
資料⑤

最近の公立病院改革の主な事例最近の公立病院改革の主な事例

平成２１年６月平成２１年６月－－ 平成２１年６月平成２１年６月 －－



１ 再編・統合

都道府
県名

団体名 内容

○平成７年１１月、置賜広域病院組合を設立し、病院を再編。
○平成１２年１１月、新病院開院

山形県
山形県・長井市・
南陽市・川西町・
飯豊町

○平成１２年１１月、新病院開院

長井市立総合病院
南陽市立総合病院

（463床）
（251床）

公立置賜総合病院
公立置賜長井病院
公立置賜南陽病院

（520床）
（110床）
（50床）

：基幹病院

（旧） （新）

サテライト病院・診療所

○平成１０年１１月、高知県・高知市病院組合（平成１７年３月より高知県・高知市病院企業団）を
設立し、県立病院と市立病院を統合。

川西町立病院
飯豊町中央診療所

（98床）
（無床）

川西診療所
飯豊町国民健康保険診療所

（無床）
（無床）

サテライト病院 診療所

高知県
高知県・高知市病
院企業団

○平成１７年３月、新病院開院

（移転・統合）
高知県立中央病院
高知市立市民病院

（400床）
（366床）

（旧） （新）

高知医療センター （648床）

岩手県 岩手県・釜石市 ○平成１９年４月、県立病院と市立病院を統合

（統合）
岩手県立釜石病院
釜石市立釜石市民病院

（272床）
（250床）

（旧） （新）

岩手県立釜石病院 （272床）

山形県 山形県・酒田市 ○平成２０年４月、地方独立行政法人を設立し、県立病院と市立病院を経営統合。

山形県立日本海病院 （528床）

（旧） （新）

日本海総合病院 （648床に増床し、急性期医療等）

釜石市立釜石市民病院 （250床）

（平成23年度～）

山形県立日本海病院
酒田市立酒田病院

（ 床）
（400床）

本海総合病院
酒田医療センター

（ 床
（114床

に増床し、急性期医療等）
に減床し、亜急性期医療等）
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２ 地方公営企業法全部適用 平成２１年３月現在、３００病院で導入

