
1

市立柏病院建替  関  
市民説明会

平成  年  月  日
柏市



2

Ⅰ．候補地選定の経緯　

Ⅱ．市立柏病院が抱える課題と
　将来像

Ⅲ．判断にあたり検証した事項　

構
 
成



3

Ⅰ 候補地選定 経緯

１．市立柏病院のあらまし　……………　５ページ

２．柏市立柏病院中期構想　……………　６ページ

３．柏市立柏病院整備基本方針　………　７ページ

４．医療環境の整備　……………………　８ページ

５．候補地選定の評価・検討　…………１０ページ

目
 
 
 
次



4

建替 候補地 経緯

①市立柏病院の将来の方向性が示されました。

（小児救急医療への対応，災害医療への対応，感染症医療へ
の対応，在宅医療支援など）

②それらを実現するためには老朽化した病院
の建替えが必要です。

③病院事業検討専門分科会でご審議いただき，
１４候補地から２候補地に絞られました。
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　　 市立柏病院は，廃止が予定されていた旧国立柏病院の土地建物を柏市が有償

で譲渡を受け，高齢者医療を柱とした診療科目４科，病床数１００床で，平成５年７

月に開院いたしました。その後，平成１３年から，経営改善の観点等も含めて急性

期一般病院への転換を図り，現在では，診療科目１６科，病床数２００床の規模に

至っております。

　　 これまでも，市立柏病院は，取り巻く社会環境や医療ニーズの変化に対応しなが

ら公立病院としての役割・機能を果たしてまいりましたが，平成２５年３月には，将

来の基本構想すなわち「柏市立柏病院中期構想」を策定いたしました。
　　　　　

  市立柏病院     
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  　「柏市立柏病院中期構想」は，市立病院を取り巻く環境や医療ニーズの変化，

急激に進む少子高齢化という激変の中で，今後，市立病院としてどうあるべきか

という視点から，市民，市内の医療関係者等からなる市立病院事業検討専門分

科会によりご審議いただき，特に，地域医療の課題を抽出するため，市民アン

ケートやパブリックコメントなどで頂戴いたしました御意見などを踏まえ策定した

ものです。

   市立病院の将来の方向性として，今後５年間で取り組むべき事項「小児救急

医療への対応」，「災害医療への対応」，「感染症医療への対応」，「在宅医療支

援」，「医療連携の推進」を明らかにし，実現に向けた対応方針として位置付けた

ものとなっております。

　　

　「柏市立柏病院中期構想」（平成２５年３月策定）

　http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/063000/p015003.html

　に掲載しております。

  柏市立柏病院中期構想
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   市立病院の将来に向けた考え方を「柏市立柏病院中期構想」としてまとめ，さら

に，平成２６年３月には，その実現に向けた具体的な取り組みを「柏市立柏病院整

備基本方針」としてとりまとめております。

　　　策定にあたりましては，市立病院事業検討専門分科会におきましてご審議いた

だき，答申いただきました。

　　　この方針のなかでは，特に，地域医療の課題として「小児医療の充実」が求め

られていることから，「小児二次救急を柱に最新の標準治療を確実に行える病院」

を当病院のビジョンとしております。

　　　さらに，この方針は，経営基盤の強化を目的とした「経営戦略」について，また，

建設候補地の選定などの取り組みを整理した「整備基本計画」，新病院整備に係

る費用見込みに関する「資金計画」の３本柱として取りまとめています。

「柏市立柏病院整備基本方針」 平成２６年３月策定）　

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/063000/p018001.html

　に掲載しております。

  柏市立柏病院整備基本方針
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○施設の耐震性の強化

市立柏病院の耐震性はIs値0.6以上であり，倒壊又
は崩壊する危険性は低いものの【参考１】，病棟に関
しては，国土交通省が示す官庁施設の安全性の目
標値を満たしていません【参考２】。

各施設の概要，耐震性等

【参考１】 建築物の耐震改修の促進に関する法律

耐震補強工事を施しても，官庁施設安全基準には届かない病棟

【参考２】 国土交通省「官庁施設の総合耐震計画基準」

  医療環境 整備   
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　○施設の老朽化・狭隘化

・今日の医療ニーズの多様化，量的拡大の中で，施設が狭隘化

・近年は医療のIT化や医療機器の進歩は目覚ましく，新たな機器等の導入に施設が対応できない

・診療スペースや患者の待合スペース等も狭い

・施設の老朽化も著しく，療養環境としてのアメニティの低下や衛生面の課題も抱えている

・設備インフラ（電気，ガス，給水設備等）にも障害が発生するなど，大規模な設備更新の必要性も高まっている

施設の老朽化・狭隘化 に伴うハード的な制約により，時代に即した良質な医療を効率的に提供し続ける
ことが極めて難しい状況です。特に小児医療の充実を図るためには，施設の整備が必須となります。

 

待合廊下待合廊下

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

→病棟と外来棟が細い渡り廊下によってつながっている古い構造。

→病棟，外来ともに廊下が長く，患者及び職員の動線が長い構造。

↓狭いロビーや待合廊下。立って待つ患者も散見される状況。
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  医療環境 整備   



　　５．候補地選定の評価・検討
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 中期構想において，建設地は検討すると示され，整備基本方針において具体的に検証
 現状のベット数２００床と，小児用のベット分として最大40床の増床を想定
 用地面積：原則的に１０，０００㎡以上，延床面積：２０，０００㎡を想定



ア．４候補地での相対評価結果の概要
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評価項⽬

【１】現地 【２】
柏北部中央地
区区画整理
事業区域内

【３】
柏の葉

公社取得地

【４】
北柏駅北⼝
区画整理地

病院敷地内
（ローリング）

現地内
移転

 ア　⼩児⼆次
 救急医療の
 早期実現性

合意形成の
容易さ ○ ○ 区画整理事業者（千

葉県）から⽤地購⼊ 周辺対応 地権者との交渉

周辺対応

⼯期 想定5年程度 ○
（２年４ヶ月）

○
（２年４ヶ月）

○
（２年４ヶ月）

○
（２年４ヶ月）

イ コスト
　抑制

⽤地費
(概算⾒
込)

○ ○ ⽤地購⼊
（約２４億）

⽤地購⼊
（約２４億）

⽤地購⼊
（約１２億）

建設費 ・⼯期に伴い増加
・⽴体駐⾞場整備 ○ ○ ⽴体駐⾞場整備 ⽴体駐⾞場整備

ウ 全市⺠のアクセス
 性

駅からバス 駅からバス ○ ○ ○

エ 現利⽤者への配慮 ○ ○ 約４km移転 約４km移転 ○



　　　イ．「現地」の概要

（1）場所

　　柏市布施１－３ほか

（2）敷地面積

     約４０，０００㎡

（3）地形

　  平地（一部高低差あり）

（4）地権者

　  柏市

（5）特記事項

　 ・市街化調整区域

 　・同一敷地に介護老人保健施設あり
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　　　ウ．「柏北部中央地区」の概要

（1）場所

　　柏市正連寺

　　（区画整理事業地の一部）

（2）敷地面積

      約１５，０００㎡

（3）地形

　   平地

（4）地権者

　   千葉県（区画整理事業の事業者）

（5）取得金額見込

　　約２４億円（概算）

（６）特記事項

　 ・柏の葉国際キャンパスタウン構想

　　に位置づけられた区域
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エ．候補地２箇所の特徴 ※整備基本方針の記載を一部加筆修正

