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６．議事 

明石総務課長 

ただ今から「第 21回赤穂市民病院の医療を考える懇談会」を開催いたします。 

本日の傍聴者の申し込みはありませんでした。 

それではまず初めに、当院の藤井院長よりご挨拶を申し上げます。 

院長あいさつ 

本日はお忙しい中、「第 21回赤穂市民病院の医療を考える懇談会」にお集まりいただきまし

てありがとうございます。 

当院は開かれた病院をモットーにしておりまして、当院の現状を全て説明させていただき、

ご出席の皆様のご意見を受けまして、今後の当院の運営に生かしていきたいと思っております。  

約 1時間を予定しております。どうか忌憚のないご意見をよろしくお願いいたします。 



 

 ・総務課長より委員紹介、資料確認 

（１）報告事項  

①第二期構想の推進について 

  長坂財務課長 

   当院につきましては、平成 10年 2月に新築して以来、赤穂市民や西播磨医療圏域の住民を 

対象として、医療の提供や健康増進及び福祉の向上に一定の役割を果たしてまいりました。

開院当初は、12診療科病床数 362床であったものが、地域完結型医療の中核的役割を担う 

病院を目標として、現在では 21診療科、396床まで規模を拡大しております。 

しかしながら、診療体制の拡充に伴う診療スペースの不足や、救急・健診部門の整備、さ 

らには人工透析の拡充のほか、津波等災害への対応など多くの課題を抱え、施設の増改築が

必要となり、平成 25 年 12 月に「赤穂市民病院第二期基本構想をとりまとめ、平成 28 年 3

月より増改築工事に着手いたしました。 

平成 27年 8月には新棟整備に伴い駐車場が減少するため、敷地西側の駐車場を立体化いた

しました。さらに、立体駐車場から本館までの間にアーケードを設置し、雨天時にも安心し

て通院できるよう患者の利便性を図っております。 

増築棟につきましては、本年 6 月末に竣工引渡しを受け、7 月中に医療機器等設備設置を

実施いたしまして、8 月 1 日より運営稼働いたしております。新館の構造は、鉄骨造 4 階建

てとなっており、その主な整備概要としましては、1階には PET-CT装置の導入、2階には外

来部門の診察室、化学療法室、内視鏡室エコー室等を拡充し、3 階には人工透析室センター

を設置し、30床から 40床に拡充いたしました。4階には健診センターを設置するほか、浸水

対策として、機械室・電気室・備蓄倉庫を上層階に設置いたしました。 

既存棟の改修につきましては、本年 7月より着手しており、手術室と同じ本館 3階フロア

に ICU（集中治療室）を整備、アンギオ装置を 1 台から 2 台に増加、また医師、研修医の増

員に対応するため、当直室の充実や医局面積の拡充を図ることとしており、平成 30年 3月を

完成予定となっております。 

以上、それぞれ各部門の写真と、本日お配りしたものにつきましては、それぞれフロアの

患者様等に関係のある部署名を記入したものを、掲示させていただいております。特に 2階

の部分につきましては、患者様が関係する部門が集中しておりますので、裏面の方に詳細図

をおつけしておりますので、ご確認いただければと思います。 

②地域包括ケア病棟について 

田淵副院長兼看護部長 

当院では、急性期治療後の在宅医療に向けた医療や支援を行うため、平成 28年 12月 1日 

より、地域包括ケア病棟 59床を開設いたしました。 

地域包括ケア病棟とは、手術や検査、治療が終了した後の患者様や病状が落ち着いている 

患者様の中で、すぐに在宅や施設へ移行するには不安のある場合に在宅復帰に向けての準備

を整えるための病棟です。以下、受け入れ対象となる患者様、入院期間、入院から退院まで

のイメージについてはご参照ください。 

平成 28年 12月 1日から 6北病棟を当院では地域包括ケア病棟としております。一般病棟 

から地域包括ケア病棟に変更いたしましてから 10ヶ月間経過しましたので、今の状況を報告

したいと思います。平成 29 年 7 月の実績ですが、病床利用率は 66％、その内訳ですが、院

内で急性期を脱し、病状が落ちついた患者様、いわゆる一般病棟からの転入になりますけれ

ども、その患者様が 48％、外来から直接入院されました患者様が 52％を占めております。診

療科としては、整形外科、総合診療科、内科、循環器科などの患者様が多く入院されており



ます。直接入院されました 52％のうち、主に短期滞在手術や検査（前立腺生検・ポリープ切

除・白内障日帰り手術・睡眠時無呼吸検査など）の患者様ですけど、その患者様が 50％、教

育入院、主に糖尿病の教育入院が 18％、その他が 32％となっております。なお、在宅復帰率

は 95％となっております。 

地域包括病棟では、他職種と連携を図り、在宅療養支援に取り組んでおります。院内多職 

