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姫路市立美術館（姫路市）

姫路市立美術館は、姫路の文化の高揚と郷土作

家の育成を担う美の殿堂として昭和五十八年に開

館しました。特別展示はもとより、教育・普及の

ための各種イベントの開催など多彩な活動を繰り

広げています。幾度かのリニューアル工事を経て、

ボランティアルーム、アートライブラリー、コレ

クションギャラリーなどが新設されました。

明治時代の建物を保存活用しており、世界文化

遺産・姫路城の東隣にある美術館は緑の芝生に赤

レンガのモダンな雰囲気を醸し出しています。夜

間はお城と共にライトアップされ、昼間と異なっ

た景観を見せてくれます。また敷地内には彫刻な

どが配置され、散策しながら、芸術鑑賞を楽しむ

こともできます。

明治の終わりごろから大正時代にかけて、姫路

市立美術館と似た

レンガ造りの建物

がいくつも建てら

れました。石川県立

歴史博物館や香川

県や広島県にも一

部残されています。
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特に外科については兵庫県では基幹施設が神戸大
学と兵庫医大の２つの大学しかなく、大学医局中
心が明らか」、「一階建ての上に２階建てがある内
科と外科基本領域では、専門医取得に時間等が掛
り、特に女性医師に不利」「拙速にスタートしよ
うとする姿勢」が問題とされた。また、大学に集
中する専門医の処遇や身分保障等が未解決のまま
という大きな問題もあった。
上記の批判を受け、日本専門医機構は本年７月、
新たに理事長（吉村博邦）の交代を含む24人から
なる新執行部が発足した。８月５日、理事会で小
児科と耳鼻咽喉科、病理の３基本領域は、新専門
医制度用に準備していた「暫定プログラム」を使

◆到来する医師過剰と膨大な地域枠医師の有効活

用、整形外科、救急科、形成外科の３基本領域は

用が突破口

暫定プログラムと現行制度を併用。内科、外科等

わが国の医療情勢は超高齢化社会の到来いわゆ

の12領域はこれまでのものを踏襲。基本的に2017

る「2025年問題」に加えて医師の地域偏在・診療

年度の新専門医制度発足は延期となった。

科偏在等で、大変革が必要な時期になっているこ

現状のまま新専門医制度が進行すれば地方の地

とを否定する人はいないであろう。このような情

域医療に大きな混乱が生ずることは目に見えてい

勢の中で、新専門医制度に大きな波乱があったの

た。地方の地域医療を守るための延期の判断は妥

で取り上げたい。

当であったと思うが、これからどうするかという
展望は見えていない。

◆新専門医制度 ―混乱と延期―
ご承知のように、2014年５月に日本専門医機構
（池田理事長）が設立され、プロフェッショナル

◆医師地域偏在と診療科偏在
―原因は医師不足、しかし医師過剰時代へ―

オートノミ―を掲げ、よりよい専門医養成を目指

現在は医師免があればだれでも雇いたいという

し、総合診療を含めた19基本領域からなる我が国

のが地方でも都会でも、多くの病院の本音であろ

の新専門医制度は2017年度から開始予定であっ

う。すなわちわが国の現状では、特に地方では、

た。2015年秋から異論が噴出し、年明けから混乱

深刻な医師不足で、医師のセレクションができる

状態となり、本年８月、いったん、延期になった。

病院は都会のごく少数の病院の特定の診療科だけ

その主な理由は日本医師会、日本病院会等の４

である。新専門医制度延期の最大の理由であった

病院団体協議会、関西の知事の連合体である関西

医師地域偏在と診療科偏在の悪化という懸念も結

広域連合等が地域医療を担う立場から、強い懸念

局のところ医師不足という背景の中で生じている

を表明したためである。特に全国自治体病院協議

問題である。医師が過剰になり、病院側の買い手

会は邉見会長の主導のもと、新専門医制度につい

市場になれば、地方は嫌だ、病院を選ぶというの

て、「医師の診療科偏在や地域偏在が助長されて

んきなことを普通の医師が言っていられなくな

いないか、国が責任を持って検証、対策を講じる」

る。医療ニーズに合わせて医師自体が変化し、他

ことなどを盛り込んだ要望書を提出した。すなわ

の医師と競争しなければ就職できないからであ

ち新専門医制度では都会の大病院に、より一層若

る。しかしこの点では、以下に説明するように、

手医師が集中し、地方の地域医療が崩壊するとい

現在、大きな曲がり角で、短期的には深刻な医師

う懸念であった。これに加えて、
「大学医局の復活、

不足であるが、長期的には、10年もすれば、医師

（4）2016.10
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過剰時代が到来する。
わが国の医学部学生数／年は国の政策により、