（都道府県 政令市）

〔全部適用に当たり管理者に外部人材を登用した主な事例〕

都道府県名 団体名 適用年月 管理者の外部登用

埼玉県 埼玉県 平成１４年４月 県外の自治体病院長を起用

福島県 福島県 平成１６年４月 県立医科大学の学長を起用

（都道府県・政令市）

福島県 福島県 平成１６年４月 県立医科大学の学長を起用

長崎県 長崎県 平成１６年４月 国立病院の病院長を起用

神奈川県 神奈川県 平成１７年４月 県外私立大学附属病院の副本部長を起用

神奈川県 横浜市 平成１７年４月 県外大学の常務理事を起用神奈川県 横浜市 平成１７年４月 県外大学の常務理事を起用

神奈川県 川崎市 平成１７年４月 県外の病院事業管理者を起用

徳島県 徳島県 平成１７年４月 県外市立病院の病院長を起用

大分県 大分県 平成１８年４月 県外の財団法人の会長を起用

青森県 青森県 平成１９年４月 国立病院の病院長を起用

愛知県 名古屋市 平成２０年４月 県内市立大学の教授を起用

（市町村）

都道府県名 団体名 適用年月 管理者の外部登用

岡山県 岡山市 平成１２年７月 民間病院の管理者に委嘱

北海道 函館市 平成１８年４月 道内の大学理事・副学長を起用

徳島県 徳島市 平成１８年４月 県内の公的病院の副院長を起用

岩手県 盛岡市 平成１９年４月 県内私立医科大学の助教授を起用

広島県
世羅中央病院
企業団

平成１９年４月 県内大学の名誉教授を起用

秋田県 大館市 平成２０年４月 県外大学の教授を起用

東京都 町田市 平成２１年４月 元新聞記者を起用

2



３ 地方独立行政法人化 平成２１年４月現在、１０法人１９病院で導入

開始

（都道府県・政令市）

都道府県名 団体名 地方独立行政法人名
開始
年度

病院名 病床数 備考

宮城県 宮城県 地方独立行政法人宮城県立こども病院 H18 こども病院 160 非公務員型

急性期・総合医療ｾﾝﾀｰ 768

呼吸器 ｱﾚﾙｷﾞ 医療ｾﾝﾀ 640

大阪府 大阪府 地方独立行政法人大阪府立病院機構 H18 公務員型

呼吸器・ｱﾚﾙｷ ｰ医療ｾﾝﾀｰ 640

精神医療ｾﾝﾀｰ 548

成人病ｾﾝﾀｰ 500

母子保健総合医療ｾﾝﾀｰ 363

岡山県 岡山県 地方独立行政法人岡山県精神科医療ｾﾝﾀ H19 精神科医療ｾﾝﾀ 252 公務員型岡山県 岡山県 地方独立行政法人岡山県精神科医療ｾﾝﾀｰ H19 精神科医療ｾﾝﾀｰ 252 公務員型

山形県
山形県
・酒田市

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 H20
日本海総合病院 525

非公務員型
酒田医療ｾﾝﾀｰ 235

秋田県 秋田県 地方独立行政法人秋田県立病院機構 H21
脳血管研究ｾﾝﾀｰ 132

非公務員型
ﾘ ﾋﾞﾘﾃ ｼ ﾝ 精神医療ｾﾝﾀ 300ﾘﾊﾋ ﾘﾃｰｼｮﾝ・精神医療ｾﾝﾀｰ 300

東京都 東京都
地方独立行政法人東京都健康長寿医療
ｾﾝﾀｰ

H21
老人医療ｾﾝﾀｰ 579

非公務員型
老人総合研究所（附帯事業） -

静岡県 静岡県 地方独立行政法人静岡県立病院機構 H21

総合病院 720

非公務員型こころの医療ｾﾝﾀ 280静岡県 静岡県 地方独立行政法人静岡県立病院機構 H21 非公務員型こころの医療ｾﾝﾀｰ 280

こども病院 279

兵庫県 神戸市 地方独立行政法人神戸市民病院機構 H21
医療ｾﾝﾀｰ中央市民病院 912

非公務員型
医療ｾﾝﾀｰ西市民病院 358

（市町村）

都道府県名 団体名 地方独立行政法人名
開始
年度

病院名 病床数 備考

長崎県 江迎町 地方独立行政法人北松中央病院 H17 北松中央病院 278 非公務員型

沖縄県 那覇市 地方独立行政法人那覇市立病院 H20 那覇市立病院 470 非公務員型

３



開始

４ 指定管理者制度 平成２１年３月現在、５３事業５４病院が導入

（都道府県・政令市）

都道府県名 団体名
開始
年度

病院名 病床数 指定管理者 備考

福岡県 福岡県 H17 精神医療ｾﾝﾀｰ太宰府病院 300 (財)医療・介護・教育研究財団 代行制

神奈川県 横浜市 H17 みなと赤十字病院 634 日本赤十字社 代行制神奈川県 横浜市 H17 みなと赤十字病院 634 日本赤十字社 代行制

神奈川県 川崎市 H17 多摩病院 376 (学）聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学 代行制

