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はじめに（計画策定にあたって） 

 

国においては、2025 年（平成 37 年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援

の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続け

られることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシス

テム）の構築を推進しており、丹波市においてもこれに対応していく必要がある。 

このような中、県立柏原病院と柏原赤十字病院について、勤務医師不足による診療科

の閉鎖や、施設の老朽化、慢性的な経営赤字が顕著になる等の状況を踏まえ、今後とも

安定的・継続的に良質な医療を提供することができる体制を築くため、平成 24 年 11 月

の「丹波市域の今後の医療提供体制のあり方に関する検討会」から、「両病院を統合再編

することが望ましい」とする提言を受け、兵庫県（以下「県」という。）と日本赤十字社

兵庫県支部（以下「日赤県支部」という。）との間で検討が行われた結果、両病院の統合

再編が行われることとなった。 

県及び日赤県支部が策定した「県立柏原病院と柏原赤十字病院の統合再編基本方針」

において、これまで両病院が提供してきた診療機能やサービスについては、原則として

統合再編により整備する新病院（以下「新病院」という。）が継承する一方、在宅医療や

健診機能等については、丹波市と協議のうえ新病院に隣接して整備を図る保健福祉施設

において提供することとされた。 

新病院と保健福祉施設で一体的な運営を図ることにより、急性期から在宅療養支援を

含む医療・保健・福祉・介護の分野まで切れ目のないサービスを提供し、丹波市の地域

包括ケアシステムの中核的な役割を果たすことも提案された。 

さらには、新病院と保健福祉施設では総合診療専門医を養成していく場とするなど、

地域医療を担う医療人材を育てる機能を付加することも、新病院と保健福祉施設の特徴

とされている。 

これを受け、市では市民の安全・安心の確保に対する自治体の果たすべき役割を踏ま

え、提案のあった保健福祉施設を「丹波市地域医療総合支援センター（仮称）」（以下「セ

ンター」という。）として整備するものとし、本年２月に策定された「県立柏原病院と柏

原赤十字病院の統合再編基本計画」との整合を図ると同時に、必要な市の機能も付加し

たハイブリッド施設群として十分な機能の発揮ができるよう、整備基本計画を策定する

ものとする。 
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第１ 丹波市の医療等を取り巻く現状と課題 

１ 丹波市の医療等にかかる現状と将来予測 

(１) 人口構成 

ア 丹波市における平成 22 年国勢調査による人口は 67,757 人1で、平成２年国勢調

査時からは約 5,900 人（約 8.0％）が減尐している。また、年齢別人口構成では、

65 歳以上の老年人口は増加しているのに対し、０～14 歳の年尐人口及び 15～64

歳の生産年齢人口は減尐している。 

イ 年尐人口比率及び老年人口比率については、平成７年に老年人口比率が年尐人

口比率を上回り、平成 22 年には老年人口比率が 28.8％、年尐人口比率が 13.9％

で、その差は 14.9 ポイントとなっており、尐子高齢化が急速に進行していること

が見て取れる。 

ウ 人口は今後も減尐を続け、平成 27 年度からの 10 年間で約１割の人口が減尐し、

平成３７年度には６万人を下回る予測となっているが、老年人口は平成 32 年度ま

では増加していき、以降は減尐に転じていくことが予測される。 

 

【年齢階級別の人口推移】      【年齢階級別の人口予測】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料；国勢調査、国立人口問題研究所 

 

【年齢階級別の人口割合の推移】  【年齢階級別の人口割合の予測】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料；国勢調査、国立人口問題研究所 

 

                                                
1 国勢調査に反映されない不詳者 50 人を含んだ数値であるため、上記グラフとは 50 人の差が生

じている。 
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(２) 医療機関 

ア 市内には一般診療所が 37 施設、一般病院が３施設あり（丹波市健康部地域医療

課調べ）、それぞれ外来及び入院患者への診療を行っている。 

イ 一般診療所は市民の身近なかかりつけ医として、日常生活に密着した医療を提

供しており、市民の安全・安心を支える役割を果たしている。 

ウ 一般病院の内、県立柏原病院は 17 診療科を有し、高度専門医療及び急性期医療

を担う丹波医療圏域の中核的な病院としての医療を提供している。 

エ 柏原赤十字病院は 13 診療科（うち２科休診中）を有し、紹介状のいらない市民

の病院として地域に密着した「かかりやすい」「断らない」医療を提供して、市民

の安全・安心に寄与していることが見て取れる。 

オ 両病院とも、若手医師を育成するための十分な環境が確保できておらず、地域

医療にかかる人材確保のため、新病院において大学や関係施設と連携して人材育

成環境の整備を行おうとしている。 

 

【柏原赤十字病院外来診療実績（延べ患者数）】 

区 分 H22 H23 H24 H25 H26 

利用者数(人) 45,297 45,293 44,823 45,581 44,266 

診療実日数(日) 269 272 269 269 268 

1 日平均患者(人) 168.4 166.5 166.6 169.4 165.2 

資料；柏原赤十字病院  

 

【県立柏原病院外来診療実績（延べ患者数）】 

区 分 H22 H23 H24 H25 H26 

利用者数(人) 66,913 67,325 67,726 69,301 75,764 

診療実日数(日) 243 244 245 244 244 

1 日平均患者(人) 275.4 275.9 276.4 284.0 310.5 

資料；県立柏原病院  
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(３) 救急医療 

ア １次救急として、丹波市医師会及び柏原赤十字病院の協力により、市内開業医

が休診となっている時間帯に、休日応急診療所と平日夜間応急診療室で対応して

いるが、一部はかかりつけ医による時間外診療受入や小児救急医療電話相談、夜

間健康相談ホットライン等による対応も行っている。 

イ 休日応急診療所では、受診年齢比率の中で６歳未満の受診者が占める割合が４

割を超えており、小児救急に対する市民ニーズは今後も高いものがあると見込ま

れる。 

ウ 現在使用している休日応急診療所は手狭となっており、発熱患者が来られた場

合、一般患者と同じ待合室で待たざるを得ないため、感染症等の拡散防止対策が

不十分である。 

エ ２次救急については、丹波医療圏域内の輪番制参加６病院（救急告示病院）が

対応しており、県立柏原病院、柏原赤十字病院も参加している。また、小児の２

次救急については、県立柏原病院と篠山市内の１病院の２病院が輪番で対応して

いる。 

オ ３次救急については、県立柏原病院が３次的機能病院として位置づけられてい

る。 

 