秋季号

核にすることが出来るか否かが、地方の医師確保
と診療科偏在是正の決め手となる。そのためには

1960年 頃3000人 弱 か ら 増 加、1981－1984年 に は

彼らのキャリアアップと自信の育成のために、①

8280人／年にもなった。その後、抑制することに

高度急性期病院は教育面で全面的に協力するこ

なったことが現在の混乱を招いている主因で、

と、②専門医取得に不利にならないように、新専

2007年には7625名／年に減少し、地方のみならず、

門医制度設計の変更を行うこと、③ER総合診療、

都会でも、医師不足が鮮明になった。医師不足に

産婦人科、小児科、災害、僻地医療という政策医

驚いた国は定員を再び増大し、2015年には9,134

療に加えて、高齢者医療の専門家になってもらう

名／年に達し、2007年と比較した増大数は１学年

こと、④10年目以降の在り方に対するサポート体

1509名人と膨大で、この増大は既存の医学部の定

制の確立等が必要である。

員増によって実現した。さらに２つの医学部が
2016年宮城県と2017年に千葉県に新設される。こ

◆まとめ

れらの医学部学生が、毎年、卒業し、医療に参加

現在は医師不足であるが、まもなく、膨大な地

する10年後を想定すれば、後期高齢者の増大を考

域枠医師の出現と共に医師過剰時代が来る。地域

慮しても、基本的に医師過剰時代が到来する。同

枠医師の有効活用こそが「2025年問題」 超高齢

時に、そのころから高齢者も減少し、日本全体の

化時代の医療問題の突破口である。

人口は急激に減り、医師過剰に拍車をかける。医
療市場はこの状況を先取りするので、７－８年も
すれば、特に若手医師の過剰感が鮮明になるであ
ろう。医師過剰時代になれば、病院側が必要かつ
優秀な医師を選択することになるし、医師は研究
や他の生命産業に進出するものも出てくるであろ
う。現在の医師数維持の政策を今後もしばらくは
堅持して欲しいものである。
◆医師地域偏在と診療科偏在

資料１．兵庫県養成医師数の年次推移

―膨大な地域枠医師の活用が突破口―
医学部学生数の膨大な増大についてすでに述べ

区分

基本的な考え方
へき地医療に関わりがある臨床研
修病院で基本的診療能力を習得
へき地医療機関での診療を通じて
専門能力を獲得

１～２年目

初期研修

で、全医学部学生の約16％を占める。その結果、

３～５年目

前期派遣

全国、特に地方において、膨大な地域枠の医師が

６～７年目

後期研修

高度医療機関で専門能力を深化

続々と誕生している。兵庫県を例にとれば、資料

８～９年目

後期派遣

専門能力をへき地医療機関で発揮

たが、重要なことはその大部分はいわゆる地方枠

１のように兵庫県での修学資金貸与の９年間の義

資料２．兵庫県養成医師 9 年間の勤務

務年限を持つ養成医師である地域枠医師数が平成
25年33名（研修医11名）であったが、28年には49

区分

創設年度 H28 定員

貸付金額
（６年間総額）

内訳
入学金、授業料、実験実習費、施
設設備費＋入学時学業準備費（40）

名（研修医23名）、32年には114名（研修医42名）

自治医科大学

S47

３名

2,300 万円

となり、37年には178名（研修医39名）となる。

兵庫医科大学

S47

５名

4,480 万円

入学金、授業料、実験実習費、施
設設備費、教育充実費＋生活資金
（780）

神戸大学

H19

10 名

となる。このような事情は全国の地方の府県で同

鳥取大学

H22

２名

1,151 万円

入学金、授業料、入学準備書籍代
＋生活資金（780）

様である。この膨大な地域枠医師を地域医療の中

岡山大学

H22

２名

資料２＆３に示すように、最近の定員は１学年22
名のため、理論的には合計198名（22名×９／年）

資料３．兵庫県養成医師の対象大学、H28 募集定員及び貸付金額
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東京圏に医師が偏在する可能性が高い。また、そ
れぞれの学会認定から日本専門医機構による認定
制度が開始されようとしているが、その研修施設

2016 RIOから
2020 TOKYOへ

の認定基準はハードルが高く、人員基準や学業業
績がより重視され、既存の資格認定施設が新基準
を満たせない医療機関も出てきている。そのため、
専攻医が大学に回帰するものが増え、目的とする
必要かつ十分な知識と経験、技能を備えた医師を

（一社）
兵庫県病院協会 理事
（医法）吉徳会あさぎり病院
理事長 藤原 卓夫

養成することからかけ離れた、実地臨床のできな
い専門医を養成することにならないか危惧される。

開催すら危惧されていた第31回2016年RIO・オ
リンピックが８月５日から17日間の幕を閉じた。
その間、世界中の人々が４年に一度のスポーツ
の祭典を観て多くの感動を受けたに違いない。私
も連日テレビに釘付けになり寝不足の日が続いた。
閉会式でマリオに扮し、地球を突き抜け登場し
た安倍首相、雨の中着物姿で登場の小池東京都知
事に五輪大会旗が手渡され、次回2020年東京開催
のセレモニーが華やかに繰り広げられた。