種で行う退院支援カンファレンスや患者さん、ご家族、担当ケアマネージャーなど、地域の

支援者も一緒に行う拡大カンファレンスを通して、患者さん・ご家族が安心して自宅で生活

できるように相談・支援を行っています。またリハビリ部門では、在宅に向けて患者さんと

リハビリでの目標を共有するなど連携を深めております。 

さらに地域包括ケア病棟では、医療依存度が高く在宅療養中の方で介護保険によるショー 

トステイの利用が困難な患者さんを対象としたレスパイト入院の受け入れも始めております。

例えば、近親者の冠婚葬祭、介護者の病気、出産、旅行など家族の事情で一時的に在宅で 

の介護が困難になった場合、患者さんに一時的に入院していただきその間の費用については、

医療保険を利用することで、必要な期間だけ入院することができるようになりました。 

レスパイト入院については、担当医と 6階北病棟師長で入院日などを調整しております。 

今後、地域包括ケアシステムの構築に向けて、当院の地域包括ケア病棟においても、病棟 

の役割を果たし、患者さんやご家族に安心、満足して在宅に帰って生活していただけるよう

にしたいと考えています。 

③救急部の実績について 

宗行救急部長 

現在の救急部の体制ですが、当直に関しては、内科系医師 9名、外科系 9名とそれぞれ 50 

歳以上の応援医師、研修医 1年目が 5名、2年目が 8名、看護師等含め、頑張っております。

平日の日中に関しては、救急車の対応ということで、それぞれ複数名在籍の常勤医師で、 

外科系内科系関係なく対応させてもらっている状況です。ただ、現状として救急の専任医師 

がいない状況で、各々の医師が各科診療を行いながら地域の医療に貢献できるよう頑張って 

いる状態ではあります。幾つかの診療科においては状況によってスムーズに受け入れること 

がしばしば困難なことがありまして、地域の皆様にはご迷惑をおかけすることがあるかなと 

思いますが、出来る範囲で頑張っていきたいと考えています。 

救急の収容人数に関してですが、最近は大体年間 1,700台前後で推移している状況です。

エリア的にみますと、赤穂署が 75％ぐらいで推移しており、相生、たつのがそれぞれ 12％、 

5％となっています。相生に関しては、ここ数年少し増えてきている状況で、昨年は 15％と

やや多めの状況かと思います。 

入院外来に関しては、入院された方、帰られた方はほぼ同じで、外来に帰宅された患者さ

んがやや多いという状況で、上郡等に関しては、当院からの距離等の諸事情があるのか入院

になっているケースが多いように思います。 

次に、平成 28年度救急収容人数の調べになります。赤穂消防、上郡消防の搬送数が多く、 

赤穂が月 76台前後、上郡が 30台前後、それに次いで相生が 20台前後という推移になってい

ます。季節的な変動でみますと、暑さの厳しい 8月、秋から冬にかけて感染症が増える時期

に患者さんが搬送されているケースがどこの消防においても見受けられる傾向かと思います。

月も 150くらいです。 

次に、平成 29年の 4月から 7月に関してですが、赤穂・上郡は少し患者さんが減っている 

傾向はあるかなと思います。ただ、相生・たつの・東備に関しては、それほど大きな変化は

ない状況で推移していると思います。実際数字にはないが 8月以降は数字としては回復して

いる傾向はあるかなという状況です。 



次に、救急患者数、いわゆる時間外、病院の一般診療時間の終わる夕方の 17時 5分から翌 

朝の朝 8時 20分まで及び休日の患者さんの状況です。内科系、循環器、消化器、小児科を含

めた形で内科系の疾患が非常に多くて 6割強ぐらいが内科系の受診かと思います。 

ご存じかと思いますが、整形も今年から常勤医が減り、救急患者さんの受け入れが困難な 

状況になり、それでも外科系の当直医師の努力で整形の患者さんも 10％くらいではあるが、

診ている状況ではないかと考えます。あとはどれくらいの入院かということですが、実際に

比率としては、16％くらいの入院患者さんがあり、その内約半数が救急車での入院となって

います。 

次に、今年度分に関してですが、救急車と同様で患者数は減っている状況ではありますが、

先ほどの救急車と同じで 8月以降の若干の改善の傾向はあるかと思います。  

救急部も病院の第二期構想等があり、ご迷惑をかけたことがあるかと思います。本日救急 

部の診療室の工事が終わりましたので、元の場所に戻る引っ越しを作業中です。これが終わ

りましたら、救急の診療に関しては、ハード面としては、以前より少し拡充した形で対応す

ることができるようになるので、今まで作業で救急患者さんを受け入れにくいことがあって

ご迷惑をおかけしたことがあったかと思いますが、これからは地域医療に貢献できるように

頑張っていきたいと考えています。 

藤井院長 

資料に関すること、それ以外に関することのご意見はあとでお伺いすることとします。 

続いて資料の説明をお願いします。 

 