【休日診療所の稼働状況】    【平日夜間応急診療室の利用状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料；丹波市健康部地域医療課調べ 
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(４) 健康診査・がん検診等 

ア 市では、市内６箇所で行う集団健診と、医療機関に委託して行う施設健診を実

施し、市民の受診機会の確保と健診後の保健指導等により、健康寿命の延伸をめ

ざしている。 

イ 柏原赤十字病院健診センターでは、各種の健診やがん検診を行っているほか、

市の施設検診も受託して行っており、受診件数は成人病一般健診が増加傾向にあ

る他は、ほぼ横ばいで推移している。 

ウ 平成 24 年度より、受けやすい健診体制を構築するため、医療機関でのがんセッ

ト検診を市が導入したことにより、働き盛りの 40 歳代の受診者数の増加が見られ

るようになった。 

エ 医療機関での健診は、異常が発見された場合に、速やかに治療につながるメリッ

トがあり、早期治療に役立っている。 

 

【柏原赤十字病院健診センター実績】 

 

資料；柏原赤十字病院健診センター 

 

【医療機関での特定健診受診人数推移】単位：人 

 

資料；丹波市健康部健康課調べ 

  

科目 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 傾向
１泊ドック 76件 58件 55件 57件 45件
半日ドック 468件 464件 416件 524件 495件
成人病一般 413件 450件 304件 493件 593件
協会けんぽ 1,874件 1,969件 1,908件 2,134件 1,975件
一般健診 873件 688件 802件 675件 802件
がん検診（婦人） 3,016件 2,556件 2,599件 2,889件 2,692件
丹波市がん２種（肺、大腸） - - 143件 162件 153件
丹波市がん３種（肺、胃、大腸） - - 343件 323件 342件
特定健診 760件 599件 575件 650件 708件

年代 H23 H24 H25 傾向
40～44 0 23 24
45～49 4 19 25
50～54 17 28 31
55～59 19 69 65
60～64 86 155 177
65～69 77 209 243
70～74 80 166 183

計 283 669 748
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(５) 在宅療養支援・介護支援 

  ア 在宅療養支援 

(ア) 普段は自宅で療養している方に対し、必要な時に自宅に訪問して診療を行

う在宅療養支援病院は市内で１か所（篠山市１か所）、在宅療養支援診療所は

５か所（篠山市５か所）であり、圏域単位での人口 10 万人あたりの在宅療養

支援診療所数（下表左）は兵庫県平均を大きく下回っており、在宅看取り率

（下表右）も兵庫県平均を下回っていることから、在宅療養支援について地

域のニーズに十分に対応できていない状況にある。 

 

 

 

資料：診療報酬施設基準（H24 年１月時点）、兵庫県「平成 24 年保健統計年報」 

 

(イ) 在宅療養支援病院である柏原赤十字病院と連携した柏原赤十字訪問看護ス

テーションでは、定期的に看護師が訪問し、利用者の状態・体調を観察して

適切なケアやアドバイスを行っており、24 時間対応の相談・緊急訪問も実施

しているが、活動範囲が半径 25 ㎞と広く、効率的な業務が行えていない状況

である。また、病院併設のため、緊急時には医師との連携によるスムーズな

入院等の対応が可能となっている。 

 

【柏原赤十字訪問看護ステーション実績】（看護師による訪問看護件数） 

区 分 H22 H23 H24 H25 H26 

利用者数(人) 790 868 810 775 989 

訪問件数(回) 5,364 5,610 4,986 5,087 5,718 

資料：柏原赤十字病院 

 

イ 介護支援 

(ア) 市内には、介護が必要となった場合にも安心して在宅生活が継続でき、利

用者・家族の希望を尊重して、心身の状態や家庭の状況を考慮した上で適切

なサービスが利用できるよう、介護支援専門員（ケアマネジャー）が介護サー

ビス計画の作成や居宅サービス事業者との連絡調整等を行う居宅介護支援事

業所が、平成 27 年１月現在で 25 施設（丹波市高齢者保健福祉計画・第６期

介護保険事業計画資料編）ある。 
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(イ) 柏原赤十字病院にも居宅介護支援事業所が併設されており、病院との連携

を密にして医療依存度の高い利用者の在宅支援に取り組んでいる。 

 

【柏原赤十字指定居宅介護支援事業所実績】 

 H22 H23 H24 H25 H26 

利用者数（人） 795 810 821 950 900 

資料：柏原赤十字病院 

 

ウ 地域包括ケア 

(ア) 丹波市の高齢化率は年々上昇し、平成 37 年度には 36.4％に達することが予

測され、要介護認定者数は、被保険者数の増加に伴い、団塊の世代すべての

方が 75 歳以上になる平成 37 年度以前にピークを迎えると推測される。 

(イ) 急速な高齢化が進む中、高齢者が住み慣れた地域で安心して、自分らしい

生活ができるよう、高齢者を支える仕組みを整備する必要性があるため、市

では「医療」、「介護」、「予防」、「住まい」、「生活支援サービス」を一体的に

提供していく地域包括ケアシステムの構築を進めている。 

(ウ) 地域包括支援センターでは、本人の状態に合わせて包括的かつ効果的に各

種サービスが提供されるように支援をする介護予防ケアマネジメントや、医

療・保健・福祉・介護などに関する相談への対応、高齢者の心身の状況や環

境について調査を行うなどの総合相談・支援、また、認知症、高齢者の虐待

防止や権利擁護に関する相談や対応を行っている。 

 