表 1．医師・看護師・保育士の現状

４年後に東京でオリンピックが開催されること
が実感として、強く感じられたのは私だけではな
いと思う。

次いで看護師の人材確保であるが、これは本当
に古くて新しい問題である。外国人看護師養成に
より解決を図ろうとしたがこれも芳しい成果は得

それを観て、一億総活躍社会或いは地方創性と

られなかった。看護師資格を所有している明確な

政府はスローガンを掲げるが、今後ますます東京

人数は厚労省も把握していない。潜在看護師数は

一極集中し、地方の過疎化の加速度がかかるので

およそ71万人といわれ、その人たちの再就職促進

はと懸念するのは悲観的過ぎるだろうか。

が進められているが、需要に対し供給は相変わら

第３次安倍内閣ではアベノミクス第２ステージ

ず満足されるものではない。また、役職者・指導

として「希望を生み出す強い経済」｢夢を紡ぐ子

者の立場に付き、責任者なになることを辞退する

育て支援｣ ｢安心につながる社会保障｣ の新たな

ものが増えてきている。

三本の矢（矢というより的と思う）が放たれたと
ころである。
ところが、この新三本の矢の的を射抜くのに、
もっとも大切な人的資源の確保は遅遅として進ま
ず困難が予想される。

そして、最近にわかに問題になってきたのが、
保育士確保問題である。
少子化が進んでいるのに保育所のニーズは高
まっている。これはバブル経済が崩壊した1990年

表１に医師、看護師、保健師の現状を示す。

代初め、共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、保

医師については診療科目・地域の偏在は是正さ

育所を必要とする親が増え、
待機児童が顕在化した。

れるどころか益々格差が拡大している。今後一層

2001年小泉政権は待機児童ゼロ作戦を打ち出す

（6）2016.10
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と同時に、待機児童の定義を変えた。つまり「認
可外保育施設」を利用しながら待機している児童
らは、待機児童から除外されることとなった。そ
の た め 定 義 の 変 わ っ た01年、 旧 定 義 で 見 れ ば

日本の貧困化

３万５千114人だった待機児童数が、新定義で
２万１千201人に減少した。
2014年待機児童数は２万１千371人。４年連続
減少しているものの６年連続で２万人超えてい
る。認可保育所の定員は233万６千人で前年より
４万７千人分増えた。

