
■　地方公営企業法全部適用予定病院（全78病院）

No. 都道府県名 団体名 病院名 予定時期
1 北海道 小樽市 市立小樽病院 H21.4
2 北海道 小樽市 市立小樽第二病院 H21.4
3 北海道 旭川市 市立旭川病院 H21.4
4 北海道 松前町 松前町立松前病院 H21.4
5 青森県 黒石市 黒石市国民健康保険黒石病院 H22.4
6 青森県 五所川原市 国民健康保険五所川原市立西北中央病院 H25末
7 青森県 つがる市 つがる市立成人病センター H25末
8 青森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町立中央病院 H25末
9 青森県 鶴田町 国民健康保険鶴田町立中央病院 H25末
10 青森県 公立金木病院組合 公立金木病院 H25末
11 青森県 一部事務組合下北医療センター むつ総合病院 H25末
12 岩手県 奥州市 奥州市国保まごころ病院 H24～25
13 宮城県 塩竃市 塩竃市立病院 H22.4
14 宮城県 涌谷町 涌谷町国民健康保険病院 H22.4
15 宮城県 大河原町外１市２町保健医療組合 みやぎ県南中核病院 H24
16 福島県 公立岩瀬病院組合 公立岩瀬病院 H21.4
17 福島県 公立小野町地方綜合病院組合 公立小野町地方綜合病院 H22.4
18 千葉県 船橋市 船橋市立医療センター H21.4
19 千葉県 東庄町 国保東庄病院 H23
20 東京都 町田市 町田市民病院 H21.4
21 神奈川県 平塚市 平塚市民病院 H22
22 神奈川県 三浦市 三浦市立病院 H22.4
23 新潟県 見附市 見附市立病院 H22.4
24 新潟県 佐渡市 佐渡市立両津病院 H21.4
25 新潟県 佐渡市 佐渡市立相川病院 H21.4
26 石川県 小松市 国民健康保険小松市民病院 H22
27 長野県 佐久市 佐久市立国保浅間総合病院 H22.4
28 長野県 伊南行政組合 昭和伊南総合病院 H21.4
29 静岡県 掛川市 掛川市立総合病院 H24
30 静岡県 袋井市 袋井市立袋井市民病院 H24
31 愛知県 豊川市 豊川市民病院 H21.4
32 愛知県 稲沢市 稲沢市民病院 H22.4
33 滋賀県 長浜市 市立長浜病院 H22.4
34 大阪府 大阪市 大阪市立総合医療センター H21.4
35 大阪府 大阪市 大阪市立北市民病院 H21.4
36 大阪府 大阪市 大阪市立十三市民病院 H21.4
37 大阪府 大阪市 大阪市立住吉市民病院 H21.4
38 大阪府 八尾市 八尾市立病院 H21.4
39 大阪府 箕面市 箕面市立病院 H21.6
40 兵庫県 芦屋市 市立芦屋病院 H21.4
41 兵庫県 三木市 三木市民病院 H22
42 兵庫県 三田市 三田市民病院 H21.7
43 島根県 公立雲南総合病院組合 公立雲南総合病院 H23.4
44 広島県 広島県 県立広島病院 H21.4
45 広島県 広島県 県立安芸津病院 H21.4
46 広島県 庄原市 庄原市立西城市民病院 H21.4
47 香川県 高松市 高松市民病院 H23
48 香川県 高松市 高松市国民健康保険塩江病院 H23
49 香川県 高松市 高松市国民健康保険香川病院 H23
50 香川県 さぬき市 さぬき市民病院 H22
51 愛媛県 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 H22

(参考）
　③　経営形態見直し方針決定病院（新規分）一覧
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52 高知県 いの町 いの町立国民健康保険仁淀病院 H23.4
53 佐賀県 伊万里市 伊万里市立市民病院 H23
54 長崎県 平戸市 国民健康保険平戸市民病院 H21
55 長崎県 平戸市 生月病院 H21
56 長崎県 長崎県離島医療圏組合 五島中央病院 H21.4
57 長崎県 長崎県離島医療圏組合 富江病院 H21.4
58 長崎県 長崎県離島医療圏組合 奈留病院 H21.4
59 長崎県 長崎県離島医療圏組合 上五島病院 H21.4
60 長崎県 長崎県離島医療圏組合 有川病院 H21.4
61 長崎県 長崎県離島医療圏組合 奈良尾病院 H21.4
62 長崎県 長崎県離島医療圏組合 対馬いづはら病院 H21.4
63 長崎県 長崎県離島医療圏組合 中対馬病院 H21.4
64 長崎県 長崎県離島医療圏組合 上対馬病院 H21.4
65 熊本県 熊本市 熊本市立熊本市民病院 H21.4
66 熊本県 熊本市 熊本市立熊本市民病院附属熊本産院 H21.4
67 熊本県 八代市 国民健康保険八代市立病院 H22～24
68 熊本県 荒尾市 荒尾市民病院 H21.4
69 熊本県 山鹿市 山鹿市立病院 H22.4
70 熊本県 天草市 牛深市民病院 H22.4
71 熊本県 天草市 栖本病院 H22.4
72 熊本県 天草市 新和病院 H22.4
73 熊本県 天草市 河浦病院 H22.4
74 熊本県 植木町 植木町国民健康保険植木病院 H22.4
75 大分県 豊後大野市 公立おがた総合病院 H22
76 大分県 国東市 国東市民病院 H21.4
77 宮崎県 小林市 小林市立病院 H21.4
78 鹿児島県 枕崎市 枕崎市立病院 H21.4
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■　地方独立行政法人化予定病院（全34病院）

