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（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 地方独立行政法人大阪府立病院機構

病院名 大阪府立急性期・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）

地方独法

20,564 21,790 平成○年○月○日

19,881 19,794

683 1,995 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 102.2% 102.2% 民間譲渡

平成21年度 107.2% 107.2% 診療所化

平成22年度 103.4% 110.1%
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

平成20年度 59.8% 59.8%

平成21年度 54.1% 54.1% 既に実施済 ○

平成22年度 56.7% 52.3% 今年度実施予定

平成23年度 実施(予定)時期 平成23年8月25日

平成20年度 87.4% 87.4% 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 89.8% 89.8% 委員会等名
大阪府地方独立行政法人
評価委員会

平成22年度 90.0% 91.4% その他

平成23年度 公表（予定）※ ○

平成20年度 実施(予定)時期 平成23年8月25日

平成22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。

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)

http://www.pref.osaka.jp/gyokaku/dokuhohyok
a/index-3.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 大阪府

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 地方独立行政法人大阪府立病院機構

病院名 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター

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）

地方独法

9,000 8,922 平成○年○月○日

8,869 8,577

131 345 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 95.2% 95.2% 民間譲渡

平成21年度 104.6% 104.6% 診療所化

平成22年度 101.5% 104.0%
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

平成20年度 83.6% 83.6%

平成21年度 72.1% 72.1% 既に実施済 ○

平成22年度 73.1% 70.4% 今年度実施予定

平成23年度 実施(予定)時期 平成23年8月25日

平成20年度 77.8% 77.8% 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0% 80.0% 委員会等名
大阪府地方独立行政法人
評価委員会

平成22年度 90.0% 82.9% その他

平成23年度 公表（予定）※ ○

平成21年度 実施(予定)時期 平成23年8月25日

平成22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

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.pref.osaka.jp/gyokaku/dokuhohyok
a/index-3.html



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 地方独立行政法人大阪府立病院機構

病院名 大阪府立精神医療センター

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）

地方独法

5,041 4,986 平成○年○月○日

4,943 4,523

98 463 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 106.2% 106.2% 民間譲渡

平成21年度 109.9% 109.9% 診療所化

平成22年度 102.0% 110.3%
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

平成20年度 128.1% 128.1%

平成21年度 126.4% 126.4% 既に実施済 ○

平成22年度 139.8% 123.7% 今年度実施予定

平成23年度 実施(予定)時期 平成23年8月25日

平成20年度 78.0% 78.0% 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 81.4% 81.4% 委員会等名
大阪府地方独立行政法人
評価委員会

平成22年度 84.0% 82.1% その他

平成23年度 公表（予定）※ ○

平成18年度 実施(予定)時期 平成23年8月25日

平成22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

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.pref.osaka.jp/gyokaku/dokuhohyok
a/index-3.html



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 地方独立行政法人大阪府立病院機構

病院名 大阪府立成人病センター

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）

地方独法

15,936 16,120 平成○年○月○日

14,911 14,757

1,025 1,363 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 106.4% 106.4% 民間譲渡

平成21年度 107.2% 107.2% 診療所化

平成22年度 106.9% 109.2%
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

平成20年度 57.9% 57.9%

平成21年度 55.6% 55.6% 既に実施済 ○

平成22年度 57.7% 55.1% 今年度実施予定

平成23年度 実施(予定)時期 平成23年8月25日

平成20年度 88.5% 88.5% 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.9% 87.9% 委員会等名
大阪府地方独立行政法人
評価委員会

平成22年度 96.5% 88.5% その他

平成23年度 公表（予定）※ ○

平成18年度 実施(予定)時期 平成23年8月25日

平成22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

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.pref.osaka.jp/gyokaku/dokuhohyok
a/index-3.html



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 地方独立行政法人大阪府立病院機構

病院名 大阪府立母子保健総合医療センター

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）

地方独法

13,305 13,835 平成○年○月○日

12,650 12,427

655 1,408 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 110.4% 110.4% 民間譲渡

平成21年度 108.7% 108.7% 診療所化

平成22年度 105.2% 111.3%
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

平成20年度 62.8% 62.8%

平成21年度 61.2% 61.2% 既に実施済 ○

平成22年度 62.9% 58.5% 今年度実施予定

平成23年度 実施(予定)時期 平成23年8月25日

平成20年度 80.9% 80.9% 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 78.7% 78.7% 委員会等名
大阪府地方独立行政法人
評価委員会

