
公立病院改革プラン実施状況の調査結果（経営の効率化に係るもの）【速報】
（調査対象：プラン策定905病院（平成23年8月時点））

○　平成23年度における経常収支黒字化の実施状況

※病院数、割合

549 60.7%

356 39.3%

905 100.0%

（表１）経常収支黒字化に係る実施状況
※病院数、割合

　21年度に経常収支が黒字の病院　　　　　　（A) 369 40.8%

H21黒字→H22黒字→H23黒字 305 33.7% ①

H21黒字→H22赤字→H23黒字 25 2.8% ②

H21黒字→H22黒字→H23赤字 25 2.8% ③

H21黒字→H22赤字→H23赤字 14 1.5% ④

　22年度に経常収支が黒字の病院　　　　　　（B） 177 19.6%

H21赤字→H22黒字→H23黒字 129 14.3% ⑤

H21赤字→H22黒字→H23赤字 48 5.3% ⑥

　23年度に経常収支黒字化見込の病院　　　（C） 90 9.9%

636 70.3%

229 25.3%

　24年度に経常収支黒字化見込の病院 48 5.3% ⑦

　25年度以降に経常収支黒字化見込の病院 181 20.0% ⑧

40 4.4%

905 100.0%

（表２）平成23年度における当該病院の経常収支比率の目標値に対するプランの達成状況
※上段：病院数、下段：割合

病院数

549
100.0%

　23年度に黒字化を見込めない病院（＝表１③+④+⑥+(D)+(E)）
356
100.0%

87
100.0%

229
100.0%

40
100.0%

905

67.2%

44.1%

180
32.8%

　23年度に黒字化を見込む病院（＝表１①+②+⑤+(C)）

199
55.9%

157

369

　黒字化目標年度が未設定の病院　　　　　　（＝表１(E)）

　24年度以降に経常収支黒字化見込の病院（＝表１(D)）

　21年度又は22年度に黒字であった病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （＝表１③+④+⑥）

100

38

　黒字化目標年度が未設定の病院　　　　　　（E）

合　　　　　計 379

52.5%

43.7%

21

56.3%

129

56.3%

49

47.5%

19

43.7%

526

　黒字化を見込めない病院（＝表１③+④+⑥+(D)+(E)）

　黒字化を見込む病院（＝表１①+②+⑤+(C)）

合　　　　計

プランの目標値を
達成する見込の病院

プランの目標値を
達成しない見込の病院

（目標なしを含む）

小　　計　（(A）+(B)+(C)）

　24年度以降に経常収支黒字化見込の病院（D）

合　　　計　（(A)+(B)+(C)+(D)+(E)）

※（D）

24年度以降に黒字となる

見込の病院

（229病院、25.3％）
（356病院に対しては64.3％）

※（E）

黒字化年度が未設定の病院

（40病院、4.4％）
（356病院に対しては11.2％）

※③④⑥

21年度又は22年度に黒字

であったが、23年度は赤字と

なる見込の病院

（87病院、9.6％）
（356病院に対しては24.5％）
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公立病院改革プラン実施状況の調査結果（経営の効率化に係るもの）【速報】（つづき）

（表３）平成23年度における当該病院の経営３指標（経常収支比率、職員給与費比率（対医業収益）、病床利用率）の

　　　　目標値に対するプランの達成状況

経常収支比率 職員給与費比率
（対医業収益）

病床利用率 割　合
黒字化を
見込む病院

黒字化を
見込めない病院

達成を
見込む病院 239 26.4% 157 82

達成を
見込めない病院
（目標なしを含む）

105 11.6% 71 34

達成を
見込む病院 67 7.4% 47 20

達成を
見込めない病院
（目標なしを含む）

115 12.7% 94 21

達成を
見込む病院 49 5.4% 27 22

達成を
見込めない病院
（目標なしを含む）

45 5.0% 22 23

達成を
見込む病院 55 6.1% 27 28

達成を
見込めない病院
（目標なしを含む）

230 25.4% 104 126

905 100.0% 549 356

436 48.2% 288 148

【参考】公立病院改革プランの策定状況（平成23年8月時点）

※上段：病院数、下段：割合

合　　計 プラン策定 プラン未策定

638 637 1

　　　　 100.0% 99.8% 0.2%

　　　　 100.0% 99.6% 0.4%

4905909

プラン未策定団体、病院

団　体　数

病　院　数

    奈 良 県　　 

    京都府福知山市　　 国民健康保険新大江病院

    奈 良 県　　　　 　　　奈良県立五條病院

    奈 良 県　　　　 　　　奈良県立三室病院
    奈 良 県　　　　 　　　奈良県立奈良病院

合　　　計

達成を
見込めない病院
（目標なしを含む）

達成を
見込む病院

達成を
見込めない病院
（目標なしを含む）

達成を
見込む病院

（再　　掲）（(ｂ)＋(ｃ)＋(ｄ)＋(ｅ)＋(ｆ)＋(ｇ)）

達成を
見込めない病院
（目標なしを含む）

左記のうち平成23年度における
経常収支黒字化の状況

病　院　数

達成を
見込む病院

経営３指標の目標値に対するプランの達成状況

(ａ)

(ｂ)

(ｃ)

(ｄ)

(ｅ)

(ｆ)

(ｇ)

