町行財政改革推進本
部

平成22年度 86.7 84.6 その他

平成23年度 90.2 90.2 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22年度 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

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

高原町行財政改革推進本部
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

宮崎県策定の「市町村立病院の今後のあり方について」に
示された、再編・ネットワーク化の基本的な方向に基づき、
当面は、最大限の経営の効率化を進めることを前提に、今
後の医療環境の動向を見据えながら、引き続き医療圏内に
おける連携を深めていくための方策について検討を行うも
のとする。

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 宮崎県

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 都農町

病院名 都農町国民健康保険病院

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

796 853 平成25年3月31日 平成25年3月31日

776 780 病院運営協議会幹事会

20 73 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人

地財法 2.8 △ 11.5 指定管理者制度 ○

平成20年度 97.8 99.0 民間譲渡

平成21年度 99.6 102.3 診療所化

平成22年度 102.6 109.3
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 103.6 103.5

平成20年度 51.9 51.7

平成21年度 53.3 51.0 既に実施済

平成22年度 51.5 50.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 51.3 54.1 実施(予定)時期 平成23年12月31日

平成20年度 72.0 72.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.1 69.2 委員会等名 病院運営協議会幹事会

平成22年度 72.1 68.1 その他

平成23年度 72.1 70.0 公表（予定）※ ○

平成２２年度 既達成 実施(予定)時期 平成23年12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。

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

病院運営協議会幹事会
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

　引き続き、隣接市町村の他の病院等との機能分担・連携
を深めていく。

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：／／ｗｗｗ．Ｔｓｕｎｏ－ｈｓｐ．Ｊｐ／



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮崎県

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 諸塚村

病院名 諸塚村国民健康保険病院

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

250 262 平成24年3月31日 平成24年4月1日

250 262 諸塚病院改革検討委員会

0 0 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 100.0 100.4 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.1 診療所化 ◎

平成22年度 100.0 100.1
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 100.0 100.0

平成20年度 90.1 50.1

平成21年度 84.8 50.7 既に実施済

平成22年度 84.7 52.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 88.6 60.0 実施(予定)時期 平成24年1月31日

平成20年度 45.0 44.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 50.0 30.5 委員会等名 諸塚病院評価委員会

平成22年度 50.0 29.7 その他

平成23年度 78.0 28.4 公表（予定）※ ○

既達成 既達成 実施(予定)時期 平成24年2月28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

本病院を含む入郷地域は、九州山地の急峻な地形の中に
あり、それぞれの町村が広大な山林面積を有し、隣の町村
までの移動時間も車で３０分～６０分かかるうえに、公共交
通機関もあまりなくアクセスが非常に悪い。それぞれの町村
には医療機関は一つしかなく、どの医療機関も地域医療の
核となる施設である。お互いの医療機関は不足するところを
補う形で協力体制を確立しており、今後もこの体制を維持せ
ざるを得ない。今後もそれぞれの医療機関が補完できる医
療のネットワーク化は関係町村で協議し更に良質な医療の
提供を検討する。

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。

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

諸塚病院評価委員会
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

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）

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮崎県

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 椎葉村

病院名 椎葉村国民健康保険病院

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

509 509 平成23年12月15日 平成23年12月15日

505 480
椎葉村国民健康保険病院
運営協議会

4 29 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 102.6 102.2 民間譲渡

平成21年度 101.4 101.5 診療所化

平成22年度 100.6 106.1
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 103.8 103.3

平成20年度 60.7 60.7

平成21年度 61.4 59.2 既に実施済

平成22年度 60.9 59.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 59.6 61.8 実施(予定)時期 平成23年12月15日

平成20年度 63.3 63.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.6 56.2 委員会等名
椎葉村国民健康保険病院
運営協議会

平成22年度 73.8 63.9 その他

平成23年度 76.0 63.5 公表（予定）※ ○

既達成 既達成 実施(予定)時期 平成24年2月中旬

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年12月15日

無

ＵＲＬ

○当院は、従来のへき地拠点・救急告示・臨床研修協力型
病院としての活動を充実させていく一方で、地域医療支援
機関や当該医療圏を超えた急性期医療機関との相互の役
割分担確立と更なる連携体制の構築を目指していく。

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。

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

椎葉村国民健康保険病院運営協議会に提案・協議予定
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）

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮崎県

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 美郷町

病院名 美郷町国民健康保険西郷病院

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

496 496 平成２３年度末 平成23年度末

496 490 美郷町国保運営協議会

0 6 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 100.0 100.2 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.4 診療所化

