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（調査表３　病院別個表） 都道府県名 奈良県

公立病院改革プランの主な内容（平成23年4月1日以降プラン策定病院のみ記入） 団体名 病院事業費特別会計

病院名 県立奈良病院

１．公立病院改革プランの策定（予定）日 ３．再編・ネットワーク化に係る計画 ４．経営形態見直しに係る計画

平成23年9月30日 検討中 一部適用

未定 平成28年中

２．経営効率化に係る計画 新県立奈良病院整備検討委員会

10,272 公営企業法全部適用 ○

9,408 地方独立行政法人 ○

864 指定管理者制度

健全化法 0.0 民間譲渡

地財法 0.0 診療所化

平成20年度 95.2
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成21年度 97.7

平成22年度 109.2

平成23年度 102.0 既に実施済

平成20年度 60.8 今年度実施予定

平成21年度 64.8 実施(予定)時期
毎年度の決算状況報告（7月頃）
で点検する予定。

平成22年度 57.2

平成23年度 57.8

平成20年度 83.4

平成21年度 84.0

平成22年度 87.6
平成23年度 87 6

平成25年度

②再編・ネットワーク化
検討の方向性

現在の奈良病院は、救命救急センターやＮＩＣＵを設置するなど、地域の医療機関と適切な連携を図
り北和地域の基幹病院として地域住民に必要な医療を提供しています。
　今後については、北和地域（奈良・西和医療圏）の高度医療拠点病院として、下記の通り、新しい
「新県立奈良病院」として整備し、平成２８年度中の開院を目指します。

　【救命救急医療体制の充実】
　　　命に関わる重症患者を２４時間３６５日、専門医・看護師・医療技術者からなる専門チームが、
　　　最新の医療技術により全て対応し、「絶対に断らない救命救急医療体制」を目指します。
　【最先端のがん医療体制の充実】
　　　医療需要が多いがん治療について、県民・地域の医療機関からの信頼を確保し、県内で治療
　　　が完結できるよう重点的に機能整備を進めます。
　【周産期・小児医療の充実】
　　　地域医療連携体制により、地域全体で取り組みます。
　【専門スタッフによる高度医療の提供】
　　　先進的な医療や専門的な医療を必要とする患者に、専門スタッフが高度な医療を提供します。
　【アメニティの充実】
　　　患者や家族を精神的にサポートし、安心して治療に専念できる空間を提供します。
　【働きがいのある職場】
　　　臨床研修・研究機能を充実させるとともに、地域医療を支えるスペシャリストの育成、日本で
　　　最高レベルの環境で働き続けられる病院を目指します。

５．公立病院改革プラン公表の状況（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

新県立奈良病院整備検討委員会
①再編・ネットワーク化
の検討体制

公立病院改革プランの策定（予定）日

財務の状況

平成22年度の
収支状況

経常収支黒字化目標年度

経常費用（百万円）

経常収益（百万円）

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

公立病院改革プラン最終年度

病床利用率（%)

職員給与比率（%)

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

経常収支比率（%)

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①
②を記入、「枠組合意（実施
中）」の病院は①～③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①
②を記入。

経営形態の現況（平成23年9月末現在）
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

経営形態の見直し（予定）時期

①再編・ネットワーク化
の具体的な内容

再編・ネットワーク化の結論の取りまとめ（予定）時期

再編・ネットワーク化の状況（平成23年9月末現在）
※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。

プランの公表時期
（予定含む）

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。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。