(ｈ)
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【参　考】

○　経常収支黒字化に係る実施状況（905病院リスト）

■　21年度に経常収支が黒字の病院のうち、H21黒字→H22黒字→H23黒字　〔305病院　（表１①）〕

区分 病　院　名

都道府県 北海道 北海道立子ども総合医療・療育センター

山形県 山形県立中央病院

福島県 福島県立南会津病院

埼玉県 埼玉県立がんセンター

埼玉県 埼玉県立小児医療センター

千葉県 千葉県がんセンター

千葉県 千葉県救急医療センター

千葉県 千葉県精神科医療センター

千葉県 千葉県こども病院

東京都 東京都立広尾病院

東京都 東京都立大塚病院

東京都 東京都立駒込病院

東京都 東京都立墨東病院

東京都 東京都立多摩総合医療センター

東京都 東京都立神経病院

東京都 東京都立松沢病院

東京都 東京都立小児総合医療センター

新潟県 新潟県立松代病院

新潟県 新潟県立妙高病院

新潟県 新潟県立十日町病院

新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院

富山県 富山県立中央病院

石川県 石川県立中央病院

石川県 石川県立高松病院

静岡県 静岡県立静岡がんセンター

愛知県 愛知県がんセンター中央病院

愛知県 あいち小児保健医療総合センター

三重県 三重県立こころの医療センター

滋賀県 滋賀県立小児保健医療センター

滋賀県 滋賀県立精神医療センター

兵庫県 兵庫県立尼崎病院

兵庫県 兵庫県立淡路病院

兵庫県 兵庫県立こども病院

兵庫県 兵庫県立がんセンター

兵庫県 兵庫県立姫路循環器病センター

兵庫県 兵庫県災害医療センター

鳥取県 鳥取県立中央病院

広島県 県立広島病院

徳島県 徳島県立中央病院

香川県 香川県立中央病院

愛媛県 愛媛県立中央病院

高知県 高知県立芸陽病院

熊本県 熊本県立こころの医療センター

大分県 大分県立病院

宮崎県 県立宮崎病院

鹿児島県 鹿児島県立大島病院

鹿児島県 鹿児島県立姶良病院

沖縄県 沖縄県立北部病院

沖縄県 沖縄県立中部病院

団　体　名
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区分 病　院　名

政令市等 宮城県 仙台市 仙台市立病院

（都道府県 埼玉県 さいたま市 さいたま市立病院

・政令市が 千葉県 千葉市 千葉市立青葉病院

構成団体 千葉県 千葉市 千葉市立海浜病院

である一組 神奈川県 横浜市 横浜市立市民病院

を含む） 神奈川県 川崎市 川崎市立川崎病院

静岡県 浜松市 県西部浜松医療センター

静岡県 浜松市 浜松市リハビリテーション病院

静岡県 浜松市 浜松市国民健康保険佐久間病院

大阪府 大阪市 大阪市立総合医療センター

大阪府 大阪市 大阪市立十三市民病院

大阪府 大阪市 大阪市立住吉市民病院

広島県 広島市 広島市立安佐市民病院

福岡県 北九州市 北九州市立八幡病院

山形県 置賜広域病院組合 公立置賜長井病院

山形県 置賜広域病院組合 公立置賜南陽病院

新潟県 さくら福祉保健事務組合 南部郷厚生病院

静岡県 共立蒲原総合病院組合 共立蒲原総合病院

長崎県 長崎県病院企業団 長崎県精神医療センター

長崎県 長崎県病院企業団 長崎県五島中央病院

長崎県 長崎県病院企業団 長崎県富江病院

長崎県 長崎県病院企業団 長崎県上五島病院

長崎県 長崎県病院企業団 長崎県対馬いづはら病院

市町村 北海道 小樽市 小樽市立脳・循環器・こころの医療センター

北海道 釧路市 市立釧路総合病院

北海道 岩見沢市 岩見沢市立総合病院

北海道 岩見沢市 岩見沢市立栗沢病院

北海道 滝川市 滝川市立病院

北海道 松前町 松前町立松前病院

北海道 長万部町 長万部町立病院

北海道 厚沢部町 厚沢部町国民健康保険病院

北海道 乙部町 乙部町国民健康保険病院

北海道 今金町 今金町国保病院

北海道 せたな町 せたな町立国保病院

北海道 由仁町 国民健康保険由仁町立病院

北海道 美瑛町 美瑛町立病院

北海道 上富良野町 上富良野町立病院

北海道 和寒町 国民健康保険町立和寒病院

北海道 幌加内町 幌加内町国民健康保険病院

北海道 猿払村 猿払村国民健康保険病院

北海道 浜頓別町 浜頓別町国民健康保険病院

北海道 中頓別町 中頓別町国民健康保険病院

北海道 枝幸町 枝幸町国民健康保険歌登病院

北海道 幌延町 幌延町立病院

北海道 興部町 興部町国民健康保険病院

北海道 日高町 日高町立門別国民健康保険病院

北海道 鹿追町 鹿追町国民健康保険病院

北海道 厚岸町 町立厚岸病院

北海道 標茶町 標茶町立病院

青森県 八戸市 八戸市立市民病院

青森県 つがる市 つがる市国民健康保険病院つがる市立成人病センター

青森県 外ヶ浜町 外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院

青森県 おいらせ町  国民健康保険おいらせ病院

青森県 三戸町 三戸町国民健康保険三戸中央病院

団　体　名
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区分 病　院　名

市町村 青森県 南部町 南部町国民健康保険名川病院

青森県 一部事務組合下北医療センター 国民健康保険大間病院

岩手県 八幡平市 八幡平市国民健康保険西根病院

岩手県 奥州市 奥州市国民健康保険まごころ病院

岩手県 葛巻町 国民健康保険葛巻病院

岩手県 藤沢町 国民健康保険藤沢町民病院

岩手県 洋野町 洋野町国民健康保険種市病院

宮城県 登米市 登米市立米谷病院

宮城県 登米市 登米市立豊里病院

宮城県 栗原市 栗原市立若柳病院

宮城県 大崎市 大崎市民病院本院

宮城県 蔵王町 蔵王町国民健康保険蔵王病院

秋田県 秋田市 市立秋田総合病院

秋田県 横手市 市立横手病院

秋田県 横手市 市立大森病院

秋田県 大仙市 市立大曲病院

秋田県 羽後町 羽後町立羽後病院

山形県 山形市 山形市立病院済生館

山形県 西川町 西川町立病院

山形県 朝日町 朝日町立病院

山形県 最上町 最上町立最上病院

山形県 真室川町 町立真室川病院

福島県 伊達市 伊達市立梁川病院

福島県 三春町 三春町立三春病院

茨城県 筑西市 筑西市民病院

茨城県 小美玉市 小美玉市医療センター

茨城県 東海村 村立東海病院

栃木県 佐野市 佐野市民病院

群馬県 富岡地域医療事務組合 公立富岡総合病院

群馬県 下仁田南牧医療事務組合 下仁田厚生病院

群馬県 吾妻広域町村圏振興整備組合 中之条病院

群馬県 西吾妻福祉病院組合 西吾妻福祉病院

埼玉県 蕨市 蕨市立病院

千葉県 市川市 市川市リハビリテーション病院

千葉県 船橋市 船橋市立医療センター

