
公立病院改革の取組について

令和元年８月２日

総務省 自治財政局 準公営企業室



１．公立病院の現状・課題について



病院数 病床数

867 209,298

(10.3%) (13.5%)

326 128,371

(3.9%) (8.2%)

341 106,895

(4.1%) (6.9%)

6,855 1,109,960

(81.7%) (71.4%)

全　　　体

国　　　立

公　　　立

公　　　的

そ　の　他

8,389 1,554,524

（出典：厚労省調査より作成）

○全国の病院に占める
公立病院の割合

○自治体病院の役割

※表は医療施設動態調査（平成30年３月末）（厚労省）より作成
※表の「公立病院」は、地方公営企業の病院及び公営企業型地方独立行

政法人病院
※表の「公的病院」は、公立大学附属病院や日本赤十字社、済生会、
厚生連等が開設・運営する病院

 全国の病院に占める公立病院の割合は、病院数で約１０％、病床数で約１４％。

 民間病院の立地が困難なへき地等における医療や、救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊

部門に係る医療、民間病院では限界のある高度・先進医療の多くを公立病院が担っている。

全国の病院に占める公立病院の役割

公立
61.7%
(195)

国立
6.0%
(19)

公的
16.5%

(52)

その他
15.8%
(50)

へき地医療拠点病院

316病院

H30.1.1時点

公立
36.3%
(105)

国立
16.3%
(47)

公的
21.1%

(61)

その他
26.3%
(76)

救命救急センター

289病院

H30.9.24時点

公立
38.7%
(259)

国立
13.4%
(90)

公的
19.4%
(130)

その他
28.5%
(191)

災害拠点病院

670病院

H30.4.1時点

公立
38.9%
(116)

国立
17.8%
(53)

公的
23.2%

(69)

その他
20.1%
(60)

298病院

地域周産期母子医療センター

H30.4.1時点

公立
52.7%
(29)

国立
23.6%
(13)

公的
18.2%

(10)

その他
5.5%
(3)

55病院

第一種感染症指定医療機関

H31.3.29時点

公立
39.1%
(136)

国立
19.0%
(66)

公的
20.7%

(72)

その他
21.2%
(74)

地域がん診療連携拠点病院

348病院

H30.4.1時点
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&14②自治体病院の役割&11
　　　　　　&12自治体病院の占める割合		


&12　


へき地医療拠点病院

自治体立

62.5%

( 195病院)

国立

6.1%

(19病院)

公的

16.0%

 (50病院)

その他

15.4%

( 48病院)



0.625	6.0897435897435896E-2	0.16025641	025641027	0.15384615384615385	救命救急センター

自治体立

37.0%

(105病院)

国立

17.2%

(49病院)

公的

18.3%

 (52病院)

その他

27.5%

( 78病院)



0.36971830985915494	0.17253521126760563	0.18309859154929578	0.27464788732394368	災害拠点病院

自治体立

39.9%

( 259病院)

国立

13.4%

(87病院)

公的

17.8%

 (116病院)

その他

28.9%

( 188病院)



0.39846153846153848	0.13384615384615384	0.17846153846153845	0.28923076923076924	地域周産期母子医療センター

自治体立

39.3%

(118病院)

国立

16.0%

(48病院)

公的

21.0%

 (63病院)

その他

23.7%

( 71病院)



0.39333333333333331	0.16	0.21	0.23666666666666666	小児救急医療拠点病院

自治体立

38.2%

( (13病院)

国立

5.9%

(2病院)

公的

23.5%

 (8病院)

その他

32.4%

( 11病院)



0.38235294117647056	5.8823529411764705E-2	0.23529411764705882	0.3235294117647059	地域がん診療連携拠点病院

自治体立

39.2%

(136病院)

国立

19.9%

(69病院)

公的

20.2%

 (70病院)

その他

20.7%

( 72病院)



0.39200000000000002	0.19900000000000001	0.20200000000000001	0.20699999999999999	312病院

284病院

650病院

300病院

34病院

347病院
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		平成29年度　自病協からもらった資料より加工　昨年度に分類した国・公的に追加になった病院を加味して算出（分類は結構適当　←って書いているけどH29はまじめにやった。） ヘイセイ ネンド ジビョウキョウ シリョウ カコウ サクネンド ブンルイ クニ コウテキ ツイカ ビョウイン カミ サンシュツ ブンルイ ケッコウ テキトウ カ



				へき地医療拠点病院（％） チ イリョウ キョテン ビョウイン				救命救急センター（％） キュウメイ キュウキュウ				地域周産期母子医療センター（％） チイキ シュウサンキ ボシ イリョウ				災害拠点病院（％） サイガイ キョテン ビョウイン				小児救急医療拠点病院（％） ショウニ キュウキュウ イリョウ キョテン ビョウイン				地域がん診療連携拠点病院（％） チイキ シンリョウ レンケイ キョテン ビョウイン

						病院数 ビョウインスウ				病院数 ビョウインスウ				病院数 ビョウインスウ				病院数 ビョウインスウ				病院数 ビョウインスウ				病院数 ビョウインスウ

		自治体立 ジチタイ リツ		62.5%		195		37.0%		105		39.3%		118		39.8%		259		38.2%		13		39.2%		136		　←自病協は会員数だけを拾っているよう。 ジ ヤマイ キョウ カイインスウ ヒロ

		国立 コクリツ		6.1%		19		17.3%		49		16.0%		48		13.4%		87		5.9%		2		19.9%		69

		公的 コウテキ		16.0%		50		18.3%		52		21.0%		63		17.8%		116		23.5%		8		20.2%		70

		その他 タ		15.4%		48		27.5%		78		23.7%		71		28.9%		188		32.4%		11		20.7%		72

		合計 ゴウケイ		100.0%		312		100.0%		284		100.0%		300		100.0%		650		100.0%		34		100.0%		347



																基幹＋地域 キカン チイキ

				病院数		病床数

		全　　　体		8,389		1,554,524		体裁がずれるため テイサイ



		公　　　立		867		209,298		結局PPは手打ち ケッキョク テウ

				(10.3%)		(13.5%)

		国　　　立		326		128,371

				(3.9%)		(8.2%)		←むりやり直した ナオ

		公　　　的		341		106,895

				(4.1%)		(6.9%)

		そ　の　他		6,855		1,109,960

				(81.7%)		(71.4%)

		厚生労働省　医療施設動態調査（平成30年3月） コウセイ ロウドウショウ イリョウ シセツ ドウタイ チョウサ ヘイセイ ネン ガツ







所在市区町村

の人口

病 院 数
※地独法を含む

合計 ８６７

23区及び指定都市

30万人以上

10万人～30万人

５万人～10万人

３万人～５万人

３万人未満

７６

６４

１６４

１８２

１２０

２６１

○ 公立病院の約６５％は１０万人未満
市町村に、約３０％は３万人未満
市町村に所在

全公立病院の
６４．９％

全公立病院の
３０．１％

※ 表の病院数は、平成29年度における地方公営企業の病院及び公営企業型
地方独立行政法人病院（建設中の病院を除く。）

【所在市区町村人口区分別の公立病院数】

○ へき地等を多く抱える都道府県ほど、

全病床数に占める公立病院の病床数
の割合が高い傾向にある

公立病院（地方独立行政法人を含む）の立地

【公立病院の病床数の割合が高い都道府県】

（出典：平成２９年度医療施設調査（厚労省） ）

（参考） 東京都 ８．１％
大阪府 １１．４％

都道府県名 割合（％）
公立病院の病床数

／全病床数

山形県 ４６．４ ５，３７９／１１，５８５

岩手県 ４０．５ ５，５５２／１３，６９２

青森県 ３８．２ ５，４６２／１４，２９３

山梨県 ３１．０ ２，７５２／８，８６８

島根県 ３０．０ ２，６５０／８，８３６

岐阜県 ２９．７ ５，０７２／１７，０８４

和歌山県 ２９．３ ３，４５８／１１，７９２

静岡県 ２９．０ ９，４０８／３２，４７２

滋賀県 ２８．９ ３，６３８／１２，５９６

富山県 ２８．６ ４，０７１／１４，２５５
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89
（6･81）

12
（2･10）

25
（2･15）

28
（20･8）

13
（0･10）

26
（14･11）

18
（1･8）

15
（0･3）

13
（5･7）

17
（3･13）

24
（0･12）

20
（1･15）

13
（2･8）

16
（0･13）

20
（2･11）

18
（0･14）

17
（0･14）

23
（0･13）

13
（4･5）

24
（4･14）

26
（1･17）

5
（1･4）

43
（13･17）

18
（ 3･10）

30
（6･16）20

（0･15）

9
（3･5）

30
（0･22）

6
（2･1）

15
（4･3）

11
（3･7）

14
（4･10）

18
（8･6）

15
（0･10）

18
（2･13）

12
（1･7）

13
（3･8）

10
（2･7）

8
（2･3）

27
（4･21）

11
（0･4）

14
（1･9）

7
（0･5）

8
（2･5）

15
（ 4･11）

12
（3･7）

8
（6･0）

※公立病院数は、平成29年度における地方公営企業の病院（一般病院・精神科病院）及び
公営企業型地方独立行政法人病院の数（建設中（6施設）を除く）

公立病院数
（都道府県営･市町村営）

都道府県別の公立病院数の状況（平成29年度決算統計）

運営主体 公立病院数

都道府県 144

市町村 528

その他
（一部事務組合・地方独立行政法人）

195

総計 867
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3
（2･1）

7
（0･7）

3
（0･3）

1
（0･1）

12
（5･7）

3
（2･1）

6
（0･6）

3
（1･2）

3
（3･0）

6
（5･1）

2
（2･0）

4
（3･1）

6
（0･6）

4
（ 1･3）

3
（0･3）5

（5･0）

4
（4･0）

2
（1･1）

1
（1･0）

1
（1･0）

2
（2･0）

3
（3･0）

2
（0･2）

1
（1･0）

1
（0･1）

都道府県別の地方独立行政法人病院数の状況（平成29年度決算統計）

1
（0･1）

1
（0･0）

地方独立行政法人病院数
（都道府県･市町村）

地方独立行政法人の設立団体 病院数

都道府県 42

市町村 47

一部事務組合 １

総計 90
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年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

病院数 961 943 931 917 908 897 892 881 886 873 867

増減率 △1.4 △1.9 △1.3 △1.5 △1.0 △1.2 △0.6 △1.2 0.6 △1.5 △0.7

病床数 230,823 228,280 224,615 221,866 219,474 217,392 216,374 213,556 212,606 210,023 209,293

増減率 △1.3 △1.1 △1.6 △1.2 △1.1 △0.9 △0.5 △1.3 △0.4 △1.2 △0.3

※出典：地方公営企業決算状況調査
地方独立行政法人（病院事業）に関する決算状況調査

※病院数は、建設中のものを除いている。

病床数 病院数

公立病院数と病床数の推移（地方独立行政法人を含む）

961 
943 931 917 908 897 892 881 886 873 867 

230,823 
228,280 

224,615 
221,866 

219,474 
217,392 216,374 

213,556 212,606 
210,023 209,293 

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

240,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

5



   　　　　　　　　　    　　　　　　　　　

40,993 40,890 41,980 43,561 44,214 44,822 45,247 47,627 48,363 48,880 50,013

a 5,461 5,848 6,041 6,068 6,115 6,026 5,986 6,267 5,973 5,979 6,082

40,675 40,585 41,633 43,321 43,874 44,552 44,882 46,483 47,895 48,424 49,694

35,713 35,425 36,384 38,169 38,772 39,565 40,004 40,622 41,961 42,467 43,657

42,937 42,691 42,968 43,400 44,177 44,590 45,592 52,497 49,099 49,899 50,998

42,677 42,413 42,653 43,082 43,626 44,216 44,979 46,821 48,436 49,255 50,461

40,210 40,056 40,337 40,801 41,421 42,009 42,829 44,250 45,839 46,726 47,930

A △1,944 △1,801 △989 161 37 232 △ 336 △ 4,870 △ 737 △ 1,020 △985 

(179) 357 (199) 277 (274) 450 (381) 851 (388) 860 (380) 884 (332) 685 (188) 535 (314) 730 (294) 587 (285) 565

(492) 2,301 (471) 2,079 (394) 1,438 (290) 689 (290) 823 (295) 652 (346) 1,021 (493) 5,405 (366) 1,467 (392) 1,606 (397) 1,550

△2,003 △1,829 △1,020 238 248 336 △ 99 △ 338 △ 542 △ 831 △767 

(169) 252 (188) 158 (265) 342 (374) 894 (385) 881 (368) 947 (327) 735 (311) 760 (298) 720 (279) 583 (288) 563

(502) 2,255 (482) 1,987 (403) 1,362 (297) 655 (293) 633 (307) 611 (351) 835 (370) 1,098 (382) 1,262 (407) 1,414 (394) 1,330

(12) 58 (12) 51 (9) 32 (7) 39 (4) 65 (3) 77 (5) 85 (105) 2,252 (108) 2,244 (111) 2,481 (119) 2,635