No. 都道府県名 団体名 病院名 予定時期
1 秋田県 秋田県 脳血管研究センター H21.4
2 秋田県 秋田県 リハビリテーション・精神医療センター H21.4
3 神奈川県 神奈川県 足柄上病院 H22.4
4 神奈川県 神奈川県 精神医療センター芹香病院 H22.4
5 神奈川県 神奈川県 精神医療センターせりがや病院 H22.4
6 神奈川県 神奈川県 がんセンター H22.4
7 神奈川県 神奈川県 循環器呼吸器病センター H22.4
8 神奈川県 神奈川県 こども医療センター H22.4
9 山梨県 山梨県 県立中央病院 H22.4
10 山梨県 山梨県 県立北病院 H22.4
11 長野県 長野県 須坂病院 H22.4
12 長野県 長野県 駒ヶ根病院 H22.4
13 長野県 長野県 阿南病院 H22.4
14 長野県 長野県 木曾病院 H22.4
15 長野県 長野県 こども病院 H22.4
16 岐阜県 岐阜県 岐阜県総合医療センター H22.4
17 岐阜県 岐阜県 岐阜県立多治見病院 H22.4
18 岐阜県 岐阜県 岐阜県立下呂温泉病院 H22.4
19 静岡県 静岡県 静岡県立総合病院 H21.4
20 静岡県 静岡県 静岡県立こころの医療センター H21.4
21 静岡県 静岡県 静岡県立こども病院 H21.4
22 静岡県 浜松市 県西部浜松医療センター H22.4
23 三重県 桑名市 桑名市民病院 H21.10
24 京都府 京都市 京都市立病院 H23.4
25 京都府 京都市 京都市立京北病院 H23.4
26 大阪府 泉佐野市 市立泉佐野病院 H24
27 兵庫県 神戸市 中央市民病院 H21.4
28 兵庫県 神戸市 西市民病院 H21.4
29 山口県 山口県 総合医療センター H23.4
30 山口県 山口県 こころの医療センター H23.4
31 福岡県 福岡市 福岡市立こども病院・感染症センター H22.4
32 福岡県 福岡市 福岡市民病院 H22.4
33 福岡県 大牟田市 大牟田市立総合病院 H22.4
34 佐賀県 佐賀県 佐賀県立病院好生館 H22.4

■　指定管理者制度導入予定病院（全10病院）

No. 都道府県名 団体名 病院名 予定時期
1 北海道 北海道 江差病院 ～H24
2 北海道 北海道 羽幌病院 ～H24
3 北海道 北海道 緑ヶ丘病院 ～H24
4 北海道 北海道 向陽ヶ丘病院 ～H24
5 北海道 北海道 北見病院 ～H24
6 秋田県 北秋田市 北秋田市民病院 H21.10
7 神奈川県 横須賀市 横須賀市立市民病院 H22.4
8 岐阜県 多治見市 多治見市民病院 H22.4
9 岡山県 岡山市 岡山市立金川病院 H24.4
10 福岡県 北九州市 北九州市立門司病院 H21.4

(参考）
　③　経営形態見直し方針決定病院（新規分）一覧
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■　民間譲渡予定病院（全12病院）

No. 都道府県名 団体名 病院名 予定時期
1 福島県 いわき市 いわき市立常磐病院 H22.4
2 茨城県 筑西市 筑西市民病院 H22.4
3 東京都 東京都 豊島病院 H21.4
4 大阪府 大阪市 大阪市立北市民病院 H22
5 愛知県 一宮市 一宮市立尾西市民病院 H21.4
6 愛知県 高浜市 高浜市立病院 H21.4
7 島根県 奥出雲町 町立奥出雲病院（歯科部門） H21
8 山口県 山陽小野田市 山陽市民病院 H21
9 佐賀県 武雄市 武雄市立武雄市民病院 H22.2
10 長崎県 長崎市 野母崎病院 H21
11 長崎県 長崎市 琴海病院 H21
12 長崎県 西海市 西海市立病院 H21

■　診療所化予定病院（全18病院）

No. 都道府県名 団体名 病院名 予定時期
1 北海道 幌加内町 幌加内町国保病院 H24
2 北海道 上川町 上川町立病院 H21.10
3 北海道 幌延町 幌延町立病院 H23
4 北海道 日高町 日高町立国保病院 H21.4
5 北海道 新冠町 新冠国保病院 H21.5
6 青森県 つがる市 つがる市立成人病センター H25末
7 青森県 鶴田町 国民健康保険鶴田町立中央病院 H25末
8 青森県 一部事務組合下北医療センター 国民健康保険川内病院 H21.4
9 宮城県 登米市 登米市立米谷病院 H23.4
10 宮城県 登米市 登米市立よねやま病院 H23.4
11 秋田県 北秋田市 阿仁病院 H21.10
12 福島県 泉崎村 国民健康保険泉崎村立病院 H21.4
13 新潟県 南魚沼市 南魚沼市立城内病院 H21.4
14 長野県 両小野国保病院組合 両小野国保病院 H21.4
15 長崎県 松浦市 松浦市民病院 H21
16 長崎県 西海市 西海市立病院 H21
17 大分県 大分県 大分県立三重病院 H22
18 宮崎県 諸塚村 諸塚病院 H23.4

■　老健施設等への移行予定病院（全６病院）

No. 都道府県名 団体名 病院名 予定時期
1 北海道 幌加内町 幌加内町国保病院（一部） H24
2 北海道 白老町 白老町立国保病院（一部） H21
3 岩手県 葛巻町 国民健康保険葛巻病院（一部） H24.4
4 岩手県 洋野町 国保種市病院（一部） H23
5 福島県 泉崎村 国民健康保険泉崎村立病院（一部） H21.4
6 高知県 佐川町 佐川町立高北国民健康保険病院（一部） H23

(参考）
　③　経営形態見直し方針決定病院（新規分）一覧
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