千葉県 旭市 総合病院国保旭中央病院

千葉県 柏市 柏市立柏病院

千葉県 鴨川市 鴨川市立国保病院

千葉県 多古町 国保多古中央病院

千葉県 横芝光町 東陽病院

千葉県 香取市東庄町病院組合 国保小見川総合病院

千葉県 君津中央病院企業団 国保直営総合病院君津中央病院

千葉県 君津中央病院企業団 国保直営君津中央病院大佐和分院

東京都 青梅市 青梅市立総合病院

東京都 奥多摩町 奥多摩町国民健康保険奥多摩病院

東京都 八丈町 国民健康保険町立八丈病院

神奈川県 横須賀市 横須賀市立うわまち病院

神奈川県 平塚市 平塚市民病院

神奈川県 藤沢市 藤沢市民病院

神奈川県 小田原市 小田原市立病院

新潟県 津南町 町立津南病院

富山県 砺波市 市立砺波総合病院

石川県 小松市 国民健康保険小松市民病院

石川県 能美市  国民健康保険能美市立病院

団　体　名
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区分 病　院　名

市町村 石川県 宝達志水町 国民健康保険志雄病院

石川県 穴水町 公立穴水総合病院

石川県 羽咋郡市広域圏事務組合 公立羽咋病院

石川県 白山石川医療企業団 公立松任石川中央病院

石川県 白山石川医療企業団 公立つるぎ病院

石川県 七尾鹿島広域圏事務組合 公立能登総合病院

福井県 越前町 越前町国民健康保険織田病院

福井県 若狭町 若狭町国民健康保険上中病院

福井県 公立丹南病院組合 公立丹南病院

山梨県 都留市 都留市立病院

山梨県 山梨市 山梨市立牧丘病院

山梨県 韮崎市 韮崎市国民健康保険韮崎市立病院

山梨県 北杜市 北杜市立塩川病院

山梨県 上野原市 上野原市立病院

山梨県 甲州市 甲州市立勝沼病院

山梨県 身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合 飯富病院

長野県 松本市 松本市立波田総合病院

長野県 飯田市 飯田市立病院

長野県 伊那中央行政組合 伊那中央病院

長野県 伊南行政組合 昭和伊南総合病院

岐阜県 岐阜市 岐阜市民病院

岐阜県 大垣市 大垣市民病院

岐阜県 美濃市 美濃市立美濃病院

岐阜県 恵那市 市立恵那病院

岐阜県 恵那市  国民健康保険上矢作病院

静岡県 富士宮市 富士宮市立病院

静岡県 伊東市 市立伊東市民病院

愛知県 岡崎市 岡崎市民病院

愛知県 半田市 半田市立半田病院

愛知県 豊川市 豊川市民病院

愛知県 小牧市 小牧市民病院

愛知県 東栄町  東栄町国民健康保険東栄病院

愛知県 公立陶生病院組合 公立陶生病院

三重県 松阪市 松阪市民病院

三重県 玉城町 玉城町国民健康保険玉城病院

滋賀県 長浜市 市立長浜病院

滋賀県 高島市 公立高島総合病院

京都府 舞鶴市 市立舞鶴市民病院

京都府 綾部市 綾部市立病院

京都府 京丹後市 京丹後市立弥栄病院

京都府 京丹後市 京丹後市立久美浜病院

京都府 国民健康保険南丹病院組合 公立南丹病院

大阪府 枚方市 市立枚方市民病院

兵庫県 相生市 相生市民病院

兵庫県 香美町 公立香住病院

奈良県 大和高田市 大和高田市立病院

奈良県 吉野町 吉野町国民健康保険吉野病院

奈良県 国保中央病院組合 国保中央病院

和歌山県 有田市 有田市立病院

鳥取県 岩美町 岩美町国民健康保険岩美病院

鳥取県 日南町 日南町国民健康保険日南病院

鳥取県 日野病院組合 日野病院

島根県 奥出雲町 町立奥出雲病院

島根県 飯南町 飯南町立飯南病院　　　　

団　体　名
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区分 病　院　名

市町村 岡山県 笠岡市 笠岡市立市民病院

岡山県 備前市 備前市国民健康保険市立日生病院

岡山県 備前市 備前市国民健康保険市立吉永病院

岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市立瀬戸内市民病院

岡山県 赤磐市 赤磐市立赤磐市民病院

岡山県 真庭市 真庭市国民健康保険湯原温泉病院

岡山県 美作市 美作市立大原病院

岡山県 矢掛町  矢掛町国民健康保険病院

岡山県 鏡野町  鏡野町国民健康保険病院

広島県 呉市 公立下蒲刈病院

広島県 尾道市 尾道市立市民病院

広島県 尾道市 尾道市公立みつぎ総合病院

広島県 府中市 府中市立湯が丘病院

広島県 三次市 市立三次中央病院

広島県 庄原市 庄原市立西城市民病院

広島県 北広島町 北広島町豊平病院

広島県 神石高原町 神石高原町立病院

広島県 世羅中央病院企業団 公立世羅中央病院

広島県 世羅中央病院企業団 公立くい病院

山口県 岩国市 岩国市立錦中央病院

山口県 岩国市 岩国市立美和病院

山口県 光市 光市立光総合病院

山口県 美祢市 美祢市立病院

徳島県 勝浦町 国民健康保険勝浦病院

徳島県 つるぎ町 つるぎ町立半田病院

香川県 坂出市 総合病院坂出市立病院

香川県 三豊市 三豊市立永康病院

香川県 三豊市 三豊市立西香川病院

香川県 綾川町 綾川町国民健康保険陶病院

香川県 三豊総合病院企業団 三豊総合病院

愛媛県 西予市 西予市立宇和病院

愛媛県 西予市 西予市立野村病院

愛媛県 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院

高知県 本山町 本山町立国保嶺北中央病院

高知県 佐川町 佐川町立高北国民健康保険病院

高知県 梼原町 梼原町立国民健康保険梼原病院

福岡県 芦屋町 町立芦屋中央病院

佐賀県 唐津市 唐津市民病院きたはた

長崎県 佐世保市 佐世保市立総合病院

長崎県 平戸市 国民健康保険平戸市民病院

長崎県 平戸市 平戸市立生月病院

長崎県 西海市 西海市立病院

長崎県 雲仙・南島原保健組合 公立新小浜病院

熊本県 熊本市 熊本市立熊本市民病院

熊本県 水俣市 国保水俣市立総合医療センター

熊本県 上天草市 上天草市立上天草総合病院

熊本県 宇城市 国民健康保険宇城市民病院

熊本県 天草市  国民健康保険天草市立新和病院

熊本県 天草市 天草市立河浦病院

熊本県 和水町 国民健康保険和水町立病院

熊本県 山都町 山都町立国民健康保険蘇陽病院

熊本県 小国町外一ヶ町公立病院組合 小国公立病院

熊本県 球磨郡公立多良木病院企業団 球磨郡公立多良木病院

大分県 中津市 中津市立中津市民病院

団　体　名

7/20



区分 病　院　名

市町村 大分県 杵築市 杵築市立山香病院

宮崎県 日向市 日向市立東郷病院

宮崎県 えびの市 えびの市立病院

宮崎県 都農町 都農町国民健康保険病院

宮崎県 諸塚村 諸塚村国民健康保険病院

宮崎県 椎葉村 椎葉村国民健康保険病院

宮崎県 美郷町 美郷町国民健康保険西郷病院

宮崎県 日之影町 日之影町国民健康保険病院