（一社）兵庫県病院協会 理事
（一社）日本海員掖救会
神戸掖済会病院
病院長 島津 敬

背景にあるのは共働き世帯数の増加である。待
機児童の大部分は都市部に集中しており、特に東

最近の新聞で我が国の大学の研究費がどんどん

京では保育士の有効求人倍率は５．13倍と全国平

減少しているという話題が扱われていた。教員一

均の2.35倍である。

人当たりの平均研究費が６割の研究者で年間50万

施設数や受け入れ定員を増やしても、保育士の

円未満、８割が100万円未満ということだ。10年

確保がなければ待機児童問題は解決しない。潜在

前と比較すると７割の研究者で研究費が減ってい

保育士数76万人いると推定されるが、復帰への最

るとのことである。この金額には研究活動と共に

重要課題は賃金問題である。

研究室運営の費用が含まれており、一か月４万円

医療機関では女性就労者がしめる割合は高く、

で研究室が維持できるとは思えず驚いたところで

それを支援するため院内保育園を付帯している医

ある。私が大学に属していたのは、はるか以前の

療機関は多い。また夜間保育・病児、病後児保育

話であるが、科研費の申請書類などをも作成して

実施機関も増えつつある。院内保育において保育

いたが実験動物の購入を上司に値切られたことは

士の確保は医師・看護師のみならず女性従業員の

なかったので、最近はずいぶん世知辛くなってい

就労確保に重要な問題である。

るようである。理工系は実験などで費用が掛かる
ことを考慮されて人文科学系の倍くらいの金額が

今後、わが国が少子高齢化に進んでいくのは疑

支給されるらしいが、年間200万円以下ではとて

うべきものもない。そして、女性の社会貢献が一

も満足な研究計画が立てられないことが容易に想

層求められる時代に、われわれ医療機関は有能な

像できる。また、同じ時期に東北地方の国立大学

人材を確保することが、安心安全高度な医療サー

の人文系の教授のブログで、今年度の研究費が１

ビスを提供することにつながる。

年間で３万円だと打ち明けていた。2003年までは

そのためには、まず①従来の労働体制を見直し

研究費40万円プラス出張費６万円であったもの

ワークライフバランスを考えた臨機応変な勤務形

が、時と共に減少し、出張費を含めて20万円、次

態の容認、②潜在する有資格者の職場への有効か

に年間10万円となり、ついに年間３万円になった

つ安心できる復帰策の策定、③有資格者でなくと

と報告している。この金額では当然のことながら

も可能な仕事は無資格者で行なえるシステムつく

パソコンやプリンターの購入はむつかしく、プリ

り、④高齢者で健康で意欲のある有能な人には働

ンターのインクの購入にも支障が出ているとのこ

く場を積極的に提供する。

とである。これではまともな研究ができるはずは

以上の様なことをオリンピックの閉会式を見な

なく、現在日本初の論文数が減少しているがそれ

がら思い巡らすなんて、なんて因果な性分なのだ

も当然と思われる。医学部でも同様に研究費の削

ろうか。

減は行われており、研究者自らが産学連携で研究
費を集めなくてはならない。研究していない研究

秋季号

一般社団法人兵 庫 県 病 院 協 会 会 報

者に一律に研究費を配布する必要はないが、あま
りにも急速な減額である。我々、医療機関の保険
診療報酬も頭打ちになって久しいが人命にかかわ
ることや、国家の未来を左右する基礎研究の芽を
摘んでしまうような税金の配布の仕方は問題があ
ると思う。先年消費税を上げなかった影響はこれ
から出てくるはずである。次回の介護報酬と医療
保険診療報酬の同時改定は厳しくなることが巷間
でささやかれているが、大学研究室の研究費のよ
うな下げ方をされては我々、病院の経営はひとた
まりもなく壊滅してしまうだろう。

2016.10（7）
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秋季号

役員就任のご挨拶

理事

理事

（特医法）恵風会高岡病院

北播磨総合医療センター

理事長・病院長

長尾

病院長

横野

浩一

卓夫

このたび兵庫県病院協会理事に就任させていた
だきました。兵庫県精神科病院協会（兵精協）会

大変な重責である兵庫県病院協会理事に就任さ
せていただき有難うございます。

長も兼務しております。兵精協は県内の34の民間

三木市民病院と小野市民病院が統合し、マグ

病院からなっており、休日・夜間の輪番制の精神

ネットホスピタルとして平成25年10月に開院しま

科救急を阪神・神戸地区と播磨地区でそれぞれ空

した北播磨総合医療センターは、地域の皆様のご

床確保し、但馬、丹波、淡路は随時対応として精

理解とご支援のもと地域完結型の急性期病院とし

神科救急情報センターを通じての受診、受け入れ

ての機能を確立しつつあると思っております。

態勢を整えていますが、救急現場での精神科と一

28年度には北播磨圏域をはじめその周辺の多く

般科の連携の必要性も高まってきています。精神

の公立および民間病院との連携を強め高度先進医

科病院でも地域移行が施策とされてから久しいで

療の促進を目指して、不整脈治療部門とロボット

すが、地域居住と支援体制が不十分なままで進ん

手術部門を有する先端医療センターを新設すると

でいるとは言い難い状況です。精神科病院内では

ともに、診療部に臓器別・疾患別センター制を導

長期在院者の高齢化とADL低下、身体合併症の

入致しました。これによりより円滑に地域医療に

増加が著明であり、この点においても一般科病院

貢献できるものと考えております。

との連携の必要性が強くなっていますが、十分な

21世紀は世界に類を見ない超少子高齢・人口減

連携体制が取れているとは言えない面がありま

少社会が深まると予想されており、それに応じて

す。今後相互理解を深めていくことが必要であり、

医療分野にも大きな変革が生じるものと思われま

努力していきたいと思いますのでよろしくお願い

す。このような変化に柔軟にかつ適切に対応でき

します。

るよう、兵庫県病院協会の先生方と力を合わせて
少しでも本会の充実に貢献できればと思っており
ます。どうぞよろしくご指導のほどお願い申し上
げます。
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秋季号

理事

理事

（地独法）

（一財法）
神戸市地域医療振興財団
西神戸医療センター
理事長・病院長

加古川市民病院機構
加古川中央市民病院
理事長・病院長

大西
この度、宇高

2016.10（9）

田中

祥男

修

功理事の後任として兵庫県病院

このたび、深谷隆前理事の後任として兵庫県病

協会の理事に就任させていただきました地方独立

院協会の理事に就任させていただきました。身に

行政法人

余る光栄でございます。私は本年４月に西神戸医

加古川市民病院機構

加古川中央市民

病院の大西祥男です。
平成23年に地方独立行政法人

療センターの院長に就任したばかりで、院長とし
加古市民病院機

構が発足し、本年７月加古川中央市民病院が開院

ても新人です。未熟でありますが、どうかよろし
くお願いいたします。

しました。開院後２カ月が経過し、ようやく病院

当院は神戸市西区の西神中央駅近くにあり、西

診療も落ち着いてまいりました。いのちの誕生か

区、垂水区、須磨区の３区を中心とした神戸西地

ら生涯にわたって地域住民の健康を支えて参りた

域の中核病院です。救急医療、小児・周産期医療

いと思います。

およびがん医療を主体とした急性期医療を提供し

医療を取り巻く環境は目まぐるしく変化してお

ております。また神戸市内では唯一の結核病床を

り、また厳しさを増しています。地域医療構想に

有する医療機関です。来年の４月から独立行政法

より将来の医療提供体制の道筋が示され、医療と

人神戸市民病院機構へ移管され、名実ともに市民

介護の連携、地域での具体的な地域包括ケアシス

病院になる予定です。今まで以上に公的な役割を

テムの構築と実践が求められています。延期が決

果たしていくため、職員の意識改革を進めている

まった新しい専門医制度や課題も多い医療事故調

ところです。

査制度、２年後の介護報酬・診療報酬同時改定や

兵庫県病院協会の理事という重責ではございま

消費税増税など病院運営においては目が離せない

すが、先輩方のお力をお借りして、兵庫県の病院

課題が山積しています。

医療に少しでも貢献できますよう努めてまいりま

兵庫県病院協会の発展に向けて、微力ではあり
ますがその責務を果たすべく努力して参りますの
で、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

