
公立病院改革プランの実施状況等（平成23年９月30日現在） 　都道府県名

- 目次 -

団体名 病院名

沖縄県 沖縄県立北部病院 2

沖縄県 沖縄県立中部病院 3

沖縄県
沖縄県立南部医療センター・
こども医療センター

4

沖縄県 沖縄県立宮古病院 5

沖縄県 沖縄県立八重山病院 6

沖縄県 沖縄県立精和病院 7

地方独立行政法人
那覇市立病院

那覇市立病院 8

沖縄県離島医療組合 公立久米島病院 9

沖縄県

ページ　



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 沖縄県

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

病院名 沖縄県北部病院

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）

－ 全部適用

5,862 5,745 － 平成24年度中

5,819 5,514
県立病院のあり方に関する基
本構想（平成21年６月）

43 231 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 8.1 △ 15.4 地方独立行政法人 ○

地財法 0.0 △ 6.9 指定管理者制度

平成20年度 94.7 99.0 民間譲渡

平成21年度 99.7 102.3 診療所化

平成22年度 100.7 104.2
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 103.7 104.5

平成20年度 66.6 61.7

平成21年度 65.1 64.8 既に実施済

平成22年度 64.6 63.6 今年度実施予定 ○

平成23年度 63.7 64.1 実施(予定)時期 ７月、８月、11月、１月

平成20年度 83.6 84.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 83.6 81.6 委員会等名
県立病院の経営再建検証委員
会

平成22年度 83.6 80.6 その他

平成23年度 83.6 79.6 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成21年度 実施(予定)時期 委員会終了後ＨＰで公開

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

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.pref.okinawa.jp/imu/

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 沖縄県

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

病院名 沖縄県中部病院

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）

－ 全部適用

12,461 13,858 － 平成24年度中

12,385 13,107
県立病院のあり方に関する基
本構想（平成21年６月）

76 751 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 14.8 △ 28.3 地方独立行政法人 ○

地財法 △ 6.9 △ 20.9 指定管理者制度

平成20年度 94.0 99.6 民間譲渡

平成21年度 99.9 103.7 診療所化

平成22年度 100.6 105.7
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 103.3 107.7

平成20年度 62.2 59.0

平成21年度 61.6 59.9 既に実施済

平成22年度 61.0 58.7 今年度実施予定 ○

平成23年度 60.0 59.6 実施(予定)時期 ７月、８月、11月、１月

平成20年度 93.7 92.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 93.7 88.5 委員会等名
県立病院の経営再建検証委員
会

平成22年度 93.7 91.8 その他

平成23年度 93.7 91.1 公表（予定）※ ○

平成22年度 平成21年度 実施(予定)時期 委員会終了後ＨＰで公開

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

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.pref.okinawa.jp/imu/

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 沖縄県

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

病院名
沖縄県南部医療センタ－・こども医
療センタ－

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）

－ 全部適用

11,852 14,206 － 平成24年度中

13,237 13,641
県立病院のあり方に関する基
本構想（平成21年６月）

△ 1,385 565 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 12.1 △ 19.8 地方独立行政法人 ○

地財法 △ 2.5 △ 13.3 指定管理者制度

平成20年度 84.1 86.5 民間譲渡

平成21年度 89.0 96.9 診療所化

平成22年度 89.5 104.1
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 93.3 106.0

平成20年度 66.2 64.9

平成21年度 65.7 59.5 既に実施済

平成22年度 65.1 59.0 今年度実施予定 ○

平成23年度 63.6 60.6 実施(予定)時期 ７月、８月、11月、１月

平成20年度 92.7 92.5 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 92.7 85.0 委員会等名
県立病院の経営再建検証委員
会

平成22年度 92.7 87.4 その他

平成23年度 92.7 86.7 公表（予定）※ ○

平成28年度 平成22年度 実施(予定)時期 委員会終了後ＨＰで公開

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

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

南部保健医療圏における公立病院等の再編・ネット
ワーク化に関する協議会・部会

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。

再編・ネットワーク化協議に先立ち、県立病院の保健
医療圏内における位置づけ等について調査し、再編・
ネットワーク化の可能性について検討段階

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.okinawa.jp/imu/

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 沖縄県

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

病院名 沖縄県宮古病院

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）

－ 全部適用

4,684 5,130 － 平成24年度中

4,462 4,843
県立病院のあり方に関する基
本構想（平成21年６月）

222 287 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 6.6 △ 15.1 地方独立行政法人 ○

地財法 △ 1.1 △ 8.1 指定管理者制度

平成20年度 97.9 97.9 民間譲渡

平成21年度 103.8 105.2 診療所化

平成22年度 105.0 105.9
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 109.6 104.0

平成20年度 74.0 75.0

平成21年度 73.4 69.1 既に実施済

平成22年度 72.7 67.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 71.7 69.3 実施(予定)時期 ７月、８月、11月、１月

平成20年度 64.9 64.4 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 64.9 64.6 委員会等名
県立病院の経営再建検証委員
会

平成22年度 64.9 65.8 その他

平成23年度 64.9 64.9 公表（予定）※ ○

平成2１年度 平成21年度 実施(予定)時期 委員会終了後ＨＰで公開

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

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.pref.okinawa.jp/imu/

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 沖縄県

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

病院名 沖縄県八重山病院

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）

－ 全部適用

4,820 4,738 － 平成24年度中

4,505 4,741
県立病院のあり方に関する基
本構想（平成21年６月）

315 △ 3 公営企業法全部適用 ●

健全化法 △ 10.7 △ 16.5 地方独立行政法人 ○

地財法 △ 5.7 △ 8.2 指定管理者制度

平成20年度 98.7 98.7 民間譲渡

平成21年度 105.9 103.3 診療所化

平成22年度 107.0 99.9
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 110.2 102.9