現地 柏北部中央地区

小児二次救急医療

の早期実現性

・用地取得済み（市有地）

・敷地内移転であれば通常工期で可能

・区画整理用地（千葉県保有）のため、用
地取得は比較的容易

・更地のため、通常工期で可能
コスト抑制性 ・用地取得費不要

・新たな設備は不要

・用地取得費約２４億円を要する

・新たな設備は不要
全市民のアクセス性 ・北柏駅から約３．０ｋｍ

・柏駅から約５．５ｋｍ・柏駅からバス

・柏の葉キャンパス駅から約０．８ｋｍ

・柏駅から約５．６ｋｍ・柏駅からバス
現利用者への配慮 ・現地であれば、現利用者への負担は最小

限
・現地から約４ｋｍ離れる

・現柏病院の所在地から直接行ける公共交
通機関はない

小児科医を確保でき

る魅力的な病院づく

り

・建替え後において研修・労働環境の充実
等を図り、魅力のある病院にする必要があ
る

・柏の葉国際キャンパスタウン構想に位置
づけられ、がんセンター東病院、辻仲病院
柏の葉などの医療機関集積地であるため、
医療水準の向上が期待される

建替え設計の自由度 ・敷地内移転の場合、敷地形状や既存施設
による制約がある

・制約のある形状ではない

その他 ・搬入車両による影響や工事騒音など、患
者への影響が想定される 

・現地よりさらに柏市中心部より北に移る
こととなる

・現地からの移転となるため、既存病院・
診療所による医療提供のバランスに影響が
ある

・周辺は今後人口増加が見込まれる地域で
あり、病院経営への反映が期待される

敷地面積 ・約４０，０００㎡ ・約１５，０００㎡
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※参考　１４候補地　案内図

№ 候補地名

①  現地

②  柏北部中央地区

③  柏の葉公社取得地

④  北柏駅北口区画整理地

⑤ 柏ビレジ運動公園

⑥ 紀長伸銅所跡地

⑦ 旧大利根有料道路付近

⑧
流通経済大学附属柏高校
付近

⑨ 県立柏高校付近

⑩
高柳駅西側土地区画整理
地内

⑪ 根戸市営住宅裏

⑫ 市川毛織柏工場付近

⑬
南柏駅東口土地区画整理
地内

⑭ 旧柏市社会福祉センター

⑧

⑪
⑫

⑬
⑭

②③

④

⑤

⑥

⑦
⑨

⑩

①
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Ⅱ 市立柏病院 抱  
課題 将来像

１．市立柏病院 経営　………………………１８ページ 　

２．病院を巡る状況　…………………………３６ページ

３．公立病院の役割　…………………………４６ページ

４．市立柏病院が目指す新たな病院像　……５７ページ
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市立柏病院はこのままではいけない。

理由は３点。
①民間病院でも提供可能な医療であり、
公的病院の存在意義が薄い。

②それにも関わらず、実質収支は赤字。

③医療制度改革により、病院の経営環
境はもっと厳しくなる。
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  市立柏病院 経営

  市立柏病院 赤字   
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■平成２５年度市立柏病院決算を民間事業者ベースとしたもの

市立柏病院 決算 実情

　
19

病院決算上は
2億1千万円

の黒字

民間事業者の
経常収益ベースに

合わせると
6,300万円の

赤字
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     患者   来     

入　　院 外　　来

総数 １日あたり患者数 総数 １日あたり患者数

平成２３年度 ５４，６９８人
１４９．４人

（病床稼働率７４．７％）
１６４，０３５人 ５５６．０人

平成２４年度 ５３，１８６人
１４５．７人

（病床稼働率７２．９％）
１６４，７８７人 ５６２．４人

平成２５年度 ５０，３５２人
１３８．０人

（病床稼働率６９．０％）
１５５，３０４人 ５２８．２人

指標 計算式等 市立柏病院
民間病院　

平均（※）

【入院】

病床稼動率

１日平均入院患者数
／病床数

６９．０％ ７８．８６％

【外来】
１ヶ月平均
のべ患者数

年間のべ外来患者数
／１２月

１２，９４２人 ６，８４４人

自治体病院

平均（※）

７０．２５％

８，１１１人

　平成２５年度病院経営実態調査報告より作成　※２００～２９９床を対象

■市立柏病院患者数

■全国平均との比較
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市立柏病院 経営 現状①
 外来患者 多    人    収益 少   

入院診療 外来診療

医業収益（売上） ２，３８２百万円 ２，６３５百万円

１日あたり患者数 １３８．０人 ５２８．２人

【参考】ＤＰＣ病院の
患者一人１日あたり収益

５４，８００円 １３，８００円

患者一人１日あたり収益 ４７，３００円
９，０４３円

（薬代７，９２３円を除く）

■市立柏病院の平成２５年度収益（売上）

指標 計算式等 市立柏病院
民間病院平均

（※）

入外患者比率
のべ外来患者数／

のべ入院患者数
３．１ １．３

医業収益に対する
収益率（※）

外来収益率

入院収益率

５１．７％

４６．８％

２３．９％

７０．３％

自治体病院平均
（※）

１．６２

２７．９％

６８．２％

■全国の指標との比較
平成２５年度病院経営実態調査報告書及び病院運営実態分析調査より作成
　※２００～２９９床を対象
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※入院・外来以外に、その他収益があるため、合計しても１００％にならない。



■救急搬送と入院について
日本病院会のアンケート調査では、救急車
からの入院平均率は、４５．４％となっていま
す。　（平成２５年度救急医療アンケート調査
結果より）

市立柏病院 経営 現状②
 紹介 救急受入 少   

■紹介率とは
　紹介率とは、患者数（外来＋入院）のうち、
紹介数（クリニック等からの紹介数と救急搬
送数）の割合のこと。紹介率は、地域の医療
機関との連携を示す指標です。
　紹介が多いということは、その病院が強み
としている科目の患者の割合が多いともい
えます。

市立柏病院
医療法人立病院（民

間病院）平均
自治体病院平均

紹介率 １９．４％ ３２．９％ ４３．１％

■紹介率の比較 （※）出典：「平成２３年度病院経営管理指標」厚生労働省（市立柏病院は２５年度数値）

病院名 受入件数 割合

Ａ病院 4,646 29.20%
B病院 1,905 11.97%
C病院 1,784 11.21%
Ｄ病院 1,766 11.10%
市立柏病院 1,306 8.21%
E病院 754 4.74%

計 15,911 100%
その他医療機関 3,096 19.46%
Ｆ病院 654 4.11%

■柏市の救急搬送受入件数（平成２５年度）

22
柏市消防局救急搬送データから
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市立柏病院
近隣Ｂ病院

