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平成２８年度事業計画について   

 

１ 調 査 研 究 事 業 

  医療、保健衛生及び社会福祉等の分野における各種の在宅医療・介護に関して、次のとおり調査

研究を行う。 

 

(１) 在宅介護実態調査 

   神戸市医師会の会員が主治医となって診察している在宅長期寝たきり者について、神戸市医師

会に委託して調査を行う。 

 

(２) 退院患者の在宅生活に関する調査 

保健・医療・福祉をめぐる環境が大きく変化する中で、在宅医療･介護との一層の連携を支援

するための調査研究を行う。神戸リハビリテーション病院退院患者の追跡調査を行う。 

 

(３) 入院患者の口腔衛生管理調査研究 

   神戸市歯科医師会に委託し、神戸リハビリテーション病院入院患者の口腔衛生管理についての

調査研究を行う。 

 

２ 地域医療・介護向上支援事業  

 地域における医療・介護の向上のための人材育成、及び地域の介護力向上のため支援を行う。 

（１）医療・介護人材育成 

ア．医療従事者等の実習生の受け入れ、指導 

イ．講習会、研修への講師派遣 

（２）在宅高齢者等の支援 

ア．ケアマネジャー等医療・介護従事者の資質向上のための研修、講習 

イ．介護に関する普及啓発 
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３ 神戸リハビリテーション病院の管理運営 

脳血管障害者等の家庭・社会復帰を目的とし、リハビリテーションを主として医療・看護・介護

サービスを提供する神戸リハビリテーション病院を引き続き運営する。 

回復期リハビリテーション病棟を運営し、患者サービスの向上、各病院との連携を推進し、円滑

な入退院及び在宅復帰の一層の向上を図る。また、より多くの重症患者の受け入れ等が可能となる

よう、２階病棟において入院料１の施設基準を取得し、質の高い回復期病棟の運営を目指す。 

病院建物が長期にわたり安全・快適な入院環境で使用できるよう、平成２３年度に着手した保全

工事を引き続き進める（計画期間７年の６年目）。  

 
(１) 概 要 

ア．所 在 地 北区山田町下谷上字中一里山１４番地の１（しあわせの村） 

イ．施設規模  鉄筋コンクリート造４階建 

及び別棟作業療法室（リハ・神戸に併設） 

延床面積 １２，７３１㎡ 

ウ．施設概要  病床数 １８０床（療養病床） 

［病室］ ４人室 ３６室、 個室 ２２室、特別個室 ２室 

ＩＣＵ ３室 

昭和６３年６月１日開設 

平成１４年４月 総合リハビリテーション施設基準取得 

平成１４年８月 回復期リハビリテーション病棟施設基準追加取得（第２病棟） 

平成１５年８月 回復期リハビリテーション病棟施設基準追加取得（第３病棟） 

平成１８年８月 回復期リハビリテーション病棟施設基準追加取得（第４病棟） 

エ．診療科目   内科、神経内科、リハビリテーション科、放射線科、歯科 

 

(２) 患者予定数 

ア．入院患者数    １日 １５７人    年間  ５７，３００人 

イ．外来患者数    １日   ８人    年間   １，９４４人 

 

(３) 高度医療機器による診療支援 

紹介ＭＲ検査の実施           年間    ９００人 

 

(４) リハビリテーション事業等に対する支援 

住宅改修助成事業に対する理学療法士、作業療法士派遣  
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４ 介護老人保健施設の管理運営  

 

  病状が安定期にあり、特に治療を必要としない方を対象に、看護・介護・リハビリテーションを

中心に医療・日常生活上の世話を行い、家庭復帰と在宅生活の支援を目指す施設として、介護老人

保健施設等を運営する。 

  

(１) 老人健康センターの管理運営 

介護老人保健施設こうべ（入所）と地域リハビリテーションセンター（通所）を併せ持つ「老

人健康センター」及び駐車場の運営を神戸市から指定管理者の指定を受けて行う。 

ア．施設概要 

（所 在 地）  中央区日暮通５丁目５番８号（神戸高齢者総合ケアセンター内） 

（施設規模） 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下１階地上６階建 延床面積 約13,300㎡のうち、