（２）協議事項 

  ①市民病院改革プランについて 

  長坂財務課長 

   説明をさせていただく前に訂正をお願いします。19ページになります。1番上のところで

すが、平成 26年度実績と書いてありますが、ここを平成 27年度実績に訂正をお願いできた

らと思います。そのページの1番下2行及びその次ページ20ページの1行目につきましては、

ミスプリントになっておりまして、Q&A が合っておりませんので、こちらの方は削除いただ

けたらと思います。最後の「ホームページへの公表」時期のところの年数が抜けております。

申し訳ありません。ここは 29 年 3 月に稿料しておりますので、29 年と記入いただければと

思います。申し訳ありませんが、その点ご訂正をお願いいたします。 

   それでは、10ページの収益収支をご覧いただけたらと思います。 

平成25年3月に作成いたしました赤穂市民病院改革プランの計画額と実績額との増減につ

いてご説明いたしますので、28年度の実績と比較のところをご覧ください。 

実績額につきましては、実績見込額でございますので、ご了承いただきますようお願いい

たします。まず、収益関係になります。病院医業収益の中の入院収益ですが、226 万円増の

50億千 6,483万 9千円となっております。増収の要因につきましては、診療単価が増加した

ことから、増収となっております。 

次に外来収益ですが、1,613万 4千円減の 28億 1,709万 6千円となっております。減収の

要因につきましては、外来患者数及び高価な C型肝炎治療薬の使用が減少したことから減収

となっております。 

次に、その他医療収益につきましては、入院患者数の減による室料差額収益の減や国庫補

助金の減等によりまして、1,370万円減の 4億 933万 3千円となっております。その結果、 

経常収益は、4,383万 3千円減の 87億 6,857万 9千円となります。 

次に費用の関係になります。病院医業費用の給与費ですが、1億 9,831万 4千円増の 41億



2,009 万 4 千円となっております。これにつきましては、給与改定の影響により増となって

おります。 

次に材料費ですが、8,240万 7千円増の 24億 8,440万 7千円となっております。 

次に経費ですが、5,056万 6千円減の 15億 9,243万 4千円となっております。 

その主な要因につきましては、応援医師にかかる報償費、委託料の減が主な要因となって

おります。 

次に減価償却費ですが、1,004 万円増の 5 億 6,731 万 6 千円となっております。その結果

経常費用は 2億 2,772万 4千円増の 94億 7,624万 2千円となっております。 

経常損益は計画では、4 億 3,610 万 6 千円の赤字を予定しておりましたが、実績額は 2 億

7,155万 7千円悪化の 7億 766万 6千円の赤字額となっております。 

次に特別利益ですが、47万 7千円増の 197万 7千円となっております。 

次に特別損失ですが、4,683 万 7 千円増の 5,783 万 7 千円となっており、その要因につき

ましては、看護師宿舎売却によるものとなっております。結果、特別利益・特別損失を含ん

だ当年度末の未処理欠損金は計画額に比べて 3億 1,791万 7千円悪化の 7億 6,352万 3千円

となっております。利益常用金の累積につきましては、当年度未末処理欠損金の 27億 4,991

万 5千円が累積欠損金となっております。 

医療収益比率、経常収益比率等の経営指標は記載のとおりとなっておりますが、前年に比

べて悪化をしておる状態にあります。 

続きまして 11ページをご覧ください。 

それでは、28年度資本収支の状況ですが、資本的収入につきましては、増築棟の竣工稼働

が平成 29年 8月となったことなどから平成 29年度に予算繰り越しをしたことにより、計画

額より 28億 1,070万 4千円減の 17億 4,347万 6千円となっております。 

次に、資本的支出につきましても、資本的収入と同様の理由により、計画額より 23億 3,254

万 6千円減の 27億 6,094万 8千円となっております。結果、資本的収入額が資本的支出額に

不足する額は、計画時の不足予定額 5億 3,931万 4千円より 4億 7,815万 8千円悪化し、10

億 1,747万 2千円の不足額となっております。不足額につきましては、過年度分損益勘定留

保資金 3億 4,407万 2千円で補てんし、なお不足する額 6億 7,340万円については、平成

28年度同意済企業債の未発行分をもって翌年度に措置するものといたしました。 

続きまして、12ページをご覧ください。 

入院・外来の延患者数、１日平均患者数、診療単価、一般病床利用率などを計画額と比較

しております。入院につきましては、延患者数は 1,821 人減の 9 万 2,655 人、1 日平均患者

数は 5 人減の 253.8 人、診療単価は 2,797 円増の 5 万 4,663 円、一般病床利用率は 0.5％減