宮崎県 五ヶ瀬町 五ヶ瀬町国民健康保険病院

鹿児島県 鹿児島市 鹿児島市立病院

鹿児島県 枕崎市 枕崎市立病院

鹿児島県 垂水市  垂水市立医療センター垂水中央病院

鹿児島県 霧島市 霧島市立医師会医療センター

地方独立 宮城県 地方独立行政法人宮城県立病院機構 宮城県立精神医療センター

行政法人 宮城県 地方独立行政法人宮城県立病院機構 宮城県立がんセンター

秋田県 地方独立行政法人秋田県立病院機構 秋田県立脳血管研究センター

山形県 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院

神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立がんセンター

神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立循環器呼吸器病センター

神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター

山梨県 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立北病院

長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立木曽病院

長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立こども病院

静岡県 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院

静岡県 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こころの医療センター

静岡県 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こども病院

京都府 地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立急性期・総合医療センター

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立精神医療センター

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立成人病センター

大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立母子保健総合医療センター

岡山県 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター 岡山県精神科医療センター

山口県 地方独立行政法人山口県立病院機構 山口県立総合医療センター

福岡県 地方独立行政法人福岡市立病院機構 こども病院・感染症センター

福岡県 地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市民病院

福岡県 地方独立行政法人大牟田市立病院 大牟田市立病院

福岡県 地方独立行政法人川崎町立病院 川崎町立病院

長崎県 地方独立行政法人北松中央病院 北松中央病院

沖縄県 地方独立行政法人那覇市立病院 那覇市立病院

団　体　名
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■　21年度に経常収支が黒字の病院のうち、H21黒字→H22赤字→H23黒字　〔25病院　（表１②）〕

区分 病　院　名

都道府県 福島県 福島県立宮下病院

新潟県 新潟県立柿崎病院

新潟県 新潟県立リウマチセンター

鹿児島県 鹿児島県立薩南病院

政令市等 岡山県 岡山市久米南町国民健康保険病院組合 岡山市久米南町組合立国民健康保険福渡病院

市町村 北海道 釧路市 市立釧路国民健康保険阿寒病院

北海道 美唄市 市立美唄病院

北海道 枝幸町 枝幸町国民健康保険病院

北海道 むかわ町 むかわ町鵡川厚生病院

北海道 大樹町 大樹町立国民健康保険病院

青森県 鶴田町 国民健康保険鶴田町立中央病院

岩手県 西和賀町 西和賀町国民健康保険沢内病院

宮城県 美里町 美里町立南郷病院

山形県 酒田市 酒田市立八幡病院

福島県 公立小野町地方綜合病院企業団 公立小野町地方綜合病院

群馬県 富岡地域医療事務組合 公立七日市病院

静岡県 御前崎市 市立御前崎総合病院

三重県 大台町 大台町国民健康保険報徳病院

兵庫県 公立豊岡病院組合 公立朝来梁瀬医療センター

和歌山県 串本町 国保古座川病院

島根県 津和野町 津和野共存病院

徳島県 美波町 美波町国民健康保険由岐病院

徳島県 海陽町 海陽町立海南病院

佐賀県 大町町 大町町立病院

宮崎県 高千穂町 高千穂町国民健康保険病院

■　21年度に経常収支が黒字の病院のうち、H21黒字→H22黒字→H23赤字　〔25病院　（表１③）〕

区分 病　院　名

都道府県 茨城県 茨城県立こども病院

群馬県 群馬県立小児医療センター

沖縄県 沖縄県立宮古病院

政令市等 静岡県 静岡市 静岡市立静岡病院

静岡県 静岡市 静岡市立清水病院

市町村 北海道 歌志内市 歌志内市立病院

北海道 豊富町 豊富町国民健康保険病院

北海道 斜里町 斜里町国民健康保険病院

宮城県 大崎市  大崎市民病院岩出山分院

群馬県 桐生地域医療組合 桐生厚生総合病院

千葉県 松戸市 国保松戸市立病院

兵庫県 公立豊岡病院組合 公立豊岡病院出石医療センター

和歌山県 那智勝浦町 那智勝浦町立温泉病院

和歌山県 御坊市外五ヶ町病院経営事務組合 国保日高総合病院

広島県 福山市 福山市民病院

香川県 さぬき市 さぬき市民病院

高知県 大月町 大月町国民健康保険大月病院

福岡県 公立八女総合病院企業団 公立八女総合病院

長崎県 壱岐市 かたばる病院

大分県 豊後大野市 豊後大野市民病院

地方独立 山形県 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 酒田医療センター

行政法人 神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立精神医療センターせりがや病院

長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立こころの医療センター駒ヶ根

兵庫県 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター中央市民病院

兵庫県 地方独立行政法人神戸市民病院機構 神戸市立医療センター西市民病院

団　体　名

団　体　名
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■　21年度に経常収支が黒字の病院のうち、H21黒字→H22赤字→H23赤字　〔14病院　（表１④）〕