- - - - - - - (63) 1,447 (57) 1,430 (56) 1,598 (56) 1,608

(559) 20,022 (563) 21,377 (549) 21,586 (529) 20,733 (516) 20,364 (500) 19,620 (505) 19,788 (486) 18,056 (478) 17,884 (481) 18,509 (484) 19,005

(115) 1,278 (97) 651 (87) 573 (66) 339 (40) 172 (34) 125 (27) 109 (68) 283 (62) 248 (73) 320 (74) 375

2,821 2,853 2,823 2,873 2,889 2,924 3,036 3,589 3,734 3,863 3,935

877 1,052 1,834 3,034 2,926 3,156 2,700 △ 1,281 2,997 2,844 2,950

671 670 668 671 678 675 678 681 680 686 682

961 943 931 917 908 897 892 881 886 873 867

73.3 70.3 59.0 43.2 42.8 43.7 51.0 72.4 53.8 57.1 58.2

74.8 71.9 60.3 44.3 43.2 45.5 51.8 54.3 56.2 59.3 57.8

70.6 69.1 57.6 45.0 45.6 48.4 53.3 76.3 56.8 59.6 61.0

71.9 70.3 58.9 46.1 46.6 49.6 53.6 55.2 58.4 61.7 60.3

95.5 95.8 97.7 100.4 100.1 100.5 99.2 90.7 98.5 98.0 98.1

95.3 95.7 97.6 100.6 100.6 100.8 99.8 99.3 98.9 98.3 98.5

13.3 14.3 14.4 13.9 13.8 13.4 13.2 13.2 12.4 12.2 12.2

総 収 支 比 率 －

経 常 収 支 比 率 －
総 収 益 に 占 め る 他 会 計 繰 入 金
の 割 合 －

経 常 損 失 を 生 じ た
事 業 数 －
純 損 失 を 生 じ た
病 院 数 －
経 常 損 失 を 生 じ た
病 院 数 －

総事業数・
病院数に対
す る 割 合

純 損 失 を 生 じ た
事 業 数 －

償 却 前 収 支 A+B 3.7

総 事 業 数 △ 0.6

総 病 院 数 △ 0.7

0.6

累 積 欠 損 金 2.7

不 良 債 務 17.0

減 価 償 却 額 B 1.9

資 本 不 足 額 （ 繰 延 収 益 控除 後）

7.7

経　　常　　利　　益 △ 3.3

経　　常　　損　　失 △ 5.9

資 本 不 足 額 6.2

純 損 益 3.4

純　　　利　　　益 △ 3.7

純　　　損　　　失 △ 3.5

経 常 損 益

(Ａ) （A)

2.8

総 費 用 2.2

経 常 費 用 2.4

医 業 費 用 2.6

総 収 益 2.3

（ う ち 他 会 計 繰 入 金 ） 1.7

経 常 収 益 2.6

医 業 収 益

19 20 21 22 23 24 25

（単位：億円、％）

29
(B)

26 27 28 (B)－(A) 
項 目

年 度

公立病院損益収支の状況（出典：地方公営企業決算統計）

（注１） （ ）内は事業数である。
（注２） 総事業数及び総病院数には、建設中のものを含んでいない。
（注３） 公営企業型地方独立行政法人病院を含む
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損益収支の状況

						公立病院の損益収支の状況（公立病院＋独法） コウリツ ビョウイン ソンエキ シュウシ ジョウキョウ コウリツ ビョウイン ドッポウ																																																																								　				　								　				　

																																																						0				0

																																																																																								   　　　　　　　　　				   　　　　　　　　　		（単位：億円、％）

																11						18						20						18						19						18						19				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				(B)－(A) 

																																																																																												(Ａ)				(B)				（A)

						総　　　収　　　益 フサ オサム エキ												41,412						40,090						40,890																		40,760						40,993				40,993				40,890				41,980				43,561				44,214				44,822				45,247				47,627				48,363				48,880				50,013		2.3

								（うち他会計繰入金） タカイケイ クリイ キン						a				5,758						5,254						5,848																		5,414						5,461				5,461				5,848				6,041				6,068				6,115				6,026				5,986				6,267				5,973				5,979				6,082		1.7

						総収益に占める他会計繰入金
の割合（　a　/総収入） ソウシュウエキ シ タカイケイ クリイレキン ワリアイ ソウシュウニュウ																								14.3																		13.3						13.3				13.3				14.3				14.4				13.9				13.8				13.4				13.2				13.2				12.4				12.2				12.2		－

								経常収益 ケイジョウ シュウエキ										41,180						39,791						40,585																		40,461						40,675				40,675				40,585				41,633				43,321				43,874				44,552				44,882				46,483				47,895				48,424				49,694		2.6

								医業収益 イギョウ シュウエキ										35,873						34,948						35,425																		35,604						35,713				35,713				35,425				36,384				38,169				38,772				39,565				40,004				40,622				41,961				42,467				43,657		2.8

						総　　　費　　　用 フサ ヒ ヨウ												42,365						42,075						42,691																		42,736						42,937				42,937				42,691				42,968				43,400				44,177				44,590				45,592				52,497				49,099				49,899				50,998		2.2

								経常費用 ケイジョウ ヒヨウ										42,196						41,788						42,413																		42,450						42,677				42,677				42,413				42,653				43,082				43,626				44,216				44,979				46,821				48,436				49,255				50,461		2.4

								医業費用 イギョウ ヒヨウ										39,688						39,353						40,056																		39,992						40,210				40,210				40,056				40,337				40,801				41,421				42,009				42,829				44,250				45,839				46,726				47,930		2.6

								うち職員給与費 ショクイン キュウヨヒ																																								19,732						19,728				19,728				19,673				19,871				20,075				20,482				20,847				20,994				21,710				22,399				23,140				23,670		2.3

						純　　　 損　 　　益 ジュン ソン エキ								A				△952						△1,985						△1,801																		△1,984						△1,937				△1,944				△1,801				△989				161				37				232				△ 336				△ 4,870				△ 737				△ 1,020				△985		3.4

								純　　　利　　　益 ジュン リ エキ								(344)		336				(152)		157				(199)		277																(154)		301				(179)		357		(179)		357		(199)		277		(274)		450		(381)		851		(388)		860		(380)		884		(332)		685		(188)		535		(314)		730		(294)		587		(285)		565		△ 3.7

								純　　　損　　　失 ジュン ソン シツ								(407)		1,288				(516)		2,141				(471)		2,079																(517)		2,285				(492)		2,294		(492)		2,301		(471)		2,079		(394)		1,438		(290)		689		(290)		823		(295)		652		(346)		1,021		(493)		5,405		(366)		1,467		(392)		1,606		(397)		1,550		△ 3.5

						経常損益 ケイジョウ ソンエキ												△1,016						△1,997						△1,829																		△1,988						△1,995				△2,003				△1,829				△1,020				238				248				336				△ 99				△ 338				△ 542				△ 831				△767		7.7

								経　　常　　利　　益 キョウ ツネ リ エキ								(332)		300				(141)		107				(188)		158																(143)		259				(169)		252		(169)		252		(188)		158		(265)		342		(374)		894		(385)		881		(368)		947		(327)		735		(311)		760		(298)		720		(279)		583		(288)		563		△ 3.3

								経　　常　　損　　失 キョウ ツネ ソン シツ								(419)		1,316				(527)		2,104				(482)		1,987																(528)		2,247				(502)		2,255		(502)		2,255		(482)		1,987		(403)		1,362		(297)		655		(293)		633		(307)		611		(351)		835		(370)		1,098		(382)		1,262		(407)		1,414		(394)		1,330		△ 5.9

						資本不足額 シホン ブソク ガク																						(12)		51																(6)		46				(12)		58		(12)		58		(12)		51		(9)		32		(7)		39		(4)		65		(3)		77		(5)		85		(105)		2,252		(108)		2,244		(111)		2,481		(119)		2,635		6.2

						資本不足額（繰延収益控除後） シホン ブソク ガク ク ノ シュウエキ コウジョ アト																								-																		-						-				-				-				-				-				-				-				-		(63)		1,447		(57)		1,430		(56)		1,598		(56)		1,608		0.6

						累積欠損金 ルイセキ ケッソン キン										(540)		12,435				(553)		18,736				(563)		21,377																(554)		18,738				(559)		20,022		(559)		20,022		(563)		21,377		(549)		21,586		(529)		20,733		(516)		20,364		(500)		19,620		(505)		19,788		(486)		18,056		(478)		17,884		(481)		18,509		(484)		19,005		2.7

						不良債務 フリョウ サイム										(102)		761				(104)		953				(97)		651																(105)		1,052				(115)		1,278		(115)		1,278		(97)		651		(87)		573		(66)		339		(40)		172		(34)		125		(27)		109		(68)		283		(62)		248		(73)		320		(74)		375		17.0

						減価償却額B ゲンカ ショウキャクガク												2,478						2,762						2,853																		2,853						2,821				2,821				2,853				2,823				2,873				2,889				2,924				3,036				3,589				3,734				3,863				3,935		1.9

						償却前収支　A+B ショウキャク マエ シュウシ												1,526						777						1,052																		869						884				877				1,052				1,834				3,034				2,926				3,156				2,700				△ 1,281				2,997				2,844				2,950		3.7

						総事業数 ソウ ジギョウ スウ												758						669						670																		671						671				671				670				668				671				678				675				678				681				680				686				682		△ 0.6										手入力 テ ニュウリョク

						総病院数 ソウ ビョウイン スウ												998						973						943																		975						961				961				943				931				917				908				897				892				881				886				873				867		△ 0.7										手入力 テ ニュウリョク

						総事業数・病院数に対する割合 ソウジギョウ スウ ビョウインスウ タイ ワリアイ						純損失を生じた
事業数 ジュンソンシツ ショウ ジギョウ スウ						54.2						77.2						70.3																		77.0						73.3				73.3				70.3				59.0				43.2				42.8				43.7				51.0				72.4				53.8				57.1				58.2		－										自動計算 ジドウ ケイサン

												経常損失を生じた
事業数 ケイジョウ ソンシツ ショウ ジギョウ スウ						55.8						78.9						71.9																		78.7						74.8				74.8				71.9				60.3				44.3				43.2				45.5				51.8				54.3				56.2				59.3				57.8		－										自動計算 ジドウ ケイサン

												純損失を生じた
病院数 ジュンソンシツ ショウ ビョウイン スウ						56.0						73.6						69.1																		73.1						70.6				70.6				69.1				57.6				45.0				45.6				48.4				53.3				76.3				56.8				59.6				61.0		－										別シートで手計算 ベツ テ ケイサン

												経常損失を生じた
病院数 ケイジョウ ソンシツ ショウ ビョウイン スウ						57.3						74.5						70.3																		74.7						71.9				71.9				70.3				58.9				46.1				46.6				49.6				53.6				55.2				58.4				61.7				60.3		－										別シートで手計算 ベツ テ ケイサン

						総収支比率 ソウシュウシ ヒリツ												97.8						95.3						95.8																		95.4						95.5				95.5				95.8				97.7				100.4				100.1				100.5				99.2				90.7				98.5				98.0				98.1		－										自動計算 ジドウ ケイサン

						経常収支比率 ケイジョウ シュウシ ヒリツ												97.6						95.2						95.7																		95.3						95.3				95.3				95.7				97.6				100.6				100.6				100.8				99.8				99.3				98.9				98.3				98.5		－										自動計算 ジドウ ケイサン

						総収益に占める他会計繰入金
の割合 ソウシュウエキ シ タカイケイ クリイレキン ワリアイ																								14.3																		13.3						13.3				13.3				14.3				14.4				13.9				13.8				13.4				13.2				13.2				12.4				12.2				12.2		－										自動計算 ジドウ ケイサン



						資本的収支
他会計繰入金 シホンテキ シュウシ タカイケイ クリイレキン								b				97.8						95.3						95.8																		95.4						1,671				1,671				1,841				2,047				1,981				1,942				1,787				2,081				1,995				2,059				1,945				2,000		2.8

						職員給与費対医業収益比率 ショクインキュウヨヒ タイ イギョウ シュウエキ ヒリツ																								95.7																		55.4						55.2				55.2				55.5				54.6				52.6				52.8				52.7				52.5				53.4				53.4				54.5				54		－

						病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ																								14.3																																								74.8				74.5				74.1				73.7				73.4				73.8				74.2

						他会計繰入金合計額の推移
（a　+　ｂ） タカイケイ クリイレキン ゴウケイガク スイイ																																																7,132				7,132				7,689				8,088				8,049				8,057				7,813				8,067				8,262				8,032				7,924				8,083		2.0





										公 コウ		年患者数 ネン カンジャスウ																																																										55839988				59369799				58512830				57628258				56973592				53089762				56538381

										公 コウ		年病床 ネン ビョウショウ																																																										74655519				79723095				78992990				78158112				77610621				71974500				76240972

										独 ドク		年患者数 ネン カンジャスウ																																																						2,417,053

										独 ドク		年病床 ネン ビョウショウ

										公 コウ		職員給与費 ショクイン キュウヨヒ																																				19392						19360				19360				19182

										独 ドク		職員給与費 ショクイン キュウヨヒ																																				340						368				368				491