の 64.8％となっております。外来につきましては、延患者数は 1,466人減の 18万 6,414人、

1日平均患者数は 2.9人減の 767.1人、診療単価は 32円増の 1万 5,112円となっております。 

診療所については、延患者数は 52人減の 2948人、診療単価は 58円減の 6,609円となって

おります。 

続きまして、13ページ「第 6次病院事業健全化計画（平成 28年度実績）」をご覧ください。 

この表は、第 6次病院事業健全化計画において重点課題としていたものに対する、28年度

の取り組み状況を記載しております。主な取組み状況を簡単に説明させていただきます。 

平成 28 年度は、患者に信頼される診療体制の充実に努めてまいりました。特に、平成 28

年 12月には高齢化社会が加速する中、急性期治療後、回復に不安のある患者様を受け入れ、 

安心して自宅や施設で暮らせるまでの橋渡しをするため、地域包括ケア病棟 59床を開設いた

しました。さらに、患者様が入退院時において支障をきたさないために、地域の医療・介護・

福祉の連携強化を図るために地域医療介護福祉懇談会を開催いたしました。 



一方、「第二期基本構想」につきましては、透析病床の増床、健診センターの新設、最新医

療機器の導入等を行った新館が完成し、8月 1日より運営稼働しております。 

また、引き続き手術室、集中治療室の拡充等を行う本館改修工事に着手しており、医療レ

ベルを向上すべく取り組んでおります。 

藤井院長 

 ありがとうございました。本日用意した資料は一通り説明させていただきまして、 

これからは自由にご意見を言っていただいて協議するという形にしていきたいと思います。 

どなたかご意見ありますか。 

委員 

一点お尋ねと一点お願いと。まずお尋ねについては、人工透析の病床が 30床から 40床に

増えたということですが、当初の計画より減ったとおっしゃる方がいらっしゃいます。当初

は 70床であったと。お願いは、医師の確保についてということで、資料では眼科と呼吸器科

と整形外科と、市内の女性たちが集まるとやっぱり産科を 9月からやめられたということの

話題があがって、大変難しいということはよく分かっているつもりですが、お願いしたい。 

藤井院長 

 人工透析が 40床になったといういきさつを財務課長からお願いします。 

長坂財務課長 

 当初計画の 50床を 40床に変更しております。実際 10床減らした理由といたしましては、 

患者様のベッド数を配置する透析の面積ですね、50 床でも規定は満たしてはいるのですが、 

医療従事職等が患者様に対応するには余りにも手狭になってしまうということで、ベッド間 

を一つ一つ広くした関係で 10床減少させていただいております。ただ、当院にかかっている 

患者様であったり、これから増えるであろう患者様の人数を見越しても、40床で十分対応が 

可能ということで、医療現場の利便性なり、患者様の利便性等を向上するために当初の計画 

50床を 40床ということで 10床減らさせていただいたような状況であります。 

藤井院長 

 透析の方は一つの機械で 1日 2回 2人の患者さんをやる、午前中と午後との 2回やるとい 

うこともあって、スタッフの関係で毎日やっているわけではないが、今後看護師とか臨床工 

学士とか医師の増員を図れれば、今の機械でも 1日 2回やればもう少し患者さんをたくさん 

診られる可能性がありますので、ハード的には今のところ 30床でもいけるのではないかと。 

需要をみながらスタッフを増やしていきたいと思います。それから医師の確保ですね、ご存 

じのとおり産婦人科のことではご迷惑をかけています。今年の 3月末に常磐医師が定年退職 

しまして、昨年まで 3人だったのが 4月から 2人になり、2人になると色々な問題がありま 

して、ちょっと医師同士の折り合いとかいうこともありまして、8月末に 1人辞めると言い 

出したのが、6月末でして、そこから急いで派遣大学の方とか、近隣の病院とか探しました 

けれども、大学の方自体にも産婦人科医がいないと、都会の方で医局に属さないフリーの産 

婦人科医が増えていて都会の方が色々あるようでして、引き続いて医師の確保、知り合いに 

頼んでいる状況ですが、今すぐ見通しがつけていない状況です。当院の方で産婦人科の方は 

中央病院に「無理を言います」ということで、お願いしています。公立病院総合病院として 

産婦人科というのは大切な診療科だと思っておりますので、できるだけ早急に回復するよう 

努力していくつもりではあります。呼吸器科に関しましても、全国的にそうなんですけども、 

専門医というのが非常に少なくて、西播磨で呼吸器科の専門医は勤務医で 1人しかいません。 

開業医をされている方は姫路に１人おられるんですけど。今後それも大学側には働きかける 

よう努力はしています。眼科の方は今ツカザキの方から応援、あとは、地元の開業医の先生 

の応援をいただいて、それも課題だと思っております。 



 