す。本協会の先生方には、ご指導ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い申し上げます。
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秋季号

会員病院紹介
公立豊岡病院組合立

────
る病院
────

木山

────

・住民が安心して暮らせる地域づくりに貢献でき

朝来医療センター
病院長

基 本 理 念

佳明

基 本 方 針

────

・安心・安全で質の高い医療を提供します。
・患者の権利を尊重し、心のこもった医療を提供
します。
・地域住民から信頼される病院を構築します。
・地域との連携により、切れ目のない医療を提供
するとともに、地域住民の健康づくりに協力し
ます。
２．主な沿革（統合・移転に関する経緯）
昭和37年９月

公立豊岡病院梁瀬分院
（梁瀬医療センター）開設

昭和42年７月
１．はじめに
公立豊岡病院組合立病院である梁瀬医療セン

北兵庫整形外科センター
（和田山医療センター）開設

平成23年２月

梁瀬・和田山医療センター連携検

ターと和田山医療センターは長年にわたり地域医

討会議にて「統合して移転新築す

療を支える病院として地域住民に愛されてきまし

べき」との報告書公表

たが、その長い歴史に幕を閉じ、この度、両医療

平成24年３月 「（仮称）朝来医療センター基本構


センターが一つになり「公立朝来医療センター」
として生まれ変わりました。

想・基本計画」策定
平成26年５月

基本設計業務完了

新病院では地域社会が一体となった「地域包括

平成26年８月

実施設計業務開始

ケアシステム」全体の中で協調と連携により地域

平成27年２月

起工式

密着型の医療を提供し、朝来市域で唯一の公立病

平成28年３月

建築工事完了

院としてその役割を果たして行きたいと考えてい

平成28年３月

新名称「公立豊岡病院組合立朝来

ます。
地域と一体となった「地域完結型医療の構築」

医療センター」の議決
平成28年５月

開院

こそ我々の目指すところであり、その実現に向け
て取り組んで参りますので今後ともご理解とご協
力をお願いいたします。

３．病院の概要
（１）病床規模：150床
内訳：一 般病床104床（内科・外科病棟58床、整
形外科病棟46床）、療養病床46床
※将来的に180床まで増床予定
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を行っています。また、慢性関節リウマチに対し

（２）診療科目
・入院：内科、外科、整形外科、療養

ては免疫抑制剤の使用も含めた薬物治療をはじ

・外来：内 科（総合診療科）、消化器内科、循環

め、人工関節置換術や自己骨を利用した関節形成

器内科、リウマチ科、外科、整形外科、

手術なども行っています。

心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、リハ
ビリテーション科、放射線科

・その他の診療科
消化器内科、循環器内科、心臓血管外科、皮膚

――

新病院では次のような医療を目指しています ――

・高齢化により増加が予想される循環器系・呼吸

科、泌尿器科については出張診療応援により対応
しています。

器系疾患や糖尿病・高脂血症などの生活習慣病、
また、癌など、複数疾患への適切な診断・治療
ができる総合医療の充実

６．その他
当院は地域医療連携室に直通ホットラインを開

・整形外科の充実と機能回復・機能維持・QOL向

設し、地域の医療機関とのよりスムーズな連携・連

上を目的としたリハビリテーション機能の充実

絡体制を整備しています。また、院内に地元医師会

・近隣の八鹿病院等との連携・役割分担により２

（朝来市医師会）専用の部屋を設けるなど、地域の

次救急医療の安定的な提供

開業医の先生方との連携強化に努めています。

・市内医師会や診療所等との連携強化による在宅
医療の充実

等

４．建築概要
（１）構造：鉄筋コンクリート（耐震構造）
（２）敷地面積：21,094.49㎡
（３）建築面積：6,382.46㎡
（４）建築延床面積：13,832.57㎡
５．診療科の特徴
・内科
内科一般を扱って診察を行っています。専門的
な検査や治療が必要な方については適宜、公立豊
岡病院などの地域基幹病院へ紹介しています。
・外科
消化器一般外科で胃・大腸・胆嚢・肛門等を中
心に手術を行っており、外来化学療法も施行して
います。また、朝来市の乳がん甲状腺検診を受け
る等、予防医療にも積極的に取り組んでいます。
・整形外科
年間400件を超える手術を実施しておりますが、
装具療法や理学療法の選択・指導といった保存的
療法も行う等、患者のQOLを第一に考えた治療