（約３００床）

近隣Ａ病院

（約２００床）

救急車来院による入院

クリニック等他院の

紹介による入院

４１１人

入院

経路

の内訳

18.4%

病床稼働率

16.6%

６９．０％

１７６人

9.3%

８３．４％

22.0%

８８．４％

29.2%

16.3%

１日あたり入院患者数 １３８人

１日あたり外来患者数 ５２８．２人 ６７６人

（公開されていない）

■病床稼働率と入院経路の比較（平成２５年度） 出典：ＤＰＣ評価分科会資料（平成２６年９月）

他 病院   違   



24

市立柏病院 経営 現状③
 患者 多  近隣 居住 

主な地域

のべ外来

患者数

（人）

割合

のべ入院

患者数

（人）

割合

市内０～３キロ
圏内患者数

松葉町，花野井，根戸，
宿連寺，松ヶ崎，布施，
布施新町，北柏，若柴，
大室

 84,873 
54.6%

（64.1%※）
 23,434 

46.5%
（58.8%※）

市内３キロ圏
外患者数

柏、豊四季、十余二  47,558 
30.6%

（35.9%※）
 16,431 

32.6%
（41.2%※）

市外患者数 我孫子市、野田市  22,873 14.7%  10,487 20.8%

全患者数計  155,304 100.0%  50,352 100.0%

■市立柏病院患者の住所地（平成２５年度）

※市内患者　のべ外来患者数132,431人、
　及び、のべ入院患者数39,865人に対する割合
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市立柏病院 経営 現状④
 患者   気持        医  

選択肢 外来患者 入院患者

自宅に近い 34.2% 35.0%

勤務先に近い 1.1% 0.6%

知人・家族から勧められて 6.4% 7.0%

救急受診 2.7% 13.4%

診療科が多い 8.3% 2.5%

他の診療所（病院）が不満
だった

4.3% 0.6%

広告や看板を見て 0.3% 0%

当院のホームページを見
て

2.0% 1.3%

診療所（病院）の紹介 15.1% 19.7%

その他 5.5% 8.9%

市立病院だから 20.0% 10.8%

■市立柏病院を選んだ理由（２つまで選択）

平成２５年度市立柏病院満足度調査から

■市立柏病院以外のかかりつけ医の有無

ある ない

外来患者 38.6% 61.4%

入院患者 46.8% 53.2%
平成２５年度市立柏病院満足度調査から

市立柏病院の患者さんのアンケート
調査によると、当院を選んだ理由は、
外来患者、入院患者とも、もっとも
多いのは「自宅に近い」でした。
また、市立柏病院以外にかかりつ
け医がない患者さんは、外来は約６
割、入院では約５割います。
市立柏病院が、地域のクリニックの
ような存在になっていることがわか
ります。
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市立柏病院 経営 現状⑤
 頻度 高 患者  薬   外来 多  

■入院患者の特徴
○平均年齢は６９～７０歳（一般的な急性期病院の平均は６５～６６歳）
○新規入院患者の２人に１人が、過去に１回以上、市立柏病院に入院し
　ている。また、５人に１人は、５回以上入院している。
　

■外来患者の特徴
○外来患者一人当たりの平均通院回数は年７～８回。
　のべ外来患者数のうち約１割を、年間２４回以上の通院患者が占めている。
○外来患者のうち、新患（はじめて市立柏病院を利用する患者）は約４％。
○外来診療のうち、４分の１は薬の処方だけで、検査や点滴・注射等の処置
　は行われていません。　
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診療所 病院 大病院 関係
      役割      

大病院（三次病院)病院（二次病院）診療所

市立柏病院、柏厚
生総合病院、名戸ヶ
谷病院、千葉西総
合病院、東葛病院な
ど

東京慈恵会医科大
学附属柏病院、松戸
市立病院など

診療所は身近に受診や相談ができます。診療所の
主治医に、検査や入院・手術が必要と診断されたら、
紹介状を書いてもらい、引き続き病院で診てもらう
ことができます。

より高度な手
術や検査は、
大病院で受け
ることができま
す。

○○医院，△△クリニック

患者さん

受診 紹介 紹介

逆紹介

病院での治療が終
わったら、引き続き
近くの診療所で診
てもらうことができ
ます。

【解説】
医療の仕組み
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診療所 病院 違   

投薬

診療所は、身近に受診、
相談できる医療機関で
す。症状によって、病院
へつないでくれたり、病
院治療後の患者を受け
入れたりします。（かかり
つけ医・一次医療ともい
います）

病院を紹介する

外来診療

入院

手術

病院は入院、検
査、手術等を多
職種の医療ス
タッフや様々な
設備で行います。

検査

救急

急な病気やケガを診てく
れる病院は二次病院（二
次医療）と呼ばれます。重
症患者を診る大病院は三
次病院（三次医療）と呼ば
れます。

診療所       医院 

病院

【解説】
医療の仕組み
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・入院、検査、手術などの設備がある。
・医師、看護師のほか、検査技師，栄養
士、理学療法士などさまざまな職種の医
療従事者が連携して治療にあたってくれ
る。
・市の輪番病院など、救急や時間外の
診療に対応する。

・広域を対象としている。
・高度集中治療室などの設備が充実して
いる。
・難病など、治療が難しい病気に対応で
きる。
・多くの専門医がいる。
・救命救急センターなど、２４時間３６５日
の救急に対応している。

医療機関には、それぞれ役割（得意分野）があります。患者の皆さんがそれぞれの特
徴を知り、うまく選ぶことで、病院と患者さんのいい関係ができます。

大病院（三次病院)病院（二次病院）

【解説】
医療の仕組み 病院 大病院 違 

 違  知   病院   関係  
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病気やけがが発生

・比較的軽度な風邪
・軽度なけが　など

日曜・休日
の場合

夜間
の場合

平日の昼間
の場合

夜間急病
診療所

日曜休日
診療

かかりつけ
医など

・手足や顔の半分が突然しびれる
・急に立てないくらいふらつく
・急な息切れや呼吸困難
・吐血や下血がある　など

１１９番通報！

二次病院

症状により紹介・転送

三次病院・
救命救急セ

ンター

一次医療（診療所）

二次医療 三次医療

症状により
紹介・転送

※広報かしわ平成２４年５月１日号をもとに作成

【解説】
医療の仕組み 医療    方

 適正受診  願     
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診療所 病院 大病院 関係
      役割      

大病院（三次病院)病院（二次病院）診療所

市立柏病院、柏厚
生総合病院、名戸ヶ
谷病院、千葉西総
合病院、東葛病院な
ど

東京慈恵会医科大
学附属柏病院、松戸
市立病院など

○○医院，△△クリニック

患者さん

受診 紹介 紹介

逆紹介

【解説】
医療の仕組み

市立柏病院は両方を行っています
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 医者       病院 
仕事      

■医師のキャリアに関するアンケート
　（ドクターズマガジン２０１４年１０月号から）
医師免許取得年を平成１６年から１８年で登録
している民間医局の医師３７７人が回答
期間：平成２６年５月３０日から６月１３日

選択肢 回答数

市中病院（急性期） 150

大学病院 94

クリニック 31

市中病院（慢性期） 28

学生（国内大学院） 28

アルバイト 14

留学（臨床・研究） 11

無職 1

その他 16

選択肢 回答数

専門性を高められる 131

地理的条件（出身地・通いやすい・住み
たい）

113

初期・後期研修先だった 94

幅広い症例を診られる 81

優れた指導医がいる 80

生活の質を保てる・女性医師支援があ
る

74

指導者・先輩に薦められた 53

雰囲気がよい 52

研究に専念できる 47

収入が保てる 44

母校だった 41

配偶者や恋人の意向 20

その他 42

■どこで働いていますか？ ■選んだ理由は？（複数回答）

32

（単位：人）（単位：人）
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大学から派遣される医者から見ると、