区分 病　院　名

都道府県 北海道 北海道立緑ヶ丘病院

徳島県 徳島県立三好病院

香川県 香川県立白鳥病院

沖縄県 沖縄県立八重山病院

沖縄県 沖縄県立精和病院

市町村 北海道 砂川市 砂川市立病院

北海道 木古内町 木古内町国民健康保険病院

青森県 三沢市 三沢市立三沢病院

青森県 一部事務組合下北医療センター むつリハビリテーション病院

静岡県 湖西市 市立湖西病院

奈良県 奈良市 市立奈良病院

山口県 周防大島町 周防大島町立大島病院

熊本県 八代市 国民健康保険八代市立病院

宮崎県 日南市 日南市立中部病院

■　22年度に経常収支が黒字の病院のうち、H21赤字→H22黒字→H23黒字　〔129病院　（表１⑤）〕

区分 病　院　名

都道府県 岩手県 岩手県立中央病院

岩手県 岩手県立大船渡病院

岩手県 岩手県立釜石病院

岩手県 岩手県立宮古病院

岩手県 岩手県立胆沢病院

岩手県 岩手県立磐井病院

岩手県 岩手県立遠野病院

岩手県 岩手県立高田病院

岩手県 岩手県立久慈病院

岩手県 岩手県立江刺病院

岩手県 岩手県立千厩病院

岩手県 岩手県立中部病院

岩手県 岩手県立二戸病院

岩手県 岩手県立一戸病院

岩手県 岩手県立大槌病院

岩手県 岩手県立山田病院

岩手県 岩手県立沼宮内病院

岩手県 岩手県立軽米病院

岩手県 岩手県立大東病院

岩手県 岩手県立東和病院

岩手県 岩手県立南光病院

山形県 山形県立新庄病院

山形県 山形県立鶴岡病院

新潟県 新潟県立小出病院

福井県 福井県立すこやかシルバー病院

兵庫県 兵庫県立西宮病院

兵庫県 兵庫県立粒子線医療センター

鳥取県 鳥取県立厚生病院

徳島県 徳島県立海部病院

愛媛県 愛媛県立今治病院

愛媛県 愛媛県立南宇和病院

愛媛県 愛媛県立新居浜病院

沖縄県 沖縄県立南部医療センタ－・こども医療センタ－

政令市等 神奈川県 川崎市 川崎市立井田病院

岡山県 岡山市 総合病院岡山市立市民病院

岡山県 岡山市 岡山市立せのお病院

福岡県 北九州市 北九州市立医療センター

長崎県 長崎県病院企業団 長崎県中対馬病院

団　体　名

団　体　名
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区分 病　院　名

市町村 北海道 苫小牧市 苫小牧市立病院

北海道 名寄市 名寄東病院

北海道 根室市 市立根室病院

北海道 千歳市 市立千歳市民病院

北海道 森町 森町国民健康保険病院

北海道 奥尻町 奥尻町国民健康保険病院

北海道 黒松内町 黒松内町国民健康保険病院

北海道 中富良野町  国民健康保険中富良野町立病院

北海道 遠別町 遠別町立国保病院

北海道 天塩町 天塩町立国民健康保険病院

北海道 利尻島国民健康保険病院組合 利尻島国保中央病院

青森県 黒石市  黒石市国民健康保険黒石病院

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

青森県 平内町  平内町国民健康保険平内中央病院

青森県 一部事務組合下北医療センター 一部事務組合下北医療センターむつ総合病院

岩手県 奥州市 奥州市総合水沢病院

宮城県 栗原市 栗原市立栗駒病院

秋田県 大館市 大館市立扇田病院

山形県 寒河江市 寒河江市立病院

山形県 小国町 小国町立病院

山形県 北村山公立病院組合 北村山公立病院

福島県 公立岩瀬病院企業団 公立岩瀬病院

茨城県 笠間市 笠間市立病院

群馬県 伊勢崎市 伊勢崎市民病院

群馬県 邑楽館林医療事務組合 館林厚生病院

埼玉県 川口市 川口市立医療センター

埼玉県 秩父市 秩父市立病院

埼玉県 越谷市 越谷市立病院

埼玉県 志木市 志木市立市民病院

千葉県 南房総市 南房総市立富山国保病院

千葉県 東庄町 東庄町国民健康保険東庄病院

千葉県 長生郡市広域市町村圏組合 公立長生病院

東京都 昭和病院組合 公立昭和病院

新潟県 上越市 上越地域医療センター病院

新潟県 佐渡市 佐渡市立両津病院

富山県 富山市 富山市立富山市民病院

富山県 黒部市 黒部市民病院

石川県 金沢市 金沢市立病院

石川県 加賀市 山中温泉医療センター

石川県 津幡町 津幡町国民健康保険直営河北中央病院

長野県 松本市 松本市国民健康保険会田病院

長野県 岡谷市 市立岡谷病院

長野県 東御市 東御市民病院

岐阜県 飛騨市  国民健康保険飛騨市民病院

岐阜県 郡上市 郡上市国保白鳥病院

静岡県 富士市 富士市立中央病院

静岡県 焼津市 焼津市立総合病院

静岡県 袋井市 袋井市立袋井市民病院

愛知県 一宮市 一宮市立市民病院

愛知県 一宮市 一宮市立木曽川市民病院

愛知県 春日井市 春日井市民病院

三重県 四日市市 市立四日市病院

三重県 紀南病院組合 紀南病院

滋賀県 大津市 大津市民病院

滋賀県 彦根市 彦根市立病院

団　体　名
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区分 病　院　名

市町村 滋賀県 東近江市 東近江市立能登川病院

滋賀県 公立甲賀病院組合 公立甲賀病院

京都府 福知山市 市立福知山市民病院

京都府 亀岡市 亀岡市立病院

京都府 国民健康保険山城病院組合 公立山城病院

大阪府 岸和田市 市立岸和田市民病院

大阪府 吹田市 市立吹田市民病院

兵庫県 伊丹市 市立伊丹病院

兵庫県 高砂市 高砂市民病院

兵庫県 神河町 公立神崎総合病院

兵庫県 公立豊岡病院組合 公立豊岡病院組合立豊岡病院日高医療センター

和歌山県 高野町 高野町立高野山病院

和歌山県 すさみ町 国保すさみ病院

和歌山県 公立那賀病院経営事務組合 公立那賀病院

鳥取県 南部町 南部町国民健康保険西伯病院

山口県 萩市 萩市民病院

徳島県 徳島市 徳島市民病院

徳島県 美波町 美波町国民健康保険日和佐病院

愛媛県 八幡浜市 市立八幡浜総合病院

愛媛県 鬼北町 鬼北町立北宇和病院

高知県 土佐市 土佐市立土佐市民病院

福岡県 鞍手町 鞍手町立病院

佐賀県 佐賀市 佐賀市立富士大和温泉病院

佐賀県 多久市 多久市立病院

佐賀県 有田町 有田共立病院

佐賀県 太良町 町立太良病院

長崎県 長崎市 長崎市立市民病院

熊本県 荒尾市 荒尾市民病院

熊本県 天草市 天草市立牛深市民病院

熊本県 公立玉名中央病院企業団 公立玉名中央病院

宮崎県 高原町 国民健康保険高原病院

地方独立 山梨県 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院

行政法人 長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立須坂病院

岐阜県 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院

佐賀県 地方独立行政法人佐賀県立病院機構 佐賀県立病院好生館

千葉県 地方独立行政法人さんむ医療センター さんむ医療センター

■　22年度に経常収支が黒字の病院のうち、H21赤字→H22黒字→H23赤字　〔48病院　（表１⑥）〕