【要介護認定者の推計】          【要介護認定率の推計】 

 

資料：丹波市高齢者福祉計画・第 6 期介護保険事業計画 
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(６) 発達支援 

ア 市では、発達に課題のある子どもに対し、健診後のフォローアップ事業から早

期に児童発達支援につなげ、支援が必要な児童や家族に対し療育の機会を保障す

るため、丹波市において「ひかみ障害者・児生活支援センター（定員 10 人）」と、

「こども発達支援センター内通所支援事業所（定員 20 人）もみじ」の 2 か所を直

営で開設し、児童通所支援事業の「放課後等ディサービス」や「児童発達支援」

等を実施している。 

イ 平成 26 年３月から、市内の社会福祉法人において定員 10 人の放課後デイサー

ビス事業所が開設されており、市直営の施設と合わせて利用可能定員は 40 人と

なっている。 

ウ 児童福祉法の規定で、放課後等ディサービス事業は 18歳までが利用対象であり、

社会福祉法人では主に中学生及び高校生を対象に、２か所の市直営事業所では中

学生以下を対象に運営している。 

エ 市直営の事業所の内、「こども発達支援センター内通所支援事業所（定員 20 人）

もみじ」が使用している施設は平成３年に建設されており、特殊建物等定期調査

において、外壁、屋根等の劣化が進行していることから、改修の必要性が報告さ

れている。 

オ 市直営２施設の運営については、それぞれの施設毎に送迎を行っているが、両

施設とも市全域を対象としているため非効率であることや、健診等により対応が

必要な児童の保護者に説明をしても必要性が理解されず放置されている児童が存

在しており、対応が必要な児童全てに関わっている状態とはなっていない。 

カ 障害児通所支援事業利用見込みは、今後増えていくものと推計されている 

 

【障害児通所支援事業利用見込量】 

サービス名 単位 H27 H28 H29 

児童発達支援 
実利用者数（人／月） ３７ ４１ ４３ 

延利用者数（人日／月） ２２０ ２４６ ２５８ 

放課後等ディサービス 
実利用者数（人／月） ４０ ４３ ４６ 

延利用者数（人日／月） ３５０ ３６２ ３８０ 

保育所等訪問支援 
実利用者数（人／月） ２ ３ ４ 

延利用者数（人日／月） ４ ６ ８ 

資料：第４期丹波市障がい福祉計画 
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(７) 保健 

ア 氷上保健センターでは、市民の健康づくりの拠点として健康診査後の特定保健

指導や健康教育を実施しており、特定保健指導は動機づけ支援や積極的支援の対

象者別に、一人ずつ保健指導を実施しているが、実施率が減尐傾向となっている。 

イ 実施 6 か月後の保健指導の効果を見るため、市内３か所の医療機関に委託し、

対象者に指定医療機関に出向いてもらって血液検査を行い、後日血液検査の結果

をもとに保健指導を行っている。 

 

  【特定保健指導の実績（40～74 歳）】 

区 分 H22 H23 H24 H25 H26 

動機づけ支援対象者 

（完了者） 

428 人

（207） 

375 人 

（184） 

332 人 

（146） 

329 人 

（125） 

326 人 

（125） 

積極的支援対象者 

（完了者） 

181 人 

（50） 

149 人 

（56） 

146 人 

（44） 

145 人 

（43） 

103 人 

（31 人） 

保健指導実施者数 257 人 240 人 190 人 168 人 156 人 

保健指導実施率 42.2％ 45.8% 39.7％ 35.4％ 36.4％ 

資料：丹波市健康部健康課調べ 

 

ウ 母子保健事業においては、4 か月児（先天性股関節脱臼）健診、10 か月相談、1

歳 6 か月健診、3 歳児健診を実施し、身体の発育、精神発達面や視聴覚障害の早期

発見などを目的とし、必要に応じて精密検査を行っている。精密検査は、医療機

関への紹介状と医療券を発行し、後日、医療機関を受診する方法で実施している。 

 

【乳幼児健診の受診者状況】 単位：人 

区  分 H22 H23 H24 H25 H26 

４
か
月
児
健

診 

受診者数 505 554 487 474 504 

要精密検査者数 26 24 14 22 46 

内訳 

（抜粋） 

心疾患 3 0 3 1 7 

整形外科 15 14 7 11 25 

神経系 4 4 2 4 1 

１
歳
６
か
月

児
健
診 

受診者数 501 503 541 514 490 

要精密検査者数 26 12 8 10 13 

内訳 

（抜粋） 

心疾患 3 0 1 1 1 

整形外科 5 2 2 2 2 

神経系 7 1 0 2 2 

３
歳
児
健
診 

受診者数 555 563 508 504 558 

要精密検査者数 49 28 19 25 40 

内訳 

（抜粋） 

心疾患 12 1 3 4 5 

整形外科 4 1 2 1 2 

神経系 1 1 0 0 0 

耳鼻・眼 21 15 10 15 25 

資料：丹波市健康部健康課調べ 
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２ 課題 

(１) 人口に占める老年人口比率の増加への対応 

ア 今後、丹波市の人口自体は減尐していくことが推計されているが、老年人口比

率は平成 42 年まで増加していくことが見込まれるため、医療や福祉、介護保険の

各分野におけるサービスの役割が益々高くなっていくことが予想される。 

イ 「2025 年問題」は都市部で顕在化するとされているが、丹波市ではすでにその

傾向が見られ、医療保険・介護保険など、増大の一途をたどる社会保障費の抑制

策が求められている。 

ウ このため、限られた財源や資源の中で、効率的なサービスが提供できる体制を

整備する必要がある。 

  