平成22年度 86.0% 79.4% その他

平成23年度 公表（予定）※ ○

平成18年度 実施(予定)時期 平成23年8月25日

平成22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

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.pref.osaka.jp/gyokaku/dokuhohyok
a/index-3.html



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 大阪市

病院名 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）

実施済 全部適用

35,409 35,511 平成21年3月27日 平成21年4月1日

32,055 31,117

3,354 4,394 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 104.5 104.5 民間譲渡

平成21年度 106.7 106.7 診療所化

平成22年度 110.5 114.1
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 106.5 106.5

平成20年度 48.4 48.4

平成21年度 47.7 47.7 既に実施済 ○

平成22年度 49.9 48.5 今年度実施予定

平成23年度 50.5 50.5 実施(予定)時期 平成23年8月31日

平成20年度 85.2 85.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 82.5 82.5 委員会等名
大阪市民病院経営検討
委員会

平成22年度 80.7 80.1 その他

平成23年度 85.0 85.0 公表（予定）※ ○

- - 実施(予定)時期 平成23年9月9日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期 ー

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

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

総合医療センター、十三市民病院、住吉市民病院を存置
し、北市民病院については、政策医療である緩和医療を総
合医療センターへ結核医療を十三市民病院へ移転した上
で、民間医療機関に移譲。

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（%)

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（%)

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（%)

病床利用率（%)

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。

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.osaka.lg.jp/contents/wdu270/byouin
/keiei/shingikai_01_20090310.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

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）

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）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 大阪市

病院名 十三市民病院

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

5,158 5,227 平成21年3月27日 平成21年4月1日

5,656 5,541

△ 498 △ 314 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 84.3 84.3 民間譲渡

平成21年度 89.1 89.1 診療所化

平成22年度 91.2 94.3
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 98.6 98.6

平成20年度 71.2 71.2

平成21年度 67.9 67.9 既に実施済 ○

平成22年度 71.9 67.7 今年度実施予定

平成23年度 62.9 62.9 実施(予定)時期 平成23年8月31日

平成20年度 73.8 73.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.1 77.1 委員会等名 大阪市民病院経営検討委員会

平成22年度 78.2 78.5 その他

平成23年度 85.1 85.1 公表（予定）※ ○

- - 実施(予定)時期 平成23年9月9日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期 ー

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

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

総合医療センター、十三市民病院、住吉市民病院を存置
し、北市民病院については、政策医療である緩和医療を総
合医療センターへ結核医療を十三市民病院へ移転した上
で、民間医療機関に移譲。

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（%)

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（%)

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（%)

病床利用率（%)

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。

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.osaka.lg.jp/contents/wdu270/byouin/
keiei/shingikai_01_20090310.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

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）

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）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 大阪市

病院名 住吉市民病院

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

3,555 3,455 平成21年3月27日 平成21年4月1日

3,993 3,796

△ 438 △ 314 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 88.6 88.6 民間譲渡

平成21年度 86.5 86.5 診療所化

平成22年度 89.0 91.0
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 94.8 94.8

平成20年度 84.6 84.6

平成21年度 90.7 90.7 既に実施済 ○

平成22年度 88.7 87.3 今年度実施予定

平成23年度 79.7 79.7 実施(予定)時期 平成23年8月31日

平成20年度 71.5 71.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.0 71.0 委員会等名 大阪市民病院経営検討委員会

平成22年度 67.9 63.5 その他

平成23年度 84.1 84.1 公表（予定）※ ○

- - 実施(予定)時期 平成23年9月9日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期 ー

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

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

総合医療センター、十三市民病院、住吉市民病院を存置
し、北市民病院については、政策医療である緩和医療を総
合医療センターへ結核医療を十三市民病院へ移転した上
で、民間医療機関に移譲。

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（%)

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（%)

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（%)

病床利用率（%)

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。

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.osaka.lg.jp/contents/wdu270/byouin/
keiei/shingikai_01_20090310.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

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）

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）



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 堺市

病院名 市立堺病院

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

12,988 12,848 平成２１年度 平成24年4月1日

13,184 13,264

△ 196 △ 416 公営企業法全部適用

健全化法 12.3 12.9 地方独立行政法人 ◎

地財法 12.3 12.9 指定管理者制度

平成20年度 93.8 93.8 民間譲渡

平成21年度 91.8 91.8 診療所化

平成22年度 98.5 96.9
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 98.3 98.3

平成20年度 49.4 45.5

平成21年度 52.7 48.4 既に実施済

平成22年度 49.0 46.7 今年度実施予定 有

平成23年度 49.5 45.9 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 81.4 81.4 委員会等の設置（予定） 有