×　クリニックに近い内容の病院

○　専門的な医療を提供する病院

■医師の派遣とは
市立柏病院は、国立大学の関連病院として、医師の派遣を受けています。
大学医局の若手医師は、約３年を単位として、関連病院へ派遣され、経験を積
んでいきます。近年は、研修医制度が変わり、派遣病院を決める際は、医師本
人の希望が尊重されるようになりました。
他方、科長をはじめとする中堅の医師は、自分が希望する関連病院に勤務医と
して赴任していきます。
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市立柏病院 経営 現状⑥
 常勤医師 来      入院 受      

■市立柏病院泌尿器科の収益（売上）の推移と常勤医師数

泌尿器科は、今年６月の常勤医の退職後、まだ医局から新たな医師が派遣されておらず、
非常勤医師が交代で対応しています。入院患者をとることができず、外来診療のみを
行っています。
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○市立柏病院は、一般外来の比重が高く、クリニックからの紹
介や救急受入が少ないため、病床稼働率が上がらず、収益
性の低い経営体質になっています。

○外来は、患者さんの意識や、診療内容から見て、かかりつけ
のクリニックのような役割になっています。

○入院は、一人の患者さんが何度も入院する傾向にあり、患者
年齢も平均より高くなっています。新規の患者は少なく、市立
柏病院をかかりつけとする、高齢者の疾患を中心的に診て
いる病院といえます。

○この状況は、国立柏病院からこの地域の拠点病院であり、市
への移譲当初、老人系地域支援病院として開院した経緯を
考えると、自然なことです。

　　しかしながら、このまま患者さんが高齢化すると、慢性疾患
の患者を主に診療する病院となり、医師が集まらなくなる可
能性があります。

まとめ



36

  病院 巡 状況

医療制度 変        
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①研修医制度 変   
 医師 希望 研修先 選 時代  

～平成１５年度
旧臨床研修医制度

平成１６年度～
新臨床研修医制度

○臨床研修は義務でなく、研修
プログラムは決まっていなかった。
○大学ごとに、大学病院や関連
病院での研修が中心で、研修内
容に偏りがあった。
○臨床研修の派遣先は、大学の
医局が決めていた。その後も医
局の人事でキャリアを形成。

○２年以上の臨床研修が義務化さ
れた。
○各大学が、ガイドラインに基づき、
研修プログラムを作成。
○研修先は、研修プログラムと研
修を受ける医師の希望（マッチン
グ）によって決められるようになっ
た。その後のキャリア形成も医師
の希望が尊重されるようになった。

■臨床研修医
医師国家試験合格後２年以内で、臨床研修を受けている医師のこと。
診療に従事しようとする医師は、臨床研修を受けなければならないとされています。
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②病院   方 変  
 成果 求    厳  時代  

これまでの病院 これからの病院
○病院の性格（どういう患者さん
へどのような診療を行うか）は、
それぞれの病院の考えや診療
報酬に基づき、病院がそれぞれ
決めている。
○急性期病院は、診療報酬が高
く、この分野を選ぶ病院が多い。
○実際には、急性期の診療をあ
まり行っていない病院もあった。

○日本は、超高齢化しているが、
病院を増やすことはできない。
○各病院は、病院の性格と診療内
容を報告することになった。急性期
の病院は、それに見合う診療をし
なければならなくなった。
○急性期の病院は、より専門性を
高め、急性期の診療が必要な患者
を受け入れるようにならないと、生
き残れないようになった。

■急性期病院
急性期の病気（脳卒中や心疾患等）や手術等が必要なケガの治療を主に行う病院。
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• 医療法に基づき、各都道府県で策定

• 千葉県の保健医療を相互的・効果的に
推進するための基本的な指針

• 病床の整備を図る区域（医療圏）を設定

• 医療圏ごとの基準病床数を設定

千葉県保健医療計画

【基準病床数（平成２５年度改定計画）】

東葛北部医療圏
（松戸市，柏市，野田市，流山市，我孫子市）

医療が地域によって偏りなく提供されるよう、
各都道府県の医療計画によって、医療圏と
病床数が設定されています。

都道府県は、
医療圏ごと
の病床数を
設定した後、
各病院から
の要望に対
して、配分数
（各病院が持
つことのでき
る病床数）を
決定します。

※上表・右図の出典；千葉県保健医療計画

　2,179

【解説】医療制度とは
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　東葛北部医療圏には、多くの急性期病
院があります。しかしながら、現在の一般
病床数がこのまま維持されたとしても、２
０２５年になると、高齢者人口や受療率か
ら換算される必要病床数には不足してし
まうという分析があります。（日経ヘルス
ケア２０１４年８月号）
　一方、国の方針では、一般急性期の病
床は抑制されると見られています。
　限られた医療提供体制の中で、東葛北
部医療圏の医療ニーズに対応するため
に、これらの病院がそれぞれ役割（診療
科目の強み）を持ち、連携して、地域でよ
りよい医療を提供することが求められて
います。

【急性期病院の役割分担のイメージ】

急性期病院 今後 厳  時代  対応 

脳神経系の
病気に強い
Ａ病院

消化器系の
病気に強い
B病院

呼吸器系の
病気に強い
C病院

循環器系の
病気に強い
D病院

急性期病院に求められる
連携と役割分担の中で、市
立柏病院の役割を考えて
いく必要があります。



41

病床 機能

一般病床

【医療法上の病床区分】

療養病床

一般病床、
療養病床は
右記の４つの
機能に区別
されます

長期にわたり療養を
するための病床。
全病床の約２割。

急性期の患者への高度な医療を提
供する機能　※三次病院

高度急性期機能

（平均在院日数：２週間程度）

急性期の患者への医療を提供する
機能　※二次病院

急性期機能

（平均在院日数：２週間程度）

急性期を経過した患者の在宅復帰にむけ
たリハビリテーションを提供する機能

回復期機能

（平均在院日数：２ヶ月程度）

長期にわたり療養が必要な患者を入院さ
せる機能

慢性期機能

（平均在院日数：５ヶ月程度）

病床の機能は、各病院への配分時に決められています。病床
機能は、患者さんへ提供する医療の内容によって分類されます。

心疾患、脳卒中、消化器疾
患等の急性期の病気や手
術等が必要なケガを治療
する病床。
全病床の約６割。

精神病床

結核病床

感染病床

その他

【解説】医療制度とは
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病床機能 病院 分類
各病院が、主にどの病床を持つかに
よって、病院の種類が分類されます。

急性期病院

例えば…

療養型病院

一般病床
（急性期）が
中心

療養病床
が中心

精神病床
が中心

精神科病院

市立柏病院     病院   

市立柏病院     床    急性期  一般急性
期病院    

病院の性格が変わると、設備や必要な医療スタッフが違います。急性期病院では、
集中治療室や検査設備、そのためのスタッフが必要ですが、療養型病院の場合は、
介護やリハビリテーションのためのスタッフが必要です。

【解説】医療制度とは
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○病院のベッドの数（病床数）は、都道府県ごとの医療計画で
設定され、その中から地域（医療圏）ごとに、病院の要望に
基づき、病床数が配分されます。