平成22年度 100.0 100.6
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 100.2 100.9

平成20年度 58.6 59.8

平成21年度 59.6 63.7 既に実施済 ○

平成22年度 60.0 66.1 今年度実施予定

平成23年度 60.4 66.1 実施(予定)時期 平成23年9月

平成20年度 88.1 92.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 88.1 91.8 委員会等名 美郷町国保運営協議会

平成22年度 88.2 91.1 その他

平成23年度 88.2 88.3 公表（予定）※ ○

達成済 達成済 実施(予定)時期 平成23年度末

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

状況を見極めながら、関係機関、組織との協議調整を図り、
平成23年度末を目途に、方向性を定めることとしている。

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.miyazaki-misato.lg.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）

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

美郷町国保運営協議会
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

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）

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮崎県

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 高千穂町

病院名 高千穂町国民健康保険病院

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

1,962 1,963 平成24年3月31日 平成24年3月31日

1,960 2,009 病院運営連絡会議

2 △ 46 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 100.2 101.3 民間譲渡

平成21年度 100.3 103.0 診療所化

平成22年度 100.1 97.7
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 100.2 100.2

平成20年度 47.3 47.0

平成21年度 47.2 46.0 既に実施済 ○

平成22年度 47.9 50.7 今年度実施予定

平成23年度 48.8 48.8 実施(予定)時期 平成23年3月14日

平成20年度 83.8 88.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.6 88.4 委員会等名 文教厚生常任委員会

平成22年度 81.5 83.7 その他

平成23年度 80.4 80.4 公表（予定）※ ○

既達成 既達成 実施(予定)時期 平成23年5月1日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

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。

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（%)

当面は、最大限の経営の効率化、他病院との連携の強化、
維持を図りながら、さらに検討を深める。

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.takachiho-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）

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

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）

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

①再編・ネットワーク
化の検討体制

病院運営連絡会議

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）
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）

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮崎県

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 日之影町

病院名 日之影町国民健康保険病院

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

726 684 平成２４年３月３１日 平成２３年度

724 683
日之影町国民健康保険病
院改革プラン評価委員会

2 1 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 100.0 100.6 民間譲渡

平成21年度 100.1 102.8 診療所化

平成22年度 100.3 100.1
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 101.0 101.0

平成20年度 59.0 59.2

平成21年度 59.3 58.7 既に実施済

平成22年度 59.4 64.1 今年度実施予定 ○

平成23年度 58.6 58.6 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 65.3 65.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.0 75.4 委員会等名
日之影町国民健康保険病
院改革プラン評価委員会

平成22年度 70.0 67.7 その他

平成23年度 70.0 70.0 公表（予定）※ ○

既達成 既達成 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

日之影町国民健康保険病院改革プラン評価委員会
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

　ネットワーク化は、西臼杵３町の中で、高千穂町国保病院
が、日之影町、五ヶ瀬町国保病院にない診療科目を標榜し
ており、患者の紹介等を行って連携を図っているので、今後
も蜜に発展させるものとする。２次・３次の高度医療につい
ても、県立延岡病院や他民間病院と連携を取っているところ
である。
　当院が再編・ネットワーク化を仮定する場合、西臼杵３町
での公立病院の再編と、宮崎県立延岡病院を中心とした公
的病院との再編の２通りであるが、町民への医療サービス
が低下することなく、安定した医療サービスが最優先である
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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 宮崎県

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 五ヶ瀬町

病院名 五ヶ瀬町国民健康保険病院

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

684 644 平成23年度内 平成23年度

671 641 病院運営協議会

13 3 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 97.9 102.8 民間譲渡

平成21年度 98.5 104.3 診療所化

平成22年度 101.8 100.4
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 101.7 100.0

平成20年度 59.3 61.3

平成21年度 58.5 60.5 既に実施済

平成22年度 58.0 57.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 57.8 57.7 実施(予定)時期 平成24年2月

平成20年度 91.7 84.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.1 81.5 委員会等名 病院運営協議会

平成22年度 87.1 83.7 その他

平成23年度 87.1 87.1 公表（予定）※ ○

平成22年度 既達成 実施(予定)時期 平成24年3月10日

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

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

既存のネットワーク維持及び強化。病院の特質を見極め地
域医療の立場を確立。（高千穂町国民健康保険病院が当
院にない診療科目を標榜しており、当院から患者の紹介等
を行い連携をとっているので、さらに発展させていきたい。
高次な医療が必要な場合は、熊本市の公的医療機関や民
間情報との連携をとっているところである。）

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。
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