区分 病　院　名
都道府県 青森県 青森県立つくしが丘病院

茨城県 茨城県立中央病院

茨城県 茨城県立こころの医療センター（旧友部病院）

埼玉県 埼玉県立循環器・呼吸器病センター

埼玉県 埼玉県立精神医療センター

新潟県 新潟県立津川病院

新潟県 新潟県立中央病院

愛知県 愛知県立城山病院

三重県 三重県立総合医療センター

三重県 三重県立一志病院

島根県 島根県立中央病院

高知県 高知県立幡多けんみん病院

政令市等 北海道 札幌市 市立札幌病院

北海道 札幌市 市立札幌病院静療院

新潟県 新潟市 新潟市民病院

広島県 広島市 広島市立広島市民病院

島根県 隠岐広域連合 連合立隠岐病院

長崎県 長崎県病院企業団 長崎県上対馬病院

団　体　名

団　体　名
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区分 病　院　名

市町村 北海道 函館市 市立函館病院

北海道 小樽市 市立小樽病院

北海道 稚内市 市立稚内病院

北海道 名寄市 名寄市立総合病院

北海道 南幌町 国民健康保険町立南幌病院

北海道 滝上町 滝上町国民健康保険病院

北海道 池田町 池田町立病院

青森県 大鰐町 町立大鰐病院

宮城県 石巻市 石巻市立病院

福島県 猪苗代町 猪苗代町立猪苗代病院

栃木県 小山市 小山市民病院

埼玉県 春日部市 春日部市立病院

神奈川県 横須賀市 横須賀市立市民病院

神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市立病院

神奈川県 大和市 大和市立病院

石川県 輪島市 市立輪島病院

福井県 敦賀市 市立敦賀病院

長野県 佐久市 佐久市立国保浅間総合病院

長野県 信濃町 町立信越病院

岐阜県 郡上市 郡上市民病院

静岡県 島田市 市立島田市民病院

愛知県 豊橋市 豊橋市民病院

愛知県 常滑市 常滑市民病院

滋賀県 近江八幡市 近江八幡市立総合医療センター

愛媛県 宇和島市 市立宇和島病院

愛媛県 宇和島市 宇和島市立津島病院

高知県 いの町 いの町立国民健康保険仁淀病院

鹿児島県 出水市 出水総合医療センター

地方独立 宮城県 地方独立行政法人宮城県立こども病院 宮城県立こども病院

行政法人 長野県 地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立阿南病院

■　23年度に経常収支黒字化見込の病院　〔90病院　（表１（Ｃ））〕

区分 病　院　名

都道府県 山形県 山形県立河北病院

福島県 福島県立矢吹病院

福島県 福島県立大野病院

栃木県 栃木県立岡本台病院

滋賀県 滋賀県立成人病センター

鹿児島県  県民健康プラザ鹿屋医療センター

鹿児島県 鹿児島県立北薩病院

政令市等 愛知県 名古屋市 名古屋市立東部医療センター東市民病院

高知県 高知県・高知市病院企業団 高知県・高知市病院企業団立高知医療センター

長崎県 長崎県病院企業団 長崎県島原病院

市町村 北海道 赤平市 市立赤平総合病院

北海道 三笠市 市立三笠総合病院

北海道 京極町 京極町国民健康保険病院

北海道 雄武町 雄武町国民健康保険病院

北海道 豊浦町 豊浦町国民健康保険病院

北海道 平取町 平取町国民健康保険病院

北海道 新ひだか町 新ひだか町立三石国民健康保険病院

北海道 芽室町 国保直診公立芽室病院

北海道 広尾町 広尾町国民健康保険病院

北海道 足寄町 足寄町国民健康保険病院

青森県 青森市 青森市民病院

青森県 青森市 青森市立浪岡病院

団　体　名

団　体　名
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区分 病　院　名

市町村 岩手県 盛岡市 盛岡市立病院

宮城県 石巻市 石巻市立牡鹿病院

宮城県 塩竈市 塩竈市立病院

宮城県 登米市 登米市立佐沼病院

宮城県 登米市 登米市立よねやま病院

宮城県 栗原市 栗原市立栗原中央病院

宮城県 大崎市  大崎市民病院鳴子温泉分院

宮城県 大崎市  大崎市民病院鹿島台分院

宮城県 涌谷町 涌谷町国民健康保険病院

山形県 白鷹町 白鷹町立病院

福島県 相馬方部衛生組合 公立相馬総合病院

茨城県 県西総合病院組合 県西総合病院

栃木県 南那須地区広域行政事務組合 那須南病院

埼玉県 所沢市 所沢市市民医療センター

千葉県 銚子市 銚子市立病院

千葉県 松戸市 松戸市立福祉医療センタ－東松戸病院

千葉県 匝瑳市 国保匝瑳市民病院

千葉県 大網白里町 大網白里町立国保大網病院

東京都 日野市 日野市立病院

東京都 稲城市 稲城市立病院

神奈川県 三浦市 三浦市立病院

神奈川県 厚木市 厚木市立病院

新潟県 佐渡市 佐渡市立相川病院

新潟県 南魚沼市 南魚沼市立ゆきぐに大和病院

富山県 南砺市 南砺市民病院

石川県 珠洲市 珠洲市総合病院

石川県 加賀市 加賀市民病院

石川県 志賀町 町立富来病院

山梨県 富士吉田市  国民健康保険富士吉田市立病院

山梨県 大月市 大月市立中央病院

山梨県 市川三郷町 市川三郷町立病院

長野県 岡谷市 健康保険岡谷塩嶺病院

長野県 佐久穂町 佐久穂町立千曲病院

長野県 諏訪中央病院組合 組合立諏訪中央病院

静岡県 森町 公立森町病院

三重県 亀山市 亀山市立医療センター

三重県 志摩市 国民健康保険志摩市民病院

滋賀県 守山市 守山市民病院

滋賀県 東近江市 東近江市立蒲生病院

京都府 京丹波町 国保京丹波町病院

大阪府 泉大津市 泉大津市立病院

大阪府 柏原市 市立柏原病院

大阪府 藤井寺市 市立藤井寺市民病院

奈良県 天理市 天理市立病院

奈良県 大淀町 町立大淀病院

和歌山県 橋本市 橋本市民病院

和歌山県 新宮市 新宮市立医療センター

和歌山県 串本町 国保直営串本病院

和歌山県 公立紀南病院組合 社会保険紀南病院

鳥取県 鳥取市 鳥取市立病院

島根県 安来市 安来市立病院

島根県 邑智郡公立病院組合 公立邑智病院

岡山県 玉野市 玉野市立玉野市民病院

岡山県 高梁市 高梁市国民健康保険成羽病院

山口県 下関市 下関市立中央病院

団　体　名
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区分 病　院　名

市町村 山口県 美祢市 美祢市立美東病院

山口県 山陽小野田市 山陽小野田市民病院

愛媛県 大洲市 市立大洲病院

愛媛県 愛南町 愛南町国保一本松病院

高知県 四万十市 四万十市立市民病院

福岡県 中間市 中間市立病院

福岡県 糸田町 糸田町立緑ヶ丘病院

熊本県 熊本市 熊本市立植木病院

熊本県 天草市 天草市立栖本病院

鹿児島県 肝付町 肝付町立病院

鹿児島県 公立種子島病院組合 公立種子島病院

地方独立 三重県 地方独立行政法人桑名市民病院 桑名市民病院

行政法人 福岡県 地方独立行政法人筑後市立病院 筑後市立病院

■　24年度に経常収支黒字化見込の病院　〔48病院　（表１⑦）〕

区分 病　院　名

都道府県 群馬県 群馬県立心臓血管センター

群馬県 群馬県立精神医療センター