遠景
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●●●

エントランスホール

2F スタッフステーション

リハビリテーション室

CT 室

第１手術室

外来待合室
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秋季号
兵庫県立

────

2016.10（13）
病 院 の 概 要

────

所在地：〒650－0047

こども病院

神戸市中央区港島南町１丁目６番７
電話番号：078－945－7300
FAX番号：078－302－1023

病院長

長嶋

達也

HP：http://www.hyogo-kodomo-hosp.com/
診療科目：27科
循環器内科、腎臓内科、脳神経内科、血液・腫瘍
内科、代謝・内分泌内科、周産期内科、新生児内
科、心臓血管外科、脳神経外科、小児外科、整形
外科、形成外科、精神科、アレルギー科、リウマ
チ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産科、眼科、
耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、
麻酔科、病理診断科、救急科、小児歯科
病床数：一般290床
────

────

は じ め に

────

県立こども病院は、昭和45年４月に全国２番目
の小児専門病院として神戸市須磨区に開院しまし
た。以来、時代の要請に応えながら、総合周産期

診 療 機 能

────

◆基本的な機能
①県内唯一の小児専門病院として、高度専門・特
殊医療を提供
②総合周産期母子医療センターとして、他の医療

母子医療センター、小児救急医療センター、小児

機関では対応困難なハイリスクの妊婦や胎児、

がん医療センター、小児心臓センター等を開設す

新生児に対応

るなど、機能の充実を図りながら日本の小児医療

③小児救急医療センターにおいて、他の医療機関

の最先端を担ってきました。一方で施設の老朽化

では対応困難な重症患者に対する小児三次救急

が進み、さらなる高度専門医療を提供するために

医療を提供

は限界が生じていたことから、移転整備が計画さ
れ、平成28年５月１日に医療の最先端をゆくポー
トアイランド（神戸市）へ移転・開院しました。
小児医療、周産期医療の全県拠点としての46年

④人工呼吸器管理などが必要な長期入院患者の在
宅療養を支援
⑤小児がん拠点病院として、関係機関と連携して
質の高い小児がん医療を提供

間にわたる歴史を礎に、高度専門・特殊医療に係
る診療機能の一層の充実を図るとともに、神戸医
療産業都市に集積する高度専門病院群とも連携を
図りながら、多様化・高度化する医療ニーズに対
応していきます。

────

施 設 の 特 徴

────

◆高度専門医療を提供する小児・周産期医療の全
県拠点病院
①重 症患者の集中管理を一元的に行える救急病
棟・手術室・集中治療室の集約配置
②救急外来から屋上ヘリポートまでの各階を直結
する救急専用エレベータの設置
③救急患者の迅速な画像検査を可能にする救急外
来とCT・MRIの隣接配置
④患者の見守りを重視した病室とスタッフステー
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秋季号

また、平成29年度には隣接地に、西日本初とな

◆患者と家族がゆとりとぬくもりを感じられる病院

る小児がんへの陽子線治療提供施設の開設が予定

①病室に家族の付添ベッドなどを置くことができ

されており、より質の高い小児がん医療の提供を

る十分な広さの確保

目指しています。

②患者の在宅での療養を支援する専用病床や訓練
室の整備

その他、医療的ケアを必要とする重い障害を
負ったこどもたちや、治すことのできない病気と

③外来における患者とスタッフの動線分離による
ゆとりある空間の確保

闘うこどもたちのために、在宅療養移行支援病棟
や緩和ケア病室を整備し、
「治す」ことと「支える」

④遠方から長期入院する患者の家族が低料金で滞
在できる施設の整備

ことを両輪としています。
ご家族の方に対するケアも重要と考えており、
病室にはソファベッドを設置するなど付添をされ

◆災害に強い病院

る方に配慮しているほか、遠方から来院するご家

①大規模地震時も機能を維持できる免震構造の採用

族の方のために、低料金で滞在できる施設として

②津波により浸水することのない地盤高の確保
③万一の液状化を防ぐための地盤改良の実施
④病院機能の維持に必要な自家発電設備や受水槽
などの上階設置

「ドナルド・マクドナルド・ハウス（神戸ハウス）」
を整備し、アメニティの向上を図っています。
こどもは国の宝であり、患者様とご家族の方か
ら信頼される医療を提供することによって、この
大切な宝を守る「最後の砦」となるべく、職員一

◆環境に配慮したエコホスピタル

丸となって全力を尽くしてまいりますので、新し

①太陽光発電（150KW）の設置、雨水の利用

く生まれ変わったこども病院をよろしくお願い申

②LED照明、マイクロコージェネレーションシ

し上げます。

ステムなどによる省エネルギー対策の実施
③屋上緑化、高気密・高断熱計画による空調負荷
の低減
◆景観に配慮したパークホスピタル
①南公園との一体感を感じるエントランスホール
や屋上庭園の設置
②周辺環境と調和する白を基調とした外壁の採用
────