地下１階～地上３階部分(一部) 約５,７００㎡ 

  （定  員）   入所定員  ５４人（一般入所 及びショートステイ） 

通所定員  午前 ２０人、午後２０人（水曜日は午前のみ） 

  （療 養 室）  ４人室 １１室、２人室 ２室、 個室 ６室 

（訓 練 室）  理学療法室、作業療法室、言語聴覚療法室 

（駐 車 場）  地下１階 ３９台、利用時間 午前７時～午後９時 

（開 設 日）  平成８年１１月６日 

イ．利用者予定数 

  入所者 １日 ５１．３人  年間 １８，７２０人 

通所者 １回 １３．０人  年間  ５，６６８人 

 

(２) 介護老人保健施設 リハ・神戸 

介護報酬の改定等に柔軟に対応し、効率的な運営に取り組むとともに、サービスの充実や 

利用者の増加に努める。また、２８年度は在宅復帰強化型加算の取得を目指し、収益の改善 

及び質の向上を図る。 

ア．施設概要 

  （所 在 地） 北区山田町下谷上字中一里山１４番地の１  

（神戸リハビリテーション病院南隣） 

（施設規模） 鉄筋コンクリート造３階建  

延床面積  約４，８４０㎡のうち、４，０８３㎡ 

  （定  員） 入所定員  ９０人（一般入所 及びショートステイ） 

通所定員  ３０人 

  （療 養 室） ４人室 ２０室、 個室 １０室 

  （開 設 日） 平成１２年４月１９日 
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イ．利用者予定数 

   入所者 １日 ８４．８人  年間 ３０，９４２人 

通所者 １日 ２５．８人  年間  ７，９２２人 

 

５ 訪問看護等事業 

 

(１) 訪問看護事業 

住み慣れた地域社会での在宅療養の推進と介護者の負担軽減を図るため、訪問看護ステーシ 

ョンを運営し、訪問看護及び訪問リハビリテーションを実施する。 

 

ア．事業所名等 

（ア）しあわせ訪問看護ステーション（平成７年１月事業開始） 

中央区日暮通５丁目５番８号（神戸高齢者総合ケアセンター１階） 

（イ）東灘しあわせ訪問看護ステーション（くるる）（平成１１年１月事業開始） 

東灘区魚崎中町４丁目３番１８号（魚崎中町デイサービスセンター２階） 

（東灘区医師会と連携運営） 

（ウ）西部しあわせ訪問看護ステーション（平成１２年１月事業開始） 

垂水区星陵台４丁目４番３７号（神戸市垂水区医師会館１階） 

（エ）兵庫しあわせ訪問看護ステーション（平成２２年１０月事業開始） 

兵庫区大開通１丁目１－１（神鉄ビル１０階） 

 

イ．対象者 

市内居住者で在宅寝たきり又はこれに準じた状態にある者、及び在宅で継続して療養を受け

ている者で、かかりつけの医師が訪問看護を必要と認めた者 

 

ウ．看護内容 

 

（ア）訪問看護 

ａ 健康状態の観察、相談 

ｂ 日常生活の看護 

ｃ 在宅リハビリテーション 

ｄ 認知症、終末期の看護 

ｅ 医療器具装着者の看護 
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エ．訪問予定回数 

                  

    訪問予定回数 

     合   計 ６２，４０４回／年 

しあわせ訪問看護ステーション １９，２２５回／年 

東灘しあわせ訪問看護ステーション（くるる） １２，２２１回／年 

西部しあわせ訪問看護ステーション ２１，８７０回／年 

兵庫しあわせ訪問看護ステーション ９，０８８回／年 

 

オ．その他 

  (ア) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス事業への協力体制 

重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて訪問介護

と訪問看護をそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回の訪問と随時の対応を行う。 

訪問看護ステーション 地域 事業主体 開始年度 

東灘しあわせ訪問看護ステーション 東灘区 社会福祉法人 神戸老人ホーム 24年度 

しあわせ訪問看護ステーション 
灘区 社会福祉法人 神戸海星会 25年度 

中央区 コウダイケアサービス株式会社 26年度 

兵庫しあわせ訪問看護ステーション 兵庫区 コウダイケアサービス株式会社 26年度 

 

(２) 在宅介護支援事業 

ア．居宅介護支援事業（えがおの窓口） 

介護保険制度における要介護認定の申請代行やサービス利用計画の作成相談窓口として、居宅

介護支援事業を実施する。 

ケアプラン管理及び介護予防プラン作成業務に対応し、利用者サービスと質の向上に努める。 

 
（ア）事業所名等 

ａ しあわせ訪問看護ステーション（平成１２年４月事業開始） 

中央区日暮通５丁目５番８号（神戸高齢者総合ケアセンター１階） 

 