茨城県 茨城県 H18 県立こども病院 115 社会福祉法人恩賜財団済生会 代行制

神奈川県 神奈川県 H18 汐見台病院 225 (社)神奈川県医師会 代行制

福井県 福井県 H18 すこやかｼﾙﾊﾞｰ病院 100 (財)痴呆性老人医療介護教育ｾﾝﾀｰ 代行制

県西部浜松医療ｾﾝﾀｰ 606 (財)浜松市医療公社 代行制

静岡県 浜松市 H18

県西部浜松医療 ﾝﾀ (財)浜松市医療公社 代行制

浜松市ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 180 社会福祉法人聖隷福祉事業団 代行制

兵庫県 兵庫県 H18 災害医療ｾﾝﾀｰ 30 日本赤十字社兵庫県支部 代行制

広島県 広島市 H18 安芸市民病院 140 (社)広島市医師会 代行制

（市町村）

都道府県名 団体名
開始
年度

病院名 病床数 指定管理者 備考都道府県名 団体名
年度

病院名 病床数 指定管 者 備考

奈良県 奈良市 H16 市立奈良病院 300 (社)地域医療振興協会 代行制

宮城県 黒川地域行政事務組合 H17 公立黒川病院 170 (社)地域医療振興協会 代行制

福井県 公立丹南病院組合 H17 公立丹南病院 199 (社）地域医療振興協会 代行制

京都府 福知山市 H17 新大江病院 72 医療法人財団新大江病院 利用料金制
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４ 指定管理者制度（続き）

（市町村）（市町村）

都道府県名 団体名
開始
年度

病院名 病床数 指定管理者 備考

長崎県 雲仙南島原保健組合 H17 公立新小浜病院 150 特定医療法人三佼会宮崎病院 代行制

北海道 名寄市 H18 名寄東病院 105 (社)上川北部医師会 代行制

青森県 一部事務組合下北医療ｾﾝﾀｰ H18 むつﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 120 (社)むつ下北医師会 利用料金制

山形県 鶴岡市 H18 湯田川温泉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 120 (社)鶴岡地区医師会 代行制

病茨城県 東海村 H18 東海村立病院 80 (社)地域医療振興協会 代行制

群馬県 吾妻広域町村圏振興整備組合 H18 中之条病院 223 (社)吾妻郡医師会 代行制

群馬県 西吾妻福祉病院組合 H18 西吾妻福祉病院 111 (社)地域医療振興協会 代行制

千葉県 柏市 H18 柏病院 200 (財)柏市医療公社 代行制千葉県 柏市 H18 柏病院 200 (財)柏市医療公社 代行制

神奈川県 横須賀市 H18 うわまち病院 364 (社)地域医療振興協会 利用料金制

新潟県 さくら福祉保健事務組合 H18 南部郷厚生病院 120 医療法人真仁会 代行制

新潟県 上越市 H18 上越地域医療ｾﾝﾀｰ病院 199 (社)上越医師会 代行制新潟県 上越市 H18 上越地域医療ｾﾝﾀ 病院 199 (社)上越医師会 代行制

新潟県 湯沢町 H18 町立湯沢病院 90 (社)地域医療振興協会 利用料金制

石川県 加賀市 H18 山中温泉医療ｾﾝﾀｰ 199 (社)地域医療振興協会 代行制

山梨県 山梨市 H18 牧丘病院 30 (財)山梨厚生会 利用料金制山梨県 山梨市 牧 病院 (財)山梨厚 会 利用料 制

長野県 長野市 H18 長野市民病院 300 (財)市保健医療公社 代行制

岐阜県 恵那市 H18 市立恵那病院 199 (社)地域医療振興協会 代行制

静岡県 伊東市 H18 伊東市民病院 250 (社)地域医療振興協会 代行制

静岡県 共立湊病院組合 H18 共立湊病院 154 (社)地域医療振興協会 代行制

京都府 綾部市 H18 綾部市立病院 206 (財)綾部市医療公社 代行制
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４ 指定管理者制度（続き）