お わ り に

────

当院は、医師数150人、看護師数600人の高度専
門病院であり、極めてリスクの高い新生児の治療
や小児のあらゆる外科的治療に対応し、兵庫県全
域のみならず、県外からも患者様を受け入れます。
診療機能は、新生児集中治療室（NICU）の増
床等により総合周産期母子医療センターの機能を
充実しました。さらに、救急病床の増床やヘリポー
トの整備など、小児重篤患者様に対する救急医療
機能の強化を図り、「断らない」救急を支える体
制も整備しました。
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１階エントランスホール

６階一般病棟（６Ｗ４床室）

３階 NICU

＝事務局短信＝

平成28年度一般社団法人兵庫県病院協会（第２回）定時総会及び記念行事開催報告
１

第２回定時総会

定刻の午後１時30分、藤原久義副会長が第２回

平成28年度一般社団法人兵庫県病院協会（第２

定時総会の開会宣言を行い、守殿貞夫会長の開会

回）定時総会は、６月25日（土）兵庫県医師会館

挨拶、引き続き、来賓の兵庫県健康福祉部長太田

２階大会議室において、来賓として、兵庫県健康

稔明様からご祝辞を賜りました。

福祉部長

太田稔明様をお迎えし、協会会員、兵

引き続き、定款に従い守殿会長が議長を務め、

庫県知事感謝状受賞者、永年勤続病院職員表彰受

議事録署名人として、守殿議長、石川誠理事、藤

賞者等多数のご出席を得て盛大に開催されました。

原卓夫理事の３名を指名ののち次第に従い議案審

開会に先立ち、事務局から会員数199名の内う

議に入りました。

ち表決委任を含めた出席者が166名であり、定款

最初に、藤原副会長から「平成27年度事業報告」、

に定める総会の審議・議決に必要な定足数に達し

「平成28年度事業計画」及び「平成28年度収支予算」

ていることが報告されました。

について、それぞれ説明が行われました。
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次に、守殿議長から、深谷
理事、宇高

②20年勤続

隆理事、小関萬里

代表

功理事が、本総会をもって理事を辞
３

任することの報告がなされました。
次に、大村武久副会長から、第１号議案「平成

秋季号
103病院

神戸百年記念病院

  563名
白井

由紀様

記念講演
表彰式終了後、記念講演会が開催されました。

27年度収支決算」について、提案説明が行われ、

守殿会長の開会挨拶に引き続き、大村副会長が座

続いて、長嶋達也監事から監査結果報告が行われ

長を務め、講師の今村知明先生（奈良県立医科大

ました。審議の結果、第１号議案は原案どおり承

学健康政策医学講座

認されました。

域医療構想（ビジョン）の策定と地域包括ケアに

次に、守殿会長から、「第１期理事（補充）の
選任の件」について、提案説明が行われ、引き続

ついて

教授）のご紹介の後、「地

～厚生労働省の内輪話も～」と題して講

演が開かれました。

き、守殿議長から、「定款第14条第１項第３号に
より、理事は総会において選任すると規定されて

最後に、太城力良副会長から、お礼の言葉と閉

おります。如何取り計らいましょうか。」と諮っ

会の挨拶があり、総会並びに関係行事はすべて終

たところ、議場からの「議長一任」の声を受け、

了しました。

議長から次のとおり、理事候補者の氏名が発表さ
れ、審議の結果、異議なく全員承認されました。
（理事）高岡病院理事長・院長

長尾

卓夫

〃

西神戸医療センター理事長・院長

田中

修

〃

加古川中央市民病院理事長・院長

大西

祥男

〃

北播磨総合医療センター院長 横野

浩一

最後に、大村副会長が閉会宣言を行い、滞りな
く総会を終了しました。
２

兵庫県知事感謝状贈呈式・永年勤続病院職員
表彰式
総会に引き続き、長年にわたり病院職員として

勤務され、地域医療に貢献された方々に対し、兵
庫県知事感謝状贈呈式及び永年勤続病院職員表彰
式が行われました。
それぞれの受賞者のうち出席者の病院・氏名が
読み上げられた後、兵庫県知事感謝状については、
兵庫県健康福祉部長太田稔明様から、永年勤続病
院職員表彰については守殿貞夫会長から、次のと
おり代表者に賞状と記念品が手渡され、両氏から
お祝いの言葉をいただきました。
◎兵庫県知事感謝状

47病院

代表 豊岡病院出石医療センター

143名
尾崎

紳一様

◎永年勤続病院職員表彰
①30年勤続
代表

83病院

甲南加古川病院

288名
岩崎

百合子様
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平成28年度近畿病院団体連合会第１回委員会報告
平成28年度近畿病院団体連合会第１回委員会