						公立病院の損益収支の状況（独法含まず） コウリツ ビョウイン ソンエキ シュウシ ジョウキョウ ドッポウ フク																																																																								　				　								　				　





																11						18						19																																																								26				27



						総　　　収　　　益 フサ オサム エキ												41,412						40,090						40,272																																																						40,468		ERROR:#REF!		40,542		ERROR:#REF!		39,789.5		ERROR:#REF!								20表 ヒョウ

								（うち他会計繰入金） タカイケイ クリイ キン										5,758						5,254						5,290																																																						5,357		ERROR:#REF!		4,976		ERROR:#REF!		4,938.2		ERROR:#REF!								20表 ヒョウ

								経常収益 ケイジョウ シュウエキ										41,180						39,791						39,954																																																						39,361		ERROR:#REF!		40,108		ERROR:#REF!		39,364.4		ERROR:#REF!								20表 ヒョウ

								うち医業収益 イギョウ シュウエキ										35,873						34,948						35,008																																																						33,659		ERROR:#REF!		34,337		ERROR:#REF!		33,597.9		ERROR:#REF!								20表 ヒョウ

						総　　　費　　　用 フサ ヒ ヨウ												42,365						42,075						42,219																																																						45,320		ERROR:#REF!		41,244		ERROR:#REF!		40,764.8		ERROR:#REF!								20表 ヒョウ

								経常費用 ケイジョウ ヒヨウ										42,196						41,788						41,960																																																						39,736		ERROR:#REF!		40,656		ERROR:#REF!		40,212.9		ERROR:#REF!								20表 ヒョウ

								うち医業費用 イギョウ ヒヨウ										39,688						39,353						39,517																																																						37,440		ERROR:#REF!		38,346		ERROR:#REF!		38,014.3		ERROR:#REF!								20表 ヒョウ

						純　　　 損　 　　益 ジュン ソン エキ								A				△952						△1,985						△1,947																																																						△ 4,852		ERROR:#REF!		△ 703		ERROR:#REF!		△ 975.3		ERROR:#REF!								20表 ヒョウ

								純　　　利　　　益 ジュン リ エキ								(344)		336				(152)		157				(176)		225																																																						(161)		405		(291)		605		(268)		455.0								20表 ヒョウ

								純　　　損　　　失 ジュン ソン シツ								(407)		1,288				(516)		2,141				(491)		2,171																																																						(477)		5,257		(344)		1,307		(366)		1,430.2								20表 ヒョウ

						経常損益 ケイジョウ ソンエキ												△1,016						△1,997						△2,006																																																								△ 375				△ 548				△ 848.6								20表 ヒョウ

								経　　常　　利　　益 キョウ ツネ リ エキ								(332)		300				(141)		107				(166)		106																																																						(289)		617		(277)		575		(250)		418.1								20表 ヒョウ

								経　　常　　損　　失 キョウ ツネ ソン シツ								(419)		1,316				(527)		2,104				(501)		2,112																																																						(349)		992		(358)		1,123		(384)		1,266.7								20表 ヒョウ

						資本不足（繰延収益控除前） シホン ブソク ク ノ シュウエキ コウジョ マエ																						(12)		51																																						(9)		32		(7)		39		(3)		62		(2)		74		(101)		2,228		(103)		2,171		(106)		2,356.8								22表 ヒョウ

						資本不足（繰延収益控除後） シホン ブソク ク ノ シュウエキ コウジョ アト																								-																																								-				-				-				-		(63)		1,447		(57)		1,430		(56)		1,598.4								22表 ヒョウ

						累積欠損金 ルイセキ ケッソン キン										(540)		12,435				(553)		18,736				(558)		20,015																																																						(468)

総務省: 総務省:
建設中を１除いた		17,904		(455)

総務省: 総務省:
建設中を１除いた		17,624		(454)		18,131.0								22表 ヒョウ

						不良債務 フリョウ サイム										(102)		761				(104)		953				(114)		1,186																																																						(64)		189		(56)		174		(69)		233.6								22表 ヒョウ

						減価償却額B ゲンカ ショウキャクガク												2,478						2,762						2,786																																																								3,019				3,100				3,114.7								20表 ヒョウ

						償却前収支　A+B ショウキャク マエ シュウシ												1,526						777						839																																																								△ 1833				2397				2,139.4

						総事業数（建設除く） ソウ ジギョウ スウ ケンセツ ノゾ												758						669						667																																																								638				635				634

																		7						1						-

						総病院数（建設除く） ソウ ビョウイン スウ ケンセツ ノゾ												998						973						957																																																								804				805				785

																		13						5						4

						総事業数・病院数（建設中を除く）
に対する
割合 ソウジギョウ スウ ビョウインスウ ケンセツチュウ ノゾ タイ ワリアイ						純損失を生じた
事業数 ジュンソンシツ ショウ ジギョウ スウ						54.2						77.2						73.6

												経常損失を生じた
事業数 ケイジョウ ソンシツ ショウ ジギョウ スウ						55.8						78.9						75.1

												純損失を生じた
病院数 ジュンソンシツ ショウ ビョウイン スウ						56.0						73.6						70.7

												経常損失を生じた
病院数 ケイジョウ ソンシツ ショウ ビョウイン スウ						57.3						74.5						72.2

						総収支比率 ソウシュウシ ヒリツ												97.8						95.3						95.4

						経常収支比率 ケイジョウ シュウシ ヒリツ												97.6						95.2						95.2

						総収益に占める他会計繰入金
の割合 ソウシュウエキ シ タカイケイ クリイレキン ワリアイ

						職員給与費対医業収益比率 ショクインキュウヨヒ タイ イギョウ シュウエキ ヒリツ																								55.3																																								55.7				55.0				53.3				53.5				53.0				53.5				53.5								53.1								53.1

						病床利用率 ビョウショウ リヨウリツ																								75.5																																								73.8				73.6				74.8				74.4				74.7				73.9				73.9								74.5								74.5

						jけんせつ中除く チュウ ノゾ



						独法のみ ドッポウ																																																																																														（単位：億円、％） タンイ オクエン

																11						18						19																																																								26				27				28



						総　　　収　　　益 フサ オサム エキ												41,412						40,090						40,272																																																								7,159				7,821				9,090.0												61表 ヒョウ

								（うち他会計繰入金） タカイケイ クリイ キン										5,758						5,254						5,290																																																								910				997				1,040.7												61表 ヒョウ

								経常収益 ケイジョウ シュウエキ										41,180						39,791						39,954																																																								7,122				7,787				9,059.2												61表 ヒョウ

								うち医業収益 イギョウ シュウエキ										35,873						34,948						35,008																																																								6,963				7,624				8,868.8												61表 ヒョウ

						総　　　費　　　用 フサ ヒ ヨウ												42,365						42,075						42,219																																																								7,177				7,855				9,134.4												61表 ヒョウ

								経常費用 ケイジョウ ヒヨウ										42,196						41,788						41,960																																																								7,085				7,780				9,041.7												61表 ヒョウ

								うち医業費用 イギョウ ヒヨウ										39,688						39,353						39,517																																																								6,810				7,493				8,711.4												61表 ヒョウ

						純　　　 損　 　　益 ジュン ソン エキ								A				△952						△1,985						△1,947																																																								△18				△34				△ 44.4												61表 ヒョウ

								純　　　利　　　益 ジュン リ エキ								(344)		336				(152)		157				(176)		225																																																						(27)		130		(23)		125		(26)		131.5												61表 ヒョウ

								純　　　損　　　失 ジュン ソン シツ								(407)		1,288				(516)		2,141				(491)		2,171																																																						(16)		148		(22)		160		(26)		176.0												61表 ヒョウ

						経常損益 ケイジョウ ソンエキ												△1,016						△1,997						△2,006																																																								37				6				17.5												61表 ヒョウ

								経　　常　　利　　益 キョウ ツネ リ エキ								(332)		300				(141)		107				(166)		106																																																						(22)		143		(21)		145		(29)		164.4												61表 ヒョウ

								経　　常　　損　　失 キョウ ツネ ソン シツ								(419)		1,316				(527)		2,104				(501)		2,112																																																						(21)		106		(24)		139		(23)		146.8												61表 ヒョウ

						資本不足（繰延収益控除前） シホン ブソク ク ノ シュウエキ コウジョ マエ																																																																						(1)		3		(1)		3		(4)		24		(5)		73		(5)		123.8												63表 ヒョウ

						資本不足（繰延収益控除後） シホン ブソク ク ノ シュウエキ コウジョ アト																								-																																								-				-				-				-

						累積欠損金 ルイセキ ケッソン キン										(540)		12,435				(553)		18,736				(558)		20,015																																																						(18)		152		(23)		260		(27)		378.3												63表 ヒョウ

						不良債務 フリョウ サイム										(102)		761				(104)		953				(114)		1,186																																																						(4)		94		(6)		74		(4)		86.7												63表 ヒョウ

						減価償却額B ゲンカ ショウキャクガク												2,478						2,762						2,786																																																								570				634				748.6												61表 ヒョウ

						償却前収支　A+B ショウキャク マエ シュウシ												1,526						777						839																																																								552				600				704.2

						総事業数（建設除く） ソウ ジギョウ スウ ケンセツ ノゾ												758						669						667																																																								43				45				52						H26大阪市１事業除く オオサカシ ジギョウ ノゾ

																		7						1						-

						総病院数（建設除く） ソウ ビョウイン スウ ケンセツ ノゾ												998						973						957																																																								77				81				88						H26大阪市3病院除く オオサカシ ビョウイン ノゾ

																		13						5						4

						総事業数・病院数（建設中を除く）
に対する
割合 ソウジギョウ スウ ビョウインスウ ケンセツチュウ ノゾ タイ ワリアイ						純損失を生じた
事業数 ジュンソンシツ ショウ ジギョウ スウ						54.2						77.2						73.6

												経常損失を生じた
事業数 ケイジョウ ソンシツ ショウ ジギョウ スウ						55.8						78.9						75.1

												純損失を生じた
病院数 ジュンソンシツ ショウ ビョウイン スウ						56.0						73.6						70.7

												経常損失を生じた
病院数 ケイジョウ ソンシツ ショウ ビョウイン スウ						57.3						74.5						72.2

						総収支比率 ソウシュウシ ヒリツ												97.8						95.3						95.4

						経常収支比率 ケイジョウ シュウシ ヒリツ												97.6						95.2						95.2

						総収益に占める他会計繰入金
の割合 ソウシュウエキ シ タカイケイ クリイレキン ワリアイ







































































































































































項　目

年　度

項　目

年　度

項　目

年　度



資本的他会計繰入金

		他会計繰入金の推移 タ カイケイ クリイレキン スイイ														198009197		192899049		198302037		185273466		191028007		単位：千円 タンイ センエン

				H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		他会計繰入金合計
（23表「資本的収支の調」） タ カイケイ クリイレキン ゴウケイ		167,070,081		184,067,940		204,695,832		198,088,254		194,184,889		178,661,666		198,009,197		192,899,049		198,302,037		185,273,466		191,028,007		※23表「他会計繰入金合計」 ヒョウ タ カイケイ クリイレキン ゴウケイ

		地方独立行政法人運営費負担金
（４条繰入金、64表運営費負担金等合計 チホウ ドクリツ ギョウセイ ホウジン ウンエイヒ フタンキン ジョウ クリイ キン ヒョウ ウンエイヒ フタンキン トウ ゴウケイ														10,110,138		6,636,799		7,609,741		9,245,490		9,015,184		※64表「運営費負担金等合計」 ヒョウ ウンエイヒ フタンキン トウ ゴウケイ

		合計 ゴウケイ		167,070,081		184,067,940		204,695,832		198,088,254		194,184,889		178,661,666		208,119,335		199,535,848		205,911,778		194,518,956		200,043,191

		※H19年度～H24年度は地方独立行政法人に係る運営費負担金等合計は算定していない。 ネンド ネンド チホウ ドクリツ ギョウセイ ホウジン カカ ウンエイヒ フタンキン トウ ゴウケイ サンテイ

																								単位：千円 タンイ センエン

		年度 ネンド		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		他会計繰入金の推移 ホカ カイケイ クリイレ キン スイイ		167,070,081		184,067,940		204,695,832		198,088,254		194,184,889		178,661,666		208,119,335		199,535,848		205,911,778		194,518,956		200,043,191

		※H19年度～H24年度は地方独立行政法人に係る運営費負担金等合計は含んでいない。 ネンド ネンド チホウ ドクリツ ギョウセイ ホウジン カカ ウンエイヒ フタンキン トウ ゴウケイ フク

																								単位：億円 タンイ オク エン

		年度 ネンド		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		他会計繰入金の推移 ホカ カイケイ クリイレ キン スイイ		1,671		1,841		2,047		1,981		1,942		1,787		2,081		1,995		2,059		1,945		2,000

		※H19年度～H24年度は地方独立行政法人に係る運営費負担金等合計は含んでいない。 ネンド ネンド チホウ ドクリツ ギョウセイ ホウジン カカ ウンエイヒ フタンキン トウ ゴウケイ フク

				7,132		7,689		8,088		8,049		8,057		7,813		7,542		7,456		7,520		7,406		7,461





Sheet4

												11						18						20						18						19						18						19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				(B)－(A) 

																																																																																				(Ａ)				(B)				（A)

		総　　　収　　　益 フサ オサム エキ												41,412						40,090						40,890																		40,760						40,993				40,890				41,980				43,561				44,214				44,822				45,247				47,627				48,363				0				50,013		ERROR:#DIV/0!

				（うち他会計繰入金） タカイケイ クリイ キン										5,758						5,254						5,848																		5,414						5,461				5,848				6,041				6,068				6,115				6,026				5,986				6,267				5,973				0				6,082		ERROR:#DIV/0!

				経常収益 ケイジョウ シュウエキ										41,180						39,791						40,585																		40,461						40,675				40,585				41,633				43,321				43,874				44,552				44,882				46,483				47,895				0				49,694		ERROR:#DIV/0!

				医業収益 イギョウ シュウエキ										35,873						34,948						35,425																		35,604						35,713				35,425				36,384				38,169				38,772				39,565				40,004				40,622				41,961				0				43,657		ERROR:#DIV/0!

		総　　　費　　　用 フサ ヒ ヨウ												42,365						42,075						42,691																		42,736						42,937				42,691				42,968				43,400				44,177				44,590				45,592				52,497				49,099				0				50,998		ERROR:#DIV/0!

				経常費用 ケイジョウ ヒヨウ										42,196						41,788						42,413																		42,450						42,677				42,413				42,653				43,082				43,626				44,216				44,979				46,821				48,436				0				50,461		ERROR:#DIV/0!

				医業費用 イギョウ ヒヨウ										39,688						39,353						40,056																		39,992						40,210				40,056				40,337				40,801				41,421				42,009				42,829				44,250				45,839				0				47,930		ERROR:#DIV/0!

				うち職員給与費 ショクイン キュウヨヒ																																								0						0				0				19,871				20,075				20,482				20,847				20,994				21,710				22,399				23,140				23,670		2.3

		純　　　 損　 　　益 ジュン ソン エキ								A				△952						△1,985						△1,801																		△1,984						△1,937				△1,801				△989				161				37				232				△ 336				△ 4,870				△ 737				0				△985		ERROR:#DIV/0!

				純　　　利　　　益 ジュン リ エキ								(344)		336				(152)		157				(199)		277																(154)		301				(179)		357		(199)		277		(274)		450		(381)		851		(388)		860		(380)		884		(332)		685		(188)		535		(314)		730		(-)		0		(285)		565		ERROR:#DIV/0!

				純　　　損　　　失 ジュン ソン シツ								(407)		1,288				(516)		2,141				(471)		2,079																(517)		2,285				(492)		2,294		(471)		2,079		(394)		1,438		(290)		689		(290)		823		(295)		652		(346)		1,021		(493)		5,405		(366)		1,467		(-)		0		(397)		1,550		ERROR:#DIV/0!

		経常損益 ケイジョウ ソンエキ												△1,016						△1,997						△1,829																		△1,988						△1,995				△1,829				△1,020				238				248				336				△ 99				△ 338				△ 542				0				△767		ERROR:#DIV/0!

				経　　常　　利　　益 キョウ ツネ リ エキ								(332)		300				(141)		107				(188)		158																(143)		259				(169)		252		(188)		158		(265)		342		(374)		894		(385)		881		(368)		947		(327)		735		(311)		760		(298)		720		(-)		0		(288)		563		ERROR:#DIV/0!

				経　　常　　損　　失 キョウ ツネ ソン シツ								(419)		1,316				(527)		2,104				(482)		1,987																(528)		2,247				(502)		2,255		(482)		1,987		(403)		1,362		(297)		655		(293)		633		(307)		611		(351)		835		(370)		1,098		(382)		1,262		(-)		0		(394)		1,330		ERROR:#DIV/0!

		資本不足額 シホン ブソク ガク																						(-)		0																(6)		46				(12)		58		(12)		51		(9)		32		(7)		39		(4)		65		(3)		77		(5)		85		(105)		2,252		(108)		2,244		(-)		0		(119)		2,635		ERROR:#DIV/0!

		資本不足額（繰延収益控除後） シホン ブソク ガク ク ノ シュウエキ コウジョ アト																								-																		-						-				-				-				-				-				-				-		(63)		1,447		(57)		1,430		(-)		0		(56)		1,608		ERROR:#DIV/0!

		累積欠損金 ルイセキ ケッソン キン										(540)		12,435				(553)		18,736				(563)		21,377																(554)		18,738				(559)		20,022		(563)		21,377		(549)		21,586		(529)		20,733		(516)		20,364		(500)		19,620		(505)		19,788		(486)		18,056		(478)		17,884		(-)		0		(484)		19,005		ERROR:#DIV/0!

		不良債務 フリョウ サイム										(102)		761				(104)		953				(97)		651																(105)		1,052				(115)		1,278		(97)		651		(87)		573		(66)		339		(40)		172		(34)		125		(27)		109		(68)		283		(62)		248		(-)		0		(74)		375		ERROR:#DIV/0!

		減価償却額B ゲンカ ショウキャクガク												2,478						2,762						2,853																		2,853						2,821				2,853				2,823				2,873				2,889				2,924				3,036				3,589				3,734				0				3,935		ERROR:#DIV/0!

		償却前収支　A+B ショウキャク マエ シュウシ												1,526						777						1,052																		869						884				1,052				1,834				3,034				2,926				3,156				2,700				△ 1,281				2,997				0				2,950		ERROR:#DIV/0!

		総事業数 ソウ ジギョウ スウ												758						669						670																		671						671				670				668				671				678				675				678				681				680				0				682		ERROR:#DIV/0!

		総病院数 ソウ ビョウイン スウ												998						973						943																		975						961				943				931				917				908				897				892				881				886				0				867		ERROR:#DIV/0!

		総事業数・病院数に対する割合 ソウジギョウ スウ ビョウインスウ タイ ワリアイ						純損失を生じた
事業数 ジュンソンシツ ショウ ジギョウ スウ						54.2						77.2						70.3																		77.0						73.3				70.3				59.0				43.2				42.8				43.7				51.0				72.4				53.8				ERROR:#DIV/0!				58.2		－

								経常損失を生じた
事業数 ケイジョウ ソンシツ ショウ ジギョウ スウ						55.8						78.9						71.9																		78.7						74.8				71.9				60.3				44.3				43.2				45.5				51.8				54.3				56.2				ERROR:#DIV/0!				57.8		－

								純損失を生じた
病院数 ジュンソンシツ ショウ ビョウイン スウ						56.0						73.6						69.1																		73.1						70.6				69.1				57.6				45.0				45.6				48.4				53.3				76.3				56.8				59.6				61.0		－

								経常損失を生じた
病院数 ケイジョウ ソンシツ ショウ ビョウイン スウ						57.3						74.5						70.3																		74.7						71.9				70.3				58.9				46.1				46.6				49.6				53.6				55.2				58.4				61.7				60.3		－

		総収支比率 ソウシュウシ ヒリツ												97.8						95.3						95.8																		95.4						95.5				95.8				97.7				100.4				100.1				100.5				99.2				90.7				98.5				ERROR:#DIV/0!				98.1		－

		経常収支比率 ケイジョウ シュウシ ヒリツ												97.6						95.2						95.7																		95.3						95.3				95.7				97.6				100.6				100.6				100.8				99.8				99.3				98.9				ERROR:#DIV/0!				98.5		－

		総収益に占める他会計繰入金
の割合 ソウシュウエキ シ タカイケイ クリイレキン ワリアイ																								14.3																		13.3						13.3				14.3				14.4				13.9				13.8				13.4				13.2				13.2				12.4				ERROR:#DIV/0!				12.2		－

		総収支比率 ソウシュウシ ヒリツ												97.8						95.3						95.8																		95.4						1,670				1,840				2,050				1,980				1,940				1,790				2,080				2,000				2,060				1,950				2,000		－



項　目

年　度



Sheet2

		営業収益 エイギョウ シュウエキ						70553439						4027199647		(1)		(1)		総収益 ソウシュウエキ				経常収益 ケイジョウ シュウエキ		4,067,503,574
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				資産見返戻入 シサン ミカエ レイニュウ				1662305								(6)		(6)						経常費用 ケイジョウ ヒヨウ		4,267,744,139				経常収支 ケイジョウ シュウシ		(200,240,565)

				その他営業収益 ホカ エイギョウ シュウエキ				2440151								(7)		(7)

				            室料差額収益 シツリョウ サガク シュウエキ		室料差額収益 シツリョウ サガク シュウエキ		740948								(8)		(8)

				            公衆衛生活動収益 コウシュウ エイセイ カツドウ シュウエキ		公衆衛生活動収益 コウシュウ エイセイ カツドウ シュウエキ		179395								(9)		(9)
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						基本給 キホンキュウ		14885243						111066689		(14)		(14)		その他医業収益 タ イギョウ シュウエキ
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				　　　　　　退職給与金 タイショク キュウヨ キン		退職給与金 タイショク キュウヨ キン		1710173						7804405		(18)		(18)		国庫補助金 コッコ ホジョキン
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				材料費 ザイリョウヒ				14764826						81038788		(20)		(20)		他会計補助金 タカイケイ ホジョキン

				減価償却費 ゲンカ ショウキャクヒ				6673277						332254049		(21)		(21)		他会計負担金 タカイケイ フタンキン

				その他営業費用 ホカ エイギョウ ヒヨウ				11051728						59703292		(22)		(22)		その他医業外収益 タ イギョウガイ シュウエキ

				　　　　　　委託費 イタクヒ		委託費 イタクヒ		5838514						4221867704		(23)		(23)		総費用 ソウヒヨウ

				　　　　　　光熱水費 コウネツ ミズ ヒ		光熱水費 コウネツ ミズ ヒ		1693522						3951668741		(24)		(24)		医業費用 イギョウ ヒヨウ

				　　　　　　通信運搬費 ツウシン ウンパンヒ		通信運搬費 ツウシン ウンパンヒ		54208						1935994201		(25)		(25)		職員給与費 ショクイン キュウヨヒ

				　　　　　　修繕費 シュウゼンヒ		修繕費 シュウゼンヒ		613481						913012994		(26)		(26)		材料費 ザイリョウヒ

				　　　　　　研究研修費 ケンキュウ ケンシュウヒ		研究研修費 ケンキュウ ケンシュウヒ		454697						278595199		(27)		(27)		減価償却費 ゲンカ ショウキャクヒ

				　　　　　　厚生福利費 コウセイ フクリヒ		厚生福利費 コウセイ フクリヒ		105158								(28)		(28)

				　　　　　　賃借料 チンシャク リョウ		賃借料 チンシャク リョウ		655619								(29)		(29)

				　　　　　　その他 ホカ		その他 ホカ		1636528						824066347		(30)		(30)		その他医業費用 タ イギョウ ヒヨウ

		営業損益 エイギョウ ソンエキ						1230197								(31)		(31)

		営業外収益 エイギョウ ガイ シュウエキ						1533781								(32)		(32)

				運営費負担金収益 ウンエイヒ フタンキン シュウエキ				583367								(33)		(33)

				運営費交付金収益 ウンエイヒ コウフキン シュウエキ				313176								(34)		(34)

				補助金等収益 ホジョキン トウ シュウエキ				177019								(35)		(35)

				財務収益 ザイム シュウエキ				9891								(36)		(36)

						うち　受取利息		9891						244306414		(37)		(37)		医業外費用 イギョウガイ ヒヨウ

				その他医療外収益 ホカ イリョウ ガイ シュウエキ				450328						116027715		(38)		(38)		支払利息 シハライ リソク
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						　 う ち 患者外給食材料費 カンジャ ソト キュウショク ザイリョウヒ		3633
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		経常損益 ケイジョウ ソンエキ						318236

		臨時利益 リンジ リエキ						8085

				固定資産売却益 コテイ シサン バイキャク エキ				0

				その他 ホカ				8085

		臨時損失 リンジ ソンシツ						89837

				固定資産除却損 コテイシサン ジョキャクソン				24648

				その他 ホカ				65189

		臨時損益 リンジ ソンエキ						-81752

		当期純損益 トウキ ジュンソンエキ						236484

		目的積立金取崩額 モクテキ ツミタ キン トリクズシ ガク						0

		当期純損益 トウキ ジュンソンエキ						236484

		総収支比率 ソウシュウシ ヒリツ						100.3290952965

		経常収支比率 ケイジョウ シュウシ ヒリツ						100.4434171731

		営業収支比率 エイギョウ シュウシ ヒリツ						101.774580883

		職員給与対営業収益比率 ショクイン キュウヨ タイ エイギョウ シュウエキ ヒリツ						52.206400598

		営業費用に占める職員給与費の割合 エイギョウ ヒヨウ シ ショクイン キュウヨヒ ワリアイ						53.1328454027

		病床利用率 ビョウショウ リヨウ リツ						75.5144101448

		病床数 ビョウショウ スウ						3544







公立病院経常収支の状況（黒字・赤字病院の割合）（地方独立行政法人を含む）
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経常損益

500床以上病院
（H29：98病院）

400床以上500床未満病院
（H29：81病院）

300床以上400床未満病院
（H29：119病院）

経常利益

経常損失 経常損失 経常損失

経常収支比率

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

102.4 103.0 101.7 101.1 100.3 99.8 100.1

他会計繰入金比率

経常利益 経常利益

（単位：％）

（単位：％）

（単位：％）（単位：％）

（単位：％） （単位：％）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

11.5 10.8 10.6 10.1 9.6 9.5 9.4

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

11.5 11.1 10.9 10.5 11.1 10.8 10.4

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

13.1 13.1 12.5 12.0 11.3 11.5 11.6

※経常収益に対する他会計繰入金の比率

（単位：億円） （単位：億円） （単位：億円）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

101.5 102.0 100.2 99.6 98.7 98.5 98.7

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

99.2 99.6 98.9 97.8 97.9 97.2 97.0

規模別の公立病院の経営状況（300床以上）（地方独立行政法人を含む）

※建設中、想定企業会計の病院を除く
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経常損益

200床以上300床未満病院
（H29：109病院）

100床以上200床未満病院
（H29：213病院）

100床未満病院
（H29：247病院）

経常利益

経常損失 経常損失 経常損失

経常収支比率

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

98.6 98.5 98.2 97.9 97.1 96.2 97.1

他会計繰入金比率

経常利益 経常利益

（単位：％）

（単位：％）

（単位：％）（単位：％）

（単位：％） （単位：％）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

16.8 16.5 15.5 15.3 15.3 15.2 15.5

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

16.7 16.5 16.6 15.8 16.1 16.5 17.0

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

23.1 23.8 24.2 23.8 23.7 24.9 24.6

※経常収益に対する他会計繰入金の比率

（単位：億円） （単位：億円） （単位：億円）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

98.1 97.2 96.3 97.0 98.2 96.6 96.5

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

98.9 98.2 97.9 98.1 97.7 98.1 97.6

規模別の公立病院の経営状況（300床未満）（地方独立行政法人を含む）

※建設中、想定企業会計の病院を除く
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※出典：地方公営企業決算状況調査
地方独立行政法人（病院事業）に関する決算状況調査

※指定管理者制度導入病院を除く

公立病院の病床規模別常勤医師数（100床当たり）の推移（地方独立行政法人を含む）
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規模別グラフ



400床以上500床未満	

H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	11.415699899888111	11.597348507068693	11.885817168079917	12.026590902821836	12.300477441591095	12.768978092030176	13.434208326366829	13.402740757000847	13.745843573803674	14.878431604821273	14.798422560785315	300床以上400床未満	

H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	10.258121012468203	10.139574745949476	10.057900831666492	10.014980613323935	10.640742783599928	10.735862595773247	11.339311541799248	11.316703337486414	12.299674585892198	12.33167112331671	12.737455536214334	200床以上300床未満	

H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	9.0338461538461541	8.7104179113864344	8.7323847311533722	8.7765323157643689	8.666201117318435	9.098412936630023	9.1374379045611924	8.7167174034215158	9.4322641033948962	9.602095831118536	9.9115616911130289	100床以上200床未満	

H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	7.1418164864943625	6.7446783488180646	6.818890937455679	6.8394691417414197	6.9146090824629063	6.8548159040778236	7.1047411505042888	6.9728152357548767	7.1067373202119599	7.2575775872479165	7.2215572537826471	100床未満	

H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	6.4555279431312496	6.1700913242009134	5.9610705596107056	5.9316333394484193	5.7118342832628546	5.8400151524717465	6.0990691922150617	6.1460010735373061	6.1594902490828343	6.1507288058043006	6.0635538261997404	全　体

全体	

H17	H18	H19	H20	H2	1	H22	H23	H24	H25	H26	H27	10.27344911044117	10.118696392074366	10.18919258479441	10.385491501664621	10.765086926518711	11.101746098996692	11.54897618852347	11.452958332483529	12.177988113174411	12.625534684768457	12.88862967178725	500床以上	

H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	12.803754462743292	12.747438501801575	12.9030816663936	13.474204171240395	14.297102560171702	14.842497842436197	15.400149123897105	15.610981518033377	16.483686647362145	17.124582955366616	17.918935073746788	公立病院の地域別常勤医師数（100床当たり）の推移（地方独立行政法人を含む）



規模別グラフ (指定管理除き)



公立病院の地域別常勤医師数（100床当たり）の推移（地方独立行政法人を含む）

400床以上500床未満	

H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	11.885817168079917	12.303871768822667	12.741425728666744	13.42248493006379	14.122506371385887	14.18049104180491	14.478011938116699	15.6911737147854	15.78501392083283	16.28583903361956	16.954437156219669	300床以上400床未満	

H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	10.417620761094755	10.32055938975663	10.97988996395371	11.459491512860426	12.01011055225062	12.300466778078718	13.279970412638031	13.405085500301151	13.776261937244202	14.076246334310852	14.381454625357065	200床以上300床未満	

H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	9.2489946744919038	9.5669613013444259	9.4678619111195879	10.00908040283969	10.160271163744403	9.9461839530332679	10.542411073555447	10.906503363808866	11.485585735710716	11.689800076403923	11.757907802936266	100床以上200床未満	

H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	7.428589093607024	7.4778514342357969	7.5896864456619308	7.5914012239133841	7.8072934508423915	7.6722481471314854	7.8132927447995932	7.967993544916621	7.9112627986348123	7.9985942716570015	8.0275146756941691	100床未満	

H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	6.2412555508242598	6.2938881664499347	6.0828046307802994	6.2180349932705248	6.527506283161129	6.6448326055312954	6.6675975703414085	6.6407355021216405	6.5931736273054904	6.680820948336871	6.871345029239766	全　体

全体	

H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	10.564740767364542	10.851371644141668	11.288823718951532	11.797650530834387	12.269456781025154	12.310310749972549	13.007728097543128	13.520278423199276	13.869937655228345	14.192605910776493	14.541900129302382	500床以上	

H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	13.145874747719995	13.733838886126307	14.574152211283012	15.256304650868078	15.828222818448959	16.114508060033351	16.940734491157134	17.596118898247497	18.441662094078914	18.82028647286625	19.287034054887869	

集計データ

		100床当たり医師数の推移（自治体＋独法） ユカ ア イシスウ スイイ ジチタイ ドッポウ



				【参考】指定込み サンコウ シテイ コ										↓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グラフ参照領域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　↓ サンショウ リョウイキ

				区分 クブン		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		a		500床以上 ユカ イジョウ		12.4		12.7		12.8		12.7		12.9		13.5		14.3		14.8		15.4		15.6		16.5		17.1		17.9		18.3		18.7

		b		400床以上500床未満 ショウイジョウ ショウ ミマン		11.0		11.1		11.4		11.6		11.9		12.0		12.3		12.8		13.4		13.4		13.7		14.9		14.8		15.5		16.1

		c		300床以上400床未満 ショウイジョウ ショウ ミマン		10.4		10.3		10.3		10.1		10.1		10.0		10.6		10.7		11.3		11.3		12.3		12.3		12.7		13.0		13.3

		d		200床以上300床未満 ショウイジョウ ショウ ミマン		9.5		9.2		9.0		8.7		8.7		8.8		8.7		9.1		9.1		8.7		9.4		9.6		9.9		10.2		10.3

		e		100床以上200床未満 ショウイジョウ ショウ ミマン		7.6		7.3		7.1		6.7		6.8		6.8		6.9		6.9		7.1		7.0		7.1		7.3		7.2		7.3		7.2

		f		100床未満 ショウ ミマン		7.0		6.7		6.5		6.2		6.0		5.9		5.7		5.8		6.1		6.1		6.2		6.2		6.1		6.1		6.4

				全体 ゼンタイ		10.3		10.3		10.3		10.1		10.2		10.4		10.8		11.1		11.5		11.5		12.2		12.6		12.9		13.2		13.6



				指定除き シテイ ノゾ

				区分 クブン		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

		a		500床以上 ユカ イジョウ		12.5		12.8		13.0		13.0		13.1		13.7		14.6		15.3		15.8		16.1		16.9		17.6		18.4		18.8		19.3

		b		400床以上500床未満 ショウイジョウ ショウ ミマン		11.0		11.1		11.4		11.6		11.9		12.3		12.7		13.4		14.1		14.2		14.5		15.7		15.8		16.3		17.0

		c		300床以上400床未満 ショウイジョウ ショウ ミマン		10.5		10.5		10.6		10.5		10.4		10.3		11.0		11.5		12.0		12.3		13.3		13.4		13.8		14.1		14.4

		d		200床以上300床未満 ショウイジョウ ショウ ミマン		10.1		9.8		9.5		9.2		9.2		9.6		9.5		10.0		10.2		9.9		10.5		10.9		11.5		11.7		11.8

		e		100床以上200床未満 ショウイジョウ ショウ ミマン		8.2		7.9		7.8		7.4		7.4		7.5		7.6		7.6		7.8		7.7		7.8		8.0		7.9		8.0		8.0

		f		100床未満 ショウ ミマン		7.1		6.7		6.5		6.3		6.2		6.3		6.1		6.2		6.5		6.6		6.7		6.6		6.6		6.7		6.9

				全体 ゼンタイ		10.6		10.5		10.6		10.5		10.6		10.9		11.3		11.8		12.3		12.3		13.0		13.5		13.9		14.2		14.5



						(0.11)		(0.11)		(0.22)		(0.23)		(0.24)		(0.26)		(0.28)		(0.41)		(0.43)		(0.50)		(0.46)		(0.47)		(0.52)		(0.52)

						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		(0.28)		(0.44)		(0.65)		(0.69)		(0.78)		(0.73)		(0.81)		(0.99)		(0.79)

						(0.14)		(0.20)		(0.37)		(0.35)		(0.36)		(0.31)		(0.34)		(0.72)		(0.67)		(0.98)		(0.98)		(1.07)		(1.04)		(1.08)

						(0.67)		(0.61)		(0.48)		(0.47)		(0.52)		(0.79)		(0.80)		(0.91)		(1.02)		(1.23)		(1.11)		(1.30)		(1.57)		(1.44)

						(0.59)		(0.62)		(0.66)		(0.63)		(0.61)		(0.64)		(0.68)		(0.74)		(0.70)		(0.70)		(0.71)		(0.71)		(0.69)		(0.73)

						(0.09)		(0.05)		(0.04)		(0.13)		(0.28)		(0.36)		(0.37)		(0.38)		(0.43)		(0.50)		(0.51)		(0.49)		(0.53)		(0.56)

																												さらにバックデータは２５表・６６表より ヒョウ ヒョウ

																												病床数でフィルターにかけて算出 ビョウショウスウ サンシュツ





100床当たり職員数（指定管理除き）

				H29

		500床以上 ショウ イジョウ		19.3

		400～500		17.0

		300～400		14.4

		200～300		11.8

		100～200		8.0

		100床未満 ショウ ミマン		6.9

		合計 ゴウケイ		14.5

		計医師数 ケイ イシスウ		H29

		500床以上 ショウ イジョウ		11,378

		400～500		5,764

		300～400		5,236

		200～300		2,747

		100～200		2,229

		100床未満 ショウ ミマン		987

		合計 ゴウケイ		28,341

		計病床数 ケイ ビョウショウスウ		H29

		500床以上 ショウ イジョウ		58,993

		400～500		33,997

		300～400		36,408

		200～300		23,363

		100～200		27,767

		100床未満 ショウ ミマン		14,364

		合計 ゴウケイ		194,892

		公医師数 コウ イシスウ		H29

		500床以上 ショウ イジョウ		8,553

		400～500		4,303

		300～400		4,325

		200～300		2,069

		100～200		2,071

		100床未満 ショウ ミマン		947

		合計 ゴウケイ		22,268

		公病床数 コウ ビョウショウスウ		H29

		500床以上 ショウ イジョウ		46,089

		400～500		26,945

		300～400		31,052

		200～300		19,167

		100～200		25,798

		100床未満 ショウ ミマン		13,822

		合計 ゴウケイ		162,873

		独医師数 ドク イシスウ		H29

		500床以上 ショウ イジョウ		2,825

		400～500		1,461

		300～400		911

		200～300		678

		100～200		158

		100床未満 ショウ ミマン		40

		合計 ゴウケイ		6,073

		独病床数 ドク ビョウショウスウ		H29

		500床以上 ショウ イジョウ		12,904

		400～500		7,052

		300～400		5,356

		200～300		4,196

		100～200		1,969

		100床未満 ショウ ミマン		542

		合計 ゴウケイ		32,019





100床当たり職員数（指定管理込み）

				H29

		500床以上 ショウ イジョウ		18.7

		400～500		16.1

		300～400		13.3

		200～300		10.3

		100～200		7.2

		100床未満 ショウ ミマン		6.4

		合計 ゴウケイ		13.6

		計医師数 ケイ イシスウ		H29

		500床以上 ショウ イジョウ		11,380

		400～500		5,764

		300～400		5,236

		200～300		2,747

		100～200		2,263

		100床未満 ショウ ミマン		994

		合計 ゴウケイ		28,384

		計病床数 ケイ ビョウショウスウ		H29

		500床以上 ショウ イジョウ		60,753

		400～500		35,800

		300～400		39,383

		200～300		26,607

		100～200		31,230

		100床未満 ショウ ミマン		15,525

		合計 ゴウケイ		209,298

		公医師数 コウ イシスウ		H29

		500床以上 ショウ イジョウ		8,555

		400～500		4,303

		300～400		4,325

		200～300		2,069

		100～200		2,105

		100床未満 ショウ ミマン		954

		合計 ゴウケイ		22,311

		公病床数 コウ ビョウショウスウ		H29

		500床以上 ショウ イジョウ		47,849

		400～500		28,748

		300～400		34,027

		200～300		22,411

		100～200		29,261

		100床未満 ショウ ミマン		14,983

		合計 ゴウケイ		177,279

		独医師数 ドク イシスウ		H29

		500床以上 ショウ イジョウ		2,825

		400～500		1,461

		300～400		911

		200～300		678

		100～200		158

		100床未満 ショウ ミマン		40

		合計 ゴウケイ		6,073

		独病床数 ドク ビョウショウスウ		H29

		500床以上 ショウ イジョウ		12,904

		400～500		7,052

		300～400		5,356

		200～300		4,196

		100～200		1,969

		100床未満 ショウ ミマン		542

		合計 ゴウケイ		32,019







都
道
府
県

○ 「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が「地域医療構想」を策定。平成２８年度
中に全都道府県で策定済み。
※ 「地域医療構想」は、二次医療圏単位での策定が原則。

○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の
医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作
成。平成２７年３月に発出。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を策定し、
更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療

需要と病床の必要量を推計
・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（二次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

（機能が
見えに
くい）

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、
「地域医療構想調整会議」で議論・調整。

医療機能の現状と今後の
方向を報告（毎年１０月）

病床機能報告

回復期機能の
患者

高度急性期機能
の患者

慢性期機能の患者

急性期機能の患者医療機能

を自主的
に選択

厚生労働省資料
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① 地方公共団体に対する新公立病院改革プラン策定の要請

ⅰ） 策 定 時 期 平成27年度又は平成28年度（地域医療構想の策定状況を踏まえつつ、できる限り早期に策定）

ⅱ） プランの期間 策定年度～平成32年度を標準

ⅲ） プランの内容 以下の４項目を内容とする

・ 将来の機能別の医療需要・必要病床数が示される地域
医療構想と整合性のとれた形での当該公立病院の具体的
な将来像を明確化

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割を
明確化 等

・ 病院間で機能の重複・競合が見られる病院、病床利用率
が低水準の病院等、再編・ネットワーク化を引き続き推進
（公的・民間病院との再編等を含む） 等

② 都道府県の役割の強化
・ 都道府県は、医療介護総合確保推進法に基づき、地域医療提供体制の確保について、これまで以上の責任を

有することから、地域医療構想の実現に向けた取組とも連携しつつ、再編・ネットワーク化等に積極的に参画

・ 管内の公立病院施設の新設・建替等に当たっての都道府県のチェック機能を強化

※ プラン策定後、医療介護総合確保推進法に基づく協議の場の合意事項と齟齬が生じた場合は、速やかにプランを修正

主な項目

地域医療構想を踏まえた役割の明確化

・ 公立病院が担う役割を確保しつつ、黒字化を目指して、
経常収支比率等の数値目標を設定し、経営を効率化

・ 医師等の人材確保・育成、経営人材の登用等に留意しつつ、
経費削減・収入増加等の具体的な取組を明記 等

再編・ネットワーク化

・ 民間的経営手法導入等の観点から、地方独立行政法人化、
指定管理者制度導入、地方公営企業法の全部適用、民間譲渡等
経営形態の見直しを引き続き推進 等

経営形態の見直し

新 経営の効率化

公立病院改革の目指すもの

○ 公・民の適切な役割分担の下、地域において必要な医療提供体制を確保

○ その中で、公立病院が安定的に不採算医療や高度・先進医療などの重要な役割を担っていくことができるようにする

新公立病院改革ガイドライン（平成27年3月31日付け総務省自治財政局長通知）
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② 相互の医療機能の再編
○機能分担による病床規模又は診療科目の見直しを

伴うことが必要。
○経営主体が統合されていること。

再編に係る経費のみが対象

対象経費の例： 遠隔医療機器、情報システムの統合整備費、高度医療施設、高度医
療機器など

※ただし、経営主体の統合を伴わない場合でも、以下に掲げる全ての
取組が行われていれば再編に係る経費を対象とする。

・機能分担による病床規模又は診療科目の見直し
・共同購入等による医薬品、診療材料等の効率的調達
・医師の相互派遣による協力体制の構築
・医療情報の共有等による医療提供の連携体制の構築

新公立病院改革プランに基づき行われる公立病院等の再編・ネットワーク化に係る施設・設備の整備につい
て、病院事業債（特別分）を措置（平成32年度までの措置）。

病院事業債の特別分の対象：元利償還金の40％を普通交付税措置〈特別分〉

① 複数病院の統合
○関係する複数病院が、統合により１以上減と

なることが原則。
○経営主体も統合されていること。

原則として整備費全額が対象

病院事業債（100％）

40%
元利償還金に応じて算入

病院事業債（100％）

25%
元利償還金に応じて算入

（参考）通常の整備に対する病院事業債のスキーム

再編・ネットワーク化に係る施設・設備の整備に係る地方財政措置
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高松市民病院
（417床）

香川病院
（126床）

塩江病院
（87床）

急性期

高松市立みんなの病院
附属医療施設

（60床）

高松市立みんなの病院
（305床）

山間部唯一の医療機関として、
多様な病態の初期医療や慢性
期医療に対応し、高松市新病院
の後方医療も担う

がん・救急・災害・感染症・へき
地医療に重点的に取り組む

急性期

急性期

急性期機能を
新病院
に集約

急性期

慢性期
慢性期

慢性期
慢性期機能を
附属医療施設

に集約

＜ネットワーク化の内容＞
 医師の相互派遣
 ICTを活用した医療情報システム

や物品管理情報システムの一元
化

 病態に応じた患者の転送等

ネットワーク化

香川県高松市内の３公立病院の再編・ネットワーク化（３病院を２病院へ統合・再編）

高松市民病院と香川病院を移転統合して「高松市立みんなの病院」を建設し、塩江病院をその附属医療施設とする再編
「高松市立みんなの病院」：高松市医療全体の最適化を目指すリーディングホスピタルとして地域の医療水準の向上を図る
「附属医療施設」：山間部唯一の医療機関として多様な病態の初期医療等に対応するとともに、「高松市立みんなの病院」の

後方支援病院と しての機能も担う

統合・再編後（H30.9～）統合・再編前

再編・ネットワーク化（自治体病院間）①

高松市立みんなの病院

高松市立
みんなの病院
附属医療施設
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つがる市成人病センター
（92床）

公立金木病院
（176床）

鰺ヶ沢町立中央病院
（140床）

小野市民病院
（220床）

三木市民病院
（323床）

北播磨総合医療センター
（450床）

＜取組による主な効果＞

・ 広域連合内の医師数が増加
（50名（H23）→61名（H26））すると
ともに、中核病院の診療科が充実
（16診療科→21診療科）。

・ 関係医療機関において患者情
報を共有し、切れ目ない医療提供
を実現。

＜取組による主な効果＞

・ 医師数が増加（62名（H24）→88名
（H25））し、診療科が充実。

（21診療科→33診療科）

・ 休止・縮小していた分娩や小児
救急を開始・拡充するなど、必要
とされる地域医療を確保。

つがる総合病院
（438床）

鶴田町立中央病院
（130床）

（つがる西北五広域連合）
つがる市民診療所

（無床）

（北播磨総合医療センター企業団）

かなぎ病院
（100床）

鶴田診療所
（無床）

五所川原市立西北中央病院
（416床）

鰺ヶ沢病院
（100床）

基幹病院・サテライト型（青森県西北五医療圏の例）

統合型（兵庫県三木市・小野市の例）

統合・再編前 統合・再編後（H26.4～）

統合・再編後（H25.10～）

再編・ネットワーク化（自治体病院間）②

統合・再編前
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酒田市酒田病院
（400床）

山形県立
日本海総合病院

（528床）

神鋼加古川病院
（株式会社立）

（198床）

加古川市立
加古川市民
病院（405床）

＜取組による主な効果＞

〈日本海総合病院〉
・ 酒田医療センターから診療科を移行して、

急性期病院として集約を図り、手術件数の
増加、平均在院日数の短縮を実現。

〈日本海酒田リハビリテーション病院〉
・ 療養病床への移行（７科→２科）、回復期リ

ハビリテーション機能の強化により、回復
期・慢性期に対応

・ ２病院間の役割分担と、人員配置の弾力
化により、医師数の増加
（105名（H19） → 157名（H30））等を実現。

日本海総合病院
（646床）

酒田医療センター（114床）

（H30.4～日本海酒田リハビリ
テーション病院）

（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

（405床）

加古川東
市民病院

（198床）

（地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構（H20.4～））

（急性期） （回復期、慢性期）
役割分担

平成28年7月に
2病院を統合した
新病院を開院

（H28.7～）

（H23.4～）

加古川中央
市民病院

（600床）

県・市統合型（日本海総合病院の例）

官・民統合型（兵庫県加古川中央市民病院の例）

統合・再編前

統合・再編後（H20.4～）

統合・再編後

＜取組による主な効果＞

・ 教育支援機能を充実し、豊富な臨床
経験を可能とするなど、病院の魅力を
高めることにより、医療スタッフを確保
（医師99名（H22）→137名（H28））。

・ 医療スタッフの確保、経営統合による
２病院間の柔軟な人員配置等により、
効果的かつ総合的な診療体制を実現
（19科→30科）。

・ 休床中の病床の段階的な再開（稼働
病床526床→600床）を実現。

統合・再編前

再編・ネットワーク化（他自治体・民間との統合例）①

（H30.４～）
酒田市立八幡病院
（46床）を無床診療
所化したほか酒田
市運営の５診療所
を同機構に統合

（H30.４～）
地域医療連携推進法人
制度を活用し、医師会、
歯科医師会、薬剤師会
等の参画を得て地域包
括ケアシステムのモデ
ル構築等に取り組む「日
本ヘルスケアネット」を
設立し連携強化
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筑西市民病院
（173床）

県西総合病院
[一部事務組合]

（299床） 【急性期を中心とした医療体制】

山王病院 [民間医療法人]

（79床）

医師の分散等による急性期医療機能の低下という課題解決を目的として、筑西市民病院と県西総合病院を統合し、「茨城県
西部メディカルセンター」を整備

併せて、県西総合病院の統合に伴う桜川市の医療機能低下に対応するため、新たに「さくらがわ地域医療センター」を整備（山
王病院（民間）による指定管理を予定）

機能を集約化することにより、地域内で二次救急医療まで完結できる体制を強化

【回復期・慢性期を中心
とした医療体制】

ネットワーク化

＜ネットワーク化の内容＞
 病院機能の分化・連携
 ICTを活用した患者情報の共有化
 救急医療の連携

さくらがわ地域医療センター
[指定管理]
（128床）

指定管理予定者の医療
資源や医療機能を活用

茨城県筑西市・桜川市の公立２病院と民間病院の再編・ネットワーク化（３病院を２病院へ統合・再編）

茨城県西部メディカルセンター
[地方独立行政法人]

（250床）

統合・再編前 統合・再編後（H30.10～）

再編・ネットワーク化（他自治体・民間との統合例）②

茨城県西部メディカルセンター

さくらがわ地域医療センター
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 民間的経営手法により効率的な経営を確保しつつ、公立病院としての役割を果たすため、地方独立行政法人化
や指定管理者制度（公設民営）導入など経営形態の見直しを推進。

H20年度総数
(943病院中）

H21年度～H25年度
（前ガイドライン期間）に見直しを

実施した病院数

H26年度～H29年度に見直しを
実施した病院数

H29年度総数
（867病院中）

地方独立行政法人化 １１ ５３ ２２ ９０

指定管理者制度導入 ５４ １６ ９ ７５

地方公営企業法の全部適用 ２８４ １１４ ３５ ３８６

民間譲渡 - １４ ４ -

診療所化等 - ３０ １１ -

合 計 - ２２７ ８１ -

平均 ＋４．８％ 改善

【増加】
37病院
75.5%

【減少】
12病院
24.5%

49病院
(100.0%)

地方独立行政法人化 指定管理者制度導入
地方公営企業法の

全部適用化

【増加】
12病院
80.0%

【減少】
3病院
20.0%

15病院
(100.0%)

平均 ＋１０．０％ 改善

【増加】
66病院
58.9%

【減少】
46病院
41.1%

112病院
(100.0%)

平均 ＋２．１％ 改善

医業収支比率 医業収支比率 医業収支比率

２．経営形態の見直しによる経営改善状況（H20年度→H25年度）（前ガイドライン期間）

１．経営形態の見直し状況

※ 平成２９年度末時点の病院数について
・地方独立行政法人：民間病院等が地方独立行政法人化した数を含めている。
・指定管理者制度：一般行政病院等が公立病院化した数を含めている。
・全部適用：地方独立行政法人化、指定管理制度導入及び廃止等による減少を含めている。

経営形態の見直しについて
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経営形態別の経常収支比率、医業収支比率及び修正医業収支比率の推移

○ 経常収支比率 ＝ （医業収益＋医業外収益）÷（医業費用＋医業外費用）
○ 医業収支比率 ＝ 医業収益÷医業費用 ※ 独法は独法以外と比較するため、救急及び保健衛生行政に係る繰入のみを反映

○ 修正医業収支比率 ＝ （入院収益＋外来収益＋その他医業収益）÷医業費用 ※ 医業収益から他会計負担金を除く

100.4 100.6 100.7
99.4 99.1 98.8 97.8 98.1

93.0 93.1 93.8 92.7
90.9 90.4 88.9 88.9

90.0 90.1 90.8
89.8 88.2

87.7
86.1 86.1

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

全部適用

経常収支比率 医業収支比率 修正医業収支比率

99.8 99.8 99.8 99.3 99.0 98.5 98.0 97.8

92.2 92.2 92.5 92.0
89.6 89.6

87.5 87.589.1 89.1 89.4 88.9
86.6

86.7
84.4

84.4

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

一部適用

経常収支比率 医業収支比率 修正医業収支比率

105.1
103.4 104.2

102.7
100.5 100.1

100.2 100.5

91.6 91.1
93.0

91.0 91.5 91.1 91.8 92.5

88.0 88.1
90.2

88.6 88.9 88.5
89.4

90.2

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

地方独立行政法人

経常収支比率 医業収支比率 修正医業収支比率

100.1 99.9
98.2 97.5

99.1 98.2
98.4 98.7

92.4 92.6

89.3 90.2 90.7
89.3 89.3 89.1

90.3 90.7

87.2
88.3 88.9 87.9 87.8 87.8

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

指定管理者

経常収支比率 医業収支比率 修正医業収支比率

19



病院事業の抜本的な改革等に係る先進・優良事例集について（平成31年３月）

再編・ネットワーク化 経営形態見直し

①市町村立病院間
（同一市町村）

○宮城県石巻市（石巻市立病院・石巻市立雄勝病院）
○長野県岡谷市（岡谷市民病院）
○三重県桑名市 地方独立行政法人桑名市総合医療センター（桑名東医療センター・桑名西医

療センター・桑名南医療センター）
○兵庫県加古川市 地方独立行政法人加古川市民病院機構（加古川中央市民病院）
○徳島県美波町（美波病院（旧由岐病院）・日和佐診療所（旧日和佐病院））
○宮城県大崎市（大崎市民病院、大崎市民病院鳴子温泉分院等）
○長崎県（長崎市みなとメディカルセンター、琴海病院、野母崎診療所等）

【地方公営企業法全部適用】
○青森県平内町

（平内町国民健康保険平内
中央病院）

【地方独立行政法人化】
○長野県長野市

（長野市民病院）
○岡山県岡山市

（岡山市立市民病院）
○長崎県佐世保市

（佐世保市総合医療センター）
○長崎県長崎市（再掲）

（長崎みなとメディカルセン
ター）

【指定管理者制度導入】
○新潟県魚沼市

（小出病院・堀之内病院）
○大阪府和泉市

（和泉市立病院）
○愛知県名古屋市
（名古屋市立緑市民病院）
○沖縄県久米島町
（久米島町立病院）

【民営化・診療所化】
○長崎県長崎市（再掲）
（琴海病院・野母崎病院）

②市町村立病院間
（複数市町村）

○愛知県 西知多医療厚生組合（公立西知多総合病院）
○香川県土庄町、小豆島町、小豆島中央病院企業団（小豆島中央病院）
○兵庫県（公立豊岡病院組合）

③都道府県立病院と
市町村立病院

○新潟県（魚沼基幹病院）、魚沼市（小出病院・堀之内病院）、南魚沼市（市民病院・ゆきぐに大和
病院）
○奈良県南和広域医療企業団（南奈良総合医療センター、吉野病院等）

④都道府県立病院間 ○香川県（香川県立中央病院・香川県立がん検診センター）
○高知県（高知県立あき総合病院）「県立病院（一般病院と精神科病院）の統合」
○兵庫県（兵庫県立尼崎総合医療センター）

⑤公立病院と民間病
院等の公立病院以外
の病院

○三重県大台町（町立報徳病院、JA三重厚生連大台厚生病院）
○滋賀県東近江市

（東近江市立能登川病院・東近江市蒲生医療センター・国立病院機構東近江総合医療センター）
○三重県桑名市 地方独立行政法人桑名市総合医療センター（再掲）
○兵庫県加古川市 地方独立行政法人加古川市民病院機構（再掲）
○岡山県赤磐市（赤磐市民病院・赤磐医師会病院）
○群馬県渋川市（渋川総合病院、国立病院機構西群馬病院）

⑥地域医療連携推進
法人制度の活用

○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）
○広島県 地域医療連携推進法人 備北メディカルネットワーク

（市立三次中央病院・庄原赤十字病院・三次地区医療センター・庄原市立西城市民病院）

○ 「経営の効率化」、「再編・ネットワーク化」、「経営形態見直し」などの視点に沿った各公立病院の取組について49事例を掲載。

平成28年３月に公表した「公立病院経営改革事例集」に掲載している40事例に加え、以下の９事例を追加（平成31年３月更新）

○各公営企業の担当者が改革の検討を行う際に参照できるよう、検討のきっかけや取組のプロセス、改革の効果額等について具体的に記載。

（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouei/jirei.html）
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２．公立病院改革に係る方針等について



医政局地域医療計画課調べ（精査中）

地域医療構想調整会議における議論の状況

病床数に換算※した場合（病院の規模に差があるため）

■合意済み（98％）
308,307床

（12月末48%）

98% ■議論継続中(2%）
5,915床

■合意済み（25%）
320,207 床

■議論継続中(33%)
422,301 床

■議論未開始(42%)
545,222床

25%

合意済み（議論終了）施設数の推移（3ヶ月毎）

全ての医療機関 計

総病床数 128.7万床中

３月末
合意済み

３月末
合意済み

12月末
合意済み

（2019年3月末時点）

95%

（12月末：52%）

■病床機能報告の報告率

（9月末：19%）

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 計

101回
( 91区域)

366回
( 275区域)

355回
( 240区域)

505回
( 323区域)

1327回

6月末 9月末 12月末 3月末

病院 94.4％ 96.5％ 96.7％ 96.8%

有床診療所 84.5％ 87.6％ 87.7％ 87.8%

■非稼働病棟の病床数■調整会議の開催状況
総数 方針の議論実施

（議論中含む）

病院 16,753床 14,836床（89％）

有床診療所 9,109床 5,778床（63％）

■具体的な医療機関名を挙げた議論の状況

12月末 3月末

対象病院数 823 823

うち合意済み 347 771

うち議論継続中 464 51

うち議論未開始 12 1※１

9月末 12月末

対象病院数 829 829

うち合意済み 423 486

うち議論継続中 372 337

うち議論未開始※ 34 6

公的医療機関等２０２５プラン対象病院

■合意済み（95％）
179,391 床

■議論継続中(5％）
8,755床

■議論未開始(0％）
0 床

■議論未開始(0％)
0床

病床数に換算※した場合（病院の規模に差があるため）

総病床数 18.8万床中

総病床数 31.4万床中

対象 5,660病院 6,736診療所

うち合意済み 2,228病院 1,174診療所

うち議論継続中 1,576病院 2,159診療所

その他の医療機関

12月末時点における議論の状況
（病床数に換算した場合）

議論継続中

50%

議論継続中

33%

未開始

42%

※病床数への換算には、2017年病床機能報告における2017年7月現在の病床数を用いた。

6月末 ９月末 １２月末 ３月末

未報告医療機関の病床数は含まれていない。

第21回地域医療構想に関するWG 資料３

※1 福島県の帰宅困難区域内に立地する公立病院で議論が
できない状況（病床数については０で処理。）。

新公立病院改革プラン対象病院

2025年に向けた対応方針の合意状況

280 
施設

774 
施設

1,125 
施設

4,983 
施設
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経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年６月21日閣議決定)（抄）

第３章 経済再生と財政健全化の好循環

２．経済・財政一体改革の推進等

（２）主要分野ごとの改革の取組

① 社会保障

（基本的な考え方）

また、国と地方が方向性を共有し、適切な役割分担の下で地域の実情を踏まえつつ具体的な取組を
進める。
（医療・介護制度改革）
（ⅱ）医療提供体制の効率化

地域医療構想の実現に向け、全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対応方針について、診療実
績データの分析を行い、具体的対応方針の内容が、民間医療機関では担えない機能に重点化され、
2025年において達成すべき医療機能の再編、病床数等の適正化に沿ったものとなるよう、重点対象区

域の設定を通じて国による助言や集中的な支援を行うとともに、適切な基準を新たに設定した上で原則
として2019年度中（※）に対応方針の見直しを求める。
民間医療機関についても、2025年における地域医療構想の実現に沿ったものとなるよう対応方針の策

定を改めて求めるとともに、地域医療構想調整会議における議論を促す。こうした取組によっても病床の
機能分化・連携が進まない場合には、2020年度に実効性のある新たな都道府県知事の権限の在り方に
ついて検討し、できる限り早期に所用の措置を講ずる。
（※）医療機関の再編統合を伴う場合については、遅くとも2020年秋頃まで。 23



2040年を展望した医療提供体制の改革について（イメージ）

医療資源の分散・偏在

⇒都市部での類似の医療機能を持つ医療
機関の林立により医療資源の活用が非
効率に

⇒医師の少ない地域での医療提供量の不
足・医師の過剰な負担

疲弊した医療現場は医療安全への不安
にも直結

現在

①医師の労働時間管理の徹底
②医療機関内のマネジメント改革（管理者・医師の意識改革、業務の移管や共同化
（タスク・シフティングやタスク・シェアリング）、ICT等の技術を活用した効率化 等）

③医師偏在対策による地域における医療従事者等の確保（地域偏在と診療科偏在
の是正）

④地域医療提供体制における機能分化・連携、集約化・重点化の推進（これを推進
するための医療情報の整理・共有化を含む）⇒地域医療構想の実現

①全ての公立・公的医療機関等における具体的対応方針の合意形成
②合意形成された具体的対応方針の検証と地域医療構想の実現に向けた更なる対策
③かかりつけ医が役割を発揮できるための医療情報ネットワークの構築や適切なオンライン診療等を推進するための適切なルール整備 等

現在 2040年

2025年までに
着手すべきこと

円滑なチーム医療

かかりつけ医が役割を発
揮できる適切なオンライン
診療等医療アクセス確保

地域医療連携専門
コンサルテーション

情報ネットワーク
整備

2040年を展望した2025年までに着手すべきこと

2040年の医療提供体制（医療ニーズに応じたヒト、モノの配置)

都市部集中

機能の重複
ICT等の活用による負担軽減

2040年

どこにいても必要な医療を最適な形で

• 限られた医療資源の配置の最適化（医療従事者、病床、医療機器）
⇒医療計画に「地域医療構想」「医師確保計画」が盛り込まれ、総合的な医療提供体制改革が可能に

• かかりつけ医が役割を発揮するための医療情報ネットワークの整備による、地域医療連携や適切なオンライン診療の実施

医師・医療従事者の働き方改革で、より質が高く安全で効率的な医療へ

• 人員配置の最適化やICT等の技術を活用したチーム医療の推進と業務の効率化
• 医療の質や安全の確保に資する医療従事者の健康確保や負担軽減
• 業務の移管や共同化（タスク・シフティング、タスク・シェアリング）の浸透

医師・医療従事者の働き方改革の推進

地域医療構想の実現等

①地域医療構想や2040年の医療提供体制の展望と整合した医師偏在対策の施行
・ 医師偏在指標に基づく医師確保計画の策定と必要な施策の推進
・ 将来の医療ニーズに応じた地域枠の設定・拡充

・ 地域ごとに異なる人口構成の変化等に対応した将来の診療科別必要医師数を
都道府県ごとに算出
② 総合的な診療能力を有する医師の確保等のプライマリ・ケアへの対応

実効性のある医師偏在対策の着実な推進

◯医療提供体制の改革については2025年を目指した地域医療構想の実現等に取り組んでいるが、2025年以降も少子高齢化の進展が見
込まれ、さらに人口減に伴う医療人材の不足、医療従事者の働き方改革といった新たな課題への対応も必要。
◯2040年の医療提供体制の展望を見据えた対応を整理し、地域医療構想の実現等だけでなく、医師・医療従事者の働き方改革の推進、
実効性のある医師偏在対策の着実な推進が必要。

派遣等による医師確保

医療機能の集約化

総合的な診療能力を
有する医師の確保

三位一体で推進

24
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地域医療構想の実現に向けた更なる取組 
これまでの取組 
公立・公的医療機関等⇒民間医療機関では担えない機能に重点化する観点から、 
2025年に持つべき医療機能ごとの病床数等について具体的対応方針を策定 
＜具体的対応方針の合意結果＞ 

・公立病院、公的医療機関ともに「急性期」からの転換が進んでいない。 
・トータルの病床数は横ばい。 

（新公立病院改革プラン対象病院 2019年３月末  95％合意）（単位：万床） 

 
 

（公的医療機関等2025プラン対象病院 2019年３月末 98％合意） 
2017年 30.2 10.8 15.2 1.9 2.4 

2025年見込 30.3 10.5 15.1 2.5 2.3 

 

 
現在の課題 非効率な医療提供 

(医療資源の分散と偏在、医師の過重労働) 
 

2025年までに着手し着実に実行すべきこと 

Ⅰ.医療施設の最適配置の実現と連携 
～ 地域医療構想の実現：2025年まで ～ 

① 全ての公立・公的医療機関等における
具体的対応方針の合意形成 

② 具体的対応方針の検証と 
地域医療構想の実現に向けた更なる取組 

 
三位一体で推進 

今後の取組 
① 2019年央に、国が、都道府県に対して公立・公的医療機関等の具体的対応方針の検
証を要請。要請対象の医療機関を公表。 

→都道府県が遅くとも2020年秋を目途に再協議・同意を終え、国の更なる対応につなげる。 
 

② ①の医療機関を含む区域から、国が重点的に支援する区域を設定。 
都道府県と連携し、データ分析や再編統合の方向性等について直接助言。 

③ 上記の取組と併せ、民間医療機関の再編を促す観点からも、地域医療介護総合確保
基金の活用状況の検証結果を踏まえ、病床のダウンサイジング支援等の追加的方策等 

Ⅱ.医師・医療従事者の
働き方改革 

（医師の時間外労働に対する 
上限規制：2024年～） 

① 医療機関における労働
時間管理の適正化と 
マネジメント改革 

② 上手な医療のかかり方に
向けた普及・啓発と 
患者・家族への支援 

Ⅲ.実効性のある
医師偏在対策 

（偏在是正の目標年 
：2036年） 

① 地域及び診療科の
医師偏在対策 

② 総合診療専門医の
確保等のプライマリ・
ケアへの対応 

についても検討。 2040年どこにいても質が高く安全で効率的な医療へ 

2040年の医療提供体制を見据えた３つの改革 

【要請の内容】 
・「類似の実績がある医療機関が近接している」又は「診療実績が少ない」医療機関を対象 
・診療領域又は医療機関の再編・統合について地域医療構想調整会議での再協議・同意を要請 

2040年を展望した医療提供体制 
● 2040年に向けて人材不足等の新たな課題に対応するため、Ⅰ.地域医療構想の実現に向けた取組、 
Ⅱ.医療従事者の働き方改革、Ⅲ.医師偏在対策を三位一体で推進し、総合的な医療提供体制改革を実施 

 合計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

2017年 17.4 3.5 11.5 1.4 1.0 

2025年見込 17.4 3.6 10.9 2.0 0.9 

 

令和元年５月31日 経済財政諮問会議
根本厚労大臣提出資料
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 (
2040
年を展望した医療提供体制
2040
年に向けて人材不足等の新たな課題に対応するため、
Ⅰ
.
地域医療構想の実現に向けた取組、
Ⅱ
.
医療従事者の働き方改革、Ⅲ
.
医師偏在対策を三位一体で推進
し、総合的な医療提供体制改革を実施
)地域医療構想の実現に向けた更なる取組 これまでの取組

公立・公的医療機関等⇒民間医療機関では担えない機能に重点化する観点から、

2025年に持つべき医療機能ごとの病床数等について具体的対応方針を策定

＜具体的対応方針の合意結果＞

・公立病院、公的医療機関ともに「急性期」からの転換が進んでいない。

・トータルの病床数は横ばい。

 (
合計
高度急性期
急性期
回復期
慢性期
2017
年
17.4
3.5
11.5
1.4
1.0
2025
年見込
17.4
3.6
10.9
2.0
0.9
)（新公立病院改革プラン対象病院	2019年３月末  95％合意）（単位：万床）





（公的医療機関等2025プラン対象病院 2019年３月末 98％合意）

		2017年

		30.2

		10.8

		15.2

		1.9

		2.4



		2025年見込

		30.3

		10.5

		15.1

		2.5

		2.3








 (
2040
年の医療提供体制を見据えた３つの改革
)

現在の課題	非効率な医療提供

(医療資源の分散と偏在、医師の過重労働)



2025年までに着手し着実に実行すべきこと

Ⅰ.医療施設の最適配置の実現と連携

～ 地域医療構想の実現：2025年まで ～

① 全ての公立・公的医療機関等における具体的対応方針の合意形成

② 具体的対応方針の検証と

地域医療構想の実現に向けた更なる取組



三位一体で推進



今後の取組

① 2019年央に、国が、都道府県に対して公立・公的医療機関等の具体的対応方針の検証を要請。要請対象の医療機関を公表。

→都道府県が遅くとも2020年秋を目途に再協議・同意を終え、国の更なる対応につなげる。

 (
【要請の内容】
・「類似の実績がある医療機関が近接している」又は「診療実績が少ない」医療機関を対象
・診療領域又は医療機関の再編・統合について地域医療構想調整会議での再協議・同意を要請
)

② ①の医療機関を含む区域から、国が重点的に支援する区域を設定。

都道府県と連携し、データ分析や再編統合の方向性等について直接助言。

③ 上記の取組と併せ、民間医療機関の再編を促す観点からも、地域医療介護総合確保基金の活用状況の検証結果を踏まえ、病床のダウンサイジング支援等の追加的方策等


Ⅱ.医師・医療従事者の働き方改革

（医師の時間外労働に対する

上限規制：2024年～）

① 医療機関における労働時間管理の適正化と マネジメント改革

② 上手な医療のかかり方に向けた普及・啓発と

患者・家族への支援


Ⅲ.実効性のある医師偏在対策

（偏在是正の目標年

：2036年）

① 地域及び診療科の医師偏在対策

② 総合診療専門医の確保等のプライマリ・ケアへの対応



についても検討。	2040年どこにいても質が高く安全で効率的な医療へ
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令和元年５月16日「地域医療構想に関する
ワーキンググループ」資料1（抄）

平成31年
4月24日

第66回社会保障
審議会医療部会

資料
１-２
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経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年６月21日閣議決定)（抄）

第３章 経済再生と財政健全化の好循環

２．経済・財政一体改革の推進等

（２）主要分野ごとの改革の取組

③地方行財政改革

（公営企業・第三セクター等の経営抜本改革）
また、公立病院について、2020年度までの集中的な改革の推進に当たり再編・ネットワーク

化等に引き続き取り組むとともに、経営改革の進捗状況を定量的に把握し、必要な取組を検
討する。
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政策目標 ＫＰＩ第２階層 ＫＰＩ第１階層 取 組

〇公営企業が必要なサービス水準の確保
を前提として取り組む経営健全化の
成果を測る指標（収支（改善の方向）、
繰出金（抑制の方向））

〇現行ロードマップの重点事業における
公営企業会計の適用自治体数（人口
３万人以上）

【2020年度予算から対象団体の100％】
※ 2018年内に策定する新たなロー
ドマップを踏まえ、適切な指標を
設定

３．下水道・簡易水道について、新たな
ロードマップを明確化し、公営企業会
計の適用を一層促進

〇公営企業が必要なサービス水準の確保
を前提として取り組む経営健全化の
成果を測る指標（収支（改善の方向）、
繰出金（抑制の方向））

〇水道
広域連携に取り組むこととした市町村数
【増加、進捗検証】

〇下水道
広域化に取り組むこととした地区数（着
手または完了した地区数）
【増加、進捗検証】

４．水道・下水道について、広域化・共
同化の推進を含めた持続的経営を確保
するための取組、先行事例の歳出効率
化や収支等への効果の公表、多様な
PPP/PFIの導入を促進

〇公営企業が必要なサービス水準の確保
を前提として取り組む経営健全化の
成果を測る指標（収支（改善の方向）、
繰出金（抑制の方向））

〇再編・ネットワーク化や地方独立行政
法人化、指定管理者制度の導入等に
係る新公立病院改革プランを策定し
た病院数及びそれらの取組を実施した
病院数

【増加、進捗検証】

５．公立病院の再編・ネットワーク化
等を推進

〇第三セクター等に対する財政支援額
（補助金、損失補償、債務保証）

〇経営健全化のための方針の策定・公表率
【2018年度までに100％】

６．第三セクター等について経営健全化
のための方針の策定・公表を推進

―

〇地方財政計画上の各歳入・歳出項目と
決算の差額及び対応関係について見え
る化

７．地方財政計画上の各歳入・歳出項目
と決算の差額及び対応関係について見
える化

【アンブレラ】
持続可能な地方行財政基盤の
構築

【指標】
○安定的な財政運営に必要な一般
財源総額を適切に確保した上で、
臨時財政対策債の発行額（減少の
方向）、地方公共団体財政健全化
法に基づく健全化判断比率・資金
不足比率（改善の方向）

新 経済・財政再生計画 改革工程表2018
経済財政諮問会議（平成30年 第17回）資料

地方行財政改革・分野横断的な取組 １. 持続可能な地方行財政基盤の構築

28



４-1 持続可能な地方行財政基盤の構築

取組事項
実施年度 ＫＰＩ

2019年度 2020年度 2021年度 第１階層 第２階層

持
続
可
能
な
地
方
行
財
政
基
盤
の
構
築

5 公立病院の再編・ネットワーク化等を推進

公立病院について、再編・ネットワーク化を推進する。

新公立病院改革プランの改定や着実な実施等
を通じ、再編・ネットワーク化や地方独立行
政法人化、指定管理者制度の導入等、2020年
度までの集中的な改革を推進

経営改革進捗状況を定量的に把握するととも
に、各取組の成果を検証

引き続き、新公立
病院改革プランの
取組を推進すると
ともに、経営改革
進捗状況を定量的
に把握し、各取組
の成果を検証

検証結果に基づき
必要な取組を検討

〇再編・ネット
ワーク化や地方独
立行政法人化、指
定管理者制度の導
入等に係る新公立
病院改革プランを
策定した病院数及
びそれらの取組を
実施した病院数
【増加、進捗検
証】

〇公営企業が必要
なサービス水準の
確保を前提として
取り組む経営健全
化の成果を測る指
標（収支（改善の
方向）、繰出金
（抑制の方向））

6 第三セクター等について経営健全化のための方針の策定・公表を推進

第三セクター等については、財政的リスク状況を踏まえ、
各地方公共団体における経営健全化のための方針の策
定・公表を推進する。

財政的リスクの高い第三セクター等について、
関係を有する地方公共団体において2018年度
末までに策定・公表された経営健全化のため
の方針に基づく取組を推進

各地方公共団体に
おける経営健全化
のための方針に
沿った取組状況を
把握・公表すると
ともにその取組を
推進

引き続き、各地方
公共団体における
経営健全化のため
の方針に沿った取
組状況を把握・公
表するとともにそ
の取組を推進

〇経営健全化のた
めの方針の策定・
公表率
【2018年度まで
に100％】

〇第三セクター等
に対する財政支援
額（補助金、損失
補償、債務保証）

7 地方財政計画上の各歳入・歳出項目と決算の差額及び対応関係について見える化

地方財政計画と決算について、よりわかりやすく比較が
可能となるよう、基盤強化期間中に、地方財政計画上の
各歳入・歳出項目と決算との差額及び対応関係について
見える化する。

地方財政計画上の各歳入・歳出項目と決算と
の差額及び対応関係について、より分かりや
すくなるよう工夫した上で見える化に取り組
む

地方財政計画上の
各歳入・歳出項目
と決算の差額及び
対応関係について
見える化に取り組
む

引き続き、地方財
政計画上の各歳
入・歳出項目と決
算の差額及び対応
関係について見え
る化に取り組む

〇地方財政計画上
の各歳入・歳出項
目と決算の差額及
び対応関係につい
て見える化

ー

≪総務省≫

≪総務省≫

新 経済・財政再生計画 改革工程表2018
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令和時代の財政の在り方に関する建議(令和元年６月19日 財政制度等審議会)

Ⅱ．主要分野において取り組むべき事項

２．地方財政

（２）地方財政対策を巡る課題

① 社会保障関係の国庫補助事業を巡る課題
また、国保や公立病院に対しては、地方公共団体から毎年度、

地方財政計画における計上額を超える多額の支出が行われている。
「地域医療構想」、「医療費適正化計画」、「国保の財政運

営」を一体的に担う主体である都道府県が中心となって、国や市
町村と連携しつつ医療費の抑制に取り組むことが急務である。
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「平成31年度予算編成に関する建議」
財政制度等審議会 参考資料
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「平成31年度予算編成に関する建議」
財政制度等審議会 参考資料
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第二 地方税財政改革の方向

２．地方財政の健全化に資する取組等

（２）公営企業等の経営改革

今後目指すべき地方財政の姿と平成31年度の地方財政への対応
についての意見（令和元年６月10日 地方財政審議会） （抄）

病院事業の経営改革については、少子高齢化による医療需要の変化
に適切に対応するため、地域医療構想を踏まえ、再編・ネットワーク化、
地方独立行政法人化や指定管理者制度の導入を含む経営形態の見直
し等の更なる取組を一層推進すべきである。
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