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【西播磨圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【但馬圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

岡山市東区岡山市東区岡山市東区岡山市東区岡山市東区岡山市東区岡山市東区岡山市東区岡山市東区

岡山市北区岡山市北区岡山市北区岡山市北区岡山市北区岡山市北区岡山市北区岡山市北区岡山市北区

赤磐市赤磐市赤磐市赤磐市赤磐市赤磐市赤磐市赤磐市赤磐市

和気郡和気町和気郡和気町和気郡和気町和気郡和気町和気郡和気町和気郡和気町和気郡和気町和気郡和気町和気郡和気町

久米郡久米南町久米郡久米南町久米郡久米南町久米郡久米南町久米郡久米南町久米郡久米南町久米郡久米南町久米郡久米南町久米郡久米南町

久米郡美咲町久米郡美咲町久米郡美咲町久米郡美咲町久米郡美咲町久米郡美咲町久米郡美咲町久米郡美咲町久米郡美咲町

勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町

苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町苫田郡鏡野町

勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町

津山市津山市津山市津山市津山市津山市津山市津山市津山市

東伯郡三朝町東伯郡三朝町東伯郡三朝町東伯郡三朝町東伯郡三朝町東伯郡三朝町東伯郡三朝町東伯郡三朝町東伯郡三朝町

備前市備前市備前市備前市備前市備前市備前市備前市備前市 赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市赤穂市

赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町赤穂郡上郡町

相生市相生市相生市相生市相生市相生市相生市相生市相生市
揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町揖保郡太子町

加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町加古郡播磨町 神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区神戸市西区

高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市高砂市

姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市姫路市

加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町加古郡稲美町

加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市加古川市

小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市小野市

神戸市兵庫区神戸市兵庫区神戸市兵庫区神戸市兵庫区神戸市兵庫区神戸市兵庫区神戸市兵庫区神戸市兵庫区神戸市兵庫区

神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区神戸市北区

三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市三木市

佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町佐用郡佐用町

たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市たつの市

美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市

英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村 宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市

神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町

神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町

加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市 加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市

多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町

西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市

神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町

八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町

八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町

朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市

養父市養父市養父市養父市養父市養父市養父市養父市養父市

三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市

丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市

福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市

赤穂市民病院

40 km40 km40 km40 km40 km40 km40 km40 km40 km

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

京都府京都府京都府京都府京都府京都府京都府京都府京都府

勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町勝田郡勝央町

勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町勝田郡奈義町

鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市鳥取市

美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市美作市

英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村英田郡西粟倉村 宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市宍粟市

神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町

八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町八頭郡智頭町

八頭郡八頭町八頭郡八頭町八頭郡八頭町八頭郡八頭町八頭郡八頭町八頭郡八頭町八頭郡八頭町八頭郡八頭町八頭郡八頭町

八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町八頭郡若桜町

岩美郡岩美町岩美郡岩美町岩美郡岩美町岩美郡岩美町岩美郡岩美町岩美郡岩美町岩美郡岩美町岩美郡岩美町岩美郡岩美町

美方郡新温泉町美方郡新温泉町美方郡新温泉町美方郡新温泉町美方郡新温泉町美方郡新温泉町美方郡新温泉町美方郡新温泉町美方郡新温泉町

朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市

養父市養父市養父市養父市養父市養父市養父市養父市養父市

豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市豊岡市

丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市

篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市

船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町

福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市

綾部市綾部市綾部市綾部市綾部市綾部市綾部市綾部市綾部市

与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町与謝郡与謝野町
宮津市宮津市宮津市宮津市宮津市宮津市宮津市宮津市宮津市

舞鶴市舞鶴市舞鶴市舞鶴市舞鶴市舞鶴市舞鶴市舞鶴市舞鶴市

美方郡香美町美方郡香美町美方郡香美町美方郡香美町美方郡香美町美方郡香美町美方郡香美町美方郡香美町美方郡香美町
京丹後市京丹後市京丹後市京丹後市京丹後市京丹後市京丹後市京丹後市京丹後市

公立豊岡病院

30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km
技研商事インターナショ ナル株式会社の「MarketAnalyzer」で作成

www.marketanalyzer.jp

人口数

0 < 1
1 < 50

50 < 100
100 < 500

500 < 1000
1000 < 2000

2000 <= 2500
含まれない値

ﾃﾞｰﾀ未入力

該当ﾚｺｰﾄﾞ無し

自動車搬送 30 分圏

未カバー人口割合 

＝ 30.7％ 

自動車搬送 30 分圏

未カバー人口割合 

＝ 61.4％ 
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【丹波圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【淡路圏域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

板野郡上板町板野郡上板町板野郡上板町板野郡上板町板野郡上板町板野郡上板町板野郡上板町板野郡上板町板野郡上板町

板野郡板野町板野郡板野町板野郡板野町板野郡板野町板野郡板野町板野郡板野町板野郡板野町板野郡板野町板野郡板野町

板野郡松茂町板野郡松茂町板野郡松茂町板野郡松茂町板野郡松茂町板野郡松茂町板野郡松茂町板野郡松茂町板野郡松茂町

鳴門市鳴門市鳴門市鳴門市鳴門市鳴門市鳴門市鳴門市鳴門市

海草郡紀美野町海草郡紀美野町海草郡紀美野町海草郡紀美野町海草郡紀美野町海草郡紀美野町海草郡紀美野町海草郡紀美野町海草郡紀美野町海南市海南市海南市海南市海南市海南市海南市海南市海南市