(２) １次救急等の医療の確保 

ア 市は救急医療において、１次救急の充実を果たす役割を認識し、現状を見なが

ら充実に向けた取り組みを行っているが、土曜日の午後や年末などに１次救急の

空白があるため、安心した子育てができるよう小児科を中心にさらなる充実を図

る必要がある。 

イ １次救急を行う施設について、感染症の拡散防止対策等へ配慮した施設とする

必要がある。 

ウ 近年、夜間に不在となる開業医が増えてきている現状から、医師会と連携した

24 時間宅直医体制等について検討する必要がある。 

エ 柏原赤十字病院が果たしていた市民の病院としての機能については、市民の受

診機会確保、両病院の統合再編基本計画に示されている「ハイブリッド施設群に

よる地域包括ケアの実現」、「地域医療にかかる人材の育成」のため、統合再編後

も維持する必要がある。 

 

(３) 健診受診率向上等への対策 

ア 市民の健診受診率を更に向上させるため、休日健診（土曜日）や夜間婦人健診

の導入等、市民にとって受けやすいメニューや機能を提供していくことへの対応

を検討していくことが求められる。 

イ 待ち時間の短縮や快適性の向上等、受診しやすい環境を提供していくことで受

診率を高める取り組みも必要となる。 

ウ 最新の検査機器の導入等により、さらに検査精度を高め、信頼される健診をめ

ざす必要がある。 

エ 乳がん、子宮がん検診の受診率が低く、女性が受診しやすい環境づくりに取り

組む必要がある。 

 

(４) 地域包括ケアシステムの構築 

ア 急速な高齢化とともに要介護認定者の増加に対応するため、地域包括支援セン

ターがより効果的・効率的なサービスが提供できるよう機能強化を図る必要があ
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る。 

イ 柏原赤十字病院は、市内唯一の在宅療養支援病院として訪問診療を行ってきて

おり、両病院の統合再編基本計画に示されている「ハイブリッド施設群による地

域包括ケアの実現」のためにも、在宅療養支援機能は何らかの形で維持すること

が必要となるが、活動領域が広範囲であるため、効率化が求められている。 

ウ 柏原赤十字病院の居宅介護支援事業所は、病院併設の特徴を生かした取り組み

をしているが、市の方針及び福祉施策との整合を図るため、市が担って行くべき

かを十分検討することが必要である。 

 

(５) 各分野の有機的な相互連携 

ア 健診で発達に課題があるとされた児童への対応を的確に行うには、保護者の理

解が必要であるため、健診からスムーズに発達支援の事業に対する理解促進につ

ながるよう、部署を越えた相互の連携を図る必要がある。 

イ 「通所支援事業所」を重度の心身障がい児が安心して利用できるよう、施設利

用時に発作等が起きた場合でも迅速に医療処置が受けられる環境を整える必要が

ある。 

ウ 発達支援の各サービスは今後利用者が増える見込みであり、また施設の大規模

改修や送迎の効率化に対し、効果的に対応できる環境を整える必要がある。 

エ 乳幼児健診により虐待等の疑いのある事例を発見した場合、そのまま帰すこと

なく医師の診察を受けさせ、迅速に福祉部門と連携してその後の対応へつなげら

れる体制を講じる必要がある。 

オ 健康寿命の延伸や介護予防のため、健診から保健指導、運動指導へ効果的につ

ながるよう、関係部門相互の連携を図る必要がある。 

 

３ 課題への対応方針 

(１) 丹波市では、生産年齢人口の減尐と老年人口の増加が当分続く見込みであり、医

療・保健・福祉・介護の各分野での行政サービス需要が増えることへの対応が求め

られるため、各分野において効果的で持続性のある取り組みを行っていく。 

(２) １次救急は市町村の単位で整備していくことが基本であるため、現在のサービス

水準の維持向上に務める。 

(３) 柏原赤十字病院が提供してきた機能については、地域の中核病院となる新病院に

引き継がれるものを除き、基本的に市で対応していく。 

(４) 健康寿命の延伸のためには、健診受診後の保健指導や早期治療が重要となるこ

とから、受診機会の拡大や受診しやすい環境づくり等により、健診受診率向上に

取り組んでいく。 

(５) 高齢者が住み慣れた地域で安心して、自分らしい生活ができるよう、「医療」、「介

護」、「予防」、「住まい」、「生活支援サービス」を一体的に提供していく地域包括

ケアシステムの構築を行う。 

(６) 市の保健・福祉の業務うち、医療の専門的な知見からの助言・協力等の支援が受

けやすくなることで一層の事業効果が期待できる事業については、センターで実施



 

１２ 
 

する。  

(７) 新病院と連携し、地域医療にかかる人材育成のための研修の場を提供する。 

(８) 将来の制度改正の動向や、市の各種分野別計画と整合することに留意し、市民に

とって必要な機能・業務を提供していく。 
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第２ センターの基本方針・主な機能 

１ 基本方針 

(１) 市民にとってかかりやすい医療の提供 

(２) 市民の期待に応えられる１次救急への対応 

(３) 生活スタイルに合った健診機会の提供による予防医療の推進 

(４) 地域包括ケアシステムにおける、市の中核的役割の発揮 

(５) 医療との有機的な連携による、保健・福祉分野での事業効果の増進 

(６) “健康寿命日本一”をめざした市民主体の健康づくり（健康たんば 21 計画推進）

拠点機能の発揮 

(７) 関連する業務相互の連携強化による、きめ細かな行政サービスの提供 

 