平成21年度 84.7 84.7 委員会等名

平成22年度 88.0 88.3 その他
決算審査での
意見などを反映

平成23年度 88.0 88.0 公表（予定）※ 有

平成２５年度 平成２５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 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。

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

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（%)

・消防局と連携し、救急現場や搬送時の救急傷病者に
　対して医師による治療が可能なドクターカーの運用を
　平成２３年６月１日から開始

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)

http://www.municipal-hospital-sakai-osaka.jp/information/index.html

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

・救急管制塔機能の整備と救急医療機関の受入ネット
　ワーク構築
・小児周産期医療における近隣病院等との機能分担と
　連携強化

※　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 大阪府

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 岸和田市

病院名 市立岸和田市民病院

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

11,907 12,151 平成25年3月31日 予定なし

11,732 11,876

175 275 公営企業法全部適用

健全化法 △ 3.0 △ 10.0 地方独立行政法人

地財法 - - 指定管理者制度

平成20年度 97.2 97.2 民間譲渡

平成21年度 98.0 99.8 診療所化

平成22年度 101.5 102.3
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 104.2 101.0

平成20年度 48.5 48.5

平成21年度 47.9 47.2 既に実施済

平成22年度 47.1 46.5 今年度実施予定

平成23年度 46.1 47.0 実施(予定)時期 平成24年10月

平成20年度 84.4 84.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 87.5 81.5 委員会等名
市立岸和田市民病院

評価委員会

平成22年度 85.5 83.6 その他

平成23年度 91.5 84.6 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成22年度 実施(予定)時期

平成23年度 平成23年度 その他 評価後速やかに実施

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

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

「泉州地域公立病院連絡会」もしくは、泉州保健医療協議
会分科会」など

経営形態の見直し（予定）時期

当院の医療圏を考慮した場合、北部の一部、南部の一部
も医療圏に該当することから、再編よりもむしろ、公立病
院の連携さらに、民間病院、回復期病院などとの連携を
進め、医師確保ができれば、医療スタッフの連携などの
方向性を提案してゆく。

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.kishiwada-hospital.com/

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。

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）

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。

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）

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 豊中市

病院名 市立豊中病院

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

16,435 16,753 平成○年○月○日 平成23年4月1日

17,530 17,327

△ 1,095 △ 574 公営企業法全部適用 ●

健全化法 ― △ 18.9 地方独立行政法人

地財法 △ 11.8 △ 19.1 指定管理者制度

平成20年度 90.2 91.6 民間譲渡

平成21年度 89.3 89.6 診療所化

平成22年度 93.8 96.7
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 94.7 94.5

平成20年度 53.0 53.4

平成21年度 52.1 54.5 既に実施済 ○

平成22年度 49.8 49.5 今年度実施予定

平成23年度 48.5 52.3 実施(予定)時期 平成23年7月

平成20年度 92.2 92.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 94.2 92.2 委員会等名 病院運営審議会

平成22年度 94.2 94.2 その他

平成23年度 94.2 95.0 公表（予定）※ ○

平成26年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年7月

平成24年度 平成24年度 その他

有

実施(予定)時期 平成○年○月○日

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（%)

・産科・婦人科領域でのネットワーク化について検討中であ
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）

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.chp.toyonaka.osaka.jp/plan/plan
3.html

①再編・ネットワーク
化の検討体制

北大阪５病院　病院長・事務長会議で検討
(豊中、吹田、池田、箕面、枚方)

※　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）

経常収支比率（%)

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（%)

経常費用（百万円）

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 池田市

病院名 市立池田病院

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

9,312 9,354 平成25年3月31日 平成24年3月31日

9,344 9,839 ―

△ 32 △ 485 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 6.5 2.6 地方独立行政法人 ―

地財法 △ 6.5 2.6 指定管理者制度 ―

平成20年度 94.4 91.5 民間譲渡 ―

平成21年度 94.5 91.4 診療所化 ―

平成22年度 99.7 95.1
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 98.7 95.3

平成20年度 53.6 55.8

平成21年度 53.9 56.1 既に実施済 ―

平成22年度 50.8 53.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 50.7 53.9 実施(予定)時期 平成23年12月予定