（市町村）

都道府県名 団体名
開始
年度

病院名
病床
数

指定管理者 備考

京都府 精華町 H18 国民保険病院 50 医療法人医仁会 利用料金制

山口県 周南市 H18 新南陽市民病院 150 (財)周南市医療公社 代行制

山口県 下関市 H18 豊浦病院 275 社会福祉法人恩賜財団済生会 代行制

香川県 三豊市 H18 西香川病院 150 (社)三豊・観音寺市医師会 代行制

愛媛県 鬼北町 H18 北宇和病院 100 社会福祉法人旭川荘 代行制

宮崎県 三股町 H18 国民保険病院 40 医療法人社団牧会小牧病院 利用料金制

鹿児島県 垂水市 H18 垂水中央病院 126 (社)肝属郡医師会 代行制

鹿児島県 霧島市 H18 医師会医療ｾﾝﾀｰ 254 (社)姶良郡医師会 代行制

北海道 むかわ町 H19 むかわ町鵡川厚生病院 60 北海道厚生農業協同組合連合会 利用料金制

福島県 猪苗代町 H19 町立猪苗代病院 65 (財)温和会 利用料金制福島県 猪苗代町 H19 町立猪苗代病院 65 (財)温和会 利用料金制

福島県 三春町 H19 三春病院 86 (財)星総合病院 利用料金制

山梨県 甲州市 H19 勝沼病院 51 (財)山梨厚生会 利用料金制

愛知県 東栄町 H19 国保東栄病院 70 医療法人財団せせらぎ会 利用料金制愛知県 東栄町 H19 国保東栄病院 70 医療法人財団せせらぎ会 利用料金制

島根県 津和野町 H19 津和野共存病院 99 石西厚生農業協同組合連合会 利用料金制

茨城県 小美玉市 H20 国保中央病院 80 医療法人幕内会 利用料金制

千葉県 鋸南町 H20 国保鋸南病院 71 医療法人財団鋸南きさらぎ会 利用料金制千葉県 鋸南町 H20 国保鋸南病院 71 医療法人財団鋸南きさらぎ会 利用料金制

栃木県 佐野市 H20 佐野市民病院 258 医療法人財団青葉会 利用料金制

富山県 氷見市 H20 氷見市民病院 368 (学)金沢医科大学 利用料金制

山梨県 上野原市 H20 上野原市立病院 150 (社)地域医療振興協会 利用料金制山梨県 野原市 野原市立病院 (社)地域医療振興協会 利用料金制

福岡県 飯塚市 H20 飯塚市立病院 250 (社)地域医療振興協会 利用料金制

長崎県 大村市 H20 市立病院 284 (社)地域医療振興協会 利用料金制
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５ 民間譲渡

都道府県名 団体名 移譲年度 病院名 病床数 移譲先

平成１４年～２０年４月現在、１６事業２０病院で実施

（都道府県・政令市）

都道府県名 団体名 移譲年度 病院名 病床数 移譲先

北海道 北海道 H14 札幌北野病院 130 厚生連

福岡県 北九州市 H14 戸畑病院 181 医療法人共愛会

東京都 東京都 H16 大久保病院 304 （財）東京都保健医療公社

福岡県 福岡県 H17
朝倉病院 150 （社）甘木朝倉医師会

遠賀病院 300 （社）遠賀中間医師会

長崎県 長崎県 H17 成人病ｾﾝﾀｰ多良見病院 170 日本赤十字社

東京都 東京都 H18 荏原病院 506 （財）東京都保健医療公社

沖縄県 沖縄県 H18 県立南部病院 250 医療法人友愛会

福島県 福島県 H19 県立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ飯坂温泉病院 191 （財）脳神経疾患研究所

嘉穂病院 社会福祉法人恩賜財団済生会
福岡県 福岡県 H19

嘉穂病院 250 社会福祉法人恩賜財団済生会

柳川病院 210 （財）医療・介護・教育研究財団

（市町村）

都道府県名 団体名 移譲年度 病院名 病床数 移譲先都道府県名 団体名 移譲年度 病院名 病床数 移譲先

山梨県 石和町（現笛吹市） H14 国保峡東病院 100 医療法人康麓会

徳島県 鳴門市 H16 板東病院 20 医療法人板東診療所

大分県 佐賀関町 H16 国保病院 123 医療法人関愛会

新潟県 巻町（現新潟市) H17 巻町国民健康保険病院 165 医療法人社団白美会

岡山県 岡山市 H17 吉備病院 60 社会福祉法人恩賜財団済生会

茨城県 茨城町 H18 国保病院 38 医療法人桜丘会

愛媛県 松山市 中島病院 療法 友 会
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愛媛県 松山市 H19 中島病院 50 医療法人友朋会

宮城県 公立深谷病院企業団 H19 公立深谷病院 171 医療法人啓仁会

福岡県 飯塚市 H20 頴田病院 96 医療法人博愛会