○病床は、高度急性期・急性期・回復期・慢性期など、それぞ
れ機能が異なります。どの機能の病床を中心とするかで、病
院の性格（分類）が決まります。

○市立柏病院は、急性期機能の病床を持った「一般急性期病
院」です。急性期の病気（消化管出血や心筋梗塞等）や手術
等が必要なケガの治療を行います。

○病院の性格によって、必要な設備やスタッフ、人員が異なり
ます。各病院は、医療圏内の医療需要や経営を考え、病院
の性格（病床機能）を決めています。

【解説】医療制度とは
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○日本はかつてない高齢化時代を迎えます
　２０２５年（平成３７年）に７５歳人口がピークに達する一方、６４歳以下人口が大幅に減少
するという、人口構成の大きな変化があります。

○医療、介護のしくみが見直されています
　高齢者が増えるに伴い、これまでと同様に、医療・介護施設を増やしていくと、社会保障費
の増加をはじめ、医療・介護従事者の大幅な不足が懸念されます。そのため、医療・介護の
しくみ全体の見直しが始まりました。　（平成２６年６月「医療介護総合確保促進法」施行）

○病院のあり方も変わってきます
　今後は、医療ニーズが増加しても、病床数はあまり増やされないことになります。国は、限
りある病床数で必要な医療を充足させるために、既存病床を効率的に運用し、併せて、在
宅医療を推進するとしています。
　これまで医療は、需要と供給の中でゆるやかにバランスをとって提供されてきました。今後
は、国や都道府県が、地域の医療ニーズを具体的に見据え、必要な医療提供体制（病院や
病床の機能）を設定し、それらが計画通り提供されるよう、調整することになります。

○各病院は役割分担が求められます
　医療圏内の病床数が抑制されると、それぞれの病院が総合病院的に幅広く多くの診療科
目を診ることは難しくなってきます。それぞれの病院は、医療圏の中で役割分担をし、地域
の医療需要に応えられるよう、対応する必要があります。

病院 巡 環境 変化 医療制度改革
【解説】医療制度とは
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○病院の病床は、県の保健医療計画によって、保健
医療圏ごとに配分されています。

○病床は「一般病床」「療養病床」等に分かれ、さらに
「急性期機能」「回復期機能」「慢性期機能」等に分
かれます。

○病院を巡る環境は、高齢化等による医療、介護のし
くみの見直しとともに変化し、病院のあり方や役割
の明確化が必要となっています。

○現在の市立柏病院（２００床）は、「一般急性期病
院」であり、今後、東葛北部医療圏での強みと特色
を持つ必要があります。

まとめ
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  公立病院 役割

公立病院 民間 病院 違   

 何 求        
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公立 病院 民間 病院 違   

病院全体 約     国 地方公共団体 病院 公
立病院    
公立病院 主 役割  地域医療 確保     
具体的   民間医療機関 手 出    不採算医
療   地医療 小児科 産科 精神科 救急 結核
等  取 組      

※厚生労働省「平成２５年度医療施設調査」から作成 ※全国自治体病院協議会登録情報から作成（H26.11現在）

（病院数，割合） （病院数，割合）
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市立柏病院 公立病院    現状
 公立病院    存在意義 薄  

■小児医療
　　平成２２年４月に小児科を設置し、小児外来を開設しました。
　　患者数：外来１２，３４３人、入院６人（平成２５年度）
　　小児用の病床を設けていないため、基本的に入院は受けていません。

病院名 受入件数 割合

Ａ病院 4,646 29.20%
B病院 1,905 11.97%
C病院 1,784 11.21%
Ｄ病院 1,766 11.10%
市立柏病院 1,306 8.21%
E病院 754 4.74%

計 15,911 100%
その他医療機関 3,096 19.46%
Ｆ病院 654 4.11%

■救急医療
　平成２５年度の救急搬送受入は、
　約1300件で全体の8％。市内病
　院としては、５番目の受入件数
　です。

■柏市の救急搬送受入件数（平成２５年度）

■その他の公的医療
　産科、精神科は設置していません。
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市立柏病院 求        
  柏市立柏病院中期構想    

■今後、市立柏病院に求められる医療

１）小児救急医療への対応
　　…不採算医療。公立病院が担うべき役割。
２）災害医療への対応
　　…災害時拠点病院。民間病院とともに担う役割。
３）感染症医療への対応
　　…初動対応は市保健所と連携。公立病院が率先して担う役割。
４）在宅医療支援
　　…在宅医療の後方支援。民間病院とともに担う役割。
５）医療連携の推進
　　…二次病院として体制確保。民間病院とともに担う役割。



柏市の「小児（14歳以下）人口10万人対（小児科・小児外科）医師数」をみると、病院勤務医数は、
千葉県平均を下回る状況です。柏市内で小児科を標榜している二次病院は６箇所ありまが、常
勤小児科医は０～３人という状況です。

病院勤務医が少ないため、小児科を標榜している病院をはじめ、小児科クリニックや診療所の負
担が大きいと考えられます。また、入院医療や小児救急受入れ等の面で、影響が出ていると考え
られます。

■小児人口１０万対小児科・小児外科医師数

※平成22 年医師・歯科医師・薬剤師調査、平成22 年国勢調査より作成

病院名 病床数
常勤小児科

医師数

おおたかの森病院 199 １人

岡田病院 162 ２人

柏厚生総合病院 318 ３人

柏市立柏病院 200 ３人

千葉・柏たなか病院 166 ０人

名戸ヶ谷病院 247 １人

東京慈恵会医科大学
附属柏病院
（三次病院）

627 １１人

■小児科を標榜する病院と小児科医数

※「二次病院の医療体制に関する調査」平成２４年度、東
京慈恵会医科大学附属柏病院への聞取り調査から作成

50

小児医療について①

柏市 小児科医不足
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小児二次救急体制は、それぞれの市ごとに、地区医師会単位の医療体制の中で整備されています。それぞれ、地
域の病院や小児科医の状況に応じ、輪番制や委託、拠点病院等で対応しています。
東葛北部医療圏では、柏市以外、毎夜間小児二次救急を受け入れる体制ができています。
柏市は、３病院が当番日等に小児科医を配置していますが、夜間に対応できるのは、１ヶ月のうち１０日程度です。