（調査表３　病院別個表） 都道府県名 奈良県

公立病院改革プランの主な内容（平成23年4月1日以降プラン策定病院のみ記入） 団体名 病院事業費特別会計

病院名 県立三室病院

１．公立病院改革プランの策定（予定）日 ３．再編・ネットワーク化に係る計画 ４．経営形態見直しに係る計画

平成23年9月30日 検討中 一部適用

未定 未定

２．経営効率化に係る計画 未定

7,142 公営企業法全部適用 ○

6,751 地方独立行政法人 ○

391 指定管理者制度

健全化法 0.0 民間譲渡

地財法 0.0 診療所化

平成20年度 97.7
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成21年度 102.0

平成22年度 105.8

平成23年度 101.4 既に実施済

平成20年度 53.6 今年度実施予定

平成21年度 57.6 実施(予定)時期
毎年度の決算状況報告（7月頃）で点
検する予定。

平成22年度 50.1

平成23年度 53.2

平成20年度 85.9

平成21年度 78.3

平成22年度 83.2

平成23年度 83.0

平成２５年度

公立病院改革プランの策定（予定）日
再編・ネットワーク化の状況（平成23年9月末現在）
※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（平成23年9月末現在）
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

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

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

５．公立病院改革プラン公表の状況（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

プランの公表時期
（予定含む）

①再編・ネットワーク化
の具体的な内容

平成22年度の
収支状況

経常収益（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。

経常費用（百万円）

経常損益（百万円）

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

未定

経常収支黒字化目標年度

②再編・ネットワーク化
検討の方向性

現在の三室病院は、西和医療圏にある医療機関の救急搬送の約
１５％を受け入れる二次救急医療体制に重要な役割を果たすなど
同医療圏の基幹病院として地域住民に必要な医療を提供してきま
した。

　今後については、北和地域（奈良・西和医療圏）の高度医療拠点
として新しく整備する「新県立奈良病院」を核とした医療機関間の連
携・ネットワークの充実をめざす中で、西和医療圏における基幹病
院として今後どのような役割を担っていくべきかのビジョンの検討を
進めているところです。

公立病院改革プラン最終年度

職員給与比率（%)

病床利用率（%)

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①
②を記入。

①再編・ネットワーク化
の検討体制

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①
②を記入、「枠組合意（実施
中）」の病院は①～③を記入。



（調査表３　病院別個表） 都道府県名 奈良県

公立病院改革プランの主な内容（平成23年4月1日以降プラン策定病院のみ記入） 団体名 病院事業費特別会計

病院名 県立五條病院

１．公立病院改革プランの策定（予定）日 ３．再編・ネットワーク化に係る計画 ４．経営形態見直しに係る計画

平成23年9月30日 枠組合意 一部適用

平成２６年度中

２．経営効率化に係る計画 南和の医療等に関する協議会

3,253 公営企業法全部適用 ○

3,037 地方独立行政法人 ○

216 指定管理者制度

健全化法 10.8 民間譲渡

地財法 11.0 診療所化

平成20年度 94.1
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成21年度 103.6

平成22年度 107.1

平成23年度 100.2 既に実施済

平成20年度 77.4 今年度実施予定

平成21年度 79.2 実施(予定)時期
毎年度の決算状況報告（７月頃）で
点検する予定。

平成22年度 72.1

平成23年度 77.2

平成20年度 76.6

平成21年度 80.6

平成22年度 77.8

平成23年度 81.0

平成２５年度

公立病院改革プランの策定（予定）日
再編・ネットワーク化の状況（平成23年9月末現在）
※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（平成23年9月末現在）
※一部適用、全部適用、地方独法、指定管
理者等の区分を記入。

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

南和の医療等に関する協議会

県南和地域の３つの救急病院を１つの救急病院（急性期）と２つの
地域医療センター（療養期）に役割分担を行い、体制を再構築す
る。

【基本理念】
　南和の医療は南和で守る
　○医療提供体制は、地域の市町村が主体的に支えていくこと。
　○地域住民が必要な医療を適切に受けられる体制をつくること。
　○医療提供体制を将来にわたり維持するためには、医療を受け
る側の地域住民が理解を深め、協力すること。

経営形態見直しの検討体制
※検討中の病院のみ記入。

５．公立病院改革プラン公表の状況（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

○設置主体
・南和地域の１市３町８村と奈良県

○経営形態
・一部事務組合（地方公営企業法全部適用）
・将来的には、地方独立行政法人化を目指す。

○新南和公立病院体制の設置、職員の身分移管、経営統合の時
期
・一部事務組合の発足は平成２４年２月
・病院職員の身分移管と経営統合は、救急病院の供用開始を目途
とする。