医師不足に関しましては、設備とかは十分良いと思いますが、やはり地域的な問題ですね。 

若い先生は都会志望が多いので、多くの医師が集まる病院に若い先生が集まりやすい。 

さっき言いましたように、大学に属する医師が少なくなってきている分、大学の派遣の方 

も少なくなってきている。中々厳しい時代にはなっておりますが、当院は公立病院ですけど

柔軟的に色々な対応をしていって医師の確保に努めていきたいと思っております。 

院内職員に関しては、当院が非常に働きやすいということを色々な診療科に来られる応援

医師にアピールして、大学の方から応援をお願いしようと思っております。整形の方も課題

にしておりますけど、整形の方は来年ぐらいに何とか来てくれるのではないかなという期待

は持っているんですけど、まだはっきりとは決まっておりません。以上です。 

委員 

 科のことなんやけどね、例えば外科と整形外科との色分けはどういう形になる？と言うの 

はね、あたし昨年の暮れに肋骨 3本折ったんですけど、その時たまたま外科に予約があって 

外科の先生に言ったら「整形に行きなさい」と言われて整形に行った。最初に病院に行った 

時、自分の今現在の症状を受付で言えば診療科はちゃんと仕分けしてもらえるんですか？ 

どうなんですか？ 

横山院長代理 

 骨折が明らかにあればやっぱり整形外科を紹介して、明らかでない場合は呼吸困難とかの 

症状があれば、内科に最初に行っていただいたりすることはある。骨折であれば整形の先生 

にお願いしている。 

委員 

似たような科があるから、自分でどこに行ったらいいのか。町医者に診てもらってここへ 

くる場合はちゃんと紹介状を持って来て、ほんとにやっぱり市民病院に行きたいとなった時、

自分がどこへ行ったらいいのか。 

藤井院長 

 総合窓口とか判断医がいますので、お話を聞いて可能な科に振分けさせてもらうので。 

その、ブロックっていうんですけども、色々な科の受付ですよね。そこで改めてもう一度 

聞かせていただいて適切な診療科を選ぶようにしていますけど、昔は外科しかなかったんで

すけど、整形というのが分かれてきまして、骨折とかを扱っています。病院に来ていただい

たらお話をきいて振り分けさせていただきますし、夜間はですね、当直医や、基本はある程

度医師になるまで全科を研修していますので、一般的な診察は、プライマリーケアとかそう

いうのはできるはずなので、それは安心していただいたら良いですし、必要があれば専門医

を呼ぶようなシステムになっています。 

横山院長代理 

 紹介の先生がはっきりしない場合も実際はあるんですけど、今年から総合診療科ができま 

したので、一通り全部受けてある程度判断をして、専門の科に引き渡すという体制をしてい 

ますので、何科かわからん時は総合診療科を受診していただくと適切に対応していただける 

と思います。 

藤井院長 

総合診療科は今 9名体制で、外来も毎日やっていますので、どこに行ったらいいかわから 

ない、例えば体がだるいとか熱があるとかしんどいとかいう時は総合診療科へ、はっきりし

た症状がないけど、熱だけがあるとかはまず総合診療科を受診していただいて、場合によっ

てはその専門科に紹介することもあります。ぜひ利用していただきたい。本院で 1番ニーズ

の多い科でありますので良かったら。 



委員 

 10月に肺炎を患いまして、その時は新田の医師に診てもらって。町医者に一旦診てもらっ 

て紹介状をもってくる場合にはね、わりかし行きやすいんですけど。肋骨 3本折って折れた 