市名
小児二次救急

対応日数
受入病院名 病床数

常勤小児科
医師数

松戸市
毎夜間（３病院が
輪番制）

Ａ病院 約600 5～10人

Ｂ病院 約300 5人未満

柏厚生総合病院 318

Ｃ病院（三次病院）

※上記２病院で受入れできないとき
約600 20人以上

流山市 平日夜間（委託） Ｄ病院 約300 5～10人

野田市 毎夜間（委託） Ｅ病院 約350 5～10人

我孫子市 毎夜間（負担金） Ｆ病院 約400 5～10人

柏市立柏病院 200 3人

3人柏市
月に１０日程度
（３病院が当番日
等に対応）

岡田病院 162 2人

東葛北部医療圏 夜間小児二次救急体制

■夜間の小児二次救急体制（小児科医の配置などの対応）

※「小児を対象とした救急医療体制に関する調査」（柏市、平成２６年度）をもとに作成 51

小児医療について②
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4
49

　44

232

89

　45 45 19 14 　4

柏市 夜間小児救急患者 搬送先

24 30
16 19 11 6 　3 6 7 　0

（夜間は18時から
　翌朝8時まで）

小児医療について③

※平成２５年度柏市救急搬送データから作成　

平成２４年４月から、

東京慈恵会医科大学

附属柏病院は、三次

病院（救命救急セン

ター）へ移行しました

が、現在も、０歳から

７歳の小児軽症患者

を夜間にもっとも多く

受け入れています。

（件）

（件）



　専門外来 　診療内容

　心臓外来
・先天性心疾患・川崎病・不整脈などの検査・治療を行っています。

 ・横浜市学校心臓病検診精密機関として二次・三次検診に対応しています。

　喘息・アレルギー外来 ・喘息の治療・生活指導を行い、発作には24時間対応しています。

　腎臓外来
・腎炎・ネフローゼ症候群・尿路感染症等の診断治療・管理を行っています。

 ・横浜市学校検尿三次検診に対応しています。

　内分泌・代謝外来 ・小児糖尿病・低身長・甲状腺疾患・肥満等の治療・生活・栄養指導を行っています。

　神経外来 ・けいれん性疾患・精神運動発達遅滞等の管理・指導を行っています。

　血液外来
・白血病・悪性腫瘍・特発性血小板減少性紫斑病・貧血等の診断・管理を行っていま

す。 
　１ヶ月児健診・乳児健診 ・１ヶ月をはじめ各月齢・年齢の健診、育児相談を行っています。

　予防接種外来 ・基礎疾患、アレルギーを有する小児に対しても積極的に接種を行っています。

　精神保健外来
・心身症、不登校、学習障害、自閉症、神経性食欲不振症などでお悩みの方、まず
小児科医が一般的な診察を行い、必要に応じて当院神経精神科医師が小児科外来
で診察を行います。

公立病院 小児医療 横浜市立市民病院 例 

■横浜市立市民病院の概要
　所在地：神奈川県横浜市　　病床数：６５０床（うち一般病床６２４床）　診療科：３３科目

※横浜市立市民病院ホームページ掲載内容を抜粋

アレルギーや小児肥満などに悩む子どもが増加する中、病院での専門外来の重要性は高まってい
ます。

53

小児医療について④
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感染症対策について

感染症  対応
 保健所 連携  初動対応 求     

○感染症は、危険性、伝染力の強さにより、一類から五類など
に分類されます。

○エボラ出血熱、ＳＡＲＳ、結核等は、一類・二類感染症になり、
国が指定する感染症指定医療機関に収容されます。

○新型インフルエンザ等は、「柏市新型インフルエンザ等対策
行動計画」に基づき、対応することになります。

○新型インフルエンザ等の市内発生時には、保健所等と連携し、
初動対応ができる医療機関が必要です。「感染症外来（仮）」
の設置や、まん延期における重症患者の入院対応など、公
的病院が率先して、受入れ体制を整えることが求められてい
ます。　　　　　　　　
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新病院  小児医療 中心   
全市民    病院   

 経営基盤 確立 医師 確保 課題 

○小児医療は不採算といわれます。理由として、医師・看護師
のほかに、保育士等のスタッフが必要になること、小児医療
に夜間救急は不可欠ですが、そのための人員配置等の負
担が大きいこと、診療報酬が見合わないことなどが上げられ
ます。

○不採算分野であるからこそ、公立病院で取り組むべきですが、
公費で補うだけでなく、それを支える経営基盤を持たなくては
なりません。

○そして、医療を支えるのは医師です。公的医療に携わるため
の医師の確保が必要です。特に、新病院における小児科は、
小児二次救急を支えるため、１０人規模の小児科医を必要と
しています。
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○柏市の小児二次医療の必要性は、切迫したも
のとなっており、市立柏病院に対し、小児医療
への期待は高まっています。

○（新）市立柏病院を「次世代育成にむけた小児
医療の拠点」とすることは、子育てにおいても、
市民に安心を提供でき、それこそが公立病院と
しての存在意義です。

○市立柏病院が、公立病院の存在意義を担える
ようになってこそ、建替えを行う意味があります。

まとめ



57

  市立柏病院 目指 
       新  病院像
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現状の市立柏病院への危機感

このままの病院運営では厳しい。

・紹介や救急受入を増やすとしても、多くの
　一次診療の外来を抱える中、赤字の経営体
　質をすぐに変えることは難しい。
・急性期病院として、病院が備えている機能
　（医師や設備）が活かされず、だんだんと
　医師が来てくれない病院になる危機感。
・公立病院としての役割を果たせないのに、
　公費で補填し続けることになる危機感。
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市立病院を建替える目的

　「公立病院としての存在意義」

　「経営基盤の確立」

建替えによって、この２つを獲得する。
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市立柏病院の課題を克服するには
どうすればよいか。

今の診療構造（地域のかかりつけ医）を
変えなければならない。

そして、
これまでとは全く違う、

新しい性格の病院に生まれ変わらせる。

病院の場所を変え、
柏の葉に(新)市立柏病院を作る。
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診療所と
同じような
外来患者

紹介患者

救急患者

入院する
患者

検査・処置
等を

うける患者
専門性の

高い医療が
必要な

外来患者

専門性の
高い医療が

必要な
外来患者

救急患者

入院する
患者

診療所と
同じような
外来患者

検査・処置
等を

うける患者

病院 性格   変   
 患者 層 変  検査 入院 多 

本来 二次病院 姿  

紹介患者

か
か
り
つ
け
医
の
役
割
←

→
病
院
の
役
割

今の病院のイメージ

新病院のイメージ
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今 場所         

今の場所では、地域主体の病院から変わる
ことは難しいです。診療構造を大きく変え
るには、場所を変える必要があります。

64

今 市立病院       患者 
         

これまで市立病院が担ってきた地域の一次医
療を継続するため、現地に診療所を置くこと
を考えています。
診療所から本院へは、交通手段の確保も考え
ています。
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用地 買   無駄      

市立柏病院が小児医療を充実させ、子育て
支援に貢献すること、経営基盤を強くして
いくこと。そのために、用地費は、将来に
対する投資と考えています。

医者    病院     

患者さんの満足＝いい医師がいい医療を提
供すること、です。医師にとって魅力ある
環境を整えることは、患者さんにとっても
大事なことです。
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 新 市立柏病院 姿

 次世代育成    
小児医療 拠点
 小児二次救急 

 特色 専門性 高 
地域 医療圏 貢献
 医療連携 推進 

 公的医療 支    
経営体質  転換

 災害医療  対応 
感染症医療  対応 

在宅医療支援

柏市全体 
医療 向上 
貢献   

病院     

66
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①①次世代育成    小児医療 拠点 小児二次次世代育成    小児医療 拠点 小児二次
救急 救急 

②②在宅医療支援 感染症医療  対応 災害医療在宅医療支援 感染症医療  対応 災害医療
  対応  対応

○小児二次救急の核となり、２４時間３６５日の小児救急医療の実現を目指
します。
○アレルギー等、小児疾患の現代課題へ対応できるよう、専門外来の充実
を目指します。
○学校健診との連携を図り、子どもの健康を守ります。
○重症患者には速やかに適切な小児高度医療が受けられるよう、三次病院
（東京慈恵会医科大学附属柏病院、東京医科歯科大学等）との連携体制を
整備します。
○予防や健康づくりの観点から小児医療に貢献します。

○公的病院として、在宅医療、感染症対策、災害医療の推進に貢献できる
よう、取り組みます。
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④④公的医療 支    経営体質  転換公的医療 支    経営体質  転換