プランの公表時期
（予定含む）

①再編・ネットワーク化
の具体的な内容

平成22年度の
収支状況

経常収益（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。

経常費用（百万円）

経常損益（百万円）

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

経常収支黒字化目標年度

②再編・ネットワーク化
検討の方向性

公立病院改革プラン最終年度

職員給与比率（%)

病床利用率（%)

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①
②を記入。

①再編・ネットワーク化
の検討体制

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①
②を記入、「枠組合意（実施
中）」の病院は①～③を記入。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 奈良県

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 奈良市

病院名 市立奈良病院

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 指定管理者（代行制）

6,275 7,246 平成22年2月 平成25年度

6,303 7,272

△ 28 △ 25 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 99.8 99.8 民間譲渡

平成21年度 100.0 100.0 診療所化

平成22年度 99.5 99.7
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 99.6 99.6

平成20年度 0.6 0.6

平成21年度 0.6 0.6 既に実施済 ○

平成22年度 0.6 0.4 今年度実施予定

平成23年度 0.6 0.4 実施（予定）時期 平成23年7月28日

平成20年度 78.1 78.1 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.3 77.3 委員会等名
市立奈良病院管理運営協
議会

平成22年度 83.3 78.4 その他

平成23年度 83.3 81.7 公表（予定）※ ○

既黒字 既黒字 実施時期 平成23年11月

平成２３年度 平成２３年度 その他

有

実施(予定)時期

無 ○

ＵＲＬ

※　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。

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

個々の病院だけでは十分な医療提供体制を整えることが困
難な救急患者で、急がないと予後や命に関わる疾患である
脳卒中、急性冠症候群、心筋梗塞、重症外傷、急性腹症、
周産期疾患について連携を行っていく。

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

奈良県、大和高田市、天理市、宇陀市、田原本町、川西
町、三宅町、広陵町

経常費用（百万円）

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）

経営形態の見直し（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）

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.nara.nara.jp/icity/browser?Acti
onCode=content&ContentID=1147425579200&
SiteID=0&ParentGenre=1149649151305

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）

職員給与比率（%)

構想の具体化を図るため「病院連携推進会議」において検
討を重ねる。

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
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

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。



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 奈良県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 大和高田市

病院名 大和高田市立病院

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 一部適用

6,701 6,707 平成22年2月 平成26年4月1日

6,680 6,413

21 294 公営企業法全部適用

健全化法 8.2 6.3 地方独立行政法人 ○

地財法 8.2 6.3 指定管理者制度

平成20年度 94.9 96.3 民間譲渡

平成21年度 99.4 100.9 診療所化

平成22年度 100.3 104.6
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 100.5 100.5

平成20年度 50.7 49.7

平成21年度 49.6 48.6 既に実施済

平成22年度 49.1 47.9 今年度実施予定 ○

平成23年度 48.4 48.4 実施(予定)時期 平成23年10月13日

平成20年度 77.0 79.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.0 83.1 委員会等名
大和高田市立病院改革プラ
ン評価委員会

平成22年度 81.5 85.8 その他

平成23年度 83.0 83.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年11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

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)

※　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）

http://www.ym-
hp.yamatotakada.nara.jp/topics/kaikakupulanH

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。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

脳卒中、重症外傷、急性腹症等、個々の病院だけでは十分
な医療体制を整える事が困難な救急患者について連携を
行っていく。

経常損益（百万円）

奈良市、橿原市、天理市、宇陀市、田原本町、三郷町

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）

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）

財務の状況

経常収支比率（%)

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。

計画策定以後「病院連携推進会議」において、構想の具体
化を検討中である。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

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。

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（%)

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
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