千葉県 千葉県立佐原病院

新潟県 新潟県立精神医療センター

愛知県 愛知県がんセンター愛知病院

兵庫県 兵庫県立加古川医療センター

和歌山県 和歌山県立こころの医療センター

政令市等 岡山県 岡山市 岡山市立金川病院

沖縄県 沖縄県離島医療組合 公立久米島病院

市町村 北海道 室蘭市 市立室蘭総合病院

北海道 稚内市 市立稚内こまどり病院

北海道 士別市 士別市立病院

北海道 奈井江町 奈井江町立国民健康保険病院

北海道 長沼町 町立長沼病院

北海道 下川町 町立下川病院

北海道 美幌町 美幌町立国民健康保険病院

北海道 白老町 白老町立国民健康保険病院

北海道 中標津町 町立中標津病院

北海道 標津町 標津町国民健康保険標津病院

青森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町立中央病院

青森県 六戸町 六戸町国民健康保険病院

宮城県 丸森町 丸森町国民健康保険丸森病院

宮城県 女川町 女川町立病院

宮城県 黒川地域行政事務組合 公立黒川病院

石川県 能登町 公立宇出津総合病院

山梨県 北杜市 北杜市立甲陽病院

長野県 依田窪医療福祉事務組合 国保依田窪病院

岐阜県 羽島市 羽島市民病院

静岡県 沼津市 沼津市立病院

兵庫県 明石市 明石市立市民病院

兵庫県 赤穂市 赤穂市民病院

兵庫県 三木市 三木市立三木市民病院

兵庫県 公立八鹿病院組合 公立村岡病院

和歌山県 国民健康保険野上厚生病院組合 国保野上厚生総合病院

鳥取県 智頭町 国民健康保険智頭病院

島根県 松江市 松江市立病院

島根県 公立雲南総合病院組合 公立雲南総合病院

岡山県 倉敷市  倉敷市立児島市民病院

岡山県 備前市 備前市国民健康保険市立備前病院

団　体　名

団　体　名
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区分 病　院　名

市町村 広島県 府中市 府中市立府中北市民病院

広島県 安芸太田町 安芸太田病院

山口県 周南市 周南市立新南陽市民病院

福岡県 飯塚市 飯塚市立病院

佐賀県 小城市 小城市民病院

熊本県 山鹿市 山鹿市立病院

鹿児島県 南さつま市 南さつま市立坊津病院

地方独立 京都府 地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立京北病院

行政法人 大阪府 地方独立行政法人りんくう総合医療センター 市立泉佐野病院

■　25年度以降に経常収支黒字化見込の病院　〔181病院　（表１⑧）〕

区分 病　院　名

都道府県 青森県 青森県立中央病院

福島県 福島県立喜多方病院

福島県 福島県立会津総合病院

栃木県 栃木県立がんセンター

栃木県 とちぎリハビリテーションセンター

群馬県 群馬県立がんセンター

千葉県 千葉県循環器病センター

神奈川県 神奈川県立汐見台病院

新潟県 新潟県立坂町病院

新潟県 新潟県立六日町病院

新潟県 新潟県立加茂病院

新潟県 新潟県立吉田病院

新潟県 新潟県立新発田病院

福井県 福井県立病院

三重県 三重県立志摩病院

京都府 京都府立洛南病院

京都府 京都府立与謝の海病院

兵庫県 兵庫県立光風病院

島根県 島根県立こころの医療センター

広島県 広島県立安芸津病院

香川県 香川県立丸亀病院

高知県 高知県立安芸病院

宮崎県 宮崎県立延岡病院

宮崎県 宮崎県立日南病院

政令市等 神奈川県 川崎市 川崎市立多摩病院

愛知県 名古屋市 名古屋市立東部医療センター守山市民病院

愛知県 名古屋市 名古屋市立西部医療センター城北病院

愛知県 名古屋市 名古屋市立緑市民病院

大阪府 堺市 市立堺病院

広島県 広島市 広島市立舟入病院

広島県 広島市 広島市立安芸市民病院

山形県 置賜広域病院組合 公立置賜総合病院

島根県 隠岐広域連合 連合立隠岐島前病院

市町村 北海道 函館市 市立函館恵山病院

北海道 函館市 市立函館南茅部病院

北海道 旭川市 市立旭川病院

北海道 留萌市 留萌市立病院

北海道 芦別市 市立芦別病院

北海道 江別市 江別市立病院

北海道 深川市 深川市立病院

北海道 八雲町 八雲総合病院

北海道 八雲町  八雲町熊石国民健康保険病院

北海道 月形町 国民健康保険月形町立病院

団　体　名

団　体　名
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区分 病　院　名

市町村 北海道 新ひだか町 新ひだか町立静内病院

北海道 士幌町 士幌町国民健康保険病院

北海道 本別町 本別町国民健康保険病院

北海道 別海町 町立別海病院

青森県 弘前市 弘前市立病院

青森県 十和田市 十和田市立中央病院

青森県 板柳町 国民健康保険板柳中央病院

青森県 五戸町  国民健康保険五戸総合病院

青森県 中部上北広域事業組合 公立七戸病院

青森県 公立金木病院組合 公立金木病院

青森県 北部上北広域事務組合 公立野辺地病院

宮城県 気仙沼市 気仙沼市立病院

宮城県 川崎町 国民健康保険川崎病院

宮城県 白石市外二町組合 公立刈田綜合病院

宮城県  加美郡保健医療福祉行政事務組合 公立加美病院

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

秋田県 大館市 大館市立総合病院

秋田県 男鹿市 男鹿みなと市民病院

秋田県 北秋田市 北秋田市民病院

秋田県 仙北市 市立角館総合病院

秋田県 仙北市 市立田沢湖病院

山形県 米沢市 米沢市立病院

山形県 鶴岡市 鶴岡市立荘内病院

山形県 天童市 天童市民病院

山形県 高畠町 公立高畠病院

福島県 いわき市 いわき市立総合磐城共立病院

福島県 南相馬市 南相馬市立総合病院

福島県 南相馬市 南相馬市立小高病院

福島県 公立藤田病院組合 公立藤田総合病院

茨城県 北茨城市 北茨城市立総合病院

群馬県 渋川市 渋川総合病院

群馬県 藤岡市 藤岡市国民健康保険鬼石病院

群馬県 安中市 公立碓氷病院

群馬県 多野藤岡医療事務市町村組合 公立藤岡総合病院附属外来センター

埼玉県 草加市 草加市立病院

埼玉県 小鹿野町 国保町立小鹿野中央病院

千葉県 鋸南町 鋸南町国民健康保険鋸南病院

千葉県 国保国吉病院組合 いすみ医療センター

東京都 町田市 町田市民病院

東京都 阿伎留病院組合 公立阿伎留医療センター

東京都 福生病院組合 公立福生病院

新潟県 見附市 見附市立病院

新潟県 魚沼市 魚沼市立堀之内病院

新潟県 湯沢町 町立湯沢病院

富山県 高岡市 高岡市民病院

富山県 南砺市 公立南砺中央病院

富山県 射水市 射水市民病院

富山県 上市町 かみいち総合病院

富山県 朝日町 あさひ総合病院

福井県 坂井市 坂井市立三国病院

福井県 公立小浜病院組合 杉田玄白記念公立小浜病院

福井県 公立小浜病院組合 レイクヒルズ美方病院

山梨県 甲府市 市立甲府病院

長野県 長野市 財団法人長野市保健医療公社長野市民病院

長野県 上田市 上田市産院

団　体　名