平成20年度 66.3 71.2

平成21年度 65.3 70.4 既に実施済

平成22年度 64.6 72.8 今年度実施予定 ○

平成23年度 63.9 71.6 実施(予定)時期 ７月、８月、11月、１月

平成20年度 70.2 72.6 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 70.2 65.7 委員会等名
県立病院の経営再建検証委員
会

平成22年度 70.2 63.4 その他

平成23年度 70.2 62.6 公表（予定）※ ○

平成20年度 平成21年度 実施(予定)時期 委員会終了後ＨＰで公開

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

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.pref.okinawa.jp/imu/

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 沖縄県

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

病院名 沖縄県精和病院

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）

－ 全部適用

2,311 2,258 － 平成24年度中

2,108 2,263
県立病院のあり方に関する基
本構想（平成21年６月）

203 △ 5 公営企業法全部適用 ●

健全化法 4.5 △ 12.7 地方独立行政法人 ○

地財法 18.4 △ 4.8 指定管理者制度

平成20年度 96.3 98.4 民間譲渡

平成21年度 107.9 106.9 診療所化

平成22年度 109.6 99.8
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 119.0 105.9

平成20年度 110.2 104.5

平成21年度 107.7 96.7 既に実施済

平成22年度 106.1 107.2 今年度実施予定 ○

平成23年度 104.3 102.7 実施(予定)時期 ７月、８月、11月、１月

平成20年度 76.1 76.2 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 76.1 76.0 委員会等名
県立病院の経営再建検証委員
会

平成22年度 76.1 76.2 その他

平成23年度 76.1 90.3 公表（予定）※ ○

平成2１年度 平成21年度 実施(予定)時期 委員会終了後ＨＰで公開

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

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.pref.okinawa.jp/imu/

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 沖縄県

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 那覇市

病院名 地方独立行政法人那覇市立病院

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 地方独立行政法人

11,027 11,558 平成23年度中 平成20年4月1日

10,967 10,859

60 699 公営企業法全部適用

健全化法 地方独立行政法人 ●

地財法 △ 7.6 △ 21.6 指定管理者制度

平成20年度 101.8 101.8 民間譲渡

平成21年度 102.5 104.4 診療所化

平成22年度 100.5 106.4
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 100.5 101.0

平成20年度 57.0 57.0

平成21年度 55.8 55.1 既に実施済 〇

平成22年度 59.6 54.6 今年度実施予定

平成23年度 59.6 59.5 実施(予定)時期 平成23年9月5日

平成20年度 87.7 87.8 委員会等の設置（予定） 〇

平成21年度 91.4 91.9 委員会等名
地方独立行政法人那覇市
立病院評価委員会

平成22年度 91.6 91.5 その他

平成23年度 91.6 91.6 公表（予定）※ 〇

平成20年度 平成20年度 実施(予定)時期 平成23年11月30日

平成23年度 平成23年度 その他

有

実施(予定)時期

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

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。

経常費用（百万円）

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

上記点検・評価内
容の情報開示の
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。

平成２０年７月に設置した「南部保健医療圏における公立病
院等の再編ネットワーク化協議会」において病院機能の再
編成等について、協議を行っており、南部医療センター・こ
ども医療センターと那覇市立病院については、再編可能性
を検討する必要性があると作業部会で協議が進められてい
る。しかしながら、南部医療センター・こども医療センターは
平成１８年度の新設病院であり、那覇市立病院は平成20年
度に独法化したばかりでそれぞれ制度体制整備の時期に
あることから、意見が集約されておらず今後引き続き検討を
行い平成２３年度中に結論を取りまとめる予定となってい
る。

平成22年度実績
を踏まえたプラン
変更有無(予定含
む)

http://www.city.naha.okinawa.jp

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

「南部保健医療圏における公立病院等の再編ネットワーク
化協議会」



（調査表１　病院別個表） 都道府県名 沖縄県

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 沖縄県離島医療組合

病院名 公立久米島病院

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

891 823 平成26年3月31日 平成24年4月1日

951 924
公立久米島病院行政連絡
会議

△ 63 △ 101 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 93.2 93.6 民間譲渡

平成21年度 92.9 91.8 診療所化

平成22年度 95.5 89.1
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 95.9 93.2

平成20年度 82.6 80.7

平成21年度 81.2 81.5 既に実施済 ○　

平成22年度 77.6 78.4 今年度実施予定

平成23年度 77.3 72.3 実施(予定)時期 平成23年7月26日

平成20年度 76.5 77.3 委員会等の設置（予定） ○

平成21年度 80.1 73.7 委員会等名
公立久米島病院行政連絡
会議

平成22年度 80.1 68.0 その他

平成23年度 80.1 80.1 公表（予定）※ ○

平成２４年度以降 平成２４年度以降 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 平成23年7月26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。

公立久米島病院は沖縄県の南部保健医療圏に属し圏内で
唯一離島に在する病院である再編等が困難である。再編・
ネットワーク化については引き続き検討することとしている。

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

南部保健医療圏再編・ネットワーク化協議会（沖縄県）

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
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