③③特色 専門性 高  地域 医療圏 貢献 医特色 専門性 高  地域 医療圏 貢献 医
療連携 推進 療連携 推進 

○センター化により、整形外科、消化器内科を中心に、入院や手術を必要と
する患者割合の向上を目指します。
○市立病院は、さまざまな疾患の患者に対し、近隣クリニックとの連携を深
め、紹介・逆紹介を積極的に進めていきます。
○小児二次救急体制を成人の救急受入にも活用することにより、救急受入
件数の拡大を目指します。
○院外処方を進め、ジェネリック薬品の導入をさらに進めます。

○専門性の高い医療を提供するため、糖尿病センターの他、次の部門の強
化（センター化）を目指します。
　・小児センター（小児疾患を総合的に診るため、小児科を中心に、内科各科、外科、整形外科
　　など関連する診療科目や保育士、ソーシャルワーカー等の連携）
　・脊椎センター（背骨に関する疾患に特化し、整形外科を中心に、神経内科、麻酔科、リハビリ
　　科等の連携）
　・肝臓センター（肝臓疾患に特化し、消化器内科を中心に内科他科、外科、栄養科等が連携）

○「市民病院」として、様々な疾患の受け皿の役割を果たし、患者が速やか
に適切な医療が受けられるよう、一次医療の地域のクリニックや二次病院、
三次高度病院等との幅広い医療連携体制を整備します。
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建設候補地

柏の葉キャンパス駅

柏 葉地区 建設候補地

(1) 場所
  柏市正連寺
 （区画整理事業地
  の⼀部）
(2) 敷地⾯積
  約15,000㎡
（約25,000㎡のうち）
(3) 地形
 平地
(4) 地権者
 千葉県
 （区画整理事業の
  事業者）
(5) 取得⾦額⾒込み
 約24億円           

注）上図は、千葉県区画整理事業保留地全体を示しています。県から取得する際の土地の形
状は、まだ決まっておりません。
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○市立柏病院は、新しい場所で、新しい病院と
して、生まれ変わります。

○（新）市立柏病院は、公立病院として、小児二
次医療を中心に「次世代育成にむけた小児
医療の拠点」として、柏市全体の医療に貢献
できる病院になります。

○現利用者の一次診療は、現地診療所で対応
し、皆様の不安を解消してまいります。

まとめ
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Ⅲ.判断    検証  事項

１．検証項目について　…………………７３ページ

２．検証項目の整理　……………………７４ページ

３．検証結果の報告　……………………７５ページ

４．検証結果のまとめ　…………………８９ページ
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留意事項   踏   検証結果 
 説明   

①現地建替え方法はローリング方式を検討。

②ご質問いただいている「旧最終処分場の活
用」と「駐車場の確保」などについて説明。

③今後の収支見通しは新病院とともに診療所
運営分について説明。

④小児科医を確保するために魅力ある病院を
目指します。
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   １ 検証項目    

     柏市立柏病院整備基本方針     留意事項

　１）【候補地１】現地の場合 
　　　①敷地利用の工夫
　　　②小児科医確保に向けた取組み
　　　
　２）【候補地２】柏北部中央地区の場合　　
　　　③現利用者への配慮
　　　④新たな財源の確保や経費縮減への努力
　　　⑤現地の利用の検討

    整備基本方針 記載事項 関  質問等      事項
　　　・移転候補地の面積の妥当性
　　　・移転候補地の収支計画の妥当性
　　　・事業費の妥当性
　　　・現地における最終処分場の活用等



留意事項 項目 現地 柏北部中央地区

　①敷地利用の
　工夫

　ア）建物配置
　ローリング方式による工期、
　費用の試算

　イ）駐車台数
　建築面積の見直しと駐車台数
　の算出

　ウ）他公立病院等の
　状況

　

　②小児科医確保に向けた取組み  　状況の確認

　③現利用者への配慮 　  
　一次医療の継続（現地診療所、
本院への交通手段）の検討

　④新たな財源の
　確保や経費縮　
　減への努力

　ア）収支計画
　現地診療所等を加味した収支

　計画作成

　イ）建築費 　建築単価の確認

　⑤現地の利用
　の検討

　ア）旧最終処分場の活用 　旧最終処分場の活用の可否 

　イ）建設における制限等 　調整区域内の建築の制限

　必要面積の検証（病床数、駐車
　場、公共交通機関からの距離
　など）

   ２ 検証項目 整理

74



75

  検証結果について、次のとおり報告します。

　(1)　現地におけるローリング方式について（手法、配置、事業費、工期等）
　　　　…①ア）
　(2)　旧最終処分場の活用、現地における高さ制限について
　　　　…⑤ア）、イ）
　(3)　柏北部中央地区における敷地利用について（駐車場台数、必要面積等）
　　　　…①イ）、ウ）　
　(4)　現利用者への配慮について
　　　　…③
　(5)　事業費について（建築単価等）
　　　　…④イ）
　(6)　柏北部中央地区における収支計画について 
　　　　…④ア）
　(7)　小児科医の確保について
　　　　…②

   ３ 検証結果 報告
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はみんぐ

事務棟ほか

病棟（病室）サービス棟

外来管理治療
棟 N

駐
車
場

ロータリー

斜
面

(1)－１　ローリング方式について（趣旨）

　現地の敷地形状は南北にひょう
たん型。中央に介護老人保健施設
「はみんぐ」、敷地南側に病院建
物及び患者駐車場、北側には職員
用駐車場が配置されています。敷
地南側が県道からのアクセスであ
ることを考え、利用者の利用勝手
に配慮すると、「はみんぐ」南側
に建設することがもっとも妥当と
思われます。
　そのため、段階的に既存施設を
壊しながら、新しい施設を建てる
「ローリング方式」による建設方
法を検証しました。
　結論として、事業期間は約３年
延長、事業費は約１４億円の増と
見込まれます。

現
地
上
空
写
真

↓県道へ 76
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　　■ローリングによる完成配置イメージ図　※実際とは異なります

　　

　　　　　

(1)－２　ローリング方式について（配置）
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■想定事業費増加分

工期延長に伴う共通費の増加 273,700千円

ローリング建替え方式に伴う仮設費の増加（足場盛替・振動騒
音対策費等）

273,700千円

エネルギー施設盛替え経費 393,800千円

付属建物増改築経費 409,500千円

仮設施設整備等 73,500千円

　　　　　　　　　　計 1,424,200千円

項目 影響額

■想定される事業スケジュール

(1)－３　ローリング方式について（工期と事業費）

開院



79

■現状
　旧最終処分場は、
平成１６年３月に埋
立処分が終了し、現
在は、暫定的に緑地
として整備し地元の
方に開放しています。
なお、処分場の廃止
には至っておらず、
水処理施設の維持管
理を継続し行ってい
ます。

(2)－１　旧最終処分場の活用

■市立柏病院の関連用地としての旧最終処分場の活用
　現状の使用形態から、暫定的に、一時的な駐車場用地等の利用は考えられます
が、敷地間には高低差があるため、課題となります。

市立柏病院

はみんぐ

旧最終処分場

民地
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１　都市計画区域
　　市立柏病院は市街化調整区域に立地　　　　
２　経緯
　　平成１８年度の都市計画法の改正
　　⇒市街化調整区域の開発に関する制度が見直されたことを背景に、都市計画