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区分 病　院　名

市町村 長野県 大町市 市立大町総合病院

長野県 軽井沢町 軽井沢町国民健康保険軽井沢病院

長野県 辰野町 町立辰野総合病院

長野県 飯綱町 飯綱町立飯綱病院

岐阜県 中津川市  総合病院中津川市民病院

岐阜県 中津川市  国民健康保険坂下病院

岐阜県 土岐市 土岐市立総合病院

岐阜県 下呂市 下呂市立金山病院

岐阜県 関ケ原町  国民健康保険関ケ原病院

静岡県 磐田市 磐田市立総合病院

静岡県 掛川市 掛川市立総合病院

静岡県 藤枝市 藤枝市立総合病院

静岡県 菊川市 菊川市立総合病院

静岡県 共立湊病院組合 共立湊病院

愛知県 津島市 津島市民病院

愛知県 碧南市 碧南市民病院

愛知県 西尾市 西尾市民病院

愛知県 蒲郡市 蒲郡市民病院

愛知県 稲沢市 稲沢市民病院

愛知県 新城市 新城市民病院

愛知県 みよし市 みよし市民病院

愛知県 あま市 あま市民病院

三重県 伊勢市 市立伊勢総合病院

三重県 名張市 名張市立病院

三重県 尾鷲市 尾鷲総合病院

三重県 伊賀市 伊賀市立上野総合市民病院

三重県 南伊勢町 町立南伊勢病院

滋賀県 甲賀市 甲賀市立信楽中央病院

京都府 精華町 精華町国民健康保険病院

大阪府 豊中市 市立豊中病院

大阪府 池田市 市立池田病院

大阪府 貝塚市 市立貝塚病院

大阪府 八尾市 八尾市立病院

大阪府 和泉市 和泉市立病院

大阪府 箕面市 箕面市立病院

大阪府 東大阪市 東大阪市立総合病院

兵庫県 西宮市 西宮市立中央病院

兵庫県 芦屋市 芦屋市立芦屋病院

兵庫県 西脇市 西脇市立西脇病院

兵庫県 宝塚市 宝塚市立病院

兵庫県 川西市 市立川西病院

兵庫県 小野市 小野市立小野市民病院

兵庫県 三田市 三田市民病院

兵庫県 加西市 市立加西病院

兵庫県 宍粟市 公立宍粟総合病院

兵庫県 加東市 加東市民病院

兵庫県 たつの市 たつの市立御津病院

兵庫県 新温泉町 公立浜坂病院

兵庫県 公立豊岡病院組合 公立豊岡病院

兵庫県 公立豊岡病院組合 公立朝来和田山医療センター

兵庫県 公立八鹿病院組合 公立八鹿病院

奈良県 宇陀市 宇陀市立病院

和歌山県 海南市 海南市民病院

島根県 出雲市 出雲市立総合医療センター

島根県 大田市 大田市立病院

団　体　名
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区分 病　院　名

市町村 岡山県 井原市  井原市立井原市民病院

山口県 下関市 下関市立豊田中央病院

山口県 光市 光市立大和総合病院

山口県 周防大島町 周防大島町立東和病院

山口県 周防大島町 周防大島町立橘病院

徳島県 三好市 三好市国民健康保険市立三野病院

徳島県 那賀町 那賀町立上那賀病院

香川県 高松市 高松市民病院

香川県 高松市 高松市民病院塩江分院

香川県 高松市 高松市民病院香川分院

香川県 土庄町 土庄町国民健康保険土庄中央病院

香川県 小豆島町 内海病院

愛媛県 宇和島市 宇和島市立吉田病院

福岡県 田川市 田川市立病院

福岡県 小竹町 小竹町立病院

長崎県 壱岐市 壱岐市民病院

熊本県 阿蘇市 阿蘇市国民健康保険阿蘇中央病院

大分県 国東市 国東市民病院

宮崎県 宮崎市 宮崎市立田野病院

宮崎県 小林市 小林市立病院

宮崎県 串間市 串間市民病院

鹿児島県 出水市 高尾野医療センター

地方独立 秋田県 地方独立行政法人秋田県立病院機構 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター

行政法人 神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立足柄上病院

神奈川県 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 神奈川県立精神医療センター芹香病院

岐阜県 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

岐阜県 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院 地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院

山口県 地方独立行政法人山口県立病院機構 山口県立こころの医療センター

■　黒字化目標年度が未設定の病院　〔40病院　（表１（Ｅ））〕

区分 病　院　名

都道府県 北海道 北海道立江差病院

北海道 北海道立紋別病院

北海道 北海道立羽幌病院

北海道 北海道立向陽ヶ丘病院

北海道 北海道立北見病院

北海道 北海道立苫小牧病院

千葉県 千葉県立東金病院

新潟県 新潟県立魚沼基幹病院

兵庫県 兵庫県立塚口病院

兵庫県 兵庫県立柏原病院

福岡県 福岡県立精神医療センター太宰府病院

政令市等 神奈川県 横浜市 横浜市立脳血管医療センター

神奈川県 横浜市 横浜市立みなと赤十字病院

愛知県 名古屋市 名古屋市立西部医療センター城西病院

広島県 広島市 広島市総合リハビリテーションセンターリハビリテーション病院

福岡県 北九州市 北九州市立門司病院

福岡県 北九州市 北九州市立若松病院

長崎県 長崎県病院企業団 長崎県奈留病院

長崎県 長崎県病院企業団 長崎県奈良尾病院

市町村 宮城県 石巻市 石巻市立雄勝病院

宮城県 気仙沼市 気仙沼市立本吉病院

宮城県 南三陸町 公立志津川病院

秋田県 北秋田市上小阿仁村病院組合 公立米内沢総合病院

山形県 鶴岡市 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院

団　体　名

団　体　名
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区分 病　院　名

市町村 茨城県 つくば市 つくば市立病院

埼玉県 東松山市 東松山市立市民病院

新潟県 阿賀野市 水原郷病院

富山県 氷見市 金沢医科大学氷見市民病院

岐阜県 多治見市 多治見市民病院

静岡県 榛原総合病院組合 榛原総合病院

滋賀県 長浜市 長浜市立湖北病院

大阪府 阪南市 阪南市立病院

山口県 下関市 下関市立豊浦病院

愛媛県 西条市 西条市立周桑病院

佐賀県 伊万里市 伊万里市立市民病院

長崎県 長崎市 長崎市立病院成人病センター

長崎県 長崎市 長崎市立野母崎病院

長崎県 大村市 市立大村市民病院

地方独立 宮城県 地方独立行政法人宮城県立病院機構 宮城県立循環器・呼吸器病センター

行政法人 兵庫県 地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川西市民病院

※

団　体　名

経常収支黒字化に係る実施状況（表１）について、改革プランにおいて会計全体での目標値のみを設定
している場合には、当該目標値を当該会計に属する各病院の目標値として集計している。
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