２ 主な機能等 

(１) 機能の考え方 

ア これまで柏原赤十字病院が担ってきた、かかりやすい医療を提供する「診療所

機能」、「健診機能」、「在宅療養支援機能」は、センターにおいて維持することを

原則とする。 

イ 「１次救急機能」については、医師会の協力を得て実施している休日応急診療

と、医師会及び柏原赤十字病院の協力を得て実施している平日夜間応急診療を維

持し、実施場所をセンターに集約して一体的に提供する。 

ウ 地域包括支援センターにおいては、「在宅療養支援機能・介護支援機能」を強化

するため、在宅医療と介護の連携推進や、医療・保健・福祉・介護などに関する

様々な相談事業を行い、支援を必要とする人に切れ目ないサービスが提供される

体制を構築する。なお、柏原赤十字病院で行われている居宅介護支援機能は、地

域包括支援センターの機能を強化する中で対応する。 

エ 現在、こども発達支援センターが担っている「発達支援機能」については、尐

子高齢社会に適切に対応するサービスを展開し、医療・保健分野との日常的な相

互連携により、専門的な知見からの助言・協力等の支援を受けることで事業効果

を高めるため、センターにおいて実施する。 

オ 健康啓発の各種教室や乳幼児健診、保健指導等の「保健機能」については、医

療・福祉分野との日常的な相互連携により、専門的な知見からの助言・協力等の

支援を受けることで事業効果を高めるため、センターにおいて実施する。 

カ 各部門の方針、機能等について、今後の制度変更や新病院等との調整により必

要が生じた場合は、市民にとって最も望ましい事業効果が発揮できるよう、適宜

見直しを行うものとする。 
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(２) 主な機能 

【機能・業務内容】 
機能 施設 業務内容 

１次救急 
休日夜間応急診療セ

ンター（仮称） 

・休日応急診療（日曜祝日、年末年始、

ゴールデンウイーク） 

・平日夜間応急診療（平日 20 時～22

時） 

診療所 

総合診療センター

（仮称） 

・総合診療科外来（内科、小児科、外

科等対応） 

健診 

・一般健診 

・がん検診 

・人間ドック 

在宅療養支援 

・介護支援 

・在宅療養支援 

・訪問看護、訪問リハビリテーション 

福祉センター（仮称） 

・地域包括支援センター（介護予防・

介護支援・総合相談等） 

発達支援 ・こども発達支援センター 

保健 保健センター（仮称） 

・健康啓発（食育推進、健康教育等） 

・疾病予防（健康診査、保健指導、栄

養指導、予防接種等） 

・母子保健（乳幼児健診、家庭訪問、

保健指導、栄養指導等） 

※「業務内容」の下線表示は、運営主体が柏原赤十字病院であった業務 

 

３ 運営形態 

(１) 運営主体 

プライマリ・ケアに基づく医療・保健・福祉・介護サービスの提供者として、丹波

市が施設を設置し運営する。 

 

(２) 運営方法 

丹波市が各業務を運営することを基本とするが、市に運営ノウハウが乏しく人材確

保が困難な医療分野の業務については、新病院を運営する県や医師会に指定管理者制

度又は業務委託により実施する。 
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第３ 施設整備に対する基本的な考え方 

１ 施設整備方針 

(１) 整備方針 

ア 医療と保健・福祉・介護の連携による事業効果を高め、市民の安全・安心の確

保に寄与するよう、経済性・効率性に配慮しつつ必要な諸室を整える。 

イ 健全な財政運営を維持するため、必要な建物・設備の機能を十分に確保しつつ、

過剰投資を防止する。 

ウ 維持管理経費を含めたトータルコストの適正化を図る。 

 

(２) 施設構成 

施設は、機能と運営方法による区分により、１次救急機能を担う休日夜間応急診

療センター、診療所・健診・在宅療養支援機能を担う総合診療センター、介護支援・

発達支援機能を担う福祉センター、保健機能を担う保健センター（いずれも仮称）

による構成とし、これらを１棟にまとめた複合的施設とする。 

 

２ 施設整備場所 

(１) 整備用地選定方針等 

新病院との一体的運営を踏まえ、新病院と同一敷地内に整備するものとし、必要な

用地の確保については県と調整を行う。 

 

(２) 整備用地の土地利用計画 

ア 整備用地の概況 

（ア） 所在 丹波市氷上町石生（氷上工業団地内） 

（イ） 現況 兵庫県所有地 

（ウ） 面積 約 51,540 ㎡（新病院の整備用地含む） 

（エ） 予定地までの交通アクセス 

交通手段 所要時間等 

自動車 
・北近畿豊岡自動車道氷上 IC より約３分 

・春日 IC から約 10 分 

電車 ・JR 石生駅より西へ徒歩約 20 分 
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（オ） 位置図 

 

 

 

３ 整備スケジュール 

新病院の整備スケジュールと同一とし、平成 30 年度の開設を目処に整備事業を進め

る。 

 

項目 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

基本設計・実施設計     

建築工事     

開設準備    
 

  

（整備予定地）
氷上工業団地

現県立柏原病院

290

291

176

176

176

丹波市消防本部

柏原

清水山

現柏原赤十字病院

丹波警察署

石生

291

向山

統合再編新病院等
整備予定地位置図

氷上ＩＣ

7
175

春日和田山道路

7

開設 
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第４ 部門計画 

１ １次救急部門 

(１) 基本方針 

地域のかかりつけ医が休診となっている休日及び平日夜間の時間帯に、１次救急

が受診できる機会を提供し、市民の安全・安心を確保する。 

 

(２) 主な機能・特徴等 

ア これまで医師会の協力を得て実施してきた休日応急診療と、医師会と柏原赤十

字病院の協力を得て実施してきた平日夜間応急診療を新病院の隣接地に集約する

ことで、市民の分かりやすさを実現するとともに、緊急時における新病院との速

やかな連携を図る。〔拡充〕 

イ 発熱患者とその他の患者が同室とならないよう分離し、感染症等の拡散を防止

する。〔拡充〕 

ウ 診療日、診療時間及び診療内容は、現状から低下することのないよう維持し、

市民の信頼に応える。〔継続〕 

 

(３) 運営方法 

   これまでの運営方法を継続し、休日応急診療は医師会に、平日夜間応急診療は医

師会及び県に業務委託することを基本とする。 
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２ 診療所（総合診療科外来）部門 