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

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 奈良県

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 天理市

病院名 天理市立病院

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

1,904 1,827 平成24年度以降 平成24年度以降

1,970 2,026

△ 66 △ 199 公営企業法全部適用

健全化法 4.7 12.0 地方独立行政法人

地財法 4.7 12.0 指定管理者制度 ○

平成20年度 89.8 91.0 民間譲渡

平成21年度 94.1 94.3 診療所化 ○

平成22年度 96.6 90.1
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 105.4 91.2

平成20年度 76.6 76.0

平成21年度 68.7 77.3 既に実施済 ○

平成22年度 67.9 77.5 今年度実施予定

平成23年度 59.9 75.2 実施(予定)時期 平成23年8月4日

平成20年度 70.4 70.7 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 77.2 69.5 委員会等名 改革検討委員会

平成22年度 79.5 66.8 その他

平成23年度 82.0 69.0 公表（予定）※ ○

平成23年度 平成26年度 実施(予定)時期 平成23年12月中

平成23年度 平成26年度 その他

有

実施(予定)時期

無 無

ＵＲＬ

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

公立病院改革プラン最終年度

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。

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（%)

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。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

経常損益（百万円）

資金不足比率（%)

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）

http://www4.kcn.ne.jp/^tenri-hp

地域医師会との調整

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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。

病診連携の核としてのネットワーク作り

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)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 奈良県

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 宇陀市

病院名 宇陀市立病院

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 一部適用

3,169 3,371 平成22年2月 平成24年度

3,501 3,415

△ 332 △ 44 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 96.2 97.5 民間譲渡

平成21年度 91.2 99.0 診療所化

平成22年度 90.5 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 90.3 91.7

平成20年度 54.4 49.8

平成21年度 58.9 49.1 既に実施済

平成22年度 59.6 49.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 59.6 53.6 実施(予定)時期 平成23年11月28日

平成20年度 70.0 68.9 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.0 67.7 委員会等名 経営委員会

平成22年度 70.0 65.1 その他

平成23年度 70.0 62.7 公表（予定）※ ○

平成30年度 平成30年度 実施(予定)時期 平成23年12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)

※　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）

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。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

個々の病院だけでは十分な医療提供体制を整えることが困
難な救急患者で、急がないと予後や命に関わる疾患である
脳卒中、急性冠症候群、心筋梗塞、重症外傷、急性腹症、
周産期疾患について連携を行っていく。

経常損益（百万円）

奈良県、奈良市、大和高田市、天理市、田原本町、川西
町、　　三宅町、広陵町

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）

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）

財務の状況

経常収支比率（%)

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2月に計画が策定され、構想の具体化を図るため
「病院連携推進会議」において検討を重ねている。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

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。

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（%)

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
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

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

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 奈良県

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 吉野町

病院名 国保吉野病院

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）

枠組合意（実施中） 一部適用

1,456 1,389 平成24年2月 平成26年度中

1,455 1,376 南和の医療等に関する協議会

1 13 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 100.07 100.2 民間譲渡

平成21年度 100.07 100.7 診療所化

平成22年度 100.07 100.9
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 100.07 100.9

平成20年度 53.36 52.7

平成21年度 52.75 53.1 既に実施済 ○

平成22年度 52.71 53.6 今年度実施予定

平成23年度 52.63 53.6 実施(予定)時期 平成23年8月

平成20年度 68.7 69.0 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 75.7 68.6 委員会等名 吉野病院あり方委員会

平成22年度 75.7 65.3 その他

平成23年度 75.7 65.3 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成19年度 実施(予定)時期 平成２４年度中

平成23年度 平成23年度 その他

有 ○

実施(予定)時期 平成２６年度中

無

ＵＲＬ

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)

※　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）

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。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

南和地域においては、奈良県、南和医療圏３病院（奈良県
立五條病院、国保吉野病院、町立大淀病院）及び関係市町
村で、二次医療圏において必要とされる医療機能、医師を
はじめとした医療提供体制の整備を視野に入れた中で、「南
和の医療等に関する協議会」を中心に再編・ネットワーク化
等について協議している。平成２４年２月頃には一部事務組
合が設立される予定。