骨が肺に、空気がもれよう言われて、診てもらったんやけど。 

藤井院長 

 その肺炎とかいうのは呼吸器専門医じゃなくても一般内科で診るような疾患ですので。 

肺がんとかは治療がいるので、呼吸器専門医がいないと入院では難しい。ただ外来で診断 

はできますので、専門医である外来の非常勤医師が診ますので利用していてだきたい。呼吸

器が診られないという訳ではないです。 

 その他ご意見はないですか？歯科医師会の方でご意見とかないですか？ 

委員 

先ほどの資料説明で患者数が減っているということでしたけど、何か暗いイメージですが 

自然なんですか？ 

藤井院長 

 まず入院患者に関しては確かに減ってきています。在院日数が昔は 18日ぐらいだったのが 

今は 13日か 14日になっていて 1日減るごとに大体入院患者さんが 20日減る勘定になる。 

それは治療が非常に進歩したということと、早く元気になってもらえて非常にいいことだ 

と思う。入院の方は平均在院日数が 8日ぐらいまでに誘導するようにしているので、早く退

院すると点数が高くなる、どうしても部屋が空く傾向にある。一部は診療科の医師の問題は

あると思います。それが主なところだと思います。外来患者様に関しては病診の連携とか、

病病の連携を勧めていくと必然的に多少外来患者さんが減っていく。安定した患者様は開業

医の先生にお願いするようになりますので。開業医の先生から精密検査とか入院の必要な患

者さんを紹介してもらうようになりますので多少減ってくるのは流れだと思います。その分

単価が上がるっていうのが必要になってくる。当院で外来をどんどん増やすつもりは毛頭あ

りません。入院の方で頑張っていきたいと思います。 

 財政的に少し先ほど、見込額が悪化としたとありましたが、見込みと言うのはどういう風 

に積算したのかわからないんですけど、昨年と比べたら変わらない。支出は人事勧告で公務 

員給料が 3％増え、若干職員が増えたこともあり年間 3億増えている。その分が赤字に加算 

されている。公立病院の 8割が赤字と言われているが解消するよう努力していきたい。 

委員 

具体的に何か考えていますか？ 

藤井院長 

 入院患者を増やします。救急の受け入れを頑張ります。若い先生が専門外の治療を嫌がる 

きらいがあるが、プライマリーケアはできるはずなので、本院で対応できない場合は他病院 

へ紹介する。開業医からたくさん紹介いただいて必要な検査をする。病診連携を推進する。 

委員  

地域包括ケア病棟を開設された件で、歯科医師会としても関心がある。 

口の中の環境を整えないと、口の中の汚れから糖尿とか身体に悪影響を与えることが統計 

的にも出ている。口の中のケアをするような取り組みをされていった方がいいと思います。 

杉並区の方でそういう運動があると聞いている。 

藤井院長 

周術期口腔ケアは院内でも実施している。歯科衛生士とチームを組んでやります。 

当院の歯科医は 2人で手術もしているので訪問というのは難しい。開業医の先生と連携を 

とって協力してやっていきたい。 



委員 

地域包括ケア病棟に入る時にそういう教育をされた方がいいんじゃないかと思う。 

  委員 

地域包括ケア病棟は他職種との連携を図り、在宅の療養に取り組むとのことだが、院内は 

連携されていると思うが、院外はされているのか。 

   薬剤師会としても、入っていきたいと思うが、受け入れ態勢が整っているのか知りたい。 

   是非とも入らせていただきたい。 

坂本副看護部長 

 少しずつ薬剤師の参加も増えている。 