平成20年度 91.0 89.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 93.0 92.8 委員会等名
市立池田病院改革プラン
評価委員会

平成22年度 93.0 94.4 その他 ―

平成23年度 93.0 94.5 公表（予定）※ ○

平成27年度 平成27年度 実施(予定)時期 平成24年2月頃予定

平成23年度 平成23年度 その他 ―

有 ―

実施(予定)時期 平成○年○月○日

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（%)

府の公立病院のあり方懇談会が示した再編・ネットワーク化案によ
れば、医療提供機能の強化、提供する医療機能に見合った経営形
態および住民の理解促進の３つの視点から検討する必要性が示さ
れ、池田病院の属する豊能２次医療圏においては、診療科による
機能分担並びに現状の機能の維持が、再編・ネットワーク化のパ
ターンとして示された。
また、豊能２次医療圏では、公立病院４病院が独自の役割を果たし
ていることから、それぞれが経営の効率化に努めていくものとされ
た。
従って、豊能２次医療圏における再編・ネットワーク化については、
今後詳細な議論が保健所および公立病院等が参画する協議会、
北摂４病院院長・事務局長が参画する会議等の場において詳細な
協議が行われるものであり、池田病院を核とした再編・ネットワーク
化については、近隣市町および近隣の医療機関との連携強化を中
心に進め、機能分担および救急との連携の強化に取り組んでいく
考え。

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.hosp.ikeda.osaka.jp/02active/
plan/program.html

①再編・ネットワーク
化の検討体制

大阪府公立病院のあり方懇談会
公立病院等が参画する協議会
北摂５病院　院長・事務局長が参画する会議等

※　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）

経常収支比率（%)

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（%)

経常費用（百万円）

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 吹田市

病院名 市立吹田市民病院

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

10,163 9,674 平成24年3月31日 平成24年3月31日

10,166 9,502 「市立吹田市民病院あり方検討委員会」
「市立吹田市民病院経営審議会」

△ 3 172 公営企業法全部適用 ●

健全化法 - - 地方独立行政法人 ○

地財法 △ 4.1 - 指定管理者制度

平成20年度 89.9 91.9 民間譲渡

平成21年度 97.9 97.0 診療所化

平成22年度 99.7 101.8
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 100.0 100.0

平成20年度 55.9 54.6

平成21年度 52.5 53.0 既に実施済 ○

平成22年度 52.2 51.6 今年度実施予定

平成23年度 51.7 51.7 実施(予定)時期 平成23年8月29日

平成20年度 81.2 81.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 85.4 84.2 委員会等名 「市立吹田市民病院あり方検討委員会」
「市立吹田市民病院経営審議会」

平成22年度 86.1 86.0 その他

平成23年度 87.0 87.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成22年度 実施(予定)時期 平成23年11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（%)

豊能医療圏において医師確保に努め､地域で必要な医療を
安定的に提供していくことが損なわれないような情報交換及
び連携だけでなく､今後のネットワーク化について検討を行
います。

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.mhp.suita.osaka.jp

①再編・ネットワーク
化の検討体制

豊能医療圏での北摂４病院病院長事務長会議において、
検討を行う。

※　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）

経常収支比率（%)

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（%)

経常費用（百万円）

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 泉大津市

病院名 泉大津市立病院

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

5,431 5,356 平成25年3月31日 平成24年3月31日

5,601 5,726
現在、病院事務局および
市財政当局で検討中

△ 170 △ 370 公営企業法全部適用 ○

健全化法 14.3 5.3 地方独立行政法人 ○

地財法 31.1 23.3 指定管理者制度 ○

平成20年度 94.4 94.4 民間譲渡 ○

平成21年度 85.4 85.4 診療所化

平成22年度 97.0 93.5
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 104.3 104.3

平成20年度 47.8 47.8

平成21年度 58.3 58.3 既に実施済

平成22年度 47.7 51.5 今年度実施予定 ○

平成23年度 44.1 44.1 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 94.7 94.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 71.3 71.3 委員会等名
経営改革プラン検証委員
会

平成22年度 84.3 81.0 その他

平成23年度 89.1 89.1 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31日

平成27年度 平成27年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年7月31日

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（%)