南あわじ市南あわじ市南あわじ市南あわじ市南あわじ市南あわじ市南あわじ市南あわじ市南あわじ市

洲本市洲本市洲本市洲本市洲本市洲本市洲本市洲本市洲本市

淡路市淡路市淡路市淡路市淡路市淡路市淡路市淡路市淡路市

和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市

泉南郡岬町泉南郡岬町泉南郡岬町泉南郡岬町泉南郡岬町泉南郡岬町泉南郡岬町泉南郡岬町泉南郡岬町

岩出市岩出市岩出市岩出市岩出市岩出市岩出市岩出市岩出市

紀の川市紀の川市紀の川市紀の川市紀の川市紀の川市紀の川市紀の川市紀の川市

阪南市阪南市阪南市阪南市阪南市阪南市阪南市阪南市阪南市

泉南市泉南市泉南市泉南市泉南市泉南市泉南市泉南市泉南市

泉佐野市泉佐野市泉佐野市泉佐野市泉佐野市泉佐野市泉佐野市泉佐野市泉佐野市

泉南郡田尻町泉南郡田尻町泉南郡田尻町泉南郡田尻町泉南郡田尻町泉南郡田尻町泉南郡田尻町泉南郡田尻町泉南郡田尻町

貝塚市貝塚市貝塚市貝塚市貝塚市貝塚市貝塚市貝塚市貝塚市

泉北郡忠岡町泉北郡忠岡町泉北郡忠岡町泉北郡忠岡町泉北郡忠岡町泉北郡忠岡町泉北郡忠岡町泉北郡忠岡町泉北郡忠岡町

県立淡路医療センター

30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km30 km
技研商事インターナショ ナル株式会社の「MarketAnalyzer」で作成

www.marketanalyzer.jp

人口数

0 < 1
1 < 50

50 < 100
100 < 500

500 < 1000
1000 < 2000

2000 <= 2500
含まれない値

ﾃﾞｰﾀ未入力

該当ﾚｺｰﾄﾞ無し

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県

京都府京都府京都府京都府京都府京都府京都府京都府京都府

神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町神崎郡福崎町

神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町神崎郡市川町

加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市加西市 加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市加東市

多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町多可郡多可町

西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市西脇市

神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町神崎郡神河町

朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市朝来市

三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市三田市

川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町川辺郡猪名川町

豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町豊能郡能勢町

丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市丹波市

篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市篠山市

船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町船井郡京丹波町

豊能郡豊能町豊能郡豊能町豊能郡豊能町豊能郡豊能町豊能郡豊能町豊能郡豊能町豊能郡豊能町豊能郡豊能町豊能郡豊能町

亀岡市亀岡市亀岡市亀岡市亀岡市亀岡市亀岡市亀岡市亀岡市

福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市福知山市

県立柏原病院

20 km20 km20 km20 km20 km20 km20 km20 km20 km

技研商事インターナショ ナル株式会社の「MarketAnalyzer」で作成

www.marketanalyzer.jp

人口数

0 < 1
1 < 50

50 < 100
100 < 500

500 < 1000
1000 < 2000

2000 <= 2500
含まれない値

ﾃﾞｰﾀ未入力

該当ﾚｺｰﾄﾞ無し

自動車搬送 30 分圏

未カバー人口割合 

＝ 24.2％ 

自動車搬送 30 分圏

未カバー人口割合 

＝ 44.1％ 
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５ 用語解説 

 

○ 地域医療構想調整会議  

都道府県が、構想区域その他当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに、診療

に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との間に

設ける「協議の場」（医療法第 30 条の 14）のことで、「地域医療構想策定ガイドライ

ン」（平成 27 年３月）上で、「地域医療構想調整会議」と呼称することとされた。 

医療計画において定める将来の病床数の必要量を達成するための方策等について協

議することとされている。 

 

○ 病床機能報告制度 

医療機関が、その有する病床（一般病床及び療養病床）の機能区分、構造設備、人

員配置等に関する項目及び具体的な医療の内容に関する項目を都道府県に報告する制

度（医療法第 30 条の 13）。 

 

○ NDB（National Database）  
レセプト情報・特定健診等情報データベースの呼称である。高齢者の医療の確保に

関する法律に基づき、厚生労働大臣が医療保険者等より収集するレセプト(診療報酬明
細書及び調剤報酬明細書)に関する情報並びに特定健康診査・特定保健指導に関する情
報をＮＤＢに格納し管理している。 

 

○ 医療区分 

療養病棟の診療報酬の施設基準に用いられる、入院患者の状態像であり、次のよう

に区分されている。 

・医療区分３：スモン、24 時間の持続点滴、中心静脈栄養など 

   ・医療区分２：筋ジストロフィー、多発性硬化症、透析、頻回の血糖検査など 

   ・医療区分１：医療区分２と３以外 

  

 ○ DPC 病院    

DPC（Diagnosis Procedure Combination）とは、診断と処置の組み合わせによる診

断群分類のこと。DPC を利用した包括支払システムを DPC/PDPS（Per-Diem Payment 

System;１日当たり包括支払い制度）という。一定の参加要件を満たす病院は、DPC を

用いて入院医療費の定額支払い制度に参加するとともに、退院した患者の病態や実施

した医療行為の内容等についての調査データを全国統一形式の電子データとして提出

している。 

 

○ 地域医療介護総合確保基金 

   都道府県が計画した、医療及び介護の総合的な確保に関する目標を達成するために

必要な事業（病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等）に要する経費を支弁

するため、消費税増収分を活用して、都道府県に設置する基金（医療介護総合確保促

進法第６条）。 

 

 