２

協議事項

は、７月21日（木）滋賀県の琵琶湖ホテルにおい

（１） 新たな専門医制度にかかる各府県の取組状

て開催され、当協会からは、守殿会長、藤原副会

況について、当協会守殿会長から提案説明

長、大村副会長、太城副会長、橘川事務局長が出

があり、各協会からその取組状況について

席した。

説明がなされた。

滋賀県私立病院協会間嶋

孝会長の開会挨拶に

続き、滋賀県副知事の池永肇恵氏の来賓挨拶があ

３

報告・情報提供

（１）地 域医療構想の進捗状況について、和歌山

り、議事に入った。

県病院協会から報告された。
１

役員の選出

（２）医 療事故調査制度にかかる取組について、
滋賀県病院協会及び滋賀県私立病院協会か

原案どおり全会一致で承認され、委員長には、
間嶋

ら報告された。

孝滋賀県私立病院協会長、副委員長には、

清水鴻一郎京都私立病院協会長及び片岡慶正滋賀

（３）増 加する女性医師への取組について、滋賀
県私立病院協会から報告された。

県病院協会長が選出された。当協会の守殿会長は
常任委員に、藤原、大村、杉村、太城副会長は委

４

基調講演

「医療政策の最近の動向について」～これまで

員に選出された。

の経験から～と題して、社会保険診療報酬支払基
金審議役の北澤潤氏の講演があった。

平成28年度第１回病院管理職員等研修会報告
平成28年度第１回病院管理職員等研修会が次の

その概要は、団塊世代700万人が後期高齢者とな

とおり開催された。

る2025年へ向けて、医療・介護の提供体制の変革

・日

平成28年９月６日（火）

が待ったなしだ。このため、国は2014年６月「医

14：00 ～ 15：30

療介護一括法」を成立させ、その最大の政策課題

・場

時

所 兵庫県医師会館２階大会議室（神戸市中央区）

・テーマ 「2025年へのカウントダウン」
～地域医療構想、地域包括ケアを見据
えた病院のあり方～
・講

師

国際医療福祉大学大学院
教授

・参加者
・概

武藤

正樹

先生

111名

要

武藤正樹先生を講師としてお招きし、守殿会長の
挨拶のあと、大村副会長が座長を務め進められた。

を地域医療構想と地域包括ケアの構築とした。本
講演では、この地域医療構想と地域包括ケアを基
本視点においた2016年の診療報酬改定を振り返り、
病院のこれからの進路を考える提案がなされた。

（18）2016.10
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リオデジャネイロ・オリンピック、パラリ

を左右する基礎研究の危うさを嘆かれ、この

ンピックで日本選手の活躍目覚ましく、私た

様な現象が続くと、病院経営が破滅に陥るこ

ち日本人に感動を与えてくれました。心配し

とを訴えられていました。

ていた治安問題、また医療関係ではジカ熱、

新役員には西神戸医療センター院長田中先

スーパー耐性菌も大きな問題もなく閉幕いた

生、高岡病院理事長・院長長尾先生、北播磨

しました。４年後には東京で開催されます。

総合医療センター病院長横野先生、加古川中

世界中の人、スポーツマン、東京都民そして

央市民病院理事長・病院長大西先生がなられ、

国民に喜ばれる大会になってほしいものです。

それぞれの病院の現状・紹介、そして役員に

巻頭言では藤原副会長が、2017年度から開
始予定であった新専門医制度が、医師の地域

なっての抱負について書かれています。ご活
躍を期待いたします。

偏在・診療科偏在等で延期になり妥当であっ

会員病院紹介では公立豊岡病院組合立朝来

たと評され、これは医師不足が原因であると

医療センターが梁瀬医療センターと和田山医

説かれています。これらの現象は短期的なも

療センターが一つとして生まれ変わり、本年

ので長期的には医師過剰時代が到来し、彼ら

５月より地域完結型医療の構築に向けて取り

の育成体制の確立が必要です。

組まれることを紹介されています。また兵庫

あさぎり病院理事長藤原先生の随筆では、

県立こども病院が本年５月移転・開院、小児

医師、看護師、保育士の大切な人的資源の確

医療、周産期医療の高度専門・特殊医療に係

保の困難さを示されています。医師について

る診療機能を充実し、これからの医療ニーズ

は日本専門医機構による認定制度に関し、実

に対応する様を紹介されています。

地臨床のできない専門医を養成するのではと
危惧されています。看護師の人材確保は対策

最後に、大変忙しい中、執筆にご協力して

がいろいろなされていますが、満足するもの

くださいました先生方、ならびに原稿整理の

ではありません。保育所定員増は、人口減少

労を担ってくださいました事務局の方々に心

の中医師・看護師のみならず女性従業員の就

より感謝いたします。

労確保に重要な問題ですが、そこで働く保育
士の確保に賃金等の解決策が見出されていま
せん。神戸掖済会病院長島津先生の随筆では、
大学の研究費の減少に言及され、国家の未来

（一社）兵庫県病院協会理事・会報編集委員
佐藤
（姫路赤十字病院

四三

病院長）記