①実施済み
②実施済み
③実施済み
④実施済み
⑤結論を取りまとめる方向で進めている

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

和泉市

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

①平成20年5月　地域基幹病院として民間病院への医師派
遣を行う
②平成20年5月　和泉市立病院との間で、周産期は泉大津
市立病院、婦人科は和泉市立病院とする旨の覚書を締結
③平成20年11月　大阪府主導による再編ネットワークの協議
の場として、「泉州保健医療協議会公立病院の再編・ネット
ワーク化検討小委員会」を設置
④平成20年度中　近隣公立病院と医師の相互派遣について
協定を結ぶ
⑤平成21年度中　結論を取りまとめる

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。

岸和田市民病院、和泉市立病院との再編に向けて協議中
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

泉州保健医療協議会公立病院の再編・ネットワーク化検討
小委員会にて検討

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.hosp-ozu-osaka.jp

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 大阪府

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 貝塚市

病院名 市立貝塚病院

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）・一部実施済 全部適用

5,806 5,606 平成２３年３月

5,950 5,860

△ 144 △ 254 公営企業法全部適用 ●

健全化法 8.2 9.7 地方独立行政法人

地財法 8.2 9.7 指定管理者制度

平成20年度 85.6 86.4 民間譲渡

平成21年度 92.0 93.1 診療所化

平成22年度 97.6 97.6
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 97.5 97.5

平成20年度 65.7 58.2

平成21年度 59.4 58.5 既に実施済 実施済

平成22年度 54.6 54.6 今年度実施予定

平成23年度 56.4 56.3 実施(予定)時期 平成23年9月20日

平成20年度 70.3 72.5 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 82.6 84.1 委員会等名 市立貝塚病院運営審議会

平成22年度 89.2 89.2 その他

平成23年度 96.0 96.5 公表（予定）※ 公表

平成２５年度 平成２５年度 実施(予定)時期 平成23年11月

平成２５年度 平成２５年度 その他

有 有

実施(予定)時期 平成23年2月22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

大阪府地域医療再生計画「泉州医療圏」《南部編》のとお
り
○市立貝塚病院は、新たに平成23年3月「府がん治療拠
点病院」に認定され、がん治療を中心とした急性期病院を
目指す。特に「乳がん高度検診治療センター」を中心に検
診から乳房再建までの一貫した治療体制を充実し、泉州
における乳がん治療の中心的役割を担う。
○りんくう総合医療センターは、泉州南部における救急医
療のコア機能を担うとともに、「府がん診療拠点病院」とし
て、がん診療機能を果たすことはもとより全般的な急性期
病院を目指す。H２５年までに府立泉州救急救命センター
をりんくう総合医療センターに移管する。
○阪南市民病院は、亜急性期・回復期医療の機能を強化
して、りんくう総合医療センター・市立貝塚病院を後方支
援する。

※　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）

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

大阪府、泉佐野、阪南市

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（%)

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)

各病院と大阪府を交え、検討会議を開催。
平成23年3月策定の「泉州南部公立病院機能連携推進基
本構想」に基づき機能連携を検討中。

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（%)

http://www.hosp.kaizuka.osaka.jp/

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（%)

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 大阪府

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 枚方市

病院名 市立枚方市民病院

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

6,446 6,010 平成22年6月

6,130 5,842
市立枚方市民病院改革
プラン評価委員会

316 168 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 △ 42.0 △ 40.2 指定管理者制度

平成20年度 103.1 101.7 民間譲渡

平成21年度 103.8 102.2 診療所化

平成22年度 105.2 102.9
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 106.3 101.2

平成20年度 58.6 59.8

平成21年度 55.6 60.2 既に実施済

平成22年度 54.1 60.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 53.0 59.1 実施(予定)時期
第1回目を平成23年8月
に開催。第2回目を11月
25日に開催予定。

平成20年度 67.0 49.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 72.6 54.2 委員会等名
市立枚方市民病院改革
プラン評価委員会

平成22年度 71.6 57.9 その他

平成23年度 75.3 66.2 公表（予定）※ ○

- - 実施(予定)時期
現在審議中のため、審議
終了後、掲載予定

平成２５年度 平成２５年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 現在審議中

無

ＵＲＬ

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

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

平成22年11月に、北河内7市で共同運営する「北河内夜間
救急センター」を寝屋川市から、市民病院に隣接する枚方
市立保健センター内に移設し、小児軽症患者の診療を行う
こととなった。それに伴い、市民病院は小児2次救急医療に
専念することとなった。