ｂ 東灘ケアプランセンター（ほくら・くるる）（平成１２年４月事業開始） 

東灘区魚崎中町４丁目３番１８号 魚崎中町デイサービスセンター２階 

（東灘区医師会と連携運営） 

ｃ しあわせの村在宅支援センター（平成１２年４月事業開始） 

北区山田町下谷上字中一里山１４番地の１ 

（しあわせの村 介護老人保健施設リハ・神戸 内） 

 

ｄ 西部しあわせ訪問看護ステーション（平成１２年６月事業開始） 

垂水区星陵台４丁目４番３７号（神戸市垂水区医師会館１階） 
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ｅ 兵庫しあわせケアプランセンター（平成２２年１０月事業開始） 

      兵庫区大開通１丁目１－１（神鉄ビル１０階） 

 

（イ）事業内容 

ａ 要介護認定の申請代行 

ｂ 要介護認定のための更新認定調査（東灘・しあわせの村・兵庫のみ） 

ｃ ケアプランの作成（あんしんすこやかセンターから依頼があった介護予防プランを含む） 

ｄ 居宅サービス事業者等との連絡調整 

 

（ウ）ケアプラン管理予定数                  

    ケアプラン延管理予定数 (介護予防プランを含む) 

    合   計   ８，２４０件／年 

しあわせ訪問看護ステーション   １，１８０件／年 

東灘ケアプランセンター(ほくら･くるる)   １，６８０件／年 

しあわせの村在宅支援センター   ２，５２０件／年 

西部しあわせ訪問看護ステーション   １，１８０件／年 

兵庫しあわせケアプランセンター  １，６８０件／年 

 
 

イ．地域包括支援事業 

地域包括支援センター（あんしんすこやかセンター）を３箇所で運営する。 

(ア)事業所名等 

ａ 魚崎南部あんしんすこやかセンター（平成１８年４月事業開始、平成２４年４月名称変更

旧名称「東灘ほくらあんしんすこやかセンター」） 

東灘区魚崎中町４丁目３番１８号 魚崎中町デイサービスセンター２階 

（東灘区医師会と連携運営） 

ｂ しあわせの村あんしんすこやかセンター（平成１８年４月事業開始） 

北区山田町下谷上字中一里山１４番地の１ 

（しあわせの村 介護老人保健施設 リハ・神戸 内） 

ｃ 新開地あんしんすこやかセンター（平成２２年１０月事業開始、平成２４年４月名称変更

旧名称「兵庫しあわせあんしんすこやかセンター」） 

      兵庫区大開通１丁目１－１（神鉄ビル１０階） 

(イ)事業内容 

ａ 介護予防事業に関するケアマネジメント業務 

ｂ 総合相談支援業務 

ｃ 権利擁護業務 
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ｄ 包括的･継続的ケアマネジメント業務 

ｅ 高齢者の見守り活動の支援など 

 

６ 在宅医療･介護連携支援事業 

 

（１）在宅医療･介護連携支援センター 

在宅医療と介護の連携を支援するため、神戸市から委託を受けて、在宅医療・介護連携支援 

センターに配置するコーディネーターの確保・養成・活動支援業務を行う。 

   平成２８年度は、東灘区、中央区、垂水区の各センターでコーディネーターを配置する。 

（２）認知症初期集中支援事業 

   認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続け

られるために、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、

早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築を目的として、神戸市から委託を受けて行う。 

   平成２８年度は、北区、垂水区で実施する。 

 

７ 住宅改修助成事業 

 

 在宅ケアを支援するため、住宅改修助成事業等と介護保険住宅改修工事実地調査を神戸市からの委

託を受けて行う。 

  

(１) 住宅改修助成事業 

高齢者及び障害者のための住宅改修について、専門チームによる訪問相談及び改修費用の

助成・貸付に関する業務を行う。 

ア．助成対象者 

    次のいずれかを満たし、住宅改修が必要であると認められた者(所得制限あり) 

(ア) 要支援・要介護認定を受けた者 

(イ) 身体障害者手帳を受けた者 

イ．助成限度額 

     １００万円（介護保険支給分と合わせて） 

ウ．助成予定数  

     ４９０件 

 

(２) 介護保険住宅改修工事実地調査 

   介護保険による住宅改修から抽出して、完了写真ではわからない工事の不具合の有無を現地調 

 査によって確認し、工事業者への啓発に資する。（年間約５０件） 

 