室井薬剤部長 

 流れを整理していきたい。赤相薬剤師会で勉強会もしている。 

  委員 

  そこに入ることにより顔を繋げることもできる。よろしくお願いします。 

藤井院長 

 ケアマネージャーに院内の調整をしていただいている。ケアマネージャーとの連携も強化 

し、ぜひ薬剤師の方にもご協力いただきたい。 

関西福祉大学の方から何かご意見ないですか。産婦人科の実習で大変ご迷惑をかけました。 

卒業生に活動していただいて期待している。 

 委員 

 十分対応していただいていると承知しています。実習では苦戦しています。 

できるだけ早く先生にきていただければ助かります。ご紹介いただければと思います。 

地域医療構想についてですが、高度急性期の 4床を 6床に増やす計画がありますか？ 

明石総務課長 

とり方の違いだけです。今まで循環器科を高度急性期に入れていなかったのを入れるよう 

にとのことです。 

委員 

循環器病棟を高度急性期病棟として県に申請されていると理解していいですか？ 

明石総務課長 

それで県に申請しています。 

委員 

需要があるのかと思って。HCUが 4床から 8床に増床する？ 

急性期ではなく高度急性期をグンと増やすイメージを持ったので。 

藤井院長 

他にご意見ご質問ありませんか。 

今後も開業医との連携を深め、病診連携を勧めていきたい 歯科、薬剤師、在宅医療等。 

今市民病院の方で市の公民館で健康講座をしている。市民の方に伝えて健康意識を高めて 

もらうということです。病気の早期発見、早期治療に努める。続けてやっていきたい。 

病院に来られる患者だけを相手にしていてはいけない。赤穂市全体の医療意識を高めると 

いう努力をしている。皆さん、ご支援、ご協力をよろしくお願いします。他にないですか。 

委員 

 環境が苦しい中、第二期構想を着々とすすめていることについては、心強く思っている。 

再度になるが、産婦人科については、総合計画、市の計画にも影響する事だし、施設自体 

を遊ばせることになる。また、産婦人科をメインに研修に来られる方もおられると思う。 

母乳育児というのもできないということになるので、産婦人科医の確保については、産婦 



人科の医師が先頭に立って確保していただくというような立場でお願いできればと思う。 

回答はいらないのでよろしくお願いします。 

藤井院長 

全職員あげて努力していきたい ご迷惑をおかけしています。 

明石課長 

最後に、当院の横山院長代行より閉会のご挨拶を申し上げます。 

閉会あいさつ 

横山院長代行 

本日はお忙しい中、皆様ご参加いただきまして、ありがとうございました。 

地方というところで、赤穂出身、相生出身の方が支えていかなければならない。 

先生方、西播出身の方いらっしゃったら是非ご紹介ください。 

婦人科などは特に大学病院でさえ疲弊している。京大病院も。それより教育実習。 

集中する産婦人科は 1 人ではやっていけない。3 人以上いないとチームとしてやっていけ

ないので、１人だけいても疲弊してしまう。それは皆さんも感じられていると思う。 

僕が来た時、人口が 52,000人いたが、今は 49,000人台になっている。医療のやり方もあ

る程度かえていかないといけない。これからも色々ご意見よろしくお願いします。 

今日はありがとうございました。 

明石総務課長 

以上をもちまして、「赤穂市民病院の医療を考える懇談会」を閉会します。 

長時間ありがとうございました 

 

 

 

 

 