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。

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 八尾市

病院名 八尾市立病院

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

9,271 9,551 平成２５年３月

10,122 9,820

△ 851 △ 269 公営企業法全部適用 ●

健全化法 ― ― 地方独立行政法人

地財法 △ 5.1 △ 16.3 指定管理者制度

平成20年度 81.1 82.3 民間譲渡

平成21年度 86.4 88.9 診療所化

平成22年度 91.6 97.3
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 93.9 96.2

平成20年度 56.4 55.7

平成21年度 55.7 52.8 既に実施済 ○

平成22年度 53.8 50.2 今年度実施予定

平成23年度 53.0 52.4 実施(予定)時期 平成23年7月8日

平成20年度 80.5 81.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 86.0 84.6 委員会等名
八尾市立病院改革プラン
評価委員会

平成22年度 88.0 85.6 その他

平成23年度 90.0 90.0 公表（予定）※ ○

平成30年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年8月19日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期 平成○年○月○日

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。

診療機能の役割分化を検討中
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

「中河内地域公立病院改革連絡会」

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.hospital.yao.osaka.jp/about/inno
vation-plan/

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 大阪府

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 泉佐野市

病院名 りんくう総合医療センター

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 地方独法

12,500 12,886 平成23年度末 平成23年4月1日

12,796 13,682

△ 296 △ 796 公営企業法全部適用

健全化法 △ 5.3 △ 21.9 地方独立行政法人 ●

地財法 20.2 2.8 指定管理者制度

平成20年度 90.9 87.0 民間譲渡

平成21年度 95.3 93.4 診療所化

平成22年度 97.7 94.2
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 98.1 99.9

平成20年度 49.3 51.6

平成21年度 47.6 49.7 既に実施済 ○

平成22年度 47.0 50.1 今年度実施予定

平成23年度 47.5 51.4 実施(予定)時期 平成23年6月

平成20年度 85.0 79.8 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 90.0 80.7 委員会等名 病院改革プラン推進委員会

平成22年度 91.0 82.4 その他

平成23年度 92.0 83.7 公表（予定）※ ○

平成24年度 平成24年度 実施(予定)時期 平成23年6月

平成24年度 平成24年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成23年4月1日

H23 106,356 無

ＵＲＬ

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)

http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/koushitsu/gyoz
aisei/nemu/byouinn_kaikaku_hyousi/byouinn_kaikaku_p
urann/byouinn_kaikaku_purann.html

公立病院改革プラン最終年度

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

大阪府地域医療再生計画「泉州医療圏」《南部編》のとおり
○市立貝塚病院は、がん診療を中心とした急性期病院を目
指し、検診からターミナルケアまで一貫したがん診療を提供
する。
○りんくう総合医療センターは、泉州南部における救急医療
のコア機能を担うとともに、「府がん診療拠点病院」として、が
ん診療機能を果たすことはもとより全般的な急性期病院をめ
ざす。H25までに府立泉州救命救急センターをりんくう総合医
療センターに移管する。
○阪南市民病院は、亜急性期・回復期医療の機能を強化し
て、泉佐野・貝塚病院を後方支援する。

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。

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（%)

各病院と大阪府を交え、検討会議を開催。
また平成22年度に「泉州南部公立病院の機能再編・連携ネッ
トワーク事業推進基本構想策定業務」をコンサルタント業者
に委託し、今年度に「泉州南部公立病院の機能再編・連携
ネットワーク事業実施計画策定及び事業推進支援業務」をコ
ンサルタント業者に委託中

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

大阪府、貝塚市、阪南市

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 和泉市

病院名 和泉市立病院

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）

実施済 全部適用

5,394 6,026 平成20年5月22日 平成23年度

5,895 6,335 経営監視委員会

△ 501 △ 309 公営企業法全部適用 ●

健全化法 17.4 5.9 地方独立行政法人 ○

地財法 57.0 41.6 指定管理者制度 ○

平成20年度 77.6 79.7 民間譲渡

平成21年度 87.2 88.8 診療所化

平成22年度 91.5 95.1
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 94.9 97.5

平成20年度 73.3 71.2

平成21年度 63.3 60.6 既に実施済 実施済

平成22年度 59.0 55.5 今年度実施予定

平成23年度 56.9 52.9 実施(予定)時期 平成23年9月

平成20年度 67.3 62.9 委員会等の設置（予定） 設置済

平成21年度 70.6 62.3 委員会等名
和泉市立病院経営監視
委員会

平成22年度 72.8 70.6 その他 大学教授、公認会計士、弁護士、民間病院院
長、市医師会長が委員に含まれる

平成23年度 75.8 78.2 公表（予定）※ 公表済

平成25年度 平成25年度 実施(予定)時期 平成23年9月

平成27年度 平成27年度 その他 ホームページに掲載

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

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)