法第３４条第１４号の規定に準じ、柏市では、平成２３年度に「市街化調整区域
における公益施設の立地方針」を策定。これにより、公益施設についても、高さ
１２メートル以内としました。

３　結論
　　柏市の市街化調整区域内における新規建設の場合、公益施設であっても高さ１

２メートル以内となります。
　　建替えの場合、この高さ制限は該当しませんが、
　　①「斜面林保存への配慮」
　　②「壁面緑化、屋上緑化」
　　　などに取り組むことを前提として、

　　市立柏病院の建替えの場合、現状と同程度の高さであれば、１２メートルを超え
る建物の建設は可能と見られます。　　　

　　　その場合、「地区計画」を策定することによって、これらを将来にわたって担保
することが必要です。

(2)－２　現地の建築高さ制限について



81

Ａ病院 Ｂ病院 Ｃ病院 Ｄ病院 Ｅ病院 Ｆ病院
市立柏病

院

病床数

（床）
280 344 287 481 363 289 200 

敷地面積

（㎡）
34,545 10,096 28,186 20,566 14,560 18,612 約40,000 

最寄駅から
の距離

徒歩５分 徒歩８分 バス１０分 バス５分 徒歩１０分 徒歩15分 バス７分

駐車台数

（台）
200 170 369 350 199 179 320 

備考

敷地内に
介護老人
保健施設
併設、職員
負担３万円
/月、平置
き

地下駐車
場、平置き

平置き 平置き 立体 平置き

敷地内に
介護老人
保健施設
併設、平置
き

　■他公立病院等の状況　　　　　

(3)－１　他病院の敷地利用例

※柏市調べ。駐車台数には職員用も含む。
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　　　当初、柏北部中央地区における駐車台数を６階建て２１２台と試算
　　⇒これについて、次のとおり検証しました。

　　①建築面積の縮小
　　　７階建てとして、建築面積を縮小した場合
　　　２９２台（２５㎡／台）の駐車台数
　　　他に敷地内道路、ロータリー、緑地等を確保

　　②現病院の駐車台数
　　　駐車場台数３２０台、うち利用者の使用は１６０～１９０台

　　③近隣病院の状況を調査
　　　・最寄り駅から徒歩圏内であれば駐車台数２００台程度
　　　・職員は,駅から徒歩圏であるため，利用者は減少を見込む
　　
　　⇒利用者用台数は、ピーク時を基準とした台数を確保できる見込みです。

(3)－２　敷地利用（駐車台数）

　■駐車場台数の確認　　　　　



83

(4)　現利用者への配慮について

　■基本的な考え　　　　　
①「現利用者が不安を抱くことのないよう、継続して柏病院を受診できる
　体制の整備等、配慮を要する。」（「柏市立柏病院整備基本方針」より）
②現在の市立柏病院は、一次診療のクリニック的な役割も果たしているため、
　現利用者が不安を抱かぬよう、現地における一次診療の確保を検討。

　■対応策の検討　　　　　
①診療所機能の継続
　・外来患者数の多い診療科目を想定。
　・具体的には、年間の外来受診者数をもとに、内科・整形外科などを中心　
　　に検討を予定。
②交通手段の確保
　・診療所周辺と病院の交通手段の確保を検討。

　■対応策を実施した場合のコストの検討　　　　　

　仮に、診療科目３科目の外来診療とした場合、医師・看護師等の職員を配
置した人件費、材料費、交通手段の経費他を加え、減価償却費を含まずに試
算した場合、収益が費用を上回る想定。ただし、設置当初の施設整備により、
減価償却費が発生。
　診療所整備費用は、民間資本の活用も含め、広く検討が必要。



84

①建築単価の想定（「柏市立柏病院整備基本方針」で示したもの）

　42万円／㎡

②根拠

　公立病院の施設整備における全国平均建築単価　40.42万円／㎡

　（平成２２年総務省発表）

　※これは規模や設備の異なる病院すべての平均

③近年の公立病院実績

　・Ｇ病院（295床）30.5万円／㎡（平成25年８月入札）

　・Ｈ病院（250床）31.4万円／㎡（平成26年３月入札）

　・Ｉ病院（180床）31,0万円／㎡（平成25年10月入札）

　・Ｊ病院（210床）30.5万円／㎡（平成25年６月入札）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※いずれも税抜額

　⇒現時点では，４２万円／㎡という単価は妥当と考えます。

(5)－１　建設単価について

　■建設単価の確認　　　　　
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(5)－２　概算事業費

　■概算事業費の検証　　　　　
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※診療所の損益には施設整備に係る減価償却費は含んでいない。

（単位：百万円）

(6)－１　収支計画（病院損益について）

　■柏北部中央地区における損益の検証　　　　　

　柏北部中央地区における収支計画について、「柏市立柏病院整備計画」を
もとに、現地診療所の設置等を加味して作成。
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※端数処理の関係上，計算が一致しない場合がある。

（単位：百万円）

(6)－２　収支計画（病院損益について）

　■収支計画の内訳　　　　　

※診療所の損益には施設整備に係る減価償却費は含んでいない。87
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(7)　小児科医の確保について

■考え方
　①病院にとっての医師とは、単なる従事者ではなく、医師がいなければ機器や設備を　
　　揃えても医療を提供できないため、病院にとっての生命線とも言えます。
　②市立柏病院は、東京医科歯科大学の関連病院として、継続的に派遣を受ける体制。
　　これは、一定水準以上の医師を継続的に確保するためにはもっとも効果的。
　　他方、医局に在籍する医師数と他の関連病院との関係により，派遣人数や派遣され
　　る医師が決められるという不安定さがあります。
　③医師個人の意向も重視されるため、医師に選ばれる病院になる必要があります。
　⇒機器や設備のように、市が単独で努力するだけではかなえられないところに難しさ
　　があると考えます。

■現状
　関連大学の東京医科歯科大学には、小児科医派遣についてかねてから協力をいただき、
小児外来診療のため、常勤小児科医３名の派遣を受けています。柏市の将来の小児医療
の取組みにも理解をいただいています。　

■今後の方向性
「常勤小児科医１０名程度の確保を目指す必要がある」（「柏市立柏病院中期構想」）
　２４時間３６５日の小児二次救急の実現のためには、１０人規模の医師の確保が必要。
　⇒現在の小児科常勤医３人から１０人に向け、大学医局との関係を密にし、段階的な
　　拡充を図っていきます。　　
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 　４ 検証結果    

○【候補地１】現地での建替えについては、市街化調整区域の制約を踏まえ、
　利用者にとって使いやすい建物配置を考えると、ローリング方式を採用す
　ることになります。事業費は約125,6億円（約14億円増加）、工期は基本
　設計、実施設計、建設工事を合わせ、８年（３年の延長）となります。

○【候補地２】柏北部中央地区については、他の公立病院の例を参考とし、
　駐車台数292台を確保できるとすると、敷地面積15,000㎡での建設は、
　可能であるといえます。その場合、事業費は約130.6億円、工期は基本
　設計、実施設計、建設工事を合わせ、５年となります。
　　また、【候補地２】柏北部中央地区で建替えを行った場合、現利用者への
　配慮として、現地での一次医療の確保（診療所と本院への交通手段）を検討
　します。

○小児科医の確保は、いずれの場所であっても、関連大学との関係を密にし、
　段階的に１０人の確保を目指す必要があります。　
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市民の皆様のご理解を

お願い申し上げます。