経常損益（百万円）

奈良県及び五條市・吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川
村・野迫川村・十津川村・下北山村・上北山村・川上村・東
吉野村

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）

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）

財務の状況

経常収支比率（%)

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。

「南和の医療等に関する協議会」を設置して、南和地域の医
療のあり方について費用負担のあり方・一部事務組合規約
案・基本構想、基本計画等の検討を重ねている。

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

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。

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（%)

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
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

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

資金不足比率（%)



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 奈良県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 大淀町

病院名 町立大淀病院

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

2,826 2,628 平成24年2月 平成26年度中

2,794 2,658 南和の医療等に関する協議会

32 △ 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 92.4 90.2 民間譲渡

平成21年度 100.1 91.9 診療所化

平成22年度 101.1 98.9
老健施設等医療機関以
外の事業形態への移行

平成23年度 101.4 100.0

平成20年度 69.3 72.3

平成21年度 64.4 71.2 既に実施済

平成22年度 63.7 69.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 63.4 67.2 実施(予定)時期 平成23年度中

平成20年度 42.0(74.5) 40.4(71.8) 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 46.9(83.2) 40.8(72.3) 委員会等名 基本構想推進委員会

平成22年度 48.3(85.7) 44.1(78.2) その他

平成23年度 48.4(85.9) 44.7(79.4) 公表（予定）※ ○

平成21年度 平成23年度 実施(予定)時期 平成23年度中

平成23年度 平成23年度 その他

※(　）は稼働病床数での病床利用率 有

※許可病床数275床、うち稼働病床数155床 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

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

　奈良県並びに南和医療圏内１市３町８村による「南和の医
療等に関する協議会」において、南和医療圏の医療再編が
協議され公立3病院（県立五條、国保吉野、町立大淀）が、
平成26年度から「新南和公立病院体制」による、１つの救急
病院(急性期）と２つの地域医療センター(療養期）に役割分
担を行い、医療提供体制が再構築されることとなる。
　（平成24年2月一部事務組合設立予定）

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

五條市、吉野郡吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川
村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、
東吉野村及び奈良県

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。

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

「南和の医療等に関する協議会」を設置して、南和地域の医
療のあり方について費用負担のあり方・一部事務組合規約
案・基本構想、基本計画等の検討を重ねている。

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）

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 奈良県

公立病院改革プランの平成22年度実績等に係る状況 団体名 国保中央病院組合

病院名 国保中央病院

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 一部適用

3,335 3,532 平成22年2月 予定なし

3,285 3,273

50 259 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 96.1 96.9 民間譲渡

平成21年度 99.8 101.1 診療所化

平成22年度 101.5 107.9
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 103.0 105.0

平成20年度 63.1 63.0

平成21年度 59.7 62.7 既に実施済

平成22年度 57.8 62.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 56.5 63.3 実施(予定)時期 平成23年10月5日

平成20年度 65.0 64.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.0 69.2 委員会等名
国保中央病院改革プラン評
価委員会

平成22年度 71.2 73.4 その他

平成23年度 72.2 73.0 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成21年度 実施(予定)時期 平成23年12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)

※　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）

http://www.kokuho-hp.or.jp/

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。

①再編・ネットワーク
化の具体的な内容

個々の病院だけでは十分な医療提供体制を整えることが困
難な救急患者で、急がないと予後や命に関わる疾患である
脳卒中、急性冠症候群、心筋梗塞、重症外傷、急性腹症、
周産期疾患について連携を行っていく。

経常損益（百万円）

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）

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）

財務の状況

経常収支比率（%)

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。

奈良県病院連携ネットワーク構想に基づき実施

経常費用（百万円）

病床利用率（%)

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。

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（%)

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
化の検討体制

②再編・ネットワーク
化検討の方向性

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

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

資金不足比率（%)
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