http://www.hosp-izumi-
osaka.jp/keiei_kenzenka/top.html

公立病院改革プラン最終年度

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

泉大津市立病院と産科・婦人科の機能分担を行い、診療の
向上を図る。

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。

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5月22日付で泉大津市立病院と覚書を締結し、平
成21年度からは当院が婦人科、泉大津市立病院が参加を担
当し、機能分担を行っている。

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

泉大津市

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 箕面市

病院名 箕面市立病院

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

7,231 7,713 平成27年3月31日 平成21年6月1日

8,015 7,965

△ 784 △ 252 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 22.3 △ 33.2 地方独立行政法人

地財法 △ 20.3 △ 33.2 指定管理者制度

平成20年度 97.1 94.9 民間譲渡

平成21年度 88.9 92.8 診療所化

平成22年度 90.2 96.8
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 93.4 93.8

平成20年度 55.9 55.3

平成21年度 58.8 53.3 既に実施済

平成22年度 58.7 50.4 今年度実施予定 ○

平成23年度 57.2 51.2 実施(予定)時期 平成23年11月16日

平成20年度 92.0 87.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.0 90.6 委員会等名
市立病院改革プラン評価
委員会

平成22年度 93.0 92.1 その他

平成23年度 94.0 92.5 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28日

平成29年度 平成30年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成24年4月1日

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。

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

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。

※　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。

大阪府公立病院改革に関する指針（平成２０年１０月版）にお
ける方向性を基に検討

○どの病院も医療機能は一定確保されていることから、「圏
域全体でより良質な医療を提供する体制を構築する」という
観点による機能分担や連携を検討してはどうか。
○病床規模が大きく、医療機能も一定充実しているところは、
現状維持を基本としつつ、周辺病院と機能分担等を検討して
はどうか。
○病床規模がやや小さいところは、機能向上や医師の安定
的確保の観点から、周辺病院との機能分担等を検討しては
どうか。

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.minoh-
hp.jp/OUTLINE/f_condition.html

北大阪5病院病院長事務長会議として、市立豊中病院、市立
吹田市民病院、市立池田病院、市立枚方市民病院、箕面市
立病院の病院長、事務局長が2カ月毎に会議を実施

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 柏原市

病院名 市立柏原病院

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 全部適用

4,014 3,832 平成24年3月31日 平成22年4月1日

4,175 4,004

△ 161 △ 172 公営企業法全部適用 ●

健全化法 5.3 16.4 地方独立行政法人

地財法 48.9 67.1 指定管理者制度

平成20年度 83.0 79.7 民間譲渡

平成21年度 88.9 82.1 診療所化

平成22年度 96.1 95.7
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 107.0 100.0

平成20年度 63.2 67.3

平成21年度 58.0 69.4 既に実施済 ○

平成22年度 51.0 62.5 今年度実施予定

平成23年度 44.3 58.8 実施(予定)時期 平成23年11月2日

平成20年度 72.0 69.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.0 71.4 委員会等名
市立柏原病院改革プラン

推進委員会

平成22年度 83.0 71.4 その他

平成23年度 90.0 80.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年12月

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期 平成○年○月○日

無 ○

ＵＲＬ

経常費用（百万円）

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（%)

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（%)

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（%)

医療圏域内のネットワークについて、協議会の立上げ等を検
討しているが、実現に至っていない。

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.hospital-kashiwara-osaka.jp/

①再編・ネットワーク
化の検討体制

市立柏原病院改革プラン推進委員会

※　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）

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 藤井寺市

病院名 市立藤井寺市民病院

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

1,831 1,919 平成２３年度末 平成２３年度末

2,029 1,957 市立藤井寺市民病院管理者会議

△ 198 △ 38 公営企業法全部適用 ○

健全化法 - - 地方独立行政法人

地財法 △ 47.1 △ 54.7 指定管理者制度

平成20年度 96.4 96.4 民間譲渡

平成21年度 97.9 97.9 診療所化

平成22年度 90.2 98.0
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 101.5 101.9