(１) 基本方針 

ア かかりやすさを特徴としながら、外来診療によるゲートキーパー機能により、

必要なときに必要な医療にかかれるよう、効率的で信頼される医療提供体制を実

現する。 

イ 地域のかかりつけ医と連携して、予防とケアを重視した医療を提供し、健康寿

命の延伸に寄与する。 

ウ 地域の医療機関等との連携・協力のもと、強化型在宅療養支援診療所として、

在宅での看取りを含めた安心な在宅療養支援をめざす。 

エ 生活習慣病を中心とした複数の疾病を持つ患者に対し、多職種協働により柔軟

かつ包括的な診療を提供する。 

オ プライマリ・ケアを担う、かかりつけ医に必要とされる能力を養成する。 

カ 大型医療機器が必要な検査等については、新病院の臨床検査部門、放射線部門

をはじめとする各部門が業務を担当する。 

 

(２) 主な機能・特徴等 

ア かかりやすい診療所として、総合診療科の外来診療を提供する。〔拡充〕 

イ 効率的な ICT の活用により、24 時間の電話応対体制を整備し、新病院、在宅療

養支援部門・地域包括ケア部門及び地域在宅療養関係施設との連携により、患者

の希望に沿った療養を提供する。〔拡充〕 

ウ 医師会と連携して在宅担当宅直医体制を構築し、地域の医療機関が在宅療養支

援診療所として機能することを支援する。〔新規〕 

エ 健診部門と連携して個人電子カルテ（PHR: Personal Health Record)を疾病管

理、重症化予防、個人健康管理に活用し、生涯にわたる健康づくりを支援する。〔拡

充〕 

オ 特定の臓器や疾患に限定することなく、幅広い視野で患者を診ることができる

総合診療専門医等のプライマリ・ケアを担う人材を育成する。〔新規〕 

 

(３) 運営方法 

   市に運営ノウハウが乏しく、人材確保が困難な医療関係の業務であるため、県を

指定管理者として運営することを基本とする。 

 

※〔ゲートキーパー機能〕日常的なかかりつけ医の役割を重視し、患者の状態に最も適した治療が行

えるよう、かかりつけ医が必要な時に必要な医療を紹介する役割 

※〔強化型在宅療養支援診療所〕他の病院、診療所等と連携を図りつつ、24 時間往診、訪問看護等を

提供する在宅療養支援診療所の内、在宅医療を担当する常勤医師数３名以上配置、過去１年間緊

急往診実績５件以上等の条件を満たす診療所 

※〔在宅担当宅直医体制〕夜間、土日に地域の医師が当番を決めておくことで、緊急の訪問診療の依

頼が入った場合でも、主治医に代って当番の医師が訪問診療を行う仕組み  
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３ 健診部門 

(１) 基本方針 

ア 医学的根拠に基づいた健診を、診療所部門及び保健部門とが連携して実施する

とともに、健診と予防医療を切れ目なく展開して生涯にわたる健康づくりを支援

し、健康寿命日本一に寄与する。 

イ 健診、予防と医療において、個人が管理する電子カルテを活用し、利用者自ら

が健康情報を管理・活用して健康に生活することを支援する。 

ウ 新病院の幅広い専門医の協力（診察、検査等）と検査機器の共同利用により、

質の高い人間ドック等を実施する。 

エ 新病院の臨床検査部門、放射線部門をはじめとする各部門が業務を担当する。 

 

(２) 主な機能・特徴等 

ア 特定健診、がん検診、人間ドック等の健診を実施する。〔継続〕 

イ 特定保健指導等、健診後の自己健康管理等のアフターフォローを行う。〔継続〕 

ウ 個人電子カルテを活用した幅広い予防医療を、診療所部門との連携により実施

する。〔拡充〕 

エ 新病院と連携し、２次健診受診者の指導支援を行う。〔拡充〕 

オ 地域保健、健康増進を担う保健部門との連携を図り、市民主体の健康づくりを

支援する。〔拡充〕 

 

(３) 運営方法 

   市に運営ノウハウが乏しく、人材確保が困難な医療関係の業務であるため、県を

指定管理者として運営することを基本とする。 
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４ 在宅療養支援部門 

(１) 基本方針 

ア 疾病や障害により療養している患者及びその家族が安心して快適な在宅生活を

送れるよう支援し、人と人とのふれあいによる地域から信頼される体制を構築す

る。 

イ 訪問看護ステーションとして 24 時間訪問看護を実施するとともに、丹波市内の

訪問看護ステーションと連携し訪問看護の充実を図る。 

ウ 地域包括ケアシステムの構築を図るため、診療部門、地域包括ケア部門ととも

に、地域の医療機関や介護関係等の多職種との連携を図る。 

エ 新病院の病棟部門、総合相談・支援部門、臨床検査部門、放射線部門をはじめ

とする各部門と必要に応じて連携し、在宅療養支援環境の充実を図る。 

 

(２) 主な機能・特徴等 

ア 診療所部門、地域の医療機関等との連携により、充実した訪問看護を提供する

とともに、看取りを含めた強化型在宅療養の提供を支援する。〔継続〕 

イ 新病院の緩和ケア病棟と連携し、在宅での緩和ケア及びターミナルケアの提供

を支援する。〔拡充〕 

ウ 理学療法士等による在宅リハビリテーションを提供する。〔継続〕 

エ 診療所部門、地域の医療機関等との連携により、在宅医療コーディネート機能

を発揮する。〔拡充〕 

オ 医療と介護の連携に対応できる人材の育成を担う。〔拡充〕 

 

(３) 運営方法 

   市に運営ノウハウが乏しく、人材確保が困難な医療関係の業務であるため、県を

指定管理者として運営することを基本とする。 
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５ 地域包括ケア部門 