平成20年度 56.3 56.3

平成21年度 54.3 54.3 既に実施済

平成22年度 62.8 55.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 49.6 49.9 実施(予定)時期 平成２３年１２月

平成20年度 74.3 74.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 73.2 73.2 委員会等名
市立藤井寺市民病院管理者会
議

平成22年度 65.0 67.1 その他

平成23年度 86.0 86.0 公表（予定）※

平成２３年度 平成２３年度 実施(予定)時期 ○

平成２３年度 平成２３年度 その他 平成２３年１２月

有 ○

実施(予定)時期 平成２４年３月

無

ＵＲＬ

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

市立藤井寺市民病院管理者会議

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

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。

　当院は、長年にわたり、市民に身近な病院として定着して
いるところであるが、老朽化した施設の抜本的な対策が緊急
の課題となっていた。そこで、今後とも、健全で安定した経営
を維持しながら、公設公営による病院運営を行っていくという
市の方針のもと、平成21～22年度に病院施設整備事業とし
て、現施設の耐震補強とリニューアル改修工事を実施したと
ころである。したがって、当面は、近隣病院等との再編・ネット
ワーク化は行わず、引き続き、病院内部での経営の効率化
を図り、地域における中核的な医療機関としての役割を担っ
ていく方針であり、再編・ネットワーク化については、今後の
課題として、情報収集や調査研究を行っていくこととする。

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）

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 東大阪市

病院名 東大阪市立総合病院

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 一部適用

14,147 13,604 未定 平成24年4月

14,349 14,200 検討委員会設置

△ 202 △ 596 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 95.1 96.1 民間譲渡

平成21年度 96.4 96.5 診療所化

平成22年度 98.6 95.8
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 100.2 95.0

平成20年度 49.5 49.0

平成21年度 51.2 50.5 既に実施済

平成22年度 49.9 49.9 今年度実施予定 〇

平成23年度 48.9 51.7 実施(予定)時期 平成24年3月

平成20年度 82.0 81.7 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 86.9 83.1 委員会等名
東大阪市立総合病院企
画運営委員会

平成22年度 86.9 81.8 その他

平成23年度 86.9 78.0 公表（予定）※ 〇

平成23年度 平成25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 平成○年○月○日

無 〇

ＵＲＬ

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

中河内地域公立病院改革連絡会

経営形態の見直し（予定）時期

未定

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.higashiosaka.osaka.jp/180/1
80010/hp/02gaiyou/gaiyou.html

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。

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）

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。

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）

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



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 大阪府

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 阪南市

病院名 阪南市民病院

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） 指定管理者

2,233 1,306 平成22年3月31日 平成23年4月1日

2,130 1,654

103 △ 348 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 26.3 79.7 指定管理者制度 ●

平成20年度 84.9 73.7 民間譲渡

平成21年度 105.5 87.2 診療所化

平成22年度 104.8 79.0
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 105.8 65.5

平成20年度 79.7 92.2

平成21年度 61.0 74.9 既に実施済

平成22年度 62.5 86.8 今年度実施予定 未定

平成23年度 62.0 0.0 実施(予定)時期

平成20年度 40.8 27.1 委員会等の設置（予定）

平成21年度 62.1 37.4 委員会等名

平成22年度 67.5 32.2 その他

平成23年度 72.9 0.0 公表（予定）※

平成２１年度 平成２６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

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

大阪府地域医療再生計画「泉州医療圏」《南部編》のとおり
○市立貝塚病院は、がん診療を中心とした急性期病院をめ
ざし、検診からターミナルケアまで一貫したがん診療を提供
する。
○市立泉佐野病院（りんくう総合医療センター）は、泉州南部
における救急医療のコア機能を担うとともに、「府がん診療拠
点病院」として、がん診療機能を果たすことはもとより、全般
的な急性期病院をめざす。Ｈ25年までに府立泉州救命救急
センターを市立泉佐野病院（りんくう総合医療センター）に移
管する。
○阪南市民病院は亜急性期・回復期医療の機能を強化し、
泉佐野・貝塚病院を後方支援する。

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)

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）

経常収支比率（%)

職員給与比率（%)

基本構想を策定

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（%)

経常費用（百万円）

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

大阪府、泉佐野市、貝塚市

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
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