(１) 基本方針 

ア 急性期から在宅医療・介護まで幅広く支援し、誰もが安心して暮らせるように

一連のサービスが切れ目なく提供される体制を整備する。 

イ 重篤な要介護者から要支援１・２に該当する方まで、要介護認定者等が望む場

所で自分らしい在宅療養生活が送ることができるよう、総合的な支援の充実を図

る。 

ウ 現在市直営１か所の地域包括支援センターを市内３圏域に設置し、また統括す

る役割の地域包括支援センターをセンターに設置することで、地域包括ケアシス

テムの機能強化を図る。 

 

(２) 主な機能・特徴等 

ア 要介護認定者を対象に、居宅介護支援事業所と共に包括的・継続的ケアマネジ

メント支援を実施する。〔継続〕 

イ 在宅医療と介護連携を推進する地域ケア会議機能を充実し、日常生活圏域ごと

の地域包括ケアシステムを構築することで、生活支援サービスを整える。〔継続〕 

ウ 介護予防ケアマネジメントとして二次予防対象者介護予防プラン作成、及び介

護予防支援として要支援者ケアプラン作成を行う。〔継続〕 

エ 総合相談支援事業を充実し、専門的な相談に応じる人材育成を行う。〔拡充〕 

 

(３) 運営方法 

  これまでの実績を基に、市が直接運営を行うものとする。 
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６ 発達支援部門 

(１) 基本方針 

ア 発達に不安や課題のある児童が住み慣れた地域で健やかに成長し、豊かな成人

期を迎えられるよう、ライフステージを通じ一貫した支援が受けられるように相

談支援、通所支援、関係機関のネットワークをつくり、地域療育支援体制の充実

を図る。 

イ 保健部門の母子保健と連携し、早期療育を提供する。 

ウ 重度の障がいのある児童、医療的ケアの必要な児童の幼児教育の保障をめざす。 

エ 地域療育の拠点として、関係機関及び専門職のサポートを行う。 

オ 発達課題に応じた支援を提供することにより、生活習慣スキルの獲得及び自立

をめざす。 

 

(２) 主な機能・特徴等 

ア 乳幼児健康相談、健康診査後のフォロー教室を行い、母子保健から切れ目のな

い支援を提供する。〔継続〕 

イ 相談支援事業所では、本人、保護者の希望に寄り添いながら、現状のアセスメ

ント、サービス利用計画の策定、サービス担当者会議を通じ、成人期を見据えた

相談支援を提供する。〔継続〕 

ウ 通所支援事業所では、利用児の個々の発達特性、発達課題に応じた個別支援計

画を策定し、集団適応、日常生活スキル、コミュニケーション能力の獲得及び向

上を目指した療育プログラムを提供する。〔継続〕 

エ 重度の障がいがあり、医療的ケアの必要度が高いために、地域の保育園(所)、

幼稚園、認定こども園での受け入れが困難な児童に対し、児童発達支援（療育保

育）を提供する。〔継続〕 

オ ペアレントトレーニング講座、保護者会、講演会等を開催し、発達特性の理解

を進める。〔継続〕 

 

(３) 運営方法 

  これまでの実績を基に、市が直接運営を行うものとする。 
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７ 保健部門 

(１) 基本方針 

ア 市民主体の健康づくりの拠点として、健康に関するサークル活動の支援や健康

相談、健康教育を行い、健康寿命の延伸をめざす。 

イ 子どもの健やかな成長と母親を含む子育て世代を、関係機関等と連携して包括

的に支援する。 

ウ 思春期における健康教育を行うとともに、思春期から妊娠・出産期、育児期へ

と連続した子育て支援を行う。 

エ 予防接種を受ける機会を安定的に確保し、接種率を向上させ罹患者を出さない

接種環境を整備する。 

オ 脳血管疾患や心疾患等循環器疾患の予防、自殺やがんによる早世予防、睡眠に

焦点を当てた健康づくり施策「ぐっすり・すやすや運動」を推進する。 

 

(２) 主な機能・特徴等 

ア 健康づくりの拠点として、健康に関する情報の発信、運動・栄養・睡眠等の指

導者育成、地域組織やサークル活動支援を行う。〔継続〕 

イ 高血圧、糖尿病等の生活習慣病の重症化予防として、病診連携の中で包括的な

支援を行う。〔拡充〕 

ウ 健診部門と連携し、特定健診とがん検診の受診を推進し、健診後の特定保健指

導対象者や、要精検者への継続支援を行う。〔拡充〕 

エ 特定不妊治療費の助成をはじめ、妊娠に関するあらゆる相談を受ける。〔継続〕 

オ 新病院の産科部門と連携し、母子相談・訪問事業や、母子の精神的ケア・育児

支援を行う。〔拡充〕 

カ 接種事故等の減尐につなげるため、予防接種履歴情報を被接種者（保護者を含

む。）が医療機関等へ提供できるシステムを構築する。〔拡充〕 

キ 精神疾患、自殺既遂事例、未遂事例の把握を行い、普及啓発等の一次予防を行

うとともに、こころのケア相談及び他機関連携等の二次予防を行う等、こころの

相談窓口を設置する。〔継続〕 

ク 生活習慣病予防・介護予防として、地域包括ケア部門と連携し、筋力の維持・

向上と高齢者の閉じこもり予防が期待できる「いきいき百歳体操」が地域主体で

実施されるよう推進する。〔拡充〕 

 

(３) 運営方法 

  これまでの実績を基に、市が直接運営を行うものとする。 
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第５ 医療機器・医療情報システム導入計画 

１ 導入の方針 

(１) 医療機器 

ア 診療所部門、健診部門における機能が発揮できるよう、必要な医療機器につい

て適切に導入する。 

イ 放射線等の大型機器については、新病院との共同利用を行う。 

ウ 継続使用が可能な医療機器については、県等と調整する。 

 

(２) 医療情報システム 

ア 新病院との一体的な運営に配慮し、患者情報を共有できるシステムの導入を図

る。 

イ 電子カルテを中心に患者情報を総合的に管理する医療情報システムとすること

により、従事者間での連携強化を図る。 

ウ 健診データ等も活用し、個人の疾病予防や健康増進に役立つ情報システムを整

備する。 

エ 患者サービスの向上を図ると同時に、個人情報保護のためのセキュリティへの

適切な配慮を行う。 

 

２ 導入整備内容 

(１) 主な医療機器 

ア 心電図解析装置 

イ 無散瞳眼底カメラ 

ウ スパイロメーター 

エ 聴力計 

オ 視力計  等 

 

(２) 主な医療情報システム 

センターの機能を発揮するために、主要なものとして以下のシステムの導入を検

討する。 

 

ア 電子カルテシステム（緊急度判定支援システム含む。） 

イ 健診支援システム（個人管理型電子カルテ） 

ウ 地域包括ケア連携基盤システム 

エ 院内情報表示システム 

※センターと新病院との相互間において、患者・施設利用者の動きに則した情報

共有と連携を図るためのシステム構築を検討する。 

（患者情報共有、オーダーリング情報共有、検査結果・画像診断共有等） 
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３ 医療情報システムの整備スケジュール 

新病院との一体的運営を見据え、新病院の整備に合せて新情報システムを導入する。 

項目 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

システム範囲確定     

基本要件確定     

仕様確定     

ベンダ（業者）選定     

開発・稼働準備    稼働 
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第６ 建設整備計画 

１ 施設規模 

センターに必要な施設規模については、次の前提条件を考慮し、下記の施設概要を想

定する。 

 

(１) 前提条件 

ア 各業務の実施に必要な諸室及び設備を設け、利用者の動線に配慮した機能的な

配置を行う。 

イ 各業務を実施するために関連する必要な諸室（職員事務室、会議室、研修室等）

を設けるものとするが、会議室等の可能な諸室は極力部門間で共有する。 

ウ 兵庫県が隣接整備する新病院との一体的な運営に配慮した施設配置とする。 

エ 効率的な施設管理と利便性の視点から、必要な機能は１棟に集約する。 

オ 新病院との意匠・利用者動線の統一を図る必要があることに配慮する。 

 

(２) 施設概要 

【構造】 

鉄筋コンクリート造、３階建て 

【延べ床面積】 

約 5,200 ㎡程度 

※構造、面積規模は現時点の想定概要であり、設計において最終決定する。 

 

２ 整備方法 

(１) 設計業務（基本設計、実施設計）においては、新病院との意匠・利用者動線の統

一を図る必要があることから兵庫県において一括発注して業務を行い、市の施設に

相当する経費を市が負担するものとする。 

(２) 建設工事（造成、建築等）においては、最適な発注方法を兵庫県と調整して決定

する。 

 

３ 構成(部署配置方針) 

(１) 新病院等との円滑な連携のため、１次救急、診療所、予防医療（健診）について

は、極力新病院とのアクセスの良い場所に配置する。 

(２) 診療所の患者と他の施設の利用者の入口、及び動線に配慮する。 

(３) 妊婦、親子連れ、障がい者、高齢者の利用に配慮した施設配置とする。 

(４) 出来る限り、センター内の各施設は同じ階に集約する。 

(５) 窓口業務を行う部門については、利用者から分かりやすい配置に配慮する。 

(６) 外部からの利用者のため、スムーズな動線に配慮する。 
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【部署配置イメージ】 

（新病院） 

⇔ 

 

 

《センター》 

3F 保健センター（健康増進、母子保健等） 

2F 福祉センター（地域包括、発達支援等） 

1F 休日夜間応急診療センター、総合診療センター 

※各業務の配置階は仮定であり、必要な階数を含め確定したものではない。 

※機能配置、施設階数、延床面積は設計において最終決定する。 

 

４ 付帯施設 

(１) 駐車場は、施設利用者及び職員が駐車可能な台数を確保する。 

(２) 隣接して整備する新病院及び看護専門学校との連携に配慮した施設配置とし、必

要に応じて渡り廊下による接続も検討する。 

 

５ 施設整備における留意点 

(１) 新病院との連携 

ア 丹波市が施設の整備主体となるが、新病院との意匠・利用者動線の統一を図る

必要があることに配慮する。 

イ 工事施工については、出会い丁場の防止と経費節減を図る観点から、県と十分

な調整を行う。 

 

(２) 周辺浸水対策 

これまでから、整備場所周辺地域は降雤時の浸水被害が多く発生しており、加古川

の背割り堤設置などの浸水対策が進められているが、さらなる浸水対策の充実を図る

ため、施設自体への浸水防止、及び総合治水の観点から敷地内の雤水を一時的に貯留

して流出を抑制する貯水機能の付加を検討する。 

 

(３) 交通アクセス対策 

整備場所周辺道路は、朝夕の通勤時間帯に交通渋滞が常態化しており、新病院等の

整備により更に交通量の増加が見込まれるため、新病院等を利用する車両経路を分散

する等の措置を考慮する。 

 

(４) 地盤対策 

整備場所周辺は地盤が軟弱であるため、基礎工事や耐震工事等に万全を期す必要が

ある。 

 

６ 事業費 

センター等の整備にあたっての事業費の項目、内容について以下のように設定し、詳

細を予算編成の中で決定する。 
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なお、近年労務単価・物価の上昇により病院建設工事の入札が成立しない事例も多く

見受けられるため、今後の社会情勢も見据えながら設計段階においてさらに精査する。 

 

【概算事業費】 

項目 内容 概算事業費 

１ 設計・監理費等 基本設計、実施設計、工事監理等 ０．９億円 

２ 用地取得費等 施設用地の取得費・外構工事等 ２．６億円 

３ 建設工事費 センター本体、駐車場、造成費等 １５．４億円 

４ 医療機器等整備費 医療機器・什器、情報システム等 ２．０億円 

合  計  ２